
はしがき

民事執行法・民事保全法は、民法などの実体法と比べ、それほど身近な

法律ではないが、私法上の権利を保全および実現するうえで必要不可欠な

法律であり、私法上の権利を確定するための手続を規律する民事訴訟法と

ともに非常に重要な法律であるといえる。さらに、民事執行・民事保全制

度は、不良債権の処理や債権回収の有効な法的手段として注目されており、

今日その重要性はますます高まっているといえる。

民事執行法・民事保全法の講義を受講する学生は、年々増加する傾向に

ある。しかし、その多くは、民事執行法・民事保全法の分野を理解するう

えで必要な基礎的知識を十分に備えているとはいえないのが現状である。

ところが、今日刊行されている民事執行法・民事保全法の教科書のほとん

どは、その読者として、企業などに就職する一般的な法学部生や何らかの

理由で民事執行法・民事保全法の知識を必要とする一般の人々を対象とし

ておらず、将来、裁判官や弁護士などの法曹を目指す学生や司法修習生、

司法書士試験の受験生、さらには現に弁護士や司法書士などの職に就いて

いる法曹関係者など、基礎的知識を十分に備えている者が使用することを

想定して作成されている。そのため、民事執行法・民事保全法の教科書は、

内容的に非常に専門的かつ高度なものが多く、一般的な法学部生などにと

って容易に理解するのが困難である。そこで、純粋に一般的な法学部生な

どを対象とした教材も必要であると思われる。

本書は、姉妹編であるNext 教科書シリーズ『民事訴訟法』（弘文堂、2012）

と同様に、素人の目線に立って、民事執行法・民事保全法の基本構造と基

本理論をできるだけ分かりやすく解説し、これらを初めて学ぶ者に基礎的

知識を提供することを目標に書かれた教材である。そのため、初学者が親

しめるように、できるだけ平易簡潔に民事執行・民事保全制度について説

明し、専門用語や重要判例についても平易な解説を心がけた。主に初学者

を対象とする本書の性格上、すべてを網羅することはできないが、最近の

判例・学説の議論状況も踏まえ、できる限り最新の情報を盛り込むように

努めた。本書がよき入門書となり、初学者にとって、民事執行・民事保全
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制度の全体像を理解するうえでの手助けになれば幸いである。

