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は し が き

　民事に関する紛争が生じたとき、その紛争について、権利義務の発生・変更・

消滅を規定する実体法に基づき、判決という裁判所の判断によって権利・法律関

係を確定し、紛争に対する公的な結論を出してその紛争の解決を図るための手続

が民事訴訟である。この民事訴訟は、いわば、紛争の観念的解決手続であり、そ

の民事訴訟によって観念的に解決した判決の内容について義務を負う者が任意に

履行しない場合、当該判決に基づきその権利の実現を図る手続が強制執行である。

そして、権利の中には，権利者に実体法上の優先権が与えられている権利〔担保

権〕があり、その担保権を実現する手続として担保権実行手続が認められている。

民事執行法は、このような強制執行、担保権実行と換価のための競売、債務者の

財産開示手続について規定している。

　また、民事に関する紛争の訴訟手続における権利の確定からその実現までには

時間がかかり、たとえば、金銭債権の被告（債務者）がその訴訟係属中にその所

有財産（責任財産）を処分したり、あるいは、建物明渡請求訴訟の審理中に被告

が目的建物の占有を他人に移転してしまえば、勝訴判決を受けてもそれに基づく

強制執行は不能になってしまうことになる。そこで、民事訴訟の本案の権利の実

現を保全するため（将来の権利実現の権利確保のため）に、債務者の財産を確保

〔仮差押えにより処分禁止〕したり、財産の現状の固定〔係争物に関する仮処分〕

による係争物の処分・占有移転禁止等をするものとして、暫定的措置をとるのが

民事保全手続である。また、民事保全手続においては、争いのある権利関係につ

いて債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるために、暫定的に民事

訴訟の本案の権利関係についての仮の地位を定めるための仮処分についても定め

る。

　このように、民事に関する紛争の観念的な解決手続である民事訴訟の前後にお

いて、その紛争解決を保全・実現を図るための手続として、民事保全・民事執行

がある。この民事保全および民事執行は、民事に関する紛争の保全・実現という

ことで、全体として統一したものとして理解したほうがわかりやすいと思われる
（旧民事訴訟法（明治23年法律第29号）は、訴訟手続以外に、強制執行手続および保全

手続についても定めていた）。
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　本書は、そのような民事保全・民事執行を全体として理解するための入門書と

して執筆したものである。そして、その場合、当然、現実に行われている民事保

全・民事執行を念頭に置かないと意味がないので、その実務を前提に、民事保全

および民事執行の基本的な内容を理解できるように執筆したつもりである。

　本書は、知識の修得が容易にできるように、解説文の後にその内容のポイント

を収録することで、立体的に反復学習できるように工夫し、併せて実務上特に知

っておくべき重要な判例事項等を「Case study」として適宜の箇所に収録するこ

となどで、理論と実務を並行して学べる実践的な入門書となっている。

　このような本書が、民事訴訟や民事保全および民事執行を学ぼうとする方々に，

その全体像が理解できるお手伝いをすることができれば幸いである。最後に、本

書の企画をし、その出版の機会を与えていただいた、民事法研究会の方々に感謝

の意を表する次第である。

　　平成30年 6 月

園　部　　厚
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第 ８章　執行対象財産

第 １　責任財産

　強制執行の対象として請求権の満足に用いられるべき財産の総称を責任財産と

いう。金銭執行の場合は、原則として執行債務者に属するすべての財産が責任財

産となる。動産および債権執行においては、債務者の生活保障等の社会政策の観

点等から、差押えが禁止され、責任財産から除外されるものがある（民執131条・

152条等）。また、請求権によっては、責任財産が一定の範囲に限定される場合が

ある（民922条（限定承認）等）。

　担保権実行においても、責任財産を考えることができる。この場合、一般先取

特権の実行においては、債務者の総財産を責任財産としてその対象とすることが

できるが、その余の担保権は、担保権の目的である特定財産に限定される。

〔責任財産〕
◆責任財産　⇨　強制執行の対象として請求権の満足に用いられるべき財産の総称
①　金銭執行の場合　⇨　原則として執行債務者に属するすべての財産が責任財産
となる。
②　動産および債権執行の場合は、債務者の生活保障等の社会政策の観点等から、
差押えが禁止され、責任財産から除外されるものがある。

