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第 3 版の刊行に際して

本書は、当初、『実務債権配当の基本問題』として、平成13年 1 月に刊行

され、その後、平成21年 3 月に改訂の機会が与えられた際に『債権配当の実

務と書式』と改題のうえ刊行されていたものであるが、このたび、出版社の

ご厚意により、再び改訂の機会に恵まれたことから、第 3版として刊行する

ものである。

ここで、『実務債権配当の基本問題』の「はしがき」を見ると、「本書は、

2部構成であり、第 1部で債権配当手続の流れに従って基本的な項目を取り

上げ簡潔な解説を行い、第 2部では実務上多くみられる配当事件を題材とし

て物語風の実践的な解説を試みることとした。いわば、第 1部は配当手続を

「点」として解説し、第 2 部は配当手続を「線」として解説することによっ

て、……少しでも総合的に捉えられるよう工夫した」などと記載されており、

一方で、「債権配当手続に関するわかりやすい簡潔な実務の入門書」と銘打

ちながら、同時に、自らの力量もわきまえず、当時は、ずいぶん大胆な構想

をしていたものであったと、今読み返してみると、恥ずかしい限りである。

そこで、第 3版に際しては、わかりやすい簡潔な実務の入門書というコン

セプトを常に頭に置きながら必要最小限度の補正に努めた次第である。なお、

わかりやすさという面から、図表や書式・記載例をなるべく多く盛り込み、

反対に実務上あまりないような事例や難しい論点については思い切って割愛

したこと、民事執行法を「法」、民事執行規則を「規則」と略称したほかは、

原則として法律名をそのまま記載することとしたことは、これまでと同様で

ある。

本書が世に出て20年余り、「本当に早かったね」という妻に、心の中で何

度もありがとうの言葉を返しつつ。

近　藤　　基　　

user
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XVIII　配当異議

1　はじめに

配当期日においては、裁判所書記官が事前に作成した配当表の原案が、出

頭した債権者および債務者に提示される。この原案に記載された各債権者の

債権あるいは配当額に不服のある債権者および債務者は、その期日の中で口

頭により不服の申出をすることが認められている（法166条 2 項、89条 1 項）。

この不服の申出のことを「配当異議の申出」と呼んでいる。実務上は、原案

に対し不服の申出がされても、配当手続や配当表の見方等に対する誤解に基

づく例もあり、配当期日内で不服の申出を撤回する場合もあることから、不

服がある旨の申出があると、確定的な配当異議の申出の趣旨か否かにつき確

認したうえで、（正式な）配当異議の申出がされたものとして取り扱うこと

が多いであろう。配当期日において不服の申出がなければ、原案が配当表と

して確定し、それに基づき配当が実施されることになる。

配当異議に対しては、執行裁判所においてその異議内容につき判断するの

ではない。配当異議の申出は、異議部分につき配当の実施を阻止するだけで

あり、申出をした者は、訴えを提起して訴訟手続の中で判断を求めることに

なる。

なお、弁済金交付日については、法89条の適用がないので、（配当異議に相

当する）異議の申出をすることは許されない。したがって、債務者が弁済金

の交付を阻止するためには、別途執行停止の裁判を得て、それを執行裁判所

に提出するといった手続をとる必要がある。

2　配当異議の申出ができる者

①　配当異議の申出ができるのは、債権者および債務者である。法人の場

合には、その代表者が異議申出人になれる。

②　債権者には、仮差押債権者も含まれる。もっとも、仮差押債権者の場
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合、本案の債務名義（判決等）を取得することが配当を受けるための要

