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（要約） 
 

抽象的不作為請求・判決と強制執行に関する考察 
 

安永祐司 
 

科学技術の高度発展、社会の都市化の進展に伴い、1970年頃から、生活妨害（騒音や大

気汚染など）の差止を求める訴訟が増大した。それに伴い、そのような訴訟をどのように

解決すべきかが法律学における課題となった。 

この課題に関して、民事訴訟法学においては、竹下守夫教授が次のような見解を提唱し、

有力となった。すなわち、一定の侵害結果を発生させてはならないことを債務者に命じる

抽象的不作為判決によって違法行為の内容を迅速に確定した後、間接強制によって債務の

履行を促しつつ、適当な処分による執行によって侵害防止措置を実施させることが、被害

者救済という観点からも、債務者の侵害防止措置を選択する権利を保障するという観点か

らも望ましい、という見解である。この見解は、実際の裁判実務において導入されること

を目論んでいたため、これまで、研究者だけではなく、実務家にも常に参照されながら、

その当否が論じられてきた。 

しかし、これに対して、多くの裁判官は、竹下教授の主張するような判決を出すとして

も、判決手続においては、いわゆる受忍限度論に従って被告が実施すべき行為の内容につ

いても慎重に判断するべきこと、執行手続において実体法の判断はできないので適当な処

分による執行は認められないことなどを指摘し、竹下教授の枠組みは採用し難いという立

場に立っていた。さらに、最近では、抽象的不作為判決は、債務者の選択権保障を強調す

る以上は、最も過酷な措置である全部差止は含まず、むしろ積極的な侵害防止措置を命じ

る趣旨であるのか、それとも、被告に対していかなる措置をとっても侵害結果を発生させ

てはならないという趣旨で出されるのかが分からない、という疑問も提起されていた。 

以上の議論状況を概観するだけで分かるが、この分野は、学界における有力な見解と、

実務における受け止められ方の乖離が大きい分野である。そこで、多くの実務家が有する

竹下説に対する疑問・批判に応答し、裁判実務において許容可能な解釈論を探求すること

を研究課題とした。 

本論文は、まず、上記の疑問に従い、抽象的作為判決＋作為債務型の間接強制（履行に

必要な猶予期間を設定し、合理的な防止措置を採用する場合にかかる費用を基準にして間

接強制金額を決定する）・代替執行という紛争解決枠組みと、抽象的不作為判決＋不作為債

務型の間接強制（違反行為毎又は一定の期間毎に、少なくとも違反行為によって得られる

利益を基準にして間接強制金額を決定する）、又は折衷型の間接強制（作為債務型によって

執行した後、不作為債務型で執行する）・適当な処分という枠組みの区別が不分明であった

ので、はっきりと区別すべきであるとした。そして、このような視点から従来の議論を見

返したところ、それぞれの枠組みの規律内容を明らかにすべきことを指摘した。具体的に

は、抽象的作為判決については、同判決の執行方法として代替執行を認めることができる

か、その授権決定手続で侵害防止措置の内容を審理・判断できるか、その特定の程度はど

うか、抽象的不作為請求・判決については、同請求・判決がいかなる意味で「抽象的」で

あるのか、不作為判決に対して適当な処分による執行ができるか、である。また、これら

の紛争解決枠組みを、生活妨害の差止請求事案において、どのように使い分ければよいか

を明らかにすべきことも指摘した。 

次に、本稿は、これらの点を明らかにするためには、竹下教授が当初参考にしたドイツ

法を比較・参照することが有益であるとし、次の 4点をドイツ法の検討課題とした。 

課題 I ドイツ法においては、作為判決・執行と不作為判決・執行それぞれの枠組みによっ



てどのような事案が解決されているか、二つの枠組みがどのように使い分けられているか。 

課題 II 作為・不作為執行の執行手続において実体法上の判断をすることが許されるか。 

課題 III 侵害防止措置を特定しないで債務者が達成すべき結果のみを掲げる抽象的作為

請求・判決が適法であるか、抽象的作為判決の執行方法として間接強制のほか代替執行を

認めることができるか、その際の授権決定の特定の程度はどれくらいか。 

課題 IV 抽象的不作為判決を、侵害行為を全部止めてでも債務を履行するよう債務者に命

じる判決と理解するべきか、基本的にはそのように理解しつつも一定期間の内に侵害防止

措置を実施するよう命じることが含まれている判決と理解するべきか、また、それぞれに

応じて、判決主文がいかなる点で抽象的と言えるか、不作為債務型・折衷型いずれの間接

強制が課されるべきか、適当な処分（授権決定）のような執行が許されるか。 

 

