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翻　訳

韓国における間接強制金の法的
性格に対する新たな理解

金　　　炳　学

【Résumé】

La contrainte indirecte est une condamnation pécuniaire, destinée à faire 

pression sur un débiteur pour l'inciter à exécuter lui-mê̂me ses 

obligations de faire irremplaçable ou de ne pas faire. En général, la nature 

juridique du montant de la contrainte indirect est reconue comme un sort 

de dommages-intérê̂s, parce que Code des procédures civiles d'exécution 

édicte que le juge peut ordonner certains ‘indemnités’ par temps de 

retard ou ‘dommages-intérêts’ immédiatement pour moyen de la 

contrainte indirecte. Le term de ‘indemnités’ ou ‘dommages-intérêts’ fut 

utilisé sous l'influence de doctrine et jurisprudence de l'astreinte qui 

avaient prévalu pendant le 19ème siècle en France. Mais, il s'agit de 

comprendre la nature du montant de la contrainte indirecte comme une 

peine privée fondé sanction de la faute de debiteur, et la contrainte 

indirecte doit ê̂tre ordonné indépendante des dommages-intérê̂s. Le juge, 

par décision, peut modifier le contenue de la décision à la demande du 

débiteur lorsque la situation a été changée nouvellement. Parce qu'il n'y 
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a pas une procédure particulière de liquidation en Corée, la pouvoir 

reconu au juge de modifier ses décisions doit ê̂tre considéré comme la 

pouvoir de liquidation en France. Le juge doit ê̂tre interprété qu’il peux 

modifier le contenue de la décision jusqu’au moment de rédaction de la 

formule d’exécutoire par juge. L’effet de la decision de modification est 

rétroactif jusqu’au moment de la déclaration de la contraint indirect. La 

procédure de rédiger la formule exécutoire doit ê̂tre considéré comme la 

procédure de liquidation. Parce que la procédure de rédiger la formule 

exécutoire normal est une procédure stéréotype par le secrétaire de 

juridiction, mê̂me si le secrétaire soit sous le surveillance de juge, il ne 

paraît pas raisonnable de utiliser cette procédure comme la procédure de 

liquidation. Il faut rappeler que la procédure de l'apposition de la formule 

exécutoire sur la décision de la contrainte indirecte doit ê̂tre considérée 

comme la procédure de liquidation en France.
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　Ⅰ．序　　　文

１）間接強制とは、債権の強制執行のため法院が債務者の債務不履行に対し

て、一定の金額の支払を命じ、または、身体を拘禁することを予告すること

で、債務者を心理的に圧迫し、自ら履行をするように誘導する執行方法であ

る。

　　間接強制の手段として、法院が債務者に対して支払を命ずる一定の金額が

間接強制金である。このような間接強制金は、間接強制制度の目的を達成す

るために、きわめて重要な役割を果たしている。

２）これと関連し、韓国民事執行法は、「第261条（間接強制）①債務の性質

が間接強制をすることができる場合には、第一審法院は、債権者の申請によ

り、間接強制を命じる決定をする。その決定には、債務の履行義務および相

当な履行期間を明らかにし、債務者がその期間内に履行をしないときは、遅

滞した期間に応じて、一定の賠償をする旨を命じ、又は直ちに損害賠償する
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旨を命ずることができる。②第１項の申請に関する裁判に対しては、即時抗

告をすることができる。」と規定している。他方で、韓国行政訴訟法は、「第

34条（拒否処分取消判決の間接強制）①行政庁が第30条第２項の規定によ

る処分をしない場合には、第一審受訴法院は、当事者の申請により決定で相

当な期間を定めて行政庁がその期間内に履行しないときは、その遅延期間に

従い一定の賠償をすることを命じ、又は直ちに損害賠償をすることを命ずる

ことができる。②第33条及び民事執行法第262条の規定は、第１項の場合に

準用する。」と規定している。

３）間接強制金の法的性格を如何に理解するのかということは、実体法的また

は手続法的に間接強制制度の運用に多大なる影響を及ぼす。間接強制金算定

の基準、損害賠償金への充当可能性の是非、本案裁判所における同時決定の

可能性如何、間接強制金変更の時期および効力、執行文付与手続、決定後、

本来の債務を履行した場合の間接強制金の処理などが、間接強制金の法的性

格と関連し、実際上、主要な争点となっている。これ以外にも、間接強制金

が差押えの対象となるのか否か、間接強制金の執行を保全するために債務者

の財産に対して、仮差押えできるのか否か、間接強制金は譲渡若しくは相続

の対象となるのか否か、消滅時効期間はどの程度でありその期間の始点はい

つから進行するのか、間接強制金を執行した場合、本来の債務は消滅するの

か否か、本来の債務を履行するときまで無限定に反復して間接強制金を命ず

ることが可能か等という実体法的な領域と手続法的な領域にまたがって数多

くの問題が提起される。このような問題に対して、いままで、充分な研究が

蓄積されてきたとは言い難い。これらの諸問題に対する解を導き出すために

は、間接強制金の法的性格を如何にして規定するのかという根本的な問題を

回避することはできない。

４）今日、間接強制金の法的性格に対しては、債務不履行に基づく損害賠償金

としての性格を帯びた制裁金乃至違約金として理解することが一般的である

が、このような理解を土台として、間接強制制度を運用するにあたっては、
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いくつもの難題に直面している。本稿では、民事執行法上の間接強制金の法

