
全訂六版の刊行にあたって

本書の全訂五版が平成22年⚓月に刊行されてから既に10年余りが経過し、こ

の間、民事保全実務に影響を及ぼす法令の改正等が相当行われ、また、最高裁

判所の判断も示されてきた。また、インターネットの普及に伴いインターネッ

ト関係仮処分の事件数が大幅に増加しているなど事件の動向や、事件の内容の

実情等にも変化が見られ、実務の運用等についても改善が重ねられてきている。

このような状況を踏まえ、約10年ぶりに全訂六版として本書の改訂を行うこ

ととした。改訂作業については、これまでと同様に、東京地方裁判所民事第⚙

部（保全部）に在籍している、または在籍していた裁判官および書記官が担当し、

新たな書式や記載例の追加等を行うとともに、書式や記載例をはじめとする記

述全般について再検討を加え、現在実践されている最新の運用や取扱いに沿っ

た内容のものとなるよう心がけた。全訂六版においても、保全命令の申立てか

ら保全執行および付随手続の終了までの書式の記載例を掲げるとともに必要な

説明を加え、あわせて保全手続の概要を解説するという本書の基本的枠組みを

維持していることは従前のとおりである。弁護士、司法書士その他多くの実務

家の方々に引き続き本書を利用していただければ幸いであり、また、法曹志望

者、研究者を含む多くの方々にも民事保全の実務を理解するうえでの参考とし

て広く利用していただけることを希望するものである。

なお、全訂六版の刊行にあたり、従前と同様、民事法研究会編集部の方々に

多大のご尽力をいただいたことについて心から感謝の意を表したい。

令和⚒年⚕月吉日

東京地方裁判所民事第⚙部

部総括判事 松 本 利 幸
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全訂五版の刊行にあたって

平成18年11月に全訂四版が刊行されてから既に⚓年余りが経過した。この間、

電子記録債権法（平成19年法律第102号）が平成20年12月⚑日に施行され、電子記

録債権制度が創設された。これを受けて民事執行規則及び民事保全規則の一部

を改正する規則（平成20年最高裁判所規則第15号）が同日施行された。また、株

式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一

部を改正する法律（平成16年法律第88号）が平成21年⚑月⚕日施行され、これを

受けて民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則（平成20年最高裁

判所規則第20号）が同日施行された。

そこで、これらの法令の改正に対応したものとなるよう当研究会において書

式や記載例等を検討し、さらに、それ以外の部分についても、改めて吟味し、

再検討を加え、現在、東京地方裁判所民事第⚙部（保全部）において実践してい

る最新の運用や取扱いに沿った内容のものにした。まさに、全訂版というにふ

さわしい内容になっていると自負しているところである。全訂五版においても、

保全命令の申立てから保全執行および付随手続の終了までの書式の記載例を掲

げながら必要な説明を加え、併せて保全手続の概要を解説するという本書の基

本的な枠組みは従前どおり維持しており、弁護士や司法書士その他多くの実務

家の方々に引き続きご利用していただけるよう配慮したつもりである。また、

これまで同様、法曹志望者や研究者を含む多くの方々にも民事保全の実務を理

解するうえで広く利用していただけるよう希望するものである。

なお、全訂五版の刊行にあたり、従前と同様、民事法研究会編集部の方々に

は多大のご協力をいただいたことを心から感謝申し上げる次第である。

平成22年⚓月吉日

東京地裁保全研究会

代表 難 波 孝 一
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全訂四版の刊行にあたって

改正不動産登記法の施行や東京地方裁判所民事第⚙部（保全部）の仮差押命

令申立事件の運用変更を受けて本書全訂三版を刊行してから約⚑年であるが、

この間にも平成18年⚕月に会社法が施行される一方、登記嘱託書や供託書の書

式が改められるなどの変化があり、同部における債務者への決定正本の発送時

期に関する運用が変更されるなど、早くも現状と一致しない部分が生じたため、

今回の改訂を行うこととなった。

本書の成り立ちは、全訂三版の刊行にあたって記したとおりであるが、今回

の改訂にあたっては、前記のような法律、書式や実務の運用の改正、変更に沿

