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事実の概要

　本件土地の所有者Ｘは、平成 20 年、本件各建
物の所有者Ａ、その賃借人Ｙ及び転借人Ｚ１を被
告として、建物退去土地明渡し等を求める訴訟（本
件訴訟）を提起した。しかし、Ｘは本件各建物に
つき占有移転禁止の仮処分の申立てをしていな
かった。
　本件訴訟の係属中に、Ｚ１は賃貸借期間を平成
23 年 11 月 1 日から平成 25 年 10 月 31 日までと
定め、かつＡまたはＹが本件訴訟で敗訴し、その
判決が確定した場合に賃貸借契約はその日をもっ
て終了する旨の特約をした上で、本件各建物を
Ｚ２に転貸した。その後、さらにＺ２は賃貸借期間
を平成 24 年 1 月 1 日から平成 25 年 10 月 31 日
までと定めて本件各建物をＺ３に転貸した。
　平成 25 年 1 月 29 日、本件訴訟においてＸの
請求を認容する判決が言い渡され、この判決は
確定した。本件訴訟の判決確定後、Ｚ１はＺ２及び
Ｚ３に対して本件各建物の返還を求めたが拒絶さ
れたため、Ｚ２及びＺ３を被告として、本件各建物
の明渡し等を求める訴訟（別件訴訟）を提起した。
別件訴訟において、Ｚ１の請求を認容する判決が
言い渡されたが、そのうち本件各建物の明渡しを
求める部分については仮執行宣言が付されなかっ
た。Ｚ２及びＺ３は、この判決を不服として控訴を
提起した。
　別件訴訟が控訴審に係属中に、Ｘは本件訴訟の
勝訴判決を債務名義として、Ｙに対し間接強制を
申し立てた。これに対し、Ｙは、本件各建物は
Ｚ２とＺ３が占有していて、Ｙは本件各建物の明渡
しを実現することができないから、間接強制は許

されないと主張した。
　原々審（東京地決平 26・4・16 金判 1471 号 24 頁）
は、「平成 15 年法律第 134 号により民事執行法
173 条 1項が新設された趣旨は、それまで直接強
制又は代替執行が可能であるために間接強制が許
されなかった場合について、間接強制によること
を許したところにあり、これを超えてそれまで直
接強制又は代替執行によることができない場合に
つき新たに間接強制を可能とするものではない」
とした上で、「同条項に基づく間接強制は、同法
168 条から 171 条までの規定に基づく強制執行
が可能な場合に限って許されると解するのが相当
である」から、「建物収去土地明渡請求権の目的
物である建物をＹ以外の第三者が占有している場
合、Ｘは、Ｙに対する債務名義のみでは同法 168
条 1 項に基づく引渡し又は明渡しの執行をする
ことができないから、同法 173 条 1 項に基づく
間接強制の申立ても認められない」として、Ｘの
間接強制の申立てを却下した。この原々決定に対
し、Ｘはこれを不服として執行抗告を申し立てた。
　原審（東京高決平 26・9・3金判 1471 号 23 頁）は、
「本件判決は、Ｚ１を占有代理人とするＹの本件土
地の占有について、本件各建物を退去して本件土
地を明け渡すことを命ずるものであるから、本案
事件の事実審の口頭弁論終結時の占有関係におい
ては、本件判決の命ずる債務が、Ｙとは無関係の
第三者が本件土地を直接占有している場合のよう
に、Ｙの意思だけでは履行することができないも
のということはできず、本件判決が強制執行の許
されないものであると解することはできない」と
し、また「本案事件の事実審の口頭弁論終結後の
占有関係については、それが本件判決の執行力に
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影響するものであれば、請求異議訴訟において判
断されるべきものであり、訴訟と異なり、実体的
な権利関係を判断する手続ではない間接強制の申
立て手続においてこれを判断することは、手続の
内容からしても無理があり、制度の趣旨に反する」
として、Ｘの間接強制の申立てを認容した。この
原決定に対し、Ｙは許可抗告を申し立てた。

決定の要旨

　本決定は、「本件において間接強制決定を求め
る債務名義がＹに対する建物退去土地明渡しの請
求権を表示したものであることや、……各建物の
当初及び現時点の占有状況等記録からうかがわれ
る事実によれば、本件において、間接強制決定を
することはできない」と判断して、Ｘの間接強制
の申立てを認めた原決定を破棄し、そしてＸの間
接強制の申立てを却下した原々決定については、
その結論を是認することができるとの理由から、
原々決定に対するＸの抗告を棄却した。