　③　責任財産が一定の範囲に限定される場合　⇨　限定承認等　
◆担保権実行における責任財産の対象
①　一般先取特権の実行　⇨　債務者の総財産を責任財産としてその対象とするこ
とができる。
②　その余の担保権　⇨　担保権の目的である特定財産に限定される。

　金銭債権の強制執行を申し立てる際、申立債権者は、対象財産を特定しなけれ

ばならない。ただ、動産に対する執行の場合、個々の動産を特定する必要はなく、

Point
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差押えの場所を特定し、その中に存在する動産を対象とし、執行官が、執行債権

額と執行費用に満つるまで、選択して差し押さえる。

　執行対象財産の帰属の判定については、外観主義をとっている。債務者の責任

財産に属するかどうかについては、不動産は登記、動産は占有といった外形的事

実だけで所有者を判断し、債権においては債権者の申立てだけで被差押債権を特

定し、その存否の確定を行わないで差押命令を発する。

第 ２　第三者異議の訴え

Ⅰ　第三者異議の訴えの意義および適用範囲

１ 　第三者異議の訴えの意義

　強制執行は、債務者の責任財産に対してのみ行われるべきである。強制執行に

おいては、その迅速性の要請から、財産が債務者の責任財産に属するとの一定の

外観があれば執行することができるとしている。その結果、債務者の責任財産に

属さない第三者の財産上の権利に対して執行が行われる事態が発生することがあ

る。このような執行は、執行法上は違法ではないが、実体的には不当な執行であ

り、このような権利侵害を受けた第三者が当該不当な執行を排除するための機会

を設けたのが第三者異議の訴えである（「執行関係訴訟諸問題」138頁第一ほか）。

２ 　第三者異議の訴えの適用範囲

　第三者異議の訴えの目的が、債権者による不当な執行を排除し、第三者の実体

的権利ないし法的利益が害される危険を排除することにあることから、この第三

者異議の訴えは、債務名義に基づく強制執行（民執38条）だけではなく、担保権

実行（民執194条（38条））、形式的競売（民執195条（194条（38条）））および保全執

行（民保46条（民執38条））にも準用されている。
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Ⅱ　第三者異議の訴えの法的性質