的性格に対する一般的な見解の問題点について概観し（Ⅱ）、間接強制金の法

的性格を損害賠償金から独立した私的制裁金であるという新たな理解を土台

として（Ⅲ）、主に、手続法的な観点から、間接強制金と関連して実際に主要

な争点となっている諸問題について、私論に基づき新たな模索としての解釈

論を展開するものである（Ⅳ）。

　Ⅱ．間接強制金の法的性格に対する一般的な見解と問題点

１．一般的な見解

　イ．判例および実務

１）間接強制金の法的性格に対して法理的に詳細に明らかにしている大法院判

例はいまだ存在しない。具体的な事件に対する断片的な大法院の判決文の説

示を総合して、大法院が間接強制金の法的性質をどのように理解しているの

かという概括し、法院行政處発行の「민사집행규칙해설（民事執行規則解

説）」ならびに「법원실무제요, 민사집행（Ⅲ）（法院実務提要、民事執行

（Ⅲ））」の説明、ソウル中央地方法院の実務傾向などを中心とした実務にお

いて間接強制金の法的性格をどのように理解しているのかという点につい

て、簡単にみることにする。

２）本案判決手続において、同時に間接強制を命ずることができるのか否かが

問題となった事案において、大法院は、「不作為債務を命ずる判決の実効性

ある執行を保障するため、判決手続において適正な賠償額を算定することが

できるのであれば、その判決手続において一定の賠償をすることを命ずるこ

とができる」と判示する（１）。本案判決手続において同時に間接強制を命ず

（１）　대법원 1996. 4. 12. 선고, 93다40614, 40621 판결. 本案判決手続におい
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ることができれば、債権者が被る損害額を認定する資料がなければならず、

そのような資料が充分に提出され、判決手続において賠償額を算定すること

ができれば、判決手続において、同時に、間接強制金を命じることが可能で

ある（２）。ここにおいて、大法院は、間接強制金の法的性格において債務不

履行に基づく損害賠償金としての性格を排除していないこと確認することが

できる。

３）その後、債務者が間接強制決定において命じられた履行期間が経過した後

に、不代替的作為債務を履行した場合、間接強制金の取立てのための強制執

行が可能であるのかが問題となった事案において、大法院は、債権者は特別

の事情がない限り債務の履行が遅延した期間に相応する賠償金の取立てのた

めの強制執行を行うことができるとし、「民事執行法第261条第１項の間接

強制決定に基づく賠償金は、債務者に対して履行期間内に履行をするように

する心理的な強制手段であるという性格のみならず、債務者の債務不履行に

対する法定の制裁金であるという性格をも有するとみなければならない」と

説示した（３）。この点、大法院判例が説示する「法定の制裁金」の概念がい

かなるものであるのかについては明かでない（４）。しかし、「間接強制賠償金

は、債務者から取り立てられた後、国庫に帰属するのではなく、債権者に支

て同時に間接強制を命じることができることをはじめてあきらかにした判決で

ある。

（２）　강용현,“비방광고를 한 자에 대하여 사전에 광고금지를 명하는 판결 및 그 

판결절차에서 명하는 간접강제”, 대법원판례해설 25호, 1996.

（３）　대법원 2013. 2. 14. 선고 2012다26398 판결.

（４）　この判例が、間接強制金の法的性格に対する制裁金説の立場を採ったもの

として「間接強制金の損害填補的性質を排除する決断をしたもの」と解釈する

ものもある（조병구,“간접강제 배상금의 법적 성질과 실무상 제 문제”, 민사집

행법실무연구（Ⅳ）, 제131집, 2015.）。
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払われ、債務者の作為義務の不履行による損害の填補に充当されるもの」と

いう判例（５）と総合してみた場合、大法院は間接強制金から損害賠償金とし

ての性格を排除してはいないものと理解しうる。 

４）他方で、大法院は、行政訴訟法上の間接強制金に対して、行政庁が間接強

制決定において定められた期間を経過した後に、確定判決にしたがった再処

分を履行した事案において、「確定判決の趣旨にしたがった再処分の遅延に

対する制裁又は損害賠償ではなく、再処分の履行に関する心理的強制手段に

過ぎないものであり、再処分を履行することで、そのときまでに発生した間

接強制金は消滅する」と判示した（６）。しかし、大法院は民事執行法上の間

接強制金については、これに反し、「違反行為が継続される間に債務の履行

が為された場合、発令後に行われた仮処分違反行為の効果は遡及的に消滅す

るものでないため、債務者は、間接強制決定発令後に行われた義務違反行為

に対して、賠償金の支払義務を免れない」 として、間接強制金の損害賠償金

的性格を依然として強調している（７）。行政訴訟法上の間接強制金と民事執

行法上の間接強制金の法的性格を別異に判示する根拠について、大法院は、

単に「事案を異にする」とのみするだけで、特別な理由を提示していな

い（８）。要するに、大法院は、民事執行法上の間接強制金と行政訴訟法上の

（５）　대법원 2014. 7. 24. 선고 2012다49933 판결.