第二章では、まず、簡潔にドイツの執行法総論と作為執行の仕組み（ZPO 887条に基づ

く代替執行と、ZPO 888条に基づく非代替的作為債務に対する間接強制の二種類）を紹介

した。 

その後、まず、課題 IIについて、ドイツの執行制度の立法資料や最近出された連邦通常

裁判所の裁判例を検討し、作為・不作為執行を管轄する機関が、債務名義・反対名義の作

成も同時に管轄する第一審の受訴裁判所であることを理由として、執行手続においても抽

象的作為債務の実施のために必要な措置の内容や既履行の抗弁の当否など実体法の問題を

審理・判断することが可能であると考えられていることを紹介した。 

続いて、課題 III について、ライヒ裁判所の裁判例や戦後の連邦通常裁判所のほか、連

邦労働裁判所や下級審の裁判例の紹介・検討を通じて、ドイツにおいては、抽象的作為判

決は適法であるだけでなく、むしろ原則と考えられていることを指摘した。そして、同判

決の執行方法については、履行行為の実施によって債務者の権利領域に対する侵害の程度

が、①ない、②あるがそれほど大きくない、③ある上に大きい（債務者の財産権・営業権

等に対する強度の介入がある程度）と考えられる順に並べると、①ZPO 887条に基づく代

替執行によって執行されるが、授権決定において作為内容を特定する必要はない（授権決

定特定不要説）、②授権決定において作為内容を特定する必要がある（授権決定特定必要説。

ただし、侵害防止措置の内容、作業工程等を詳細に特定する必要はない。）、③ZPO 888条

に基づく非代替的作為債務に対する間接強制によって執行され、間接強制決定において作

為内容を特定する必要はない（間接強制決定特定不要説）、という規律が妥当していると整

理した。 

最後に、課題 Iについて、ドイツにおいては、上記課題 IIIの検討の結果明らかになった

抽象的作為判決・作為執行の枠組みによって、様々な事案が解決されてきたことを指摘し

た。〔〕内で、執行の際の規律にも言及しながら確認すると、従来わが国で紹介されてきた

イミッシオン事案〔授権決定特定必要説ないし間接強制決定特定不要説による〕だけでな

く、建築請負契約に基づく瑕疵修補請求事案〔授権決定特定不要説による〕、賃貸借契約に

基づく瑕疵修補請求事案〔原則として授権決定特定不要説による〕、土地崩落・排水等を原

因とする妨害予防請求事案〔授権決定特定必要説ないし間接強制決定特定不要説による〕、

嫌煙権訴訟〔間接強制決定特定不要説による〕などが解決されてきたことを紹介した。こ

れらの紛争も同時に検討することで、執行法の規律について具体的に考えることができた。 

 

第三章では、まず、ドイツの不作為執行の仕組み（ZPO 890 条に基づく不作為債務に対

する間接強制の内容、ZPO 887 条に基づく代替執行も解釈上認められるという少数有力説

があること）を簡潔に紹介した。続いて、ライヒ裁判所や連邦通常裁判所の裁判例の紹介

を通じて、主に、課題 IVについて検討した。検討の結果、第一に、ドイツのイミッシオン



事案において用いられる抽象的不作為判決は、侵害行為を全部止めてでも債務を履行する

よう債務者に命じる判決と理解できると指摘した。このような判決は、ZPO 890 条に基づ

く不作為債務に対する間接強制によってのみ執行され、その際の間接強制は、債務者が違

法行為によって利益を得ることのないように秩序金の額を定めるという基準があるため、

本稿でいう不作為債務型の間接強制と考えられることを指摘した。そして、第二に、ドイ

ツにおける抽象的不作為請求・判決の「抽象的」は、主に、侵害の程度が特定されていな

いという意味で考えられていること、場合によっては侵害原因行為の特定緩和の意味でも

考えられていると分析した。 

 