うよう内容を手直しするとともに、さらにこの機会に再度本書全体の内容の見

直しを行った。

本書は、全訂三版の刊行の際に記したとおり、現実に民事保全事件の申立手

続に関与する実務家の方々の参考として利用していただくとともに、初めて民

事保全手続に接する方々にもその概要を理解していただけるよう配慮しており、

実際にも司法修習生等民事保全手続の初学者にも広く利用されているようであ

る。折から、本年秋からいよいよ法科大学院という新制度を受けた司法修習が

開始されることでもあり、本書が今後とも民事保全手続に関心を有する法曹志

望者や研究者を含む多くの方々に民事保全の実務を理解するうえでの参考とし

て利用していただければ幸いである。

なお、今回の全訂四版の刊行にあたっても、従前と同様、民事法研究会編集

部の方々にひとかたならぬご助力をいただいた。心から感謝申し上げる次第で

ある。

平成18年11月吉日

東京地裁保全研究会

代表 西 岡 清 一 郎
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全訂三版の刊行にあたって

前回、担保・執行法制の大幅な改正や判例法の発展を受け、書式などの改訂

をした本書全訂二版が刊行されてから⚑年有余であるが、その間に、改正不動

産登記法が平成17年⚓月⚗日に施行され、その結果、不動産仮差押え・処分禁

止仮処分の登記の方法による執行方法の書式および記載例などの改訂が急務と

なった。

また、仮差押命令申立事件の運用について、平成15年⚑月31日の最高裁決定

（民集57巻⚑号74頁）を契機として、東京地方裁判所民事第⚙部（保全部）では、

その一部を変更したことによって、現状と一致しない部分が生ずるに至ったこ

となどから，今回の改訂版を刊行する運びとなった。

本書は、現東京簡易裁判所判事行田豊氏が平成⚖年⚔月に上梓され、平成⚙

年に一度改訂を加えられたものであるが、平成13年に同氏からの依頼により、

東京地裁保全研究会において、全面的に改訂し増補を行う作業を引き継ぐこと

となったものである。

今回の改訂にあたっては、当研究会では、前回の全訂二版の書式や記載例等

を改めて吟味し、再検討を加え、東京地方裁判所民事第⚙部（保全部）において

現在実践されている最新の運用や取扱いに沿った内容にすることを心がけた。

もとより、本書の基本的な枠組みは従前のものを維持しており、主に申立手

続に関与する弁護士や司法書士の方々に利用していただくことを目指している

が、初めて保全手続に接する方々にもその概要を理解していただけるよう心が

けるという、当初の狙いを損なわないよう従前同様配慮したつもりである。

なお、今回の全訂三版の刊行にあたっては、前回の改訂作業と同様、民事法

研究会編集部の方々に多大のご助力をいただいたことに心から感謝申し上げる

次第である。

平成17年⚙月吉日

東京地裁保全研究会

代表 西 岡 清 一 郎
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全訂二版の刊行にあたって

前回、裁判記録のＡ⚔版横書きの様式への改訂などを受け、全訂増補版を刊

行して以降、⚓年が経過した。この間、厳しい社会経済状況を背景にして、様々

の分野で、新たなるシステムの構築を目指し改革が推められている。裁判制度

も例外ではなく、司法制度改革を柱とし、民事訴訟における計画審理の導入、

専門委員制度の創設や知的財産権関係事件の専属管轄化等を定める改正民事訴

訟法が成立したほか、人事訴訟を家庭裁判所に移管する法律が成立し、関連す

る調停事件等とともに一貫した処理が可能になるなど、適正な事件処理のため

の基盤強化が図られることとなった。民事保全の分野においても、担保・執行

法制の大幅な改正や判例法の発展により改訂を要する書式が増加した。

本書は、現東京簡易裁判所判事の行田豊氏が平成⚖年⚔月に上梓され、平成

⚙年に一度改訂を加えられたものであるが、平成13年に同氏からの依頼により、

東京地裁保全研究会において、全面的に改訂し、増補を行う作業を引き継いだ

ものである。

当研究会では、前回の全訂増補版の書式や記載例等改めて吟味し、東京地方

裁判所民事⚙部（保全部）において現在実践されている最新の運用や取扱いに

改訂するよう心がけ、また、法令の改正にも対応した内容とした。

もとより、保全命令の申立てから保全執行および付随手続の終了までの書

式・記載例を掲げながら若干の説明を加え、併せて保全手続の概要を解説する

という枠組みは従前どおり維持しており、主に申立手続に関与する弁護士や司