（６）　대법원 2004. 1. 15. 선고 2002두2444 판결.

（７）　대법원 2012. 4. 13. 선고 2011다92916 판결.

（８）　大法院は、대법원2012. 4. 13. 선고 2011다92916 판결において、「原告が

上告理由としてあげている대법원 2004. 1. 15. 선고 2002두2444 판결等は、

行政庁が拒否処分を取り消す義務があるにもかかわらず、これを履行しないと

きに相手方が行政訴訟法第34条に基づき間接強制を申請し、行政庁が義務履行

期間の徒過後に実際に拒否処分を取消し、作為義務を履行した事例として、本

事件とは事案を異にするためそのまま援用することができない」とした。



行政社会論集　第 30 巻　第３号

－　　－30

間接強制金の法的性格を統一的に把握していないし、民事訴訟法上の間接強

制金の法的性格については、「法定の制裁金」という用語を用いているにも

かかわらず、その性格において、債務不履行に対する損害賠償金としての性

格を排除しない従来の立場を維持している。

５）間接強制金の法的性格に対する実務上の理解においては、若干の混同があ

るように思われる。「間接強制において命じられる賠償金は、債務者に対す

る心理的な強制手段にすぎず、実損外の有無や金額とは関係なく、法院が裁

量でさだめるもの」（９）と説明され、同時に、「取り立てられた賠償金は、損

害賠償請求権に充当される性質のものであり、賠償金として充当されたとし

ても、損害が完全に填補されないときには債務者を相手方として、別途、損

害賠償を請求することができる」（10）とすることで、間接強制金の法的性格に

対する統一的理解に混同があることがあきらかとなる。取り立てられた金額

が、実際の損害額を超過したときには「取立金の実体法上の性格は、金額の

決定を執行法院に委任した法定違約金であるため返還する必要はないという

見解が有力である」（11）とのみ説明されるに過ぎず、間接強制金の法的性格に

対する明確な立場をあきらかにはしていない。

６）実務提要または規則細説の内容のみから、間接強制金の法的性格に対する

見解が明白とならないが、取り立てられた賠償金を損害賠償請求権に充当す

る性質のものとして把握している点、ソウル中央地方法院の実務において

も、判決手続から損害賠償の資料が提出されたときには、同時に間接強制決

定を許容するという点（12）などを鑑みると、法院実務においても、間接強制

（９）　법원행정처,「민사집행규칙해설」, 2002. p.519 ; 법원행정처,「법원실무제

요, 민사집행（Ⅲ）」, 2014. p.602.

（10）　「법원실무제요, 민사집행（Ⅲ）」, p.605.

（11）　「법원실무제요, 민사집행（Ⅲ）」, p.605.

（12）　조병구, p.359.
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金の法的性格から、損害賠償金としての性格を排除しないものと判断され

る。 

　ロ．学　　説

１）多数説は、間接強制金の法的性格を法定の違約金であるとする（13）。その

金額は、現実に発生した損害額に拘束される必要はなく、債務の履行を確保

することができる程度の金員が意図して定められているが、債務者から取り

立てられた後に罰金のように国庫に帰属するのではなく、債権者に支払わ

れ、債務者の債務不履行による損害賠償額の填補に充当するという意味にお

いて、法定の違約金の性質を有しているとされる。債務不履行によって生じ

た実損額が法院が命じた強制金を超えたときには、超過額に対して損害賠償

を別途に請求することができ、強制金が実損額を超えて支払われたとして

も、その差額の返還を求めることはできないと説明される（14）。多数説も、

大法院判例および実務と同じく間接強制金と損害の填補を目的とする損害賠

償金との関連性を否定しない二元的立場を採っているといえよう。

２）他方で、間接強制金は、基本的には損害賠償の性質を有しているが実質的

（13）　法定の違約という表現は、民法学上、通常用いられる損害賠償の予定とし

ての違約（民第398条第４項）または違約罰を指称するものでなない。間接強

制金が損害に充当されるが填補されない損害がある場合、債権者が追加的に損

害の賠償を求める事ができるため、間接強制金は、法律がその内容を具的に定

めている特別な法定の違約金であるとする（김형석,“강제이행-특히 간접강제

의 보충성을 중심으로-”, 법학（제46권 제４호）, 서울대학교, 2005. p.246）. 박

두환,「민사집행법」, 법률서원, 2002. p.630 ; 이시윤,「신민 사집행법」, 박영

사, 2013. p.484 ; 김능환·민일영 편집대표,「주석 민사집행법（Ⅳ）」, 한국사법

행정학회, 2012. p.145（황진구 집필）.