第二章、第三章の検討により、ドイツにおけるイミッシオン事案は、抽象的作為判決＋

代替執行（ZPO 887 条）又は非代替的作為債務に対する間接強制（ZPO 888 条）の紛争解

決枠組みでも、抽象的不作為判決＋不作為債務に対する間接強制決定の紛争解決枠組みで

も解決されていることが分かった。これを踏まえて、第四章では、イミッシオン事案の請

求認容判決について、それが作為判決であるか、不作為判決であるかをどのように識別す

ればよいか、そのような事案において作為判決・執行の紛争解決枠組みと不作為判決・執

行の枠組みをどのように使い分ければよいかを検討した（課題 I）。 

まず、識別方法については、基本的に判決主文を重視すべきとした。例えば、主文に「排

除せよ beseitigen」という文言が使われている場合は原則として作為判決、「やめよ

unterlassen」の場合は不作為判決とした。判断が困難であるのは、（１）侵害原因が既にあ

り、（２）原告が不作為請求権（BGB 1004条 1項 2文）を行使しており、（３）判決主文が

「適切な措置をとれ geeignete Maßnahmen treffen」となっている事案である。これについて

は、不作為請求権が行使されている場合は不作為判決が出されるので、不作為債務に対す

る間接強制によって執行されるべきとする見解（請求権・執行方法対応説）と、判決主文

が積極的な措置を実施することを求めているため作為判決として作為執行がされるべきと

する見解（非対応説）があった。そして、ドイツ法においては後者が有力であるとした。 

続いて、作為判決・執行と不作為判決・執行の紛争解決枠組みの使い分けの方法につい

ては、第一に、イミッシオン防止法の規制が及ぶような営業（一定の侵害物質を排出する

ような工場の操業等）や同法の規制がなくとも公共性の高い営業（例、鉄道営業）につい

ては、営業停止請求が棄却されるのが通常であるため、作為判決・執行の枠組みが用いら

れていること、第二に、侵害者自身又は第三者の行為によって騒音が発生する場合（例、

キャンプ場や学校からの騒音事案）は、原則として不作為判決・執行の枠組みが用いられ

ること、そして第三に、イミッシオンの原因が既にある事案（例、工場騒音、ペット騒音、

養豚場や飲食店からの悪臭事案）では、作為・不作為いずれの枠組みによっても解決でき

ることを指摘した。第三の場合について、ドイツにおいては、執行方法の選択に迷う場合

があった。そのため、どの執行方法を用いるべきか一見して分かるように判決主文を工夫

すべきとした。 

 

