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判例研究
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会社の従業員をもって組織する法人格を有する労働組合であ

る︒昭和四〇年八刀頃Xと訴外A会社との間に労働争議が発生

し︑年末⁝時金が支給されなかったので︑Xは︑Yら︵被告・

控訴人・五告人↑︶を含む各組合員に対して各人の基準内賃金に

家族手当を含む一カ月分に相当する金額を︑年末一時金が給付

されたときには直ちに返還する旨の約定の下に︑貸付けを行な

った︒その後一時金が給付されたにもかかわらず︑Yらは右貸

付金を弁済しなかったので︑XはYらに対して貸付金の返還を
訴求したのが本件である︒

第一審は遅延損害金の請求をのぞきX勝訴︒これに対してY

らが控訴したところ︑第二審係属中に︑訴外Bが︑XのYらに

対する本件各債権に対し︑仮差押倫令を申請し︑昭和四三年八

月二四︹仮差押命令が発せられ︑同命令はXを仮差押債務者︑
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法定給付とする余裕がないからであろう︒また︑﹁非労働者層の

九州大学産業法研究会

万高
互裁

所得保障給付を何を基準として定めるかも技術的に簡単でない

@．取：

・…

という事情もあろう︒しかし根本的には︑国民健康保険法が所

巻隆，

得保障の一環として医療の給付をするのか︑あるいは傷病の治

頁些

債権に対する仮差押の執行と

七百

癒を本来の目的とする医療保険を目ざしているのかが問われな

ノ1℃

一一

当該債権についての給付訴訟

繋月

ければならないであろう︒そしてその点を明確にすることが︑

最八
高年
裁ご

︹事実︺X労働組合︵原告・被控訴人・被⊥告人︶は︑訴外A

三回

社会保障法の︼環としての国民健康保険法の性格と機能をはっ
きりさせ︑将来の立法の方向を決定することになろう︒

請八

半肝列研・究

請求権をBがCらから譲受けて取得した同債権である︒そこで

請求権ならびに︑室外CらがXに対して有していた預託金返還

は︑訴外B︵仮差押債権者︶が︑Xに対して有する預託金返還

仮差押について見ると︑仮差押の執行によって︑当該債権につ

行為を制限す．るものと解すべきではない︒これを債権に対する

な限度においてのみ認められるのであり︑それ以土に債務者の

の執行を保全するにあるから︑その効力は︑右目的のため必要

﹁仮差押の目的は︑債務者の財産の現状を保存して金銭債権

Yらは︑かりにXがYらに対して債権を有するとしても︑右仮

き︑第三債務者は支払を差し止められ︑仮差押債務者は取立．

被保全権利

差押の解除せられることを条件としてのみその支払を求めうる

譲渡等の処分をすることができなくなるが︑このことは︑これ

Yらを第三債務者としてそれぞれに送達された︒

にすぎないのであって︑無条件にその支払を求めることはでき

らの者が右禁止に反する行為をしても︑仮差押債権者に対抗し

えないことを意味するにとどまり︑仮差押債務者は︑右債権に

ないと主張した︒

控訴審は︑債権の仮差押が︑被仮差押債権の保全を目的とし

する権限を．失うものではなく︑無条件の勝訴判決を得ることが

つい・て︑第三債務者に対し給付訴訟を提起しまたはこれを追行

にして︑仮差押があつでも債権者︵仮差押債務者∀の有する給

できると解すべきである︒

現実の支払による満足を阻止するにすぎないということを理由
付請求権の態様には影響せず︑給付判決をなし︑執行すること

者が当該債権につき債務名義を取得し︑また︑時効を中断する

九三頁︶等に反し︑ 執行の方法に関する異議︵民訴法五四四

一〇号七二八頁︶等および昭和九年三月⁝七日︵法学三巻．

の給付判決をなした点℃︑大判昭和四年七月二四日︵民集八巻

Yらは上告︒上告理由第四点において︑第二審判決は無条件

い︑と判示した︒

いて考えられる利益は︑ひいて︑仮差押債権者にとっても︑当

とともなるのである︒そして︑以上のように仮差押債務者につ

て訴訟を提起せざるを得ない結果となり︑訴訟経済に．反するこ

が取り消されたときは︑仮差押債務者は第三債務者に対し改め

場合に仮差押債務者が敗訴を免れないとすれば︑将来右仮差押

に︑もし︑給付訴訟の追行中当該債権に対し仮親押がなされた

右仮差押債務

も妨げられない︑ただ第三債務者は仮差押命令を執行機関に呈

ための適切な手段をとることができることになるのである︒殊

条︶を認める点で︑大判昭和一五年一二月二七日︵民集一九巻

該債権を保存する結果となる︒さらに︑第三債務者に対する関

このように解して︑

示して︑執行手続が満足段階に進むことを阻止しうるにすぎな

二四号二三六八頁︶に反し︑また仮差押の効力に関する法令の

係では︑もし︑右判決に基づき強制執行がされたときに︑第三

債務者が二重払．の負担を免れるためには︑当該債権に仮差押が

解釈適用をあやまっていると主張している︒
︹判旨︺上告棄却
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塗れていることを執行土の障ヒ同として執行機関に呈ホすろこと

