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　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 １部〕第 １章　民事執行総論

第 1 章　民事執行総論

第 １　民事執行とは

　民事執行とは、①強制執行、

②担保権の実行としての競売

〔担保権実行〕、③形式的競売
（民法、商法その他の法律の規定

による換価のための競売）、④債

務者の財産状況の調査を総称し

たものである（民執 １条）。

第 ２　民事執行と隣接手続

Ⅰ　公法上の請求権の実現手続〔滞納処分手続〕との競合

　税金（公租）や社会保険料等（公課）といった公的負担金は、任意の支払いが

なされない場合、国税徴収法第 5章等に定める滞納処分手続によって徴収される

ことになる。この場合の徴収手続は、税務署等の徴収職員が納税者の財産を差し

押さえて売却すること〔公売〕によって行われる。滞納処分による差押えを受け

る者は、私債権の債務の履行をしない場合もあり、債務者の財産について、民事

執行法上の差押えがなされることがある。そうすると、同一の財産に、民事執行

と滞納処分が競合することがあり得るために、この手続が競合した場合の処理に

ついては「滞納処分と強制執行等の手続との調整に関する法律」〔滞調法〕で定

められている。

　両手続の調整の基本は、差押先着手主義である。具体的には、滞納処分による

〔民事執行の種類〕
①　強制執行　　㋐　金銭執行
　　　　　　　　㋑　非金銭執行
②　担保権実行
③�　形式的競売（民法、商法その他の法律の規定に
よる換価のための競売）

④　債務者の財産状況の調査

Point

001-284 図説民事執行保全 改 1部_責.indd   6001-284 図説民事執行保全 改 1部_責.indd   6 2022/04/18   13:312022/04/18   13:31



7

第２　民事執行と隣接手続〔Ⅱ　倒産処理手続との競合〕

第
１
章

民
事
執
行
総
論

差押えが先行する場合は、民事執行での差押えはできるが目的物の換価等の手続

は滞納処分による差押えが解除された後でなければすることができない（滞調 4

条・１１条の 2、１3条 １ 項・20条、20条の 5（20条の１0）・20条の１１第 １ 項）。滞納処分手

続が進行すれば、担保権者等はその手続で配当を受け（税徴１29条）、剰余があれ

ば残余金が執行裁判所等に交付され（滞調 ６条・１7条・20条・20条の 8・20条の１0）、

差押えまたは配当要求をした一般私債権者への配当等の手続がなされる。滞納処

分が進行しない場合、民事執行での差押債権者は、民事執行手続の続行を申請で

き、続行決定があったときは目的物の換価手続ができることになる（滞調 8条・

9条・１3条 １ 項ただし書・１7条・20条・20条の 8・20条の１0）。続行された民事執行

手続で滞納処分による差押えに係る国税等について満足を受けるためには、執行

裁判所等に交付要求をする必要がある（滞調１0条 3 項・１7条・20条・20条の 8・20

条の１0）。民事執行による差押えが先行する場合は、滞納処分による差押えはで

きるが目的物の換価等の手続は民事執行による差押えが解除された後でなければ

することができない（滞調22条・28条の 2、30条・35条、3６条の ６第 4項・3６条の１3・

3６条の１4第 １ 項）。滞納処分による差押えによる国税等の債権者は、民事執行手続

で配当等を受けるためには、執行裁判所に対し交付要求をしなければならない
（税徴82条等）。滞納処分による差押えによる国税等の債権者は、滞納処分続行承

認決定の請求を執行裁判所等にし、滞納処分続行承認決定を得ることにより滞納

処分による差押えに基づく目的物の換価等の手続を行うことができる（滞調25

条・2６条・33条・3６条・3６条の１１・3６条の１3・3６条の１4第 １ 項）。

Ⅱ　倒産処理手続との競合

1 　個別執行と包括執行

民事執行における強制執行は、特定の債権者のために、債務者の特定の財産を

対象に行われるもので、個別執行と呼ばれている。これに対し、破産、民事再生、

会社更生、特別清算の倒産処理手続は、ある債務者に対して債権を有するすべて

の債権者のために、債務者のすべての財産を対象として行われるものであり、包

括執行と呼ばれている。
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〔第 １部〕第 １章　民事執行総論