第五章では、ドイツ法の課題 I~IVに関する検討結果を、日本法の理解にどのように活か

すことができるかについて検討した。 

まず、課題 IIの検討結果を参照しつつ、執行手続において債務名義の基礎となる請求権

の存否に関する実体法の問題（既履行の抗弁）の審理・判断はできないが、代替執行や適

当な処分による執行の授権決定手続において、債務者が判決で確認された債務を実現する

ために実施すべき措置の内容を審理・判断することはできると解すべきとした。このよう

な結論を導くに当たっては、第一に、ドイツ法上の作為・不作為執行を担当する執行機関

と、日本法における執行機関が実質的に同一であり、ドイツ法を参照する基礎が存するこ



とを指摘した（母法がドイツ法である以上は、ある意味当然と言える。）。そして第二に、

従来の日本法の解釈においても、作為・不作為執行を担当する執行裁判所が実体法の判断

をする必要がある場合が認められてきたため、判決を実現するために必要な措置を執行手

続で確認することは、従来の裁判例において認められてきた解釈論からそれほど乖離する

ものではないことを指摘した。具体的には、代替執行の費用前払・確定決定手続における

執行に必要な費用の算定、作為債務に対する間接強制決定手続における「債務者の意思の

みで履行することができる」という要件、不作為債務に対する間接強制決定手続における

「違反のおそれ」要件や、不作為債務に対する適当な処分の授権決定手続における「不作

為債務に対する違反行為の存在」という要件の充足性判断である。これに対して、既履行

の抗弁の成否のように、債務名義の基礎となる請求権の存否に関する問題については、請

求異議の訴えが認められていることから、ドイツ法の検討によってもこれを執行手続で審

理・判断することには疑義が残った。そのため、少なくとも日本法の解釈としては、ドイ

ツ法と同じ解釈論をとることは避けるべき、とした。 

次に、課題 IIIの検討結果を参照しつつ、抽象的作為判決が適法であること、同判決を代

替執行によって執行できること、代替執行の授権決定において債務者が実施すべき措置を

特定する必要がある場合がどのような場合か、特定の必要がある場合、その特定の程度に

ついて、ドイツ法の考え方は参考になるので、基本的に同じような理解をすればよいので

はないかとした。その理由として、なるべく判決や授権決定において必要となる特定の程

度を緩やかに考えておく方が、債権者が実施した措置が効果的でなかった場合に再度の執

行がやり直し易く、執行の現場で必要となる裁量も認め易いことを挙げた。このように解

しても、現実の執行において債務者が受忍すべき範囲は確定され得るし、債務者が負担す

べき執行費用は合理的に必要となる措置の範囲であるため、債務者の保護も十分配慮され

ていると言え、したがって、このような解釈論も許容されると思われる。なお、従来、履

行措置に関する債務者の選択権を保障するという点が抽象的作為判決を認める根拠として

強調されてきた。もっとも、判決や授権決定において特定の侵害防止措置が掲記されたと

しても、侵害結果を防止することができるのであれば、債務者が自発的にそれ以外の措置

をとることも許されるため、このような根拠論はあまり説得的ではない。ドイツにおいて

選択権保障の議論が重視されているのは、おそらくその歴史的な事情に理由があると考え

られるので、日本においては、この理由を重視する必要はあまりないのではないか、とい

う指摘も行った。 

また、課題 III について、日本では、2003 年の法改正によって代替的作為債務に対して

も間接強制による執行が認められるようになっており、代替的作為債務に対しては代替執

行しか認められないドイツ法とは執行制度が異なっている。しかし、ドイツ法の考え方を

参照しつつ、改正理由を検討した結果、代替的作為債務に対して間接強制が必要とされた

理由は、結局債権者にとって便宜な執行方法を認めようというものに他ならず、債務者に

とって過酷な執行となり得る場合にどう対処すべきかについてはあまり詰めて議論されて

いないと思われる。そこで、そのような債務者に対する負担を考慮して、代替執行との併

用が認められる場面における間接強制の内容は、損害賠償額程度に抑えるべきであるとし

た。 

続いて、課題 IV の検討結果を参照しつつ、日本において用いられる抽象的不作為判決

も、債務者に侵害行為を全部止めてでも債務を履行するよう命じる判決と理解し、不作為

債務型の間接強制により執行するべきではないかとした。ただし、日本ではドイツとは異

なり、侵害の程度が特定されていない判決主文は許されないこと、不作為請求・判決の抽

象性については、侵害原因行為の特定緩和の意味を中心に考えるべきことを指摘した。以

上と対比して、折衷型の間接強制を想定する場合には、判決主文をそれと分かるものに工



夫すべきと述べた（例えば、「～の侵害結果を発生させないようにするため、～までに侵害

防止措置を実施せよ。～以降前記の侵害結果を発生させてはならない。」など）。これは、

執行裁判所が間接強制の内容について迷わないようにするために必要であるからである。

また、適当な処分による執行については、抽象的不作為請求は抽象的作為請求を包含する

関係にあるので、抽象的作為判決に基づいて具体的な侵害防止措置を代替執行することが

認められる以上は、抽象的不作為判決（作為判決を包含する）についても適当な処分によ

って具体的な侵害防止措置の執行をすることが認められるべきではないか、とした。 