︵民︸訴誌広五五⁝四久氷︶○

により︑執行手続が満足的段階に進むことを阻止しうるものと

魏︐

憎相9れ一 は n 疋 り ア ω

右洋本の趣旨に紙流する大容擁判例︵翻御感牌配喫絶望難峡ン服諜細
心調罫パ眼餓期九︶は︑これを変更すべきである︒﹂

本件は︑金残債権の．給付訴訟が係属中に︑その引．㎡求債権が

︹研究︺判旨には罰．廼がある︒
欄

健人によって差押または仮λ押がなされた陽奔に︑その給付訴

給付訴訟の係属中にその隙因たる債権に対して弟三者から．産

押がなされた場合編紅雨齢押撰照顧醐難燃欲励砥聚ズ短靴一蹴靴焼肉わ鴎購鮒顯畷

たとき︑裁判所はどのような富盛をとりうるかについては︑従

なんらかの訴訟を追行しうるか︑また給付訴訟巾に．︑だ押えられ

攣而馨︑被差押債権についての債権の主休であるw︑．︑押債務者が

来より．種々に論じられているところである︒

見解を異にしていた闘題である︒木判決は仮製押の執行の．あっ

いう問腫であり︑古くから大審院の判例と有力な学説とがその

三債務者二対シ自己二支払ヲ為スベキコトヲ磁気スル訴ヲ起ス

ノ規定スル所ナルが故三︑基仮畏押ノ︑仔スルー限リ︑債三者ハ錐

匝一炬目タ﹁ル債淋噺乙．目ハ︑白口一し二対シ即崎吋払和辞口↓フム河スベふゴじ日ノ牡粥．W小ヲ

未ダ仮差押ナカリ．シ場合ト難其係属．山仮碧押アリタルトキハ︑

えられた場脊にも同様の■趣がル伍．写るが︑判例に現われたもの．

持涜スルコトヲ得ザルモノニシテ︑．必ズ其申立ヲ改メ︑債権ノ

絃して疸ちに移付命令・に移行することが∴．いためであろう︒し

Ψ同被ル∵ロタル第一一篇世務者二対シ即時ノワ捕肝ロヲ求ムル請求ヲ持続ス

ヲ要スベク︑浩シ頂ズ㎡タル債務者が停︑差押アリタルニ拘ラ

存在ヲ搾定センコトノ申立若タハ他ノ適当ナ︐︐甲立トナスコト

かし浬論的に13沿︑仮λ押の善管と差押の場合−三︒︑区別する必．

ルトキハ︑其請求ハ全然．不︶出ニシテ之ヲ却ドスルヲ影回トス﹂

ズ︑

要はな父輩監誰爺気節雛壕編繧躾飴が詳㍉讃㍊鍛

即時の給付を求めることが認められないので¶のれば︑仮処．分の

に給付訴訟が提起されたという事案に関し︑原小．口の方で法律⊥

らにこれを受けて︑債︑権に対し処．分禁止の仮処分がなされた後

と判．ボし蘇畷調鞠蝦腓馳萌肛細細賑噸瓢能事粥靴じ窪手︑その欲藩薫別墾︑さ

る︒

仮差押に関することは︑仮処分の場合にも適川しうることにな

同一に解され︐︶から飯上狛昌盛咽構レ一肩蕉㎜殿鞍㌦↑下図㌦聾圃一壼馳蕊︶︑

鋤帥劃鰍八︶︒また︑伺様二処分禁止の仮処分は︑ゲ差押の効力と

︑のろ︒これビび︑ヤ距押の炉ヘーには︑漉た押﹂・し同日時に藷よたは一てれ︑に臣飲

の多くは︑・⊥として仮巳卜∴﹁押．ないしは処分禁止の仮処．分の場査で