本書が成ったのは、多忙な中、執筆をご快諾くださり、積極的にご協力

くださった同僚執筆者の先生方のおかげである。この場を借りて、すべて

の先生方に衷心よりお礼を申し上げたい。

最後に、本書の刊行にあたり、弘文堂編集部の世古宏氏には、企画の段

階から大変お世話になった。執筆者全員を代表して、心より感謝の意を表

したい。

平成 26（2014）年 1月

執筆者を代表して 小田 司
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第
1
章

民
事
執
行
の
基
礎

本章のポイント

1. 本章では、主に民事執行および執行方法の

種類、そして裁判機関と執行機関の任務に

ついて学ぶ。

2. 民事執行法は、強制執行、担保権の実行と

しての競売、換価のための競売、債務者の

財産開示の 4 種類の手続を定めており、こ

の 4 種類の手続を総称する概念が民事執行

である。

3. 私法上の請求権を強制的に実現する手段

（執行方法）として、直接強制、代替執行、間

接強制の 3種類がある。

4. 執行の迅速性と効率性を確保するために、

実体法上の請求権の存否について判断する

機関（裁判機関）とその請求権を強制的に実

現する機関（執行機関）は組織上分離されて

いる。



1 民事執行の概念・種類・態様

A 民事執行の概念

民事執行とは、国家の執行権力によって、強制的に民事上の権利の実現

を図る制度とその手続をいう。民事執行法は、①強制執行、②担保権の実

行としての競売、③換価のための競売（形式的競売）、④債務者の財産開示の

4種類の手続を規定しており（民執 1条）、これら 4種類の手続を総称する概

念が民事執行である（図 1-1、図 1-6 参照）。これら 4種類の手続は、必ずしも

同一の目的を有するものではないが、これらはいずれも国家権力による強

制処分として行われる点で共通しており、その手続や効果に共通性がある

ため、一括して民事執行法により規律されている。

当初、仮差押え・仮処分命令の執行（保全執行）は民事執行の概念に含ま

れていたが、現在、これらは民事保全法により規律され（民保 1条）、仮差押

えと仮処分の総称である民事保全に属する（第 12 章 1 節 B参照）。

①強制執行（民執 22 条以下）

②担保権の実行としての競売（民執 180 条〜194 条）

③形式的競売（民執 195 条）

④財産開示（民執 196 条〜203 条）

図 1-1 民事執行の概念

B 民事執行の種類

［1］強制執行

強制執行とは、私法上の給付請求権の義務者がその義務を任意に履行し

ない場合に、給付請求権を有する者が国家に対して救済を求め、国家権力

による強制手段を用いて給付請求権の内容を強制的に実現するための手続

である。強制執行によって実現しようとする給付請求権には、金銭の支払

いを目的とする請求権と金銭の支払い以外の給付を目的とする請求権があ

り、強制執行は実現しようとする請求権の内容に応じて、金銭債権の実現

を目的とする金銭執行と金銭債権以外の請求権の実現を目的とする非金銭
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執行の 2 種類がある（図 1-3 参照）。例えば、「被告は、原告に対し、金 500

万円支払え」という判決に基づいて 500 万円の支払いを強制的に実現する

ための手続が金銭執行であり、「被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の

建物を明け渡せ」という判決に基づいて建物の明渡しを強制的に実現する

ための手続が非金銭執行である。いずれの場合にも、強制執行は給付を命

ずる確定判決やその他の債務名義（民執 22 条）に執行文の付された「執行力

のある債務名義の正本」（執行正本：民執 51 条 1 項参照）に基づいて実施され

る（民執 25 条）。

金銭執行は、債務者が任意に金銭の支払いをしない場合に金銭の支払い

を強制的に実現するための手続であり、国家機関である執行機関（執行裁判

所または執行官）が債務者の財産を強制的に換価し、それによって得た金銭

を債権者の債権の弁済に充てることにより、債権の満足を図るという方法

で行われる。そして、金銭執行は執行の対象となる債務者の責任財産の種

類により、①不動産に対する執行（不動産執行：民執 43 条〜111 条）、②船舶等

に対する執行（準不動産執行：民執 112 条〜121 条、民執規 74 条〜98 条の 2）、③動

産に対する執行（動産執行：民執 122 条〜142 条）、④債権およびその他の財産

権に対する執行（権利執行：民執 143 条〜167 条の 16）に分類される。さらに、

不動産執行は債務者の不動産を売却などにより換価し、それによって得た

売却代金を差押債権者やその他の債権者の有する金銭債権の満足に充てる

強制競売（民執 45 条〜92 条）と債務者の不動産を賃貸などにより管理し、そ

れによって得た収益を差押債権者やその他の債権者の有する金銭債権の満

足に充てる強制管理（民執 93 条〜111 条）に分けられる（図 1-3 参照）。

金銭執行の手続の過程は、3 つの段階に分けられる。それは、執行機関

が債務者の特定の財産を差し押さえることによって、債務者の処分行為（所

有権の移転、担保権・用益権の設定など）を禁止し、執行機関がその処分権を獲

得する「差押え」の段階、執行機関が差押財産を売却などすることによっ

て、被差押財産の交換価値を現実化する「換価」の段階、換価によって得

た金銭などによって、差押債権者やその他の債権者の有する金銭債権に対

して弁済を行う「満足」の段階である（図 1-2 参照）。

非金銭執行は、金銭債権以外の給付請求権を強制的に実現するための手

続であり、これは実現しようとする請求権の内容により、①物（不動産・動
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産）の引渡し・明渡しを目的とする請求権の執行（民執 168 条〜170 条・173 条）、