件であり、したがって、たとえば本案訴訟における請求棄却判決が確定

した場合には、配当異議訴訟の原告適格も同時に失うことになる（東京

地裁民事執行実務研究会編著『改訂　不動産執行の理論と実務（下）』625頁）。

③　配当表に記載されていない債権者には、配当異議の申出が認められな

いと解されている（最判平成 6・7・14民集48巻 5 号1109頁、判例タイムズ

860号115頁参照）。

④　また、債権者および債務者の代理人も異議の申出ができる。代理人に

は、弁護士や支配人といった民事訴訟法54条 1 項にいう代理人のほか、

執行裁判所の許可を受けた許可代理人（法13条 1 項）も含まれるが、本

人と親族関係あるいは雇用関係があり、配当金受領のための委任を受け

たというだけでは配当異議の申出は認められない。

⑤　債権管理回収業に関する特別措置法に基づいて、サービサーが金融機

関から委託を受けて債権者となっている場合には、配当異議の申出をす

ることができる。もっとも、配当異議訴訟は、弁護士による追行が義務

付けられている（債権管理回収業に関する特別措置法11条 2 項）。

3　配当異議の申出をする方法

①　配当異議の申出は、配当期日において、配当異議の申出のできる者が、

出頭してしなければならない。事前に、配当異議の申出をする旨の書面

を提出していても、配当期日に出頭しない場合は、民事執行法上、配当

期日で当該書面を述べたこととする規定がないため、配当異議の申出が

なされたことにはならない。

②　配当異議の申出をする場合は、ⓐ配当異議の申出をする旨を述べ、次

いで、ⓑ異議の相手方および、ⓒ異議の内容（範囲）について明示しな

ければならない。

　　異議の相手方は、配当表で配当金が計上されている債権者であるが、

債務者に剰余金が計上されていれば債務者も相手方になりうる。相手方

は、 1名でなくとも、複数でもよい。交付要求庁（公租─国税・地方税、

公課─厚生年金保険料・国民健康保険料等を内容とする債権者）も相手方に
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なりうるが、配当異議訴訟で争える内容には制限があるので注意された

い（東京地裁民事執行実務研究会編著『改訂　不動産執行の理論と実務（下）』

635頁）。

　　異議の内容（範囲）は、異議申出人が債権者か債務者かによって異な

る。

　　債権者の場合は、異議の相手方の配当額を減額し、減額分を自己の債

権額の限度で自己の配当額に加えるべきことを求めることになる。すな

わち、債権者が、配当異議を申し出ることができる範囲は無制限ではな

く、自己の請求債権が満足を受けるために必要な範囲に限定され、それ

を超えてまで異議の申出をして相手方への配当を阻止することはできな

い（井上稔他編『現代裁判法大系15　民事執行』（井上稔・配当手続における

不服申立て）325頁）。したがって、「債権者甲の配当額から○○円を減額

し、異議申出人の配当額に加える」などと述べることになる。

　　これに対し、債務者の場合は、債権者への配当額自体が問題であり、

自己に剰余金が生じるか否かは必要ない。したがって、端的に「債権者

乙への配当額のうち○○万円につき異議がある」などと述べることにな

る。いずれの場合も異議の理由を述べる必要はない（以上につき、詳し
くは、石川明他編『注解民事執行法上巻』（楠井敏郎）919頁以下、『民事執行

実務講義案（改訂版）』（司法協会）302頁参照）。

③　手続費用については、手続費用の額だけを確定させる手続が認められ

ていないことを理由として配当異議の申出ができるという考え方（鈴木
忠一他編『注解民事執行法⑶』（中野貞一郎）370頁、石川明他編『注解民事

執行法上巻』（楠井敏郎）919頁）と配当異議ではなく執行異議によるべき

であるという考え方（香川保一監修『注釈民事執行⑷』（近藤崇晴）324頁）

がある。もっとも、債権配当における手続費用は、配当期日呼出費用と

支払委託書送付費用が主なものであり、算定が問題になることもないた

め、実務上手続費用が問題になることはおよそ考えられないであろう。

4　配当異議申出の効果

配当異議の申出があると、申出があった部分については配当が留保される
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ことになる（法166条 2 項、89条 2 項）。

また、配当異議の申出があると、裁判所書記官は、配当異議の申出があっ

たこと、異議申出人、異議の相手方、異議の内容等につき、配当期日調書に

記載することになる（規則12条、〔参考例XVIII-1〕参照）。

5　配当異議申出後の手続

①　配当異議の申出による配当の阻止は一時的なものであり、申出をした

者が、配当期日から 1 週間以内に（法166条 2 項、90条 6 項）、［図表

XVIII-1］の記載に従って訴えを提起し、かつ訴えを提起したことの証明

書等を執行裁判所（配当手続を担当している部、係）に提出しなければ、

配当異議の申出が取り下げられたものとみなされ、留保されていた部分

についても配当表のとおりに配当が実施されることになる。

　　 1週間以内に証明書等が執行裁判所に提出された場合には、配当金が

供託金の場合には、配当異議の申出に相当する金銭をそのまま供託金と

して維持することになり、配当金が裁判所の保管金の場合には、裁判所

書記官が配当異議の申出に相当する金銭を供託することになる（法166

［図表XVIII-1］　配当異議の申出人・相手方・提出書面

異議申出人 異議の相手方 提出書面

債 権 者 他の債権者 配当期日から 1 週間以内に配当異議の訴
えを提起したことの証明書（法166条 2 項、
90条 1 項）

債 務 者 債務名義を有しない債
権者（抵当権者・先取
特権者等）

配当期日から 1 週間以内に配当異議の訴
えを提起したことの証明書（法166条 2 項、
90条 1 項）

債務名義（判決・和解
調書等）を有する債権
者

配当期日から 1 週間以内に請求異議の訴
え又は民事訴訟法117条 1 項の訴えを提起
したことの証明書及びその訴え提起に係
る執行停止決定正本（法166条 2 項、90条
5 項）

（注） 　民事訴訟法117条 1 項の訴え─定期金による賠償を命じた確定判決の変更を
求める訴え。
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条 2項、91条 1 項 7 号）。