は︑帰︑而裁︑としては︑ほじめての．ものである︒訴求債権が．．π押

コトヲーけザルや明ナルノミナラズ︑訴訟ノ提起当時二三テハ︑

禁ズル命令二依リテ之ヲ為スベキコトハ︑N︑疎法七五〇条三項

二婦川スル仮Eた押A叩令ノ洞執だ密旨︑︑即⁝一曹ハ．贋5二㌃森払ヲ晶為スコトヲ

大審院はこの名題につき︑木星と同様の事例二おいて︑﹁債権

・150）

た債梶についての給荘心許りいの．搾否について判一編したものとして

訟手話またはその後の執行手続にどのような織紐．−を及ぼすかと
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解除され次第支払を命じる判決でも差支えないという意思を表

喪失シ︑債権者が破産ノ宣告ヲ受ケ︑又差押ヲ受ケタルが如キ

妨グルモノニ非ズ︒然レバ被上告人ノ有スル木田債務名義ノ基

債務名義二因リテ確定シタル請求ヲ変更スル事実生ジタル場合

如ク一切ノ管理処分ノ権能ヲ剥奪セラルルモノニハ非ズシテ︑

本タル請求ハ酒外Aノ為二仮差押ヲ受ケ︑第三債務者タル上

示した事案につき︑ ﹁債権者ハ仮処分命令二因リ債権ノ取立其

仮処分債権者ノ権利ヲ害セザル範囲内二於ケル行為ハ依然之ヲ

告人ハ債務者タル被上告人二対シ之が支払ヲ為スコトヲ禁ゼラ

二三テモ︑之ヲ以テ請求二関スル異議ノ訴ノ原因卜為スコトヲ

為シ得ベキモノナルトコロ︑他面︑叙上ノ如キ仮処分命令アリ

レ︑被上告人モ亦之が弁済ヲ弦要シ得ザルモノナルが故二︑仮

ノ他一切ノ処分ヲ禁ゼラレタル時ト難︑当該債権二三キ所論ノ

タル場合︑債権者が債務者二対シ該仮処分ノ解除アリ次第債務

ルコトヲ許サザルニ至リタルコト債権ノ差押アル場合ト何等異

差押後ハ本件債務名義二因ル強制執行ハ之ヲ開始シ又ハ続行ス

招来スルモノニ非ズ﹂と判示している嵌春期塾靴許筆一協︶︒この

ナルトコロナシ﹂と判示している餓嫡紹漁趣烹購締盟鮪節︶︒近時

ノ支払ヲ為スベキ旨訴求スルモ︑仮処分債権者ヲ害スル結果ヲ
判決は︑仮処︐分の解除を条件とする将来の給付の訴が︑右昭和

の東京高裁決定も︑任意競売手続進行申に当該抵当権付債権に

当該債権を担保

四年判決の﹁仙ノ適当ナル申立﹂の一つにあたることを示したも

それが執行されたときは︑

対して仮差押がなされた事案につき︑被担保債権に対し仮差押

二

下級審の判例は︑戦前では︑無条件の給付請求の一部認

覧四︶︑前記大審院判決と基本的に同︸の見解を．小している︒

する抵当権の実行はなし得ぬものとして鹸鯨繭鳶職同郷℃癬童罰宝一〜

命令が発．せられ︑

のL﹂いえる︵悔言欝鴇艶蕉趣然鍛購畑騒下組鴇謹餓
傭︶︒

同様に︑大審院は右の基木的立場を執行手続面に押し及ぼ
して︑仮差押中の債権に蕉ついて強制執行を申立て競売開始
決定がなされたという事案につき︑ ﹁民訴法五四五条ニヨル請