以上の検討により、日本における抽象的作為判決＋作為執行（代替執行・作為債務型の

間接強制）の紛争解決枠組み、及び、抽象的不作為判決＋不作為執行（適当な処分・不作

為債務型の間接強制）の枠組みの全体像を示すことができたと考えられる。そこで、この

ような枠組みによってどのような紛争が解決され得るかについて、具体的な裁判例に言及

しながら検討を加えた。 

まず、ドイツ法においては抽象的作為判決・執行の枠組みが、イミッシオン事案以外の

建築請負契約・賃貸借契約に基づく瑕疵修補請求事案、土地崩落・排水等を原因とする妨

害排除・予防請求事案、嫌煙権訴訟といった紛争解決にも用いられていたこと（課題 I の

検討結果）を踏まえて、日本においても同様に解決することができるとした。そして、こ

のような観点から再度日本法における議論状況を振り返ったところ、それほど裁判例が多

いわけではないものの日本でも同じような紛争が存在していること、そして、日本におい

ては代替執行を見据えて判決段階における特定を必要とする解釈に従って、事件処理がさ

れてきたことが確認された。このような解釈論に対しては、課題 III の検討結果を踏まえ

てここで取り上げた事案全てにおいて判決段階においては実現されるべき結果のみが特定

されていれば足りること、代替執行の授権決定において実施すべき措置を特定する必要が

ない場合があること、特定する必要があるとしても従来考えられていたほどに詳細に特定

する必要がないことなどを指摘した。もっとも、上記解釈論からでも、敢えて判決主文や

授権決定において実施すべき行為を特定することは否定されず、従来の裁判所の考え方を

肯定することは可能であるとも述べた。 

最後に、これもドイツにおけるイミッシオン事案と比較しながら、日本における騒音・

悪臭事案、大規模公害事案に関する裁判例について検討を行った。〔〕内で筆者の指摘も加

えつつその内容を簡単に列挙すると、次のような裁判例があった。 

（１） 抽象的作為請求に対し、①同請求は不適法であると判断した裁判例〔適法と解す

べきである。大規模公害事件に多かった。〕、②請求認容判決として抽象的作為判決がされ

た裁判例〔適切である〕、③請求認容判決として抽象的不作為判決がされた裁判例〔処分権

主義違反の疑いがある〕、 

（２） 具体的作為請求に対し、①請求認容判決がされた裁判例〔全部認容して抽象的作

為判決が適切である〕、②他の適切な方法があるとして請求棄却した裁判例〔一部認容して

抽象的作為判決を出すのが適切である〕、 

（３） 撤去請求に対し、①他の適切な方法があるとして請求棄却した裁判例〔一部認容

して抽象的作為判決を出すのが適切である〕、②他の適切な方法があるとして一部認容して

抽象的不作為判決をした裁判例〔執行方法が不明であり判決主文を工夫すべきである〕、 

（４） 抽象的不作為請求に対し、①全部認容判決が出されたが不作為債務型の間接強制

による執行が想定されていた裁判例〔適切である〕、②全部認容判決が出されたが（おそら

く）折衷型の間接強制による執行が想定されていた裁判例〔判決主文を工夫すべきである〕。 

〔〕内の指摘について、次の二点を敷衍しておく。 

第一に、生活妨害事案の場合、抽象的作為判決＋作為執行の枠組みも、抽象的不作為判

決＋不作為執行の枠組みも用いることができる。ドイツ法と比べれば、日本法においては、



判決主文の書き方に注意が払われていること、不作為判決がされるのが通常であることか

ら、作為判決と不作為判決の識別はそれ程難しくないと考えられる。これに対し、抽象的

不作為判決に対して不作為債務型の間接強制をかけるべきか、折衷型の間接強制をかける

べきか、という点については、同一の判決主文にもかかわらず、判決理由の解釈を通じて

執行裁判所が判断する必要があった。ただ、執行裁判所が判決の趣旨を忖度し切れない場

合があり得るので、このような状況が今後も続くことは、強制執行を実効的に行うという

観点からも望ましくないと考えられる。そこで、基本的には、課題 IVの検討結果も踏まえ

て、一定の結果を発生させてはならないことを命じる判決主文の場合、債務者は全部（又

は一部）の行為を差し止めてでもその判決に従わなければならない、という趣旨で出され

たものと考えるのがよいと思われる（判決裁判所もそのつもりで判決審理を行う必要があ

る。）。これと対比するため、判決裁判所が折衷型の間接強制を予定して不作為判決を出す

場合には、その趣旨が明らかになるように判決主文を工夫するべきという提言も行った。 

第二に、原告の不作為請求・作為請求がどのような内容のものであるかという問題であ

る。本稿では、従来の有力説と目される請求権一個説に従って、抽象的不作為請求は抽象

的作為請求を包含していること（基礎にある請求権は同一）、質的一部請求として抽象的作

為請求をすることが認められること、具体的な侵害防止措置が掲げられてもそれは請求の

内容を構成せず裁判所を拘束しないこと、などの解釈論を述べ、それに従って、上記〔〕

内において処分権主義の問題、一部認容・全部認容の区別を説いた。 

これまで、これら二つの観点から、包括的な裁判例分析が十分にされてきたとは言い難

く、以上の指摘の当否も含めて今後さらに検討を深めていく必要があると考えられる。 

 

以上、本論文は、従来、いわゆる抽象的不作為請求・判決が活用されるべきとしていた

生活妨害紛争や関連する諸紛争に焦点を当て、そのような紛争を現行の民事訴訟・執行制

度によってどのように解決することができるかを検討した。 

 