（14）　박두환, p.630 ; 이시윤, p.484 ;「주석 민사집행법（Ⅳ）」, p.145.
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には制裁金の性質も「兼有」していると説明（15）したり、間接強制金が有す

る制裁金的性格と損害賠償金的性格をすべて考慮して、韓国の間接強制金は

「制裁金的性格を帯びた損害賠償金」とみることが適切であるとする見解（16）

もある。前者の見解では、債権者が既に間接強制決定の執行として取り立て

た賠償金は、損害賠償金の計算から控除されなければならず、賠償金として

損害が完全に填補されないときには、債権者が債務者に対して、別途、損害

賠償を請求することができるものとして（17）、用語の使用の差異にもかかわ

らず、間接強制金と損害賠償金の関係に対して、多数説と類似した結論にい

たる。後者の見解では、間接強制金を損害賠償金に充当することができるか

否かについて直接明らかにしておらず、間接強制金と損害賠償金の関係がい

かなるものであるのかが不明であったり、間接強制金の最高限度を法に明示

することが可能であると理解する点と、間接強制金を懲罰的損害賠償と類似

したものと理解する点（18）から、多数説とは異なり、間接強制金を損害の填

補に基づく損害賠償金とは別個のものとみる新たな見解の１つであると理解

しうる。

２．一般的な見解の問題点

１）上記のとおり、判例および実務、多数説などの一般的な見解は、間接強制

金の法的性格から損害賠償金としての性格を排除せず、これに加えて、法定

の違約金または制裁金としての性格を有していると理解する。すなわち、債

（15）　유아람,“간접강제의 법리와 실무상 문제”, 민사집행법연구（제７권）, 한국

민사집행법학회, 2011. p.211.

（16）　정선주,“간접강제금의 본질과 소송상의 제문제” 민사소송 제16권 제１호,

한국민사소송법 학회, 2012. p.447.

（17）　유아람, p.211.

（18）　정선주, p.447, p.449.
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権者が被る損害の原状回復を本質とする損害賠償金としての性格と自発的に

債務を履行しようとしない債務者に対して圧迫を加え、債務を履行せしめる

手段としての法定違約金または制裁金（以下、「制裁金」とする（19）としての

性格が複合しているものとみる点に共通点がある。 

２）しかし、間接強制金の法的性格を損害賠償金と制裁金の性格をすべて備え

ているという二元的に把握することは、実体法上または手続法上、多くの問

題を惹起する。まず、間接強制金を算定するに際し、損害賠償金と制裁金の

比率につき如何にして算定するのかという点が最も大きな問題となる。ま

た、間接強制金の中に損害賠償金の要素が包含されるとすれば、間接強制金

と別途に請求される損害賠償金とは、実体法上または手続法上、どのような

関係があるのか、制裁金を定める手続と損害賠償金を定める手続が異なるこ

とがあるが、間接強制金が両者の性格をすべて備えているとすると、これを

定める手続はどのように規律されるのか、損害賠償金と制裁金は実体法的に

も責任の主体（制限能力者に対する間接強制、法人に対する間接強制などの

問題）、保証や保険の可能性、移転や相続などにおいて様々な面で質的な差

異が生じるということになるが、このように質的に異なる二つの性格を同時

に併せ持つ混合的な性格の単一概念が可能であるのか否かなど、多くの理論

的、実際的問題がある。現在、韓国においては、間接強制を運用するに当た

り、様々な混乱した様相を呈している理由は、間接強制金の法的性格を、損

（19）　一般的な見解において述べられる制裁金または法定違約金は、すべて債務

者に心理的圧迫を加え、債務を履行させる手段としての特性を有するもので、

その本質的差異を区別することが困難である。法定違約金と制裁金という用語

を混同して用いることもある（권창영,“민사보전법상의 간접강제제도”, 사법논

집 제50집, 법원도서관, 2010. p.17）。以下においては、一般的な見解としての

法定違約金と制裁金を本質的に同じものとみて、これを制裁金として指称する

こととする。
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害賠償と連関させて二元的に理解しているためであるということが、筆者の

見解である。

３）一般的な見解に反して、間接強制金は、心理的な強制金と懲罰的強制金の

複合的性格を有しており、間接強制金から債務不履行に基づく実損填補的性

格（損害賠償金的性格）を排除しなければならず、間接強制金を別途損害賠

償請求に充当してはならないという新たな見解が登場した（20）。間接強制金

の法的性格において、損害賠償金の要素を排除しようとするこのような新た

な見解の登場は、きわめて鼓舞的であり、間接強制金の理解にとって、一

歩、前進したものとして評価したい。筆者も、このような立場から、間接強

制金の法的性格に対する新たな理解の一端を、提示しようと考える。

　Ⅲ．新たな理解－損害賠償金とは別個の私的制裁金

１．損害賠償金からの独立

　イ．新たな解釈の可能性

１）間接強制金の法的性格から、損害賠償金の要素を排除することができない

一般的な見解は、民事執行法第261条の条文に「賠償」または「損害賠償」

という表現があることを根拠とする。条文上のこのような表現にもかかわら

ず、韓国の法にこのような表現の間接強制制度が導入された状況を検討し、

間接強制制度の導入と密接な関連のある韓国民法第389条第４項の「前三項

の規定は、損害賠償の請求に影響を及ぼさない」とする条文を民事執行法第

261条第１項と総合して体系的に解釈するのであれば、間接強制金の法的性

（20）　조병구, p.351以下。このような立場から，間接強制金を国家に帰属するよ

うに制度を改善し、損害賠償債権と無関係であると解釈することが望ましいと

する見解もある（권창영, p.61）。
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格を損害賠償金から独立させようとする新たな解釈が可能となると思われ