容として︑本訴請求がその支払を求める部分は実当であるが︑

原告が債権の存在の確認または差押債権者および原告の為に供

求二関スル債務者ノ異議ナルモノハ︑債務名義二於テ確定シタ
ル実休法上ノ請求権が執行二黒セザルニ至リタルコトヲ理由ト

託を求める範囲においてのみその請求が許されるとした大阪地

あ．るが︑債務者は債権差押の結果その訴求に煎る金銭債権につ

シテ︑実皇土ノ異議ヲ主張シ債務名義其ノモノノ効力ヲ排除ス
条件ノ成就︑消滅時効ノ完成等債務名義二因りテ確定シタル請

き取立その他の処分行為を為す⁝切の権能を剥奪せられ︑依然

熱昭和三年一〇月一口︵新聞二九三六号九頁︶︑差押の例では

求ヲ消滅セシムル事実ノミナラズ︑弁済期限ヲ猶予シ︑債権者

として債権の主体たる地位にあるが︑被差押債権を訴訟物とす

ルコトヲ目的トスルモノナルが故二︑弁済︑相殺︑免除︑解除

が当該請求権ヲ第一．者二譲渡シタルニ因リテ債権者タル資格ヲ

309
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昭和七年三月二三日︵新報三〇四号二六頁︶がある︒戦後のも

一ろ給付の訴において正当なる当志者適格を失うとした東京地判

れないし︑債務者が債務名義を得た後に差押または仮差押を受

には︑訴を確認ないし供託の講求に変更しないかぎり敗訴を免

たがって︑給付訴訟係属中に差押または仮差押がなされた場合

けた場合には︑第三債務者は請求異議の訴によりその執行力を

のでは︑差押の解除を条件に給付請求を認めた福岡高判昭和三
一年二月二七日︵高岸集九巻二号七一百ハ︶は︑控流血の給付請

かし︑潔斎のものには︑これらとは反対に︑最高裁判決と同様

る︵ω濯ぎ﹂○⇒飴ρN℃○・一Φ＞o費●ゆ○︒卜︒O≦ωF舟嗣W鋤ニヨげ聲07︐

るものであり︑ドイツでは現在でもこの見解が通滋をなしてい

排除し得るとしている︒前掲大判昭和四年七月二七日を支持す

無条件の二二判決を認めるものもある︒例えば︑仮差押債扮者

に三什9げ oダN℃○・ω一︾煽融・ゆG︒吋Φ①＞Qoδびω戸男○猟鳥2二5αqQα周刃隷

・

が第三債務者を相了として仮巳︑五四を受けた債権につき即時の給

ﾓび︶︒

⇔血毎日αq噛噂︾信艶●ω・慰心●菊○ωΦコσΦ目αq唱ピΦぼ喘ぴ￠OダO＞￠2●暫Φし9

求を認めない点で︑大審院の判例に従ったものといえよう︒し

310
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付の訴を提起することは勿論︑その判決を債務名義として差押
をすることも何ら．κ支えないとするものとして︑れ露地判昭和

ても︑☆L円訴訟には何らの影響もなく︑娠停たる塞押下拐者は

右の見解に対しては︑給付訴訟の原﹇ナる債権が弟押えられ

で∴る嫡 詣 肋 述 ゆ 山 子 ． 躰 琳 紛

そのまま給付訴訟を維持し︑裁判所も♪︑の・．ような︑．︑瓦押の存在を

園○年一一月一七日︵判例タイムズ一八七号一八七頁︶がそれ
まで下級琴において態度が分れていた難題に対して︑大審院の

ゴ顧一応することなノ＼︑革蕉糊日直凱鐙 省は 日層分への即．時．ノ馴冨の掩鮒求をな

しうろとする立場も有契ある︵蝋雛難論．記謙順箇別鋼鴛

礁諌響搬鮎魚尾驚費一院響鬼無徳満強．簗た頒配．．．あ

説の根拠とするところは︑︵1︶従簡のん．ン．牧泌︒円倒の疏肛﹂は︑

ドイツの制す説︒判例︵沁●O．国◎じむ●謡ω．・路刈ト≦ド一80ω・

ドイツにおいては︑訴訟物の
譲渡の場合にも︑

黶Z︶の跨．挫くところに等しいが︑

または仮製︑．押の処分禁止の︐馬力を給付誌求権の雰簾舞の林示止な

権能を失わないとしているのに︑単な⇔一時痢の処分制限の防︑

指顧が者︑︑泌︑訴訟を飴る

いし制隈と解し︑ 差押または仮差押を受けた債務者は第三債

力しかない碧押のあったときに︑

当事者恒定を認め︑

務者に対し確認ないし供託を求める訴を提御するのは妨げない

とする解釈が同困でなされていろこと自粛妥当ではないこと︑

かえって請求が棄却される

が︑自己に対する給付の訴は提起することはできないとする︒し

無額雛徽籔禦匙緬煽戸弁難灘鮪箋鐡鋤媚鱗︶は︑．挿

三 ・封しころで︑この問琶につき従L小の多数説︵一調警融鄭瀬鮪離

明かにしたものであろ︒

無条件の勝訴判決を覧ることができるとして︑最一︐同裁の態度を

積溢者は︑当該債権につき︑給付訴訟を提起・追行し︑かつ︑

判例φ︑墾更して︑債権に︐．嚇して仮差押が執行されても︑仮鑑押

額獣心簡品目臆再調湘醜熱欄年︶︒本判決は︑これ

≠
。。
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︵2︶差押の存在は債務者第三債務者の関係において履行請求