法書士の方々に利用していただくことを目指しているが、初めて保全手続に接

する方々にもその概要を理解していただけるよう心がけるという、当初の狙い

にも従前同様配慮したつもりである。

なお、全訂二版の刊行にあたっては、前回の改訂同様に民事法研究会の編集

部の方々に多大のご協力をいただいたことに心から感謝申し上げる次第である。

平成16年⚘月吉日

東京地裁保全研究会

代表 大 橋 寛 明
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全訂増補版の刊行にあたって

民事保全法の施行からちょうど10年が経過したが、この間の社会経済情勢の
変化は著しいものがある。その変化を背景に、いくつもの重要な法律が制定、
改正された。特に民事関係では、新しい民事訴訟法が制定されたのをはじめ、
民事執行法の改正や民事再生法の制定が行われた。
さらに、民事保全の延長線上にあるものとして、ストーカー行為等の規制等
に関する法律や配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の制定
が挙げられる。
一方、裁判所の関係に目を転じてみれば、長年Ｂ判縦書きであった裁判記録
の様式が、本年⚑月からＡ⚔判横書きに改められた。これは、国内においては
もとより国際的にもＡ⚔判横書き文書が標準規格化していることから、裁判所
も社会の趨勢に従ったというものである。
本書は、現東京簡易裁判所判事の行田豊氏が平成⚖年⚔月に上梓され、平成
⚙年に一度改訂を加えられたものであるが、この度、同氏からの依頼により、
東京地裁保全研究会において、全面的に改訂し、増補を行う作業を引き継ぐこ
ととなった。
そこで、当研究会では、書式や記載例等を改めて全面的に吟味検討し、新し
い事例を盛り込むなどして、東京地方裁判所民事第⚙部（保全部）において現在
実践されている運用や取扱いに沿った内容に改訂するよう心がけた。もとより、
保全命令の申立てから保全執行および付随手続の終了までの書式・記載例を掲
げながら若干の説明を加え、併せて保全手続の概要を解説するという枠組みは
維持しており、主に申立て手続に関与する弁護士や司法書士の方々に利用して
いただくことを目指しているが、初めて保全手続に接する方々にもその概要を
理解していただけるよう心がけるという、当初の狙いを損なわないよう配慮し
たつもりである。
なお、今回の増補改訂にあたっては、民事法研究会の田口信義氏および佐藤広
樹氏からの多大のご助力をいただいたことに心から感謝申し上げる次第である。
平成13年⚗月吉日

東京地裁保全研究会
代表 萩 尾 保 繁
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第⚓章 仮差押命令の申立て

Ⅰ 申立書

代表的な仮差押命令申立書の記載例を示すと、以下のとおりである。

【書式⚓-⚑-⚑】 不動産仮差押命令申立書

収 入

印 紙
不動産仮差押命令申立書（注⚒）

（注⚑） 令和〇年〇月〇日(注⚓)

東京地方裁判所民事第⚙部 御中（注⚔)

債権者代理人弁護士 〇 〇 〇 〇 ㊞（注⚕)

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり（注⚖)
請求債権の表示 別紙請求債権目録記載のとおり（注⚗)

申立ての趣旨（注⚘)
債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全するため，債務者所有の別
紙物件目録記載の不動産は，仮に差し押さえる。
との裁判を求める。

申立ての理由（注⚙)
第⚑ 被保全権利
⚑ 債権者は申立外〇〇〇〇株式会社（申立外会社）に対し，令和〇年〇月〇
日，金〇〇〇万円を，利息年〇〇パーセント，弁済期令和〇年〇月〇日との
約定で貸し付けた（本件貸金契約）（甲⚑）。（注10)(注11)
⚒ 申立外会社の代表取締役である債務者は，前同日，債権者との間で，書面
により申立外会社が債権者に対して負担する上記⚑の債務を債務者が連帯し
て保証する契約を締結した（本件連帯保証契約）（甲⚑）。
⚓ 申立外会社は，弁済期が経過しても，貸付金の弁済をしなかった。現在の
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貸付金元金は〇〇〇万円である。
⚔ よって，債権者は，債務者に対して，本件連帯保証契約に基づき別紙請求
債権目録記載のとおり貸付金元金〇〇〇万円及び令和〇年〇月〇日から令和
〇年〇月〇日までの年〇〇パーセントの割合による利息金〇〇万円の債務に
係る連帯保証債務履行請求権を有している。