る。

２）延いては、韓国民事執行法の母胎となったフランス法の展開についてみる

と、このような解釈が間接強制制度を運用するにあたり、何よりも合理的且

つ妥当であるという確信を得ることができよう。 

　ロ．法制史的検討－歴史的解釈

１）韓国の間接強制制度が依用民事訴訟法の間接強制制度を継受したという事

はひろく知られている事実である（21）。したがって、韓国の間接強制制度を

よりよく理解するためには、まず韓国間接強制制度の母胎となった日本の旧

民法、旧々民事訴訟法（明治23年法律第29号：1890年）および民法（明治

29年法律第89号：1896年）、民法施行法（1898年）等の立法経緯について

考察する必要がある。 

２）日本の旧民法財産編は、フランスの法学者であるボアソナードの「民法草

案財産編講義２」を基礎としている。日本の旧民法財産編第386条第３項に

該当するボアソナード民法草案第406条は、「又裁判所ハ債務者ニ直接強制

ヲ命スルト同時ニ其極度ノ期間（＊un délai extrêmの和訳）ヲ定メ遅延ス

ル日毎ニ又ハ月毎ニ若干ノ償金ヲ払フヘキヲ言渡スコトヲ得此場合ニ於テハ

債務者ハ直接履行ヲ為サスシテ損害賠償ノ即時ノ計算ヲ請求スルコトヲ

（21）　2002年に制定された民事執行法第261条（間接強制）も決定の主体を「第

一審受訴法院」から「第一審法院」に変更したことを除けば、既存の民事訴訟

法第693条（間接強制）の字句を修正したものに過ぎない。既存の民事訴訟法

第693条は用語の使用において「強制履行」を通説にしたがい「間接強制」へ

と修正したことを除けば依用民事訴訟法第734条にそのまましたがったもので

ある。
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得」（22）と規定する。ボアソナード草案に基づいて旧民法財産編第386条は、