このように即時給付の判決を肯定する立場からは︑差押債権

参加譲憾砒能条︶して訴訟を承継するし︑訴訟終了後ならば︑そ

者は給付訴訟に補助参加︵民訴六四条︶し︑取立命令︑転付命
︐令を受けた場合には︑なお訴訟が係属中であればこれに当事者

判決手続における利益を喪失させるものではなく︑ただ強制執

の判決を利用して承継人として執行文の付与を受けて︵民訴五

取立および弁済を禁ずるにすぎないのであり︑差押は債務者の
︵3︶従前の

られた利益状態を消滅させ︑再訴を要するとすることは︑債務

押が解除された場合を考えれば︑一度訴訟において発展せしめ

な差別を設けすぎるものでみり︑また︑ ︵4︶差押または仮差

多数説・判例の見解は︑給付判決と確認糾決にあまりに本質的

の差異が生ずることとなる︒

差押・競売はなしうる露鯉風説謂醐醐保︶とするものとでは︑若干

由とみるもの練好御蘭調陰謀聾と︑満足の手続には進みえないが︑

も︑即時給付判決説をとる立場にも︑差押の存在を執行障害事

一九条︶執行できると説く藤冊レ揃鵬荊昏眠礫斬訟識一算噸︶︒もっと

行の段階において執行の障害となるにすぎない︒

者側にいたずらに不利益を帰せしめ︑訴訟経済の要求にもそぐ

仮差押命令を執行機関に提出して︑自己に対する執行手続のう

は︑差押債務者から強制執行を受けるときは︑差押命令または

差押債権者はこれを利用できるから有利であり︑

格の喪失を理由とするものであるから︑この規定を類推解釈し

おり︑この規定は︑破産者の処分権の喪失︑したがって当事者適

が︐民訴法は破産宣言による訴訟の中断蔀誠遜％欧懸を認めて

執行債務者意当該債権に関する訴訟における当事者適格を失う

差押または仮差押によって

ち満足手続の避止を求めることができる︒執行機関が︑この求

て訴訟手続は中断するものと解し︑後に債権者が取立命令また

いま一つの見解として︑

めを無視して満足手続を続行するときは㍉それが完結しないか

は転付命令を得だ場合に訴訟を受継しなければならない︑とす

なお︑

ぎり︑これに対し執行方法に関する異議︵民訴五四四条︶また

る立場もある︵灘三島鰯諦穂踊のの蔽醗駐職弐騨聖主︶︒東京地判昭和七年三

わな．いこととなる︒︵5︶差押債務者が給付判決を得ておれば︑

は即時抗告︵民訴五五八条︶をなbうるから︑即時給付を命ず

月二三日︵鷹脾噺耀配○︶は︑この立場に立つものであち︒

者適格を喪失させるものではなく︑強制執行の段階において︑

をとることを明らかにした点で意義があるものといえるが︑無

つき︑従来の大審院判例の立場を変更して︑近時の通説的見解

第三債務者

る判決がなされても︑第三債務者を害することにはならない︒

四

執行の続行を妨げる消極的要件たる執行障害事由となるに止ま

条件の即時給付説が妥当であるかどうかは検討に価するものと

本判決は︑このように学説上種々見解の対立する間題に

つまり︑差押または仮差押は︑・債務者の判決手続における当事

る︑などの諸点である醸穿臥・醐敷紙繍漸煮堀瓢聾︒
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権能を実体的に制限するものではな︽︑ただ︑もっぱら現実の