第⚒ 保全の必要性
⚑ 申立外会社は，債権者から本件貸金契約に基づき〇〇〇万円の借受けをし
た数か月後の令和〇年〇月〇日に手形不渡りを出して事実上倒産した（甲⚒）。
⚒ 債権者は，本件貸金契約の弁済期経過後，債務者に対して再三にわたり督
促したが，債務者は言を左右にして一向に弁済せず，同年〇月頃からは，連
絡さえつかない状況となった（甲⚓の⚑・⚒，甲⚔）。
債務者は，自宅である別紙物件目録の不動産以外にみるべき財産はないと
ころ，本件以外にも申立外会社のために多額の保証をしている可能性が高く，
申立外会社の倒産により別紙物件目録記載の不動産を隠匿するおそれがある。
債権者は現在本案訴訟を提起すべく準備中であるが，今のうちに仮差押え
をしておかなければ，後日勝訴判決を得てもその執行を確保できない。
よって，上記債権の執行保全のため，本申立てに及ぶ次第である。（注12)

疎明方法（注13)
甲⚑ 金銭消費貸借契約書
甲⚒ 銀行取引停止処分を受けた旨の証明書
甲⚓の⚑・⚒ 内容証明書及び配達証明書
甲⚔ 報告書

添付書類
甲号証 各⚑通
資格証明書 ⚑通
委任状 ⚑通

当事者目録

〒〇〇〇-〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
債権者 〇〇〇〇株式会社

Ⅰ 申立書
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上記代表者代表取締役 〇 〇 〇 〇
〒〇〇〇-〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

〇〇ビル100号室（送達場所）
電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
FAX 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
債権者代理人弁護士 〇 〇 〇 〇

〒〇〇〇-〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
債務者 〇 〇 〇 〇

請求債権目録

金〇〇〇万円
ただし，申立外〇〇〇〇株式会社（申立外会社）が債権者に対して負担する下
記貸金債務について，債務者が令和〇年〇月〇日付け書面により連帯保証したこ
とにより，債権者が債務者に対して有する金〇〇〇万円の連帯保証債務履行請求
権（残元金〇〇〇万円及び令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの年〇〇
パーセントの割合による利息金〇〇万円）

記
契約日 令和〇年〇月〇日
金額 〇〇〇万円
利息 年〇〇パーセント
弁済期 令和〇年〇月〇日

物件目録

⚑ 所在 東京都〇〇区〇〇町〇丁目
地番 〇〇〇番
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇平方メートル
この共有持分⚒分の⚑
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⚒ 所在 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇〇番地〇
家屋番号 〇〇〇番〇
種類 居宅
構造 木造かわらぶき⚒階建
床面積 ⚑階 〇〇.〇〇平方メートル

⚒階 〇〇.〇〇平方メートル
この共有持分⚒分の⚑

(注⚑) 申立用紙はＡ⚔判を使用する。民事保全の記録は、横書きで左綴じとなるの
で、申立用紙の左側は⚓センチメートルほどの綴じ代を設けることが必要であ
る。

(注⚒) どのような保全命令の申立書であるかを明確にするために、執行対象物を表
示した標題を記載する。

(注⚓) 申立書を作成した日付を記入することになるが、実務では申立日を記入する
例が多い。

(注⚔) 支部に申し立てる場合には支部名まで記載する。保全専門部がおかれてい
る地方裁判所の場合には、担当部名まで記載する。

(注⚕) 捺印は認印で足りるが、申立てを取り下げる場合や担保取消しの場合に、申
立書に使用した印鑑と取下書等に使用した印鑑が異なるときは、印鑑証明書を
添付させる取扱いがされているから、保全命令手続において一貫して使用でき
る印鑑を用いることが望ましい。弁護士の職印の場合も同様である。

(注⚖) 当事者の表示は、別紙の当事者目録を引用するのが実務の取扱いである。決
定書添付の当事者目録として利用する便宜を考えたものである。

(注⚗) （注⚖）と同様である。
(注⚘) 決定書の主文に対応するものであり、記載内容は類型的に定型化されている。

主文例集が参考になる。
(注⚙) 仮差押えの被保全権利は金銭債権である（民保法20条⚑項）から、その債権

の発生原因事実を記載することになる。この金銭債権は、すでに成立している
ものばかりでなく、いまだ権利としては成立していなくても、将来成立すべき
権利であり、その成立の基礎となる法律関係が現存していればよいとするのが
従来からの取扱いである。たとえば保証人の主債務者に対する将来の求償権、
手形上の償還請求権などである。また、債権が条件付または期限付権利でもよ
く（同条⚒項）、同時履行の抗弁権や留置権が付着している場合や対抗要件が
備わっていない場合でもよい。ただし、条件成就が不確実なものや期限が到来
していないものは保全の必要性に欠ける場合がある。解除条件付権利は条件
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未成就の間は無条件の権利と同様に扱うことになる。
また、仮差押えは執行保全の手段であるから、請求債権は強制執行に適する
債権であることを要する。特別の手続により執行される債権（租税債権）、不
執行の合意のある債権、破産により免責された債権（破産法253条）、自然債務
などは除かれる。