損害賠償請求と直接履行請求との関係を規定しつつ、その第３項において、

上記のように直接履行の請求と損害賠償（すなわち、遅延賠償）の請求が同

時になされた場合、法院は直接履行を命ずると同時に一定の期間を定めて、

遅延する場合には毎日または毎月若干の償金を支払うよう命ずることができ

るとしていた（23）。

３）ボアソナードが日本の旧民法の草案を起草していた当時のフランスの主流

学説および判例は、作為または不作為債務の現実履行強制を否定するような

フランス民法1142条の規定（「為しまたは為さざる債務は全て、債務者の側

の不履行の場合には損害賠償に解消される。」）にも関わらず、本来債権の現

実履行強制を原則的に承認していた（24）。当時のフランスの判例はアストラ

ントを損害賠償の一種として理解していた（25）。ボアソナードの債権強制構

想やアストラントに対する理解も、これと同様であったと推測しうる。ボア

（22）　森田修『強制履行の法学的構造』（東京大学出版会、1995）283頁において

引用されているものである。

（23）　我妻栄「作為または不作為を目的とする債権の強制執行」菊井維大編『加

藤先生還暦祝賀論文集』（有斐閣、1932）、民法研究 V, 1968. 88頁。

（24）　詳細については、森田修・前掲177頁以下参照。

（25）　アストラントの法理と民法第1142条との抵触が争点となった最初の判決

は、1854年判決であるが、上記事件において同意如何を通知する義務の執行が

問題となった。その義務を遅延する者に対して１日につき５フランの「遅延損

害金」の支払が命じられたが、相手方はその賠償命令が損害の填補ではなく、

強制方法として明示されたものであり、法1142条に反するとして上告理由にお

いて主張した。これに対し、破毀院は、法第1142条に反するか否かについて

は、直接応答せず、そのような損害賠償命令が履行遅滞に基づく損害賠償を算

定する法院の権限内に属するものであり、いかなる法律にも違反するものでは

ないとした（森田修・199頁）。



韓国における間接強制金の法的性格に対する新たな理解　李茂相著　（金　炳学）

－　　－37

ソナードは、当時のフランス民法典とは異なり、学説と判例において認めら

れていたフランスのアストラントを日本の民法の制定に反映し、本来債権の

実現の圧迫手段として規定していたのである（26）。

４）日本の旧民法第386条第３項の「償金」は、これが、事実上、間接的に本

来債務の直接履行を圧迫する強制金として作用するとしても、基本的にはそ

の法的性質はあくまでも損害賠償の一方法であった（27）。このような旧民法

第386条第３項はその後制定・施行された民法 （1896年）第414条（現行日

本民法第414条）によって廃止された（28）。しかし、これに先立ち制定され

た旧々民事訴訟法（1890年）の制定過程において、法典調査会は旧民法第

386条の規定を「おおいに便利な法」と評価して審議を終え、その結果、ボ

アソナードが草案した旧民法第386条第３は、再度、日本の旧々民事訴訟法

（1890年）制定に反映されることとなった（29）。日本の旧々民事訴訟法

（1890年） 第734条は、「債務者カ其意思ノミニ因リ為シ得ヘキ行為ニシテ第

三者之ヲ為シ得ヘカラサルモノナルトキハ第一審ノ受訴裁判所ハ申立ニ因リ

民法（財産編第386条第３項）ノ規定ニ従ヒテ決定ヲ為ス」と規定した。そ

の後、民法施行法（1898年）による改正の結果、上記第734条は「債務ノ

性質カ強制履行ヲ許ス場合ニ於テ第一審ノ受訴裁判所ハ申立ニ因リ決定ヲ以

テ相当ノ期間ヲ定メ債務者カ其期間内ニ履行ヲ為ササルトキハ其遅延ノ期間

ニ応シ一定ノ賠償ヲ為スヘキコト又ハ直チニ損害ノ賠償ヲ為スヘキコトヲ命

スルコトヲ要ス」（30）と規定されていた（31）。韓国の民事執行法第261条の文言

（26）　김형석, p.270 쪽 ; 上記条文は、清算を前提とする暫定的強制金（astreinte 

provisoire）制度を実定化したものと説明する。

（27）　我妻栄・前掲288頁。

（28）　森田修・前掲288頁。

（29）　森田修・前掲290頁。

（30）　森田修・前掲290頁から引用。
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の「賠償」または「損害の賠償」は、この条文を倣ったものである。 

５）このような経緯でボアソナードの上記民法草案の規定は、日本の旧民法財

産編第386条第３項にそのまま反映されたが、施行はなされず、その後、民

法第414条によって廃止されたが、日本の旧々民事訴訟法（1890年）を経

て、民法施行法による改正の結果、日本の民事訴訟法第734条間接強制の規

定に反映されたものである。日本の旧々民事訴訟法（1890年）は、ドイツ

人であるTechowを招聘し起草したものであり、1877年に制定されたドイ

ツ統一民事訴訟法（CPO）を「翻訳的に継受した」ものと評価されてい

る（32）。日本の民事訴訟法第734条は、ドイツ統一民事訴訟法第774条（新法

888条）乃至775条（新法890条）を基礎としている。ドイツ統一民事訴訟

法は、債権の一般的効力に関して強制履行請求が可能であることを前提とし

て間接強制制度を立法化した。その結果、ドイツは本来債務の間接強制方法

として罰金（Geldstrafe）又は拘禁（Haft）を規定した。しかし、日本の

旧々民事訴訟法は、ボアソナードが起草した旧民法の影響によって、間接強

制方法として債務者に対する損害賠償を規定したものである（33）。結局、ボ

アソナード民法草案の「償金」は、損害賠償のひとつの方法として規定され

ていたのであるが、民事訴訟法の規定はドイツ民事訴訟法の影響により強制

執行のひとつの方法として規定されたのである（34）。その過程において、本

（31）　民事訴訟法第734条の条文を民法施行法において改正された経緯について

の資料は発見されなかった。

（32）　兼子一「日本民事訴訟法に對する佛蘭西法の影響」同『民事法研究第２巻』

（酒井書店、1954）（酒井書店、1954）19頁。

（33）　詳細は、我妻栄・前掲98頁以下参照。

（34）　我妻栄・前掲86頁。ここにおいて、我妻栄は、日本法の債権強制執行に関

する立法主義の重大な変遷があったと説明する。旧々民事訴訟法（明治23年法

律第29号）（1890년）第734条までは、旧民法の引用という形式で債務者に認
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債務の間接強制方法として命じられた一定の金額（間接強制金）は、その帰

属主体が国家ではなく私人となるという混合的な継受がなされたのである。

このように、「賠償」、「損害賠償」という用語が用いられた沿革を検討した

場合、用語にしたがった文理的解釈を超えて、その法的性格に対する体系的

な解釈が重要であることを認識することができる。

　ハ．韓国民法第389条第４項を根拠とした民事執行法第261条第１項の再解釈

－体系的解釈

１）民事執行法上の間接強制制度は、実体法上、債権の効力として強制履行請

求権利との関係において把握しなければならない。したがって、民事執行法

上の間接強制の条文は、実体法たる民法の債権強制履行に関する条文との調

和的解釈が必須である。 

２）韓国民法第389条（強制履行）は、第１項において、「債務者が任意に債

務を履行しないときには債権者はその強制履行を法院に請求することができ

る」と規定し、第４項において、「前三項の規定は損害賠償の請求に影響を

及ぼさない」と規定する（35）。韓国民法第389条第１項は債権の実体法的効

力として本来の債務の強制履行を請求することができることを規定してい

る（36）。他方で、民事執行法第261条第１項の間接強制は、本来債務の強制

められた損害賠償の即時計算請求権は、民法施行法において削除されているが、

即時計算請求権の否定は、間接強制金が必ずしも損害賠償の範囲に限定される

必要はないという思考を土台としたものであり、その削除を通じて間接強制金

はフランス式の損害賠償金的な性格からドイツ式の強制金的性格により接近し

たと評価されている（森田修・前掲290頁）。

（35）　これは、ボアソナード草案第382条第４項日本民法第414条を経て韓国民法

に導入されたものである。

（36）　詳細は、김형석, p.264~p.269 参照。
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履行のための執行方法として、間接強制の方法と手続を規定したものであ