判例研究

斗二日千ダll研究

この舟底は︑仮差押

本判決の批判として︑福永・民商六九巻六号一〇三〇頁︑
いわなければならな
︵法協九一巻六号九九四頁︑伊藤・昭和四八年度重要
上い
原・

欄隅一瀾紀国判駆鼎賑撚瓢規︒三后顛︑石︶︒けだし︑

債権者・債務者・第三債務者それぞれの利害関係を論ずること
で決する必要があるからである︒

まず︑仮差押債権者にとっては︑即時給付判決がなされるこ
とは︑原則的には利益となる︵後に差押・転付命令を利用すれ
ばよい︶が︑差押の場合には︑自己が欲すれば︑容易に取立命
令なり転付命令が得られるし︑あとは自己の名で第三債務者に
対して給付の訴を提起して債務名義が得られるから︑差押の段
階で放滑している者は︑保護するに及ばない︒仮に不利益なこ
とがあるとすれば︑債務者が真面目に訴訟追行をしなかった場
合あるいは請求棄却の判決がなされる場合が考えられるが︑こ
の不利益については︑補助参加することもできよう．︶

とくに︑仮差押の場合には︑債権者は債務者に対して現実に

拙によって︑判決の内容が決定されるので︑その不利益な結果

て訴訟を追行できる︒ただ仮差押債務者の給付訴訟の追行の巧

は︑仮差押の効力の相対性を根拠に︑仮差押債権者には及ばな

本判決は︑

第三債務者

するのを阻止するだけで十分であり︑したがって無条件の給付

える必要はなく︑債権者は︑当該債権が現実の満足により消滅

案訴訟で勝訴したのちはじめて︑債権者の利益を顧慮する必要
がでてくるのであって︑仮差押の段階では︑債権者の利益を考

債務者のなす有体動産執行の場合には︑執行官に差押︒仮差押

関する異議を主張しなければ︑二重弁済の危険にさらされる︒

無条件の給付判決の結果︑第三債務者の側から執行の方法に

り︑執行手続が満足的段階に進むことを阻止しうるとするが︑

ざわざ執行裁判所に赴く手数が必要となる︒執行の方法に関す

執行や債権執行の場合には︑第三債務者が異議申立のためにわ

判決は︑何ら必要でなく︑せいぜい差押・仮差押の失効を条件

するので︑たとえ仮差押があっても仮差押債務者は︑依然とし

仮差押がなされたとしてもその債権はなお仮差押債務者に属

命令を直接呈示することで容易に異議を主張できるが︑不動産

ていることを執行⊥の障害として執行機関に呈示することによ

が︑二璽払の負担を免れるためには︑当該債権に仮差押がされ

付判決を免れさせるのは不当である︒

ら︑債権につき差押・仮差押がなされたことの⁝事をもって給

利益となるが︑二重払の危険さえ回避できればそれで足め︑るか

第三債務者にとって即時給付判決を受けることは︑当然に不

といえる︒

差押が効力を失うことを停止条件とした給付判決で十分である

この場合でも︑無条件の給付判決は必要でなく︑将来差押．仮

付判決を得ておくという利益は︑保護に値するものであるが︑

債務者が︑将来差押・仮差押が効力を失った場合に備えて給

権者に及ぶことになる繍禁調月額九︶︒

いが︑勝訴判決は裁判外での管理行為の効力と同様に仮差押債
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とする給付判決に留めるべきである褻愚盲揃欄職鼠取鮮︶︒

まだ債務名義をもたないのであり︑債権拷が債務者に対する本
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半uで列石丹究

る異議は︑執行終了後は主張できないから︑︐債権執行の場合に

は︑債権に対して差押・転付命令が発せられ︑それが第三債務
者に送達されると︑以後は異議の申立が許されないという判例
︵獣映蹴旺穂聯解鴎朋一卜叩餓墾三儲レ珊旺肇がここでは障害となる︒さら

に︑債権につき︑単一の差押・仮差押があった場合に第三債務
者の側からなす供託を認めない供託実務︵焔肺魔靴腓馳瀾凱唄無騨鯉碗都

賊驚︶からすれば︑第三債務者が供託によって債務を免れて債務
者からの執行を阻止することもできないことにな．らざるをえな

い︒過去の判例を変更して無条件の給付判決を許す立場をとる
のであれば︑その給付判決に基づく執行の点まで傭鰍した判決
でなくてはならないとおもう︒第三債務者の二重払の危険が残
る以上︑無条件の給付判決をなすことは︑問題を後に残したこ

潔︶
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とになろう︒仮差押の失効を条件とする給付判決によって︑債
務者の地位は十分に保護できるものといえる︒
︵細川

匪