判例の解説

　一　問題の所在
　間接強制とは、債務者が債務の履行をしない場
合に、債務者に対し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
を加えて自発的な債務の履行を促す執行方法であ
る。間接強制は、債務者の意思を抑圧する側面を
持ち、人格尊重という点で他の執行方法である直
接強制や代替執行よりも問題があると考えられて
きたため、旧民事執行法の下では、間接強制の補
充性という考え方に基づき、間接強制は直接強制
や代替執行の方法によることができない場合に限
り用いることができるとされていた。
　しかし、このような間接強制の補充性という考
え方に対しては、以前から批判があり、直接強制
や代替執行の方法によることができる性質の債務
であっても、事案によっては間接強制の方法を用
いる方がより迅速かつ効果的に強制執行の目的を
達成することができる場合があり、事案の多様性
に柔軟に対応するためには間接強制の適用範囲の
拡大が必要であるとの認識が高まったことから、
平成 15 年及び平成 16 年の民事執行法の改正（平

成 15 年法律第 134 号、平成 16 年法律第 152 号）に
より、間接強制の適用範囲が拡大された１）。した
がって、現行法の下では、不動産の引渡し・明渡
しの強制執行（民執 168 条 1項）、動産の引渡しの
強制執行（民執 169 条 1項）、目的物引渡請求権に
係る強制執行（民執 170 条 1項）、代替執行に係る
強制執行（民執 171 条 1項）、扶養義務等に係る金
銭債権の強制執行について（民執 167 条の 15 第 1
項）、従来の方法によるほか、間接強制の方法を
用いることができる（民執 173 条 1項）。
　直接強制や代替執行の方法によることができる
債務について、間接強制の方法によることも可能
となったことから、同一の債務について複数の執
行方法が存在することになったが、債権者はこれ
ら複数の執行方法のうちのいずれでも自由に選択
することができる。執行方法の選択は、権利実現
に最も利害関係を有する債権者の判断に委ねるの
が相当であるから２）、債権者が間接強制の方法を
選択した場合には、仮に直接強制や代替執行の方
法による方が実効的な救済になるとしても、執行
裁判所にはそれを拒否する裁量はない３）。しかし、
執行裁判所が間接強制決定を発令するに当たって
は、履行すべき債務の内容が間接強制の方法によ
り実現し得るものかどうかが問題となり、間接強
制は債務を履行するか否かが債務者の意思のみに
係る場合に限られ、債務者の意思のみで履行する
ことができない債務の場合には、間接強制は許さ
れないものと一般的に理解されている４）。
　建物退去土地明渡しを命ずる債務名義に基づく
強制執行について、債権者は間接強制の方法を用
いることができるが、当該建物を債務者以外の第
三者が占有している場合には、建物占有者の任意
または強制的な退去が必要となることから、債務
者の意思のみで債務を履行することができるかど
うかが問題となり、間接強制が許されるか否かに
ついて判断されなければならない。
　そこで、本稿では、まず間接強制の要件をめぐ
る判例・学説の状況について紹介・分析した上で、
建物退去土地明渡しの強制執行について、債務者
が当該建物の間接占有者である場合にも間接強制
が許されるのか、という問題について検討するこ
とにしたい。

　二　間接強制の要件をめぐる判例・学説の状況
　間接強制の申立てがあったときは、執行裁判所
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は強制執行の一般的要件、執行開始の要件を審査
するほか、間接強制の要件について審査する。間
接強制の要件として、現行法上、特別な要件は設
けられていないが、執行裁判所は間接強制の申立
てに係る債務の内容について確認しなければなら
ないとされており、債務名義に表示された債務の
内容が特定しているか、債務名義に表示された債
務の内容と申立てに係る債務の内容が同一性を有
するか、間接強制の申立てに係る債務の内容が強
制可能なものであるかについて審査し、間接強制
の許否につき判断しなければならない５）。
　判例は、債務者に履行を強制し得ないような債
務、すなわち債務者が第三者である会社から震災
により焼失した株券の再発行を受けて債権者に交
付すべき債務６）や債務者が中止となった有名歌
手のコンサートを開催すべき債務７）等、債務者
の意思のみで履行することができない債務の場合
には、間接強制は許されないとしている。近時、
最高裁８）も間接強制の対象となる債務は債務者
の意思のみで履行可能なものであることを前提
に、債務者である国が相反する実体的義務を負う
場合の間接強制の許否について判断している。
　学説においては、当初、間接強制の心理的強制
という執行方法の性質から、第三者の協力・同意
がなければ債務を履行することができない場合に
は、間接強制は当然に認められないとする見解９）、
債務の履行のために第三者の協力を要し、それが
容易に得られる見込みがない場合には、間接強
制は許されないとする見解 10）が唱えられていた。
しかし、このような見解に対し、債務の履行のた
めに第三者の協力を要する場合は多様であり、そ
の協力が得られる見込みにも大きな幅があること
から、一律に解するのは適当ではないとし、間接
強制の許否を決定するに当たっては、執行方法で
克服できない外的障害の有無を判断基準とすべき
とする見解 11）、個々の事案ごとの具体的事情に
基づいて判断すべきとする見解 12）、債務者が第
三者の協力を得るために期待可能なことをすべて
行っているかどうかを判断基準とすべきとする見
解 13）が主張されている。さらに、近時では、こ
れらの見解を整理・分析した上で、第三者の協力
を要する債務については、第三者の協力可能性を
考慮すべきであり、その協力が確実であれば間接
強制は可能であるが、その協力を得られないこと
が確実であれば間接強制は許されず、その協力の