る。間接強制は、強制履行方法の一つであるため、債務不履行時に本来債務

の強制履行方法として、間接強制を請求することは、不履行による損害賠償

を請求することに影響を及ぼさないとしなければならない。すなわち、韓国

民法第389条第１項と民事執行法第261条第１項の体系的解釈によれば、本

来債権の強制執行方法として支払を命じる一定の金銭（間接強制金）は、本

来債務の履行が為されず、債権者が被った被害に対する損害賠償金とは別個

の意義を有することとなる。しかしながら、民事執行法第261条第１項は、

間接強制のため「賠償」または「損害賠償」を命じることができると規定し

ているところ、この場合の賠償または損害賠償が韓国民法389条４項の損害

賠償と同じものであれば、矛盾することとなる。強制履行としての間接強制

を請求すれば、法院は間接強制の方法として損害賠償を命じ、法院が間接強

制の方法として命じる損害賠償は、損害賠償の請求に影響を及ぼさないとい

う結果となるため、二重に損害賠償を命じる結果になるからである。当時、

立法者が、二重に損害賠償を命じることを意図していなかったことは容易に

推論することができる。 

３）このような矛盾はボアソナードの当時のフランス法の理解にとらわれた立

法構想が日本の旧々民事訴訟法を制定する過程において、受容したドイツ法

の強制執行制度によって修正されていく過程において発生した用語使用の誤

謬であると解釈しようとする（37）。立法当時、「一定の金額」の支払を命じる

ことができるとし、または、「間接強制金」の支払を命じることができると

（37）　日本が、1979年に民事執行法を制定する際に間接強制を起立する第172条

から、「賠償」または「損害賠償」の用語を「一定額の金銭」へと変更したこと

も示唆的である。一定額の金銭」の法的性格がいかなるものであるのかについ

ては、依然として、議論の対象であり、学説を通じて解決せねばならない問題

として残っている。
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すべきであった。したがって、民事執行法第261条第１項の「賠償」または

「損害賠償」の損害賠償金との関連性は必然的ではなく、条文の表現にもか

かわらず損害賠償としての性格を排除するものとして法解釈が不可能なもの

ではない（38）。さらに、日本の旧々民事訴訟法の制定過程に影響を与えた当

時のフランスの学説または判例のアストラントに対する法認識は、その後、

フランスの法展開過程において、拠り所を失い、今日、フランスにおいても

アストラントは損害賠償とは別個のものとして、本来債権に対する履行強制

手段として認識されていることを勘案すれば、よりいっそう肯定できよう。

　ニ．フランスにおける法展開およびその示唆点

１）フランスにおいて、アストラントが制度的に定着するのに困難を伴ったの

はフランス民法第1142条との関係で、解釈論上、難しかったためである。

「何人も行為を行うことを強制されない（nemo praecise cogi potest ad 

factum）」という法諺としてあらわされる伝統法（39）に基づいたフランス民

法典第1142条は、その後、債権の効力としての本来履行 （exécutions en 

nature）を請求することができるという考え方が優勢となった結果、今日、

死文化された（40）。アストラントの法的性格については多くの論争が巻き起

（38）　法解釈において文理解釈と歴史的解釈そして、体系的解釈間に優劣関係が

存在するものでないという事は、法学方法論に関する一般的な見解である。

（39）　このような伝統法は、ローマ法を起源とするものであり、英米法にも影響

を及ぼした。コモン・ロー上においては特定履行請求の訴権が認められず、損

害賠償請求の訴権のみが認められた。その後、エクイティ裁判所によって特定

履行の訴えが許容され、エクイティ裁判所とコモン・ロー裁判所の統合により

初めて裁判所において特定履行の訴えが可能となった。特定履行を命ずる裁判

にしたがわない場合、contempt of courtによる制裁を受ける。

（40）　古くから解釈論上死文化されてきたフランス民法典第1142条は、2016年
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こり、結局、アストラントは損害賠償とは無関係であるという学説が立法的

に採択されるに至る（41）。ボアソナードをつうじて、韓国が受け容れたフラ

ンスのアストラントは、韓国が受け容れた当時のアストラントではなく、損

害賠償とは別のものになった。このようなフランスにおけるアストラントの

発展は周辺諸国にも影響をお及ぼし、ベネルクス三カ国も1973年12月26日

にアストラントに関する統一法条約を締結し、三カ国全てが順次に損害賠償

とは異なるアストラント制度を導入した（42）。

２）外国法のこのような進展がその法を継受した国における法解釈論にとって

どのような意味を有するかは難しい問題として、ここで扱うのとは異なる次

元の検討が必要である。それにもかかわらず、韓国の間接強制制度の母胎と

なったフランスの法のこのような展開は、韓国の間接強制金も損害賠償とは

独立した別個の概念として解釈されなければならないという筆者の解釈論と

その方向性を同じくするという点で示唆的である。韓国の間接強制金の法的

性格を、損害賠償金から独立ものとして理解することは、実際的にも、間接

10月１日から民法典第1221条に代替される。第1221条は、「債権者は、債務不

履行の場合、債権の本来履行（l'exécution en nature）を追求することができ

る。ただし、これが不可能であったり、債務者の費用と債権者の利益の間に顕

著な不均衡がある場合にはこの限りではない」と規定する。フランス法におけ

る債権の強制執行に対する認識の画期的な転換がなされるのである。

（41）　フランス民事執行法（code des procédures civiles d'exécution）第131－

２条は「アストラントは、損害賠償とは別個（independent）である」と明文

を以て規定する。

（42）　Jacques van Compernolle, Georges de Leval, L'ASTREINTE, larcier,

2013. p.31. 三カ国が導入したアストラントは、後述で簡単に言及するように、

フランスのアストラントとはいくつかの点で相違する特性を有する。しかし、

その金額が債権者に帰属し、損害賠償金とは別個であるという点で、基本的な

性格はフランスのアストラントと同じである。
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強制制度の合理的運用の扶けとなるといことを示しているからである。韓国