(注10) 申立書の作成にあたり、当事者には記載内容の充実に力を注いでもらうこと
が重要であるとの認識に基づき、形式的な記載は簡略化する取扱いである。
⽛（以下⽛申立外会社⽜という。）（甲第⚑号証）⽜という記載に代わり、⽛（申立外
会社）（甲⚑）⽜の記載で足る。

(注11) 申立ての理由においては、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければな
らない（民保規13条⚒項）から、主張した事実と対応するように証拠番号を記
載する。債権者にとっては疎明漏れを点検する意味があり、裁判所にとっても
心証形成に役立つというメリットがある。

(注12) 不動産に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法と強制管理の
方法の⚒通りが認められている（民保規32条）。後者の方法による執行を予定
している場合には、申立書においてその旨を明示しておく必要がある（同条⚒
項）。具体的には、⽛申立ての理由⽜の中に⽛第⚓⽜の項目として、⽛登記と強制
管理の併用⽜ないしは⽛強制管理の申立て⽜との標題の下に、たとえば⽛本件
建物は高収益をあげているから，本案判決まで時間を要することを考えると，
債権の保全を図るためには強制管理の方法に相当の実効性が認められること，
及び本件建物の売却は相当困難となる可能性が強いことから，本件仮差押えの
執行申立てにおいては，強制管理の方法も併用して執行の申立てを行う予定で
ある⽜と記載することが考えられる。

(注13) 疎明資料が多岐にわたる場合は、疎明資料説明書を別途作成することが望ま
しい。

【書式⚓-⚑-⚒】 債権仮差押命令申立書

収 入

印 紙
債権仮差押命令申立書

令和〇年〇月〇日

東京地方裁判所民事第⚙部 御中

債権者 〇 〇 〇 〇 ㊞
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当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
請求債権の表示 別紙請求債権目録記載のとおり

申立ての趣旨
債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全するため，債務者の第三債
務者に対する別紙仮差押債権目録記載の債権は，仮に差し押さえる。
第三債務者は，債務者に対し，仮差押えに係る債務の支払をしてはならない。
との裁判を求める。

申立ての理由
第⚑ 被保全権利
⚑ 債権者は，令和〇年〇月〇日，債務者よりビル建築施工の注文を受け，以
下のような契約をした（本件請負契約）（甲⚑）。
⑴ 工事名 〇〇ビル建築工事
⑵ 工事場所 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番地〇号
⑶ 工事着手 契約の日から15日以内
⑷ 完成 令和〇年〇月〇日
⑸ 請負代金 〇〇〇〇万円
⑹ 支払方法 契約成立時に内金〇〇〇万円

完成引渡時に残金全額
債務者は，本件請負契約締結の際，〇〇〇万円を支払った（甲⚒）。

⚒ 債権者は，令和〇年〇月〇日，ビル工事を完成して引き渡した（甲⚓）。
⚓ しかしながら，債務者は，上記残代金〇〇〇万円の支払を拒み，不良工事
が多いとの理由で何らの支払もしない（甲⚔）。
⚔ よって，債権者は，債務者に対し，本件請負契約に基づき，請負工事代金〇
〇〇万円の支払請求権を有する。

第⚒ 保全の必要性
債務者は，上記のとおり不良工事が多いなどと述べているものの，債務者の
経営状態は悪く，他に多くの債務を負担しているようであることからすれば，
支払に応じない真の理由は資金不足であるといえる（甲⚔）。
債務者の本店所在地の土地建物は債務者所有ではなく，債務者は，第三債務
者に対する預金債権以外にみるべき資産を有しない（甲⚕の⚑ないし⚓）。（注
⚑)
債権者は，債務者に対して，本件請負工事代金の支払を求めるべく本案を提
起すべく準備中であるが，上記のとおりの債務者の経営状態からすれば，今の
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