　第三者異議の訴えの法的性質については、諸説があるが、形成訴訟説（第三者
異議の訴えは、強制執行の目的物について所有権その他の目的物の譲渡または引渡しを

妨げる権利を主張し、執行機関が執行の要件に従ってした執行処分を、判決によって不

適法として排除することを目的とする形成の訴えであり、訴訟物は執行法上の異議権で

ある（最判昭38・11・28民集17巻11号1554頁、最判昭49・ 9 ・30判時760号59頁）が実

務の大勢である（「執行関係訴訟諸問題」139頁第三ほか）。

Ⅲ　第三者異議の訴えの異議事由

　強制執行の目的物について所有権その他の目的物の譲渡（金銭執行の場合）ま

たは引渡し（引渡等執行の場合）を妨げる権利を有する第三者は、債務者に対し、

その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる

とされている（民執38条 1 項）。この「所有権その他の目的物の譲渡または引渡し

を妨げる権利」とは、債務者が執行の目的物を譲り渡したならば、その物につい

て正当な権利を有する第三者に対して違法となる場合を意味すると解されている
（「執行関係訴訟諸問題」147頁一ほか）。

　第三者が、執行債権者に対して「譲渡または引渡しを妨げる権利」を主張して

第三者異議の訴えを提起するには、対抗要件を具備していることを要するかが問

題となる。これは、民法177条の「第三者」に差押債権者が含まれるかという問

題である。これについて、判例は、差押債権者はこの「第三者」に該当するとし

ている（大判大 8・12・ 8 民録25輯2250頁、大判大10・10・29民録27輯1760頁等）。し

たがって、第三者異議の訴えを提起する者は、不動産が目的物の場合は登記が、

動産が目的物の場合は引渡しが、それぞれ必要となる。執行債権者が登記の欠缺

を主張することのできないいわゆる背信的悪意者の場合は、登記なくして第三者

異議の訴えを提起することができる（「執行関係訴訟諸問題」147頁一ほか）。

Ⅳ　第三者異議の訴えの管轄

　第三者異議の訴えは、土地管轄および事物管轄共に執行裁判所（訴訟の対象と

なる執行手続を管轄している執行裁判所の所属する官署として裁判所）の専属管轄と
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なる（民執38条 3 項・19条）。

Ⅴ　第三者異議の訴えの当事者適格

　第三者異議の訴えの原告適格を有する者は、執行手続の当事者である債権者お

よび債務者以外の第三者で、執行の目的物について譲渡または引渡しを妨げる権

利を有する者である（民執38条 1 項）。

　対象となる執行を追行する差押債権者が、被告適格を有する。

Ⅵ　第三者異議の訴えの提起および当事者の主張

１ 　第三者異議の訴え提起の時期

　第三者異議の訴えは、具体的な執行処分の排除を求める訴えであり、執行が開

始されなければ、排除を求める対象が特定されず、訴えは不適法となり却下され

ることになる（大判大13・ 7 ・ 7 民集 3巻345頁）（中野・下村「執行法」298頁）。た

だ、特定物の引渡し等の強制執行については、執行の対象物は特定されており、

執行方法も明確になっており、執行文付与や執行開始前であって、第三者異議の

訴えを提起することができると解すべきである（中野・下村「執行法」298頁）。

　排除すべき執行が終了した後は、訴えの利益がなく、第三者異議の訴えを提起

することはできず、提起された訴えは不適法として却下されると解される（最判

昭36・ 5 ・26民集15巻 5 号1398頁）（中野・下村「執行法」298頁イ）。

２ 　第三者異議の訴えの請求の趣旨

　第三者異議の訴えにおける形成訴訟説によれば、訴状の請求の趣旨において、

執行行為の排除・不許を求める趣旨を明らかにする必要がある。債務名義に基づ

く強制執行の場合は、債務名義を特定し、それに基づく強制執行の不許を求め、

担保権実行の場合は、差押えの基礎となった開始決定等を明示して、その不許を

求める。
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〔記載例 4〕第三者異議の訴えの請求の趣旨
◆動産に対する強制執行の場合
　「被告がＡに対する○○地方裁判所平成○年ワ第○○○号……請求事件の執行文の
付与された判決正本に基づく平成○年○月○日別紙物件目録記載の物件についてし
た強制執行は，これを許さない。」
◆担保不動産競売の場合
　「被告がＡに対する○○地方裁判所平成○年ケ第○○○号担保不動産競売事件の競
売開始決定に基づき平成○年○月○日にした別紙物件目録記載の不動産に対する差
押えは，これを許さない。」