2 　強制執行と倒産手続

　強制執行を受ける債務者について、倒産手続が行われることがある。強制執行

手続開始前の原因に基づく財産上の請求権は、倒産手続によらなければ行使する

ことができないものとされ（破 2条 5項・１00条、民再84条 １項・85条 １項、会更 2

条 8項・47条 １項）、倒産手続が開始された場合、新たに強制執行手続を開始する

ことはできないし（破42条 １項、民再39条 １項、会更50条 １項、会社5１5条）、すでに

なされている強制執行手続は

失効（破42条 2項）または中

止される（民再39条 １項、会

更50条 １項、会社5１5条）。

同時破産廃止後の免責手続

中に破産債権に基づく強制執

行ができるかについて争いがあった。最高裁（最判平 2・ 3・20民集44巻 2 号4１６

頁）は、これを肯定したが、このことが破産者の経済的再生を妨げているとの指

摘があった。かかる指摘を受けて、新破産法（平成１６年法律第75号）は、破産手

続開始申立てをした場合には当該申立てと同時に免責許可の申立てをしたものと

みなし（破248条 4 項）、免責許可の裁判が確定するまで強制執行を禁止すること

にし、立法的解決を図った（破249条 １ 項）。

3 　担保権実行と倒産手続

　担保権実行と倒産手続が競合することがある。

　会社更生手続においては、会社更生手続開始決定があったときは、強制執行だ

けではなく、担保権実行の手続についても（会更24条 １ 項）、新たに担保権実行手

〔個別執行と包括執行〕
◆民事執行における強制執行
特定の債権者のために、債務者の特定の財産を対象に行われるもの＝個別執行

◆破産、民事再生、会社更生・特別清算の倒産処理手続
ある債務者に対して債権を有するすべての債権者のために、債務者のすべての財
産を対象として行われるもの＝包括執行

Point

〔強制執行手続と倒産手続〕
◆倒産手続が開始されると
①　新たに強制執行手続を開始することはできな
い。

②　すでになされている強制執行手続は失効また
は中止される。

Point
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第２　民事執行と隣接手続〔Ⅱ　倒産処理手続との競合〕

続を開始することはできないし（会更50条 １ 項）、すでになされている担保権実行

手続は中止される（会更50条 １ 項）。

　破産手続では、特別の先取特権（一般の先取特権は除く）、質権および抵当権は、

別除権として扱われ、その実行は妨げられない（破６5条）。民事再生手続では、

これらに商事留置権を含め、別除権とされている（民再53条）。別除権としての

担保権実行は、担保権消滅請求を受ける可能性はある（破１8６条～、民再１48条～）。

特別清算においては、裁判所が担保権実行中止を命ずる場合がある（会社5１６条）。

　　担保権実行と倒産手続が競合した場合

会社更生手続開始決定
があったとき

強制執行・担保権実行
の手続

新たに手続を開始することはでき
ない。

すでになされている手続は中止さ
れる。

破産手続では
特別の先取特権，質権および抵当権は，別除権として扱わ
れ，その実行は妨げられない。

民事再生手続では
特別の先取特権，質権および抵当権に商事留置権を含め，
別除権とされる。

別除権としての担保権
実行では

担保権消滅請求を受ける可能性はある。

特別清算では 裁判所が担保権実行中止を命ずる場合がある。

Point
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〔第 2部〕第 1章　民事保全総論

第 1章　民事保全総論

第 １　民事保全の意義

　民事に関する紛争は、民事訴訟という裁判手続によって民事上の権利〔給付請

求権〕についての確定し、その確定した権利〔給付請求権〕を強制執行によって

実現することになる。しかし、その権利の確定から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。つまり、権利を実現しようとする段階でその対象が存在し

なければ、その権利は意味をなさなくなり、絵に描いた餅にすぎないことになっ

てしまうのである。そこで、将来の権利実現の執行確保のために、債務者の財産

を確保〔仮差押えによる処分禁止〕したり（民保 1条・20条 1 項）、財産の現状を

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〕するもの
（民保 1条・23条 1 項）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仮処分（民保 1条・23条 2 項）についても定めている。

〔民事保全〕
①　仮差押え
②　係争物に関する仮処分
③　仮の地位を定める仮処分　⇦　民事訴訟の本案の権利関係について

Point

　⇦　将来の強制執行を保全するためのもの
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第２　民事保全の種類〔Ⅱ　係争物に関する仮処分〕

第
１
章

民
事
保
全
総
論

第 ２　民事保全の種類

　民事保全とは、仮差押え（民保 1条・20条 1 項）、係争物に関する仮処分（民保

1条・23条 1 項）、民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定める仮処分（民

保 1条・23条 2 項）の総称である。

〔民事保全の種類〕
①　仮差押え
　金銭債権の強制執行を保全することを目的とするもの
②　係争物に関する仮処分
　物に対する給付請求権（物の引渡・明渡請求権、所有権移転登記手続請求権等）の強
制執行を保全するため、その目的物の現状を維持する処分
③　仮の地位を定める仮処分
　争いのある権利関係について、暫定的な処分を行うことによって、債権者に生
ずる著しい損害または現在の危険を排除し、将来における終局的な権利の実現が
無意味になることを防止するもの