②　配当異議の訴えは、執行裁判所が管轄するとされているが（法166条

2 項、90条 2 項）、ここでの執行裁判所は、配当手続を担当している部や

係という意味ではなく、○○地方裁判所といった官署としての裁判所を

意味している。したがって、たとえば、東京地方裁判所の場合、民事21

部債権配当係が配当手続を担当しているが、訴状を提出する先は、民事

訟廷事務室の事件係であり、同係で立件後、通常訴訟を担当している部

に配てんされ、訴訟手続が進行されることになる。

③　 1週間以内に訴えを提起しても、その証明書等が執行裁判所に提出さ

れなければ、配当が実施されてしまうことになる。証明書等が提出され

ても 1週間経過後の訴え提起であれば、同様である。

　　なお、 1週間の起算日は配当期日の翌日であり（初日不参入、法20条、

民事訴訟法95条 1 項、民法140条）、また末日が日曜日、土曜日、国民の祝

日に関する法律に規定する休日、 1月 2日、 1月 3日または12月29日か

ら12月31日までの日にあたるときは、その翌日に満了することになる
（法20条、民事訴訟法95条 3 項）。

④　執行裁判所に提出する証明書は、訴状の受理証明書が用いられるのが

一般的である。 1週間という期間制限もあるため、通常は、訴状を提出

する際に、同時に証明申請書（【記載例XVIII-2】参照）も提出し、証明書

を受領後、上申書（【記載例XVIII-1】参照）に添付して、直ちに執行裁判

所に提出することになろう。

⑤　請求異議訴訟をすべきところ、誤って配当異議訴訟を提起した場合も、

配当を実施せざるをえないと考えられよう。また、訴状受理証明書に添

付された訴状の写しから、配当異議を申し出た際の異議の範囲と配当異

議訴訟における異議の範囲に食い違いがあることが判明した場合、たと

えば、配当異議の申出の際には元金および損害金につき異議を申し立て

たが、配当異議訴訟では元金のみを対象としていた場合には、配当異議

と異議訴訟とが重なり合う範囲についてのみ配当が留保されることにな

る（原田和他『執行関係等訴訟に関する実務上の諸問題』（法曹会）250頁）。

⑥　配当異議の申出が取り下げられたものとみなされた場合には、手続を
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明確にするため、たとえば、配当表の余白等に

　 「配当異議の申出をした債権者○○は、配当期日から 1週間以内に配

当異議の訴えを提起したことの証明をしないので、配当異議の申出は

取り下げたものとみなし、配当表に基づいて配当を実施する。

　　　　令和○○年○○月○○日

　　　　　　○○地方裁判所民事第○部

　　　　　　　　　　裁判官  」

　などと記載し、裁判官の印を受けたうえで、裁判所書記官が配当を実施

するのが実務の取扱いであろう。



【winCC2020】債権配当の実務と書式〔第3版〕〈941531〉／ ono

第 1 部　債権配当手続の実務

246

【記載例XVIII-1】　配当異議の訴え提起の上申書

上　　申　　書

○○地方裁判所　御中

　　令和○○年○○月○○日

債権者　株式会社　新　宿　　　　　　　
代表者代表取締役　○　○　○　○　㊞　

電話　○○─○○○○─○○○○　
FAX　○○─○○○○─○○○○　

　債権者は、令和○○年○○月○○日○○地方裁判所に対し、配当異議訴訟を
提起したので、別添証明書を提出します。
　なお、債権者は、御庁令和○○年（リ）第○○○○号外○○件（債権者株式会
社新宿ほか○名、債務者○○○○）の債権配当事件について、令和○○年○○
月○○日の配当期日において配当異議の申立てをしたものです。

（注）　①　訴え提起の証明書は【記載例XVIII-2】を参照。
　　　② 　請求異議の訴えを提起した場合には、「配当異議訴訟」を「請求異議訴

訟」とし、「証明書」を「証明書及び執行停止決定正本」とする。
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【記載例XVIII-2】　配当異議の訴え提起の証明申請書

証 明 申 請

○○地方裁判所　御中

　　令和○○年○○月○○日

原　告　株式会社　新　　宿　　　　　　
代表者代表取締役　○　○　○　○　㊞　

　　　　原　告　株式会社　新　　宿
　　　　被　告　株式会社　渋　　谷

　上記当事者間の御庁令和○○年（ワ）第○○○○号配当異議訴訟事件の訴えは、
別紙訴状のとおり令和○○年○○月○○日御庁に提起されたことを証明してく
ださい。
　

受　　　　書

○○地方裁判所　御中

　上記証明書を受領しました。

　　令和　　年　　月　　日

　　　　原　告　株式会社　新　　宿
　　　　代表者代表取締役　○　○　○　○　㊞

印　紙
150円
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