②作為または不作為を目的とする請求権の執行（民執 171 条〜173 条）、③意

思表示を求める請求権の執行（民執 174 条）に分類される（図 1-3 参照）。

金銭執行

①不動産に対する執行（不動産執行）

強制競売

強制管理

②船舶等に対する執行（準不動産執行）

③動産に対する執行（動産執行）

④債権およびその他の財産権に対する執行（権利執行）

非金銭執行

①物（不動産・動産）の引渡・明渡請求権の執行

②作為・不作為請求権の執行

③意思表示を求める請求権の執行

図 1-3 強制執行の種類

［2］担保権の実行としての競売

担保権の実行としての競売（担保権の実行）とは、抵当権、質権、先取特権

などの担保権に基づいて、担保権の目的となっている財産を競売などによ

って強制的に換価し、被担保債権の満足を図る手続である。担保権の実行

は、金銭債権の強制的満足を目的とするものであり、その点で金銭執行と

共通性を有する。しかし、金銭執行は債務者の一般財産のいずれかを売却

などにより換価し、それによって得た金銭を債権者の債権の満足に充てる

人的責任の強制的実現を目的とするのに対し、担保権の実行は担保目的財

産を売却などにより換価し、それによって得た金銭を被担保債権の満足に

充てる物的責任の強制的実現を目的とするものである。両者にはこのよう

な違いがあるが、両者は国家権力による強制手段を用いて金銭債権を強制

的に実現するための手続であるという点で共通しているため、担保権の実
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図 1-2 金銭執行の基本構造



行手続は原則として強制執行に関する規定を準用している（民執 188 条・192

条・193 条 2 項・194 条）。

担保権の実行も金銭執行の場合と同様に、担保目的財産の種類により、

①不動産についての担保権の実行（不動産担保執行：民執 180〜188 条）、②船舶

等についての担保権の実行（準不動産競売：民執 189 条、民執規 174 条〜177 条の

2）、③動産についての担保権の実行（動産競売：民執 190 条〜192 条）、④債権お

よびその他の財産権についての担保権の実行（債権担保執行：民執 193 条）に

分類される。さらに、不動産担保執行は担保目的財産を売却などにより換

価し、それによって得た売却代金を被担保債権の満足に充てる担保不動産

競売（民執 180 条 1 号）と担保目的財産を賃貸などにより管理し、それによっ

て得た収益を被担保債権の満足に充てる担保不動産収益執行（民執 180 条 2

号）に分けられる（図 1-4 参照）。

担保不動産競売は、金銭執行における強制競売に対応するものであるか

ら、強制競売の規定が準用され、担保不動産収益執行は、金銭執行におけ

る強制管理に対応するものであるから、強制管理の規定が準用される（民

執 188 条）。

①不動産についての担保権の実行（不動産担保執行）

担保不動産競売

担保不動産収益執行

②船舶等についての担保権の実行（準不動産競売）

③動産についての担保権の実行（動産競売）

④債権およびその他の財産権についての担保権の実行（債権担保執行）

図 1-4 担保権の実行としての競売（担保権実行）の種類

［3］換価のための競売（形式的競売）

換価のための競売（形式的競売）とは、対象財産の財産価値の保存のため

の換価を目的としてなされる競売であり、請求権の満足を直接の目的とし

ない点で強制執行や担保権の実行と区別される（第 10 章 5 節参照）。

形式的競売には、①留置権による競売のほか、共有物分割のための競売

（民 258 条 2 項）、弁済供託のための競売（民 497 条）、限定承認に伴う相続財産

の競売（民 932 条）、商事売買における自助売却としての競売（商 524 条・527
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条）など、②民法・商法その他の法律の規定による換価のための競売の 2種

類がある（図 1-5参照）。

形式的競売は、強制執行や担保権の実行と性質を異にするものであるが、

執行手続上、担保権の実行としての競売の例によるものとされている（民

執 195 条）。

①留置権による競売

②民法・商法その他の法律の規定による換価のための競売

図 1-5 形式的競売の種類

［4］財産開示手続

金銭執行では、債権者は差押えの対象となる債務者の財産を特定して、

執行の申立てをしなければならないが（民執規 21 条 3 項）、債権者は常に債

務者の財産状況について十分な情報を有しているとは限らない。そこで、

債権者が債務者の財産状況に関する情報を取得するための制度として、財

産開示制度がある（第 11 章 1 節参照）。

財産開示手続は、金銭執行の補助手段として、執行裁判所に対する債権

者（確定判決などの債務名義を有する債権者または一般の先取特権者）の申立てによ

り実施される非公開の手続である。債務者は、執行裁判所が指定する財産

開示期日に出頭し、宣誓をしたうえで（民執 199 条 7 項、民訴 201 条 1 項）、自

己の財産状況について陳述しなければならない（民執 199 条 1 項 2 項）。債務

者が正当な理由なく出頭義務、宣誓義務、陳述義務に違反した場合には、

30 万円以下の過料に処せられる（民執 206 条 1 項 1 号 2 号）。

なお、債務者のプライバシー保護の見地から、債務者の財産の開示を受

けた債権者、または財産開示期日における債務者の財産状況に関する陳述

の記録を閲覧した債権者が、入手した債務者の財産または債務に関する情

報を金銭執行以外の目的で使用した場合にも、同様に 30 万円以下の過料

に処せられる（民執 206 条 2 項）。
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C 民事執行の態様