Ⅰ　仮差押え

　債権者が金銭債権について判決手続等により債務名義を得たうえで強制執行を

するまでに相当の時間を要する。その間に、債務者がその所有財産を処分してし

まうと、将来の金銭執行が不能または著しく困難となってしまう。その債務者の

財産の処分を制限し、金銭債権の強制執行を保全することを目的とするものが仮

差押えである。金銭債権の将来の強制執行による債権者の満足を確保するため、

暫定的に債務者の財産を差し押さえておいて、その処分を制限する措置を講ずる

ものである。

Ⅱ　係争物に関する仮処分

　係争物に関する仮処分は、物に対する給付請求権（物の引渡・明渡請求権、所有

権移転登記手続請求権等）の強制執行を保全するため、その目的物の現状を維持

する処分である。これは、金銭債権以外の給付請求権の保全を目的とするもので

Point
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ある。給付義務不履行の際に、債務者の係争物の現状の変更により債権者が権利

実現を妨げられるおそれがあるとき、または権利実行に際し著しい困難を生ずる

おそれがあるときに発令するものである。わが国の民事訴訟においては訴訟承継

主義をとっており、訴訟係属中に係争物の権利移転のおそれがある場合には、原

告（債権者）が処分禁止や占有移転禁止等の仮処分を得てこれを執行しておけば、

これにより当事者恒定効が与えられる（民保58条～）。たとえば、建物明渡請求訴

訟で原告が請求認容の判決を得たとしても、被告が事実審の口頭弁論終結前に自

己の占有を第三者に移転してしまうと、その判決に基づいて第三者（新占有者）

に対する明渡執行ができなくなるので、原告としては、あらかじめ被告に対する

「占有移転禁止の仮処分」を得てこれを執行しておくと、その後の一定の占有に

対して、当該明渡請求訴訟の勝訴判決に基づいて執行をすることが可能となる。

〔係争物に関する仮処分の種類〕
①　占有移転禁止の仮処分
　債権者の債務者に対する引渡請求権の実現を確保するために、債務者が係争物
の占有を他に移転することを禁止しておくもの
②　処分禁止の仮処分
　債権者の債務者に対する登記請求権などの実現を確保するために、債務者がそ
の不動産等を他に転売したり、その不動産等に新たに抵当権等を設定したりする
ことなど法的権利の処分を禁止しておくもの

Ⅲ　仮の地位を定める仮処分

　仮の地位を定める仮処分は、争いのある権利関係について、暫定的な処分を行

うことによって、債権者に生ずる著しい損害または現在の危険を排除し、将来に

おける終局的な権利の実現が無意味になることを防止するものである（民保23条

2 項）。たとえば、解雇無効確認訴訟を提起する労働者は本案判決をもらうまで

生活しなければならないが、賃金の支払いを受けないとその生活の維持ができな

くなるおそれがあり、そのような場合に賃金仮払いの仮処分により生活費を得て

訴訟を維持できるようにするものや、ビルの建築により近隣に住む者が日照等の

権利が妨害され、そのビルが完成してしまってからでは、その原状回復が著しく

困難となるために、建築工事禁止仮処分をするような場合である。これは、仮差

Point
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押えや係争物の仮処分のように、強制執行の保全を目的とするものではない。そ

して、確定判決等による強制執行を待たずにそれを実現したのと同様の目的を達

するものであり、満足的仮処分または断行の仮処分と呼ばれる。

第 ３　民事保全の構造

　民事保全手続は、被保全権

利の存在を認定して保全命令
（仮差押え、仮処分）を発令する手続としての「保全命令に関する手続」（民保第 2

章）と、この保全命令を実現する「保全執行に関する手続」（民保第 3章）からな

る。

　民事保全手続に関する裁判（保全命令および保全執行に関する裁判）は、口頭弁

論を経ないですることができる（民保 3条）。つまり、民事保全手続に関する裁

判（保全命令および保全執行に関する裁判）は、すべて決定で行われることになる

〔オール決定主義〕。これにより、手続の迅速化が図られている。

Ⅰ　民事保全発令手続

　「保全命令に関する手続」は、

仮差押えと仮処分の「保全命

令」の発令手続（民保第 2章第

2節）と、保全命令に対する不

服申立ての手続（「保全異議」（民保第 2章第 3節）、「保全取消し」（民保第 2章第 4

節）および「保全抗告」（民保第 2章第 5節））からなっている。これは、訴訟手続

の判決手続に相当するものであり、判決手続において作成される債務名義に相当

するのが保全命令である。

Ⅱ　民事保全執行手続

　「保全執行に関する手続」は、保全命令の内容を実現する手続であり、判決手

手続に対する強制執行手続に対応するものである。ただ、判決手続と強制執行手

続に比べ、不動産や債権等に対する保全では、発令裁判所と執行裁判所の管轄が

〔民事保全手続の構造〕
保全命令に関する手続　⇨　保全執行に関する手続

Point

〔保全命令に関する手続〕
①　仮差押えと仮処分の「保全命令」の発令手続
②　保全命令に対する不服申立ての手続
　㋐　保全異議、㋑　保全取消し、㋒　保全抗告

Point
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同じになる（民保47条 2 項（不動産に対する仮差押えの執行）、48条 2 項（船舶に対す
る仮差押えの執行）、50条 2 項（債権およびその他の財産権に対する仮差押えの執行）、53