有無が明確でないときは、債務者が第三者の協力
等を得るために期待可能なすべてのことをしてい
るかどうかを判断基準として間接強制の許否につ
き判断すべきとの見解 14）が唱えられている。す
なわち、債務の履行のために第三者の協力を要す
る場合には、債務者は期待できる限りにおいて、
第三者に対して協力を求める法律上及び事実上の
すべての措置をとる必要があり、実効的な法律上
及び事実上の措置が残っている場合には、間接強
制によることは可能であるとしている。なお、債
務者が法律上及び事実上期待し得るすべての措置
をとったかどうかについては、債務者の側に証明
責任があるものと解されている 15）。

　三　本決定の検討
　原々審は、直接強制または代替執行が可能なこ
とが民事執行法 173 条 1 項に基づく間接強制の
要件であると解し、本件ではこの要件を欠くから、
Ｘはそもそも間接強制の方法を用いることができ
ず、本件債務名義の命ずる債務がＹの意思のみで
履行することができない性質のものかどうかを問
題とする余地はないとしている 16）。
　しかし、民事執行法 173 条 1 項に基づく間接
強制決定を発令するに当たり、現行法上、直接強
制または代替執行が可能なことは要件とされてお
らず、解釈により明文に規定のない独自の要件を
設定することは、債権者の選択肢を増やすことで
権利実現の実効性を高めようとする平成 15 年の
民事執行法改正の趣旨と整合しない 17）。
　債務者の意思のみに係る債務であることが間接
強制の要件とされ、債務者の意思のみで履行する
ことができない債務の場合にも、明文規定によら
ずに間接強制を用いることが制約されるが、これ
は債務者の心理的強制という間接強制制度自体に
内在する制約であり 18）、民事執行法 173 条 1 項
に基づく間接強制の要件として、明文に規定のな
い独自の要件を設けることとは性質の異なるもの
である。
　原審は、本件債務名義の基準時後の占有関係の
変動は請求異議事由であるから、本件間接強制の
申立ての手続において、Ｚ２やＺ３の占有の法律関
係及び事実関係を考慮することはできないとした
上で、本件債務名義がＹに対して命ずる債務は、
Ｚ１がＹの転借人である以上、Ｙとは無関係の第
三者が本件土地を直接占有している場合のよう
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に、Ｙの意思のみで履行することができない性質
のものであるとはいえないとして、本件間接強制
の申立てを許容している。すなわち、原審は、間
接占有者であるＹに対し間接強制によることがで
きることを前提に、本件債務名義の命ずる債務が
Ｙの意思のみで履行することができるものかどう
かについて検討し、本件間接強制の申立ての許否
につき判断している。
　本決定も、本件債務名義が間接占有者であるＹ
に対し建物退去土地明渡しを命ずるものであるこ
とと、本件各建物の占有状況を考慮して本件間接
強制の申立ての許否につき判断していることか
ら、Ｙが間接占有者であるということだけで間接
強制が否定されるとの見解をとるものではないと
思われる 19）。しかし、本決定は、本件間接強制
の申立ての手続において、本件各建物の当初及び
現時点の占有状況、すなわちＹからの賃借人では
ないＺ２やＺ３の占有状況をも考慮して、本件間接
強制の申立ては許されないとしており、この点で
原審の判断と異なる。
　原審は、実体的な権利関係を判断する手続では
ない間接強制の申立ての手続において、執行裁判
所が事実審の口頭弁論終結後の占有関係の変動に
ついて判断することは制度の趣旨に反するとする
が、請求異議訴訟によらなくとも、間接強制の申
立ての手続において、債務名義成立から間接強制
の申立てがなされるまでの占有関係の変動を考慮
しなければならないとする本決定の判断の方が柔
軟であり 20）、かつ相当であると思われる。した
がって、執行裁判所は、本件各建物の占有状況を
斟酌して、間接強制の申立ての許否につき判断し
なければならない。
　本件においては、Ｙからの賃借人ではないＺ２
とＺ３が本件各建物を占有しており、Ｙが建物退
去土地明渡しの債務を履行するためには、Ｚ２と
Ｚ３の本件各建物からの退去が必要であり、Ｙの
意思のみで当該債務を履行することができないと
認められるから、間接強制によることは許されず、
本件間接強制の申立てを否定した本決定の結論は
妥当である。
　なお、債務者が債務の履行のために信義則上可
能な限りの措置を講じる義務を負っていることを
根拠に、債務者による交渉の余地がある限り、間
接強制は可能であるとの見解がある 21）。仮にそ
のような見解をとったとしても、本件においては、

Ｚ１がＺ２及びＺ３に対して占有移転禁止仮処分の
執行、本件各建物の明渡訴訟 22）を行うといった
本件各建物の明渡しを実現するための措置がとら
れており、Ｙにとってもはや交渉等のとり得る措
置は残されていないから、間接強制によることは
できないものと思われる。
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