現行の民事執行制度の下では、私法上の請求権を強制的に実現する手段

（執行の態様）として、直接強制、代替執行、間接強制の 3種類が認められて

いる（第 9章 1節参照）。

直接強制は、債務者の意思とは関係なしに、執行機関がその権力を行使

することによって強制的に請求権の内容を実現する執行方法である。この

方法は、直接的に請求権の内容を実現することができるため、最も効果的

な執行方法であるとされている。代替執行は、債務者に代わって債権者ま

たは第三者に請求権の内容を実現させ、それに要した費用を債務者に負担

させるという執行方法である。そして、間接強制は債務者に対して、債務

の履行を確保するために相当と認められる一定額の金銭を債権者に支払う

ことを命じ、そのことにより債務者に心理的圧迫を加えて自発的債務の履
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強制執行（民執 22 条以下）

金銭執行（民執 43 条〜167 条の 16）

①不動産に対する執行（不動産執行）

強制競売

強制管理

②船舶等に対する執行（準不動産執行）

③動産に対する執行（動産執行）

④債権およびその他の財産権に対する執行（権利執行）

非金銭執行（民執 168 条〜174 条）

①物（不動産・動産）の引渡・明渡請求権の執行

②作為・不作為請求権の執行

③意思表示を求める請求権の執行

担保権の実行としての競売（民執 180 条〜194 条）

①不動産についての担保権の実行（不動産担保執行）

担保不動産競売

担保不動産収益執行

②船舶等についての担保権の実行（準不動産競売）

③動産についての担保権の実行（動産競売）

④債権およびその他の財産権についての担保権の実行（債権担保執行）

形式的競売（民執 195 条）

①留置権による競売

②民法・商法その他の法律の規定による換価のための競売

財産開示（民執 196 条〜203 条）

図 1-6 民事執行の種類



行を促す執行方法である。

金銭債権の実現を目的とする金銭執行では、直接強制の方法によるのが

原則である（民 414 条 1 項、民執 43 条〜167 条）。ただし、扶養義務等に係る金

銭債権の執行では、間接強制の方法を用いることもできる（民執 167 条の 15

以下）。

物（不動産・動産）の引渡しまたは明渡しを目的とする請求権の執行は、原

則として直接強制の方法により行われる（民 414 条 1 項、民執 168 条〜170 条）。

ただし、物（不動産・動産）の引渡・明渡請求権の執行について、直接強制の

方法以外に、間接強制の方法も用いることができ、債権者はいずれの方法

を用いるか選択することができる（民執 173 条）。

建物の取壊し、あるいは家屋の建築のような代替的作為請求権の執行で

は、原則として代替執行の方法が用いられる（民 414 条 2 項、民執 171 条）。た

だし、代替的作為請求権について、代替執行の方法に加え、間接強制の方

法によっても執行することができ、債権者の申立てがあるときは、間接強

制の方法によることもできる（民執 173 条）。

証券への署名、あるいは株式の名義書換えなど、債務者自身が債務の履

行のための行為をしなければ請求権の内容を実現することができない不代

替的作為請求権の執行では、間接強制の方法が用いられる（民執 172 条）。

もっとも、夫婦の同居、輸血をする義務のように債務者の意思に反して債

務の履行を強制することが現代の文化観念に反する場合、芸術的創作活動

をすべき義務のように債務者の意思を抑圧して債務の履行を強制しても債

務の本来的内容を実現することができないような場合には、強制執行に馴

染まないため、間接強制の方法を用いて強制執行を行うことができない。

このように間接強制の方法を用いることができない不代替的作為請求権に

ついては、強制執行により本来の請求権の内容を実現することができない

ため、債権者は債務不履行による損害賠償を求め、損害賠償請求権につい

て金銭執行を行う以外に方法がない。

債務者がある一定の行為をしてはならないことなどを内容とする不作為

請求権は、本質的には不代替的な請求権の性質を有するものであるから、

不代替的作為請求権の執行の場合と同様に、間接強制の方法により執行が

行われる（民執 172 条）。また、不作為義務の違反が物的状態を残すような
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