３ 　第三者異議の訴えにおける当事者の主張

⑴　第三者異議の訴えにおける請求原因
　第三者異議の訴えにおける請求原因事実は、以下のとおりである（「執行関係訴

訟諸問題」208頁㈡・215頁ほか）。

《記載事項 3》第三者異議の訴えにおける請求原因事実
①　差押え等の具体的執行行為が開始されたこと
②　執行目的物の譲渡または引渡しを妨げる権利の発生原因事実

　特定物の引渡しまたは明渡しの強制執行においては、執行文付与や執行開始前

であっても第三者異議の訴えを提起することができると解されているので、上記

①は不要となる（内田「執行関係訴訟理論と実務」112頁ほか）。

⑵　第三者異議の訴えにおける抗弁
　原告第三者が所有権を主張した場合は、被告債権者はその所有権の喪失事由を

主張立証することができる（内田「執行関係訴訟理論と実務」113頁ほか）。原告第三

者主張の権利の発生原因事実が法律行為の場合には、虚偽表示・錯誤・詐欺等の

意思表示の瑕疵・不存在や解除が抗弁となる（内田「執行関係訴訟理論と実務」113

頁⑵ほか）。特定物の引渡しまたは明渡し以外の強制執行においては、対象執行

手続の終了が抗弁となる（内田「執行関係訴訟理論と実務」113頁ほか）。被告債権者

は、原告第三者主張の権利が被告に対抗し得ないこと（対抗要件の欠缺）を、抗

弁として主張することができる（「執行関係訴訟諸問題」148頁・216頁ほか）。
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Case Study�―�所有権を異議事由とする第三者異議の訴えに対する詐害行為取消しを
求める反訴

　所有権を異議事由とする第三者異議の訴えの係属中に、当該所有権の取得原因たる契約が
詐害行為に該当することを当該契約の取消しを求める反訴が提起され、当該本訴および反訴
の審理の結果、詐害行為取消権が存すると判断され、前記所有権取得が否定されるべきこと
が裁判所に明らかな場合においては、本訴である第三者異議訴訟は排斥を免れない（最判昭
40・ 3・26民集19巻 2号508頁）。

　第三者異議の訴えについて、法人格否認の法理の適用を排除すべき理由はなく、

第三者の法人格が執行債務者に対する強制執行を回避するために濫用されている

場合には、第三者は、執行債務者と別個の法人格であることを主張して強制執行

の不許を求めることは許されないと解されており（最判平17・ 7 ・15民集59巻 6 号

1742頁）、被告は、原告の法人格を否認することを抗弁として主張することがで

きる（中野・下村「執行法」300頁イほか）。

４ 　�第三者異議の訴えにおける訴えの併合～債務者に対する権利関係の確認または目的物引渡し等請求の訴えの併合

　債務者が、原告（第三者）の主張する異議事由である権利関係を争うときは、

原告（第三者）は、債務者を被告として実体法上の権利関係の確認または目的物

の引渡し等を求める訴えを、第三者異議の訴えと併合して提起することができる
（民執38条 2 項）。この場合の共同訴訟は、通常共同訴訟であって、必要的共同訴

訟ではない（大判大 8・12・ 8 民録25輯2250頁、大判昭13・ 3 ・26民集17巻509頁）

（「執行関係訴訟諸問題」209頁一〇ほか）。

Ⅶ　第三者異議の訴えにおける執行停止等の仮の処分

　第三者異議の訴えが提起されても、当然には執行は停止されないので、執行停

止等の仮の処分を求める必要があり、執行文付与に対する異議の訴えまたは請求

異議の訴えに係る執行停止等の裁判の規定（民執36条・37条）が準用されている
（民執38条 4 項）。その内容については、請求異議の訴え（第 1部第 5章第 1Ⅲ 7（41

頁）参照）および執行文付与に対する異議の訴え（第 1部第 5章第 1Ⅴ 4⑹（52頁）

参照）の説明を参照していただきたい。



77

第２　第三者異議の訴え〔Ⅷ　第三者異議の訴えにおける判決〕

Ⅷ　第三者異議の訴えにおける判決

　訴訟要件が欠けるとき（対象執行が終了したとき等）は、訴えが却下される
（「執行関係訴訟諸問題」214頁㈢ほか）。

　原告の請求に理由がなければ、請求棄却の判決をすることになる。

　請求に理由があるときは、請求の趣旨に沿った、強制執行不許の宣言をする。

　第三者異議訴訟の終局判決においては、執行停止等の仮の処分を命じ（認容の

場合）、すでにした執行停止等の仮の処分の裁判を取り消し（棄却の場合）、変更

し、もしくは認可すること（認容の場合）をしなければならない（民執38条 4 項

（37条 1 項））。この裁判に対しては、不服申立てをすることができない（民執38条

4 項（37条 2 項））。

　原告第三者は、執行不許の確定判決正本を執行機関に提出して、執行の停止、

すでにした執行処分の取消しを求めることができる（民執39条 1 項 1 号・40条 1

項）。
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