条 3 項（47条 2 項）（不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行））

など、両手続が連携していて、権利判定機関と権利実現機関が分離していない場

合がある。

　保全執行手続を担当するのは、強制執行と同様に、裁判所および執行官である
（民保 2条 2項・ 3項）。

第 ４　民事保全の特質

　民事保全手続は、以下のような特質をもっている。

Ⅰ　暫定性〔仮定性〕

　民事保全手続は、将来の執行保全のための暫定的措置であり、その手続でなさ

れる処分は、仮定性を有する。

　満足的仮処分といわれる仮の地位を定める仮処分の場合、実質的に被保全権利

と同一ないし近似の法律状態を形成してしまうので、この暫定性〔仮定性〕に反

しないかが問題となる。ここでいう「暫定性〔仮定性〕」とは、本案で被保全権

利が否定された場合の原状回復可能性であるが、これは不当利得返還請求権また

は損害賠償請求権の成立による法律的回復で足りると解することができ、満足的

仮処分といわれる仮の地位を定める仮処分においても暫定性〔仮定性〕は否定さ

れていないと解される。たとえば、仮の地位を定める賃金仮払いの保全処分を受

けた労働者が本案訴訟で敗訴した場合は、仮払いを受けた賃金の支払いをした使

用者に返還する義務を負うのである。

Ⅱ　付随性〔従属性〕

　保全命令の発令手続は保全訴訟とも呼ばれる独立の手続ではあるが、被保全権

利に関する本案訴訟を予定しており、本案に付随する性質をもっている。そのた

め、保全命令手続の管轄は、仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を

管轄する地方裁判所と並んで、本案の管轄裁判所に専属するとされ（民保12条）、
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本案の提起がない場合には、保全命令が取り消されることもある（民保37条）。

また、本案訴訟で債権者敗訴の判決があれば、事情変更があったとして仮処分命

令が取り消されることもある（民保38条）（最判昭27・11・20民集 6巻10号1008頁）。

Ⅲ　緊急性〔迅速性〕

　保全処分は、その制度目的から、保全発令手続および保全執行手続のいずれに

おいても、緊急性〔迅速性〕が要請される。

　保全命令手続では、任意的口頭弁論となり（民保 3条）、裁判は決定で行う

〔オール決定主義〕。保全すべき権利または権利関係および保全の必要性の立証は、

疎明で足り（民保13条 2 項）、即時に取り調べることができる証拠によってするこ

とになる（民保 7条（民訴188条））。

　保全命令の執行の際には、原則として、執行文は不要であり（民保43条 1 項）、

執行できる期間は、債権者に保全命令が送達された日から 2週間と定められ（民

保43条 2 項）、かつ、債務名義の送達前に執行することが許される（民保43条 3 項）。

また、緊急性があるため、保全命令を発した裁判所が同時に執行機関となること

があり（民保47条 2 項（不動産に対する仮差押えの執行）、48条 2 項（船舶に対する仮
差押えの執行）、50条 2 項（債権およびその他の財産権に対する仮差押えの執行）、53条

3 項（47条 2 項）（不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行））、

急迫の事情があるときは、裁判長が保全命令を発令することができるとされてい

る（民保15条）。

Ⅳ　密行性

　保全命令は、その執行前に相手方債務者に知られてしまうと、目的財産の処分

等これに対する措置が講じられてしまい、保全の目的を達することができなくな

ってしまうおそれある。そのため、保全命令について、債務者に察知されないう

ちに執行を完了する必要がある事例が多く、そのような場合、債権者だけの資料

提供により迅速に発令し、執行する必要がある。これは、Ⅲの緊急性を基礎づけ

るものでもある。実務では、仮差押えや係争物に関する仮処分は、債権者だけの

審尋で発令し、その命令正本は、執行に着手した後に債務者に送達される。

　ただ、建築工事続行禁止の仮処分、物の引渡断行の仮処分や賃金仮払いの仮処
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分等の仮の地位を定める仮処分〔満足的仮処分〕では、債務者に与える打撃が大

きくなるおそれがあるので、特段の事情がない限り、口頭弁論または債務者が立

ち会うことができる審尋期日を開くことが必要であるとされている（民保23条 4項）。
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