の間接強制金も、もはや、損害賠償金の羈絆から解放されなければならない

ときがきたのである（43）。

２．私的制裁金としての間接強制金

　イ．私的制裁金の概念

１）そうであれば、損害賠償金から独立した間接強制金の法的性格をどのよう

に理解すべきであるのかが、問題として浮かび上がる。間接強制金とは、債

務者を心理的に圧迫して自ら特定履行債務の履行をするようにさせるため、

債務を履行しない債務者に対して支払を命じられる一定の金額である。損害

賠償金制度も、損害の填補をつうじて債務者を心理的に圧迫し債務の履行を

させる機能を有しているため、間接強制金と類似した機能を担っている（44）。

しかし、一定の本来債権の強制執行方法としては、損害の填補を本質とする

損害賠償金だけでは不足であり、債務者の過責（faute）に対する懲罰をつ

うじて、債務者を心理的に圧迫する制度の必要が認められる。過責とは、故

（43）　韓国の間接強制制度がよく活用されなかった原因は、補充性の原則という

羈絆と損害賠償の一種という思考の羈絆に絡め取られていたのではないかと考

える。間接強制金の他のもう一つの羈絆である補充性の原則は、「機能的補充性

論」（詳細は，김형석, 前掲論文参照）によって、ある程度解消されたと考える。

조병구, 324頁以下においても間接強制の許容範囲を補充性よりも執行目的たる

債務自体の性質に焦点を合わせて論じなければならないとしつつ具体的な類型

別考察を行っている。

（44）　Alexis Jault, La notion de peine privée, L.J.D.J, 2005. p.111. Jaultは、

制裁（peine）には、抑制的機能（la fonction dissuasive）と懲罰的機能（la 

fonction punitive）があるとしつつ、制裁の抑制的機能は損害賠償との終局的

区別基準を構成できず、帰責者の過責（faute）に対する処罰（sanction）が制

裁を損害賠償から区別させる核心であるとする。
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意又は過失に契約上の義務または何人にも損害を与えてはならない市民的責

務を守らない態度をいう。

２）国家が債務者を心理的に圧迫し、債務の履行をするようにする目的として

債務者の過責に対する懲罰として債務者に賦課される一定の金銭を制裁金と

定義することができる（45）。損害賠償金が損害の填補を本質的な特色として

いるのと比べ、制裁金は債務者の過責に対する懲罰を本質的な特色とする。

通常、制裁金はその帰属主体が国家となる。しかし、制裁金の帰属主体が必

ずしも国家とならなければならない必然性はなく、実際、そのような法制度

は歴史的にも存在してきた（46）。このようにその帰属主体が個人となる制裁

金を、私的制裁金という。

３）以下では、フランスにおける議論を簡単に概括した後、韓国の法において

も、私的制裁金の概念と認める事ができるのか否か、認めうるとすればその

概念はどのように規定されるべきか、間接強制金を私的制裁金として把握し

た場合、その特性は、どのようになるのかについて論じたい。 

　ロ．フランスにおける私的制裁（peine privée）
（47）

の概念

１）債務者の過責に対する懲罰金として、制裁金の本質を捉えたとき、その帰

（45）　これは、日常言語において使用される「国家が法規に違反した者に与える

報い」であるという辞典的意味の「制裁」の意義と符合する。法的制裁の目的

は、心理的に圧迫をとおして法秩序を遵守するようにすることにあるためであ

る。ここにおける制裁金は、ドイツ民事訴訟のZwangsgeld（強制金）と

Ordnungsgeld（秩序金）の性格をすべて包含する。

（46）　詳細は、Alexis Jault, p.23-p.29参照。

（47）　私的制裁は、フランスのpeine privéeの翻訳語である。これを「民事的制

裁」（김형석）と翻訳することもある。しかし、民事的制裁には、通常、刑事的

制裁に対応する意味で使用されるため、peine privéeの翻訳語としては適切で
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属主体が個人となる私的制裁金という概念が理論的に可能であるのか、すな

わち、伝統的にこれと類似した機能を担ってきた損害賠償金とは別個の私的

制裁金という独自の概念が成立しうるのかが問題となる（48）。

２）フランスにおいて私的制裁という概念は、一般的に受け容れられている概

念である（49）。フランスにおける私的制裁の概念は、ながらく損害賠償とし

ての要素を包含する混合的な概念として理解されてきたが、漸次、原状回復

に基礎をおく損害賠償の要素が排除された独立した一つの概念として理解さ

れてきた（50）。このような理解を背景として立法的に民事執行法第131条－

２に「アストラントは損害賠償とは別個」という点を法律で規定することと

なったのである。 

はないと考える。民事的制裁の目的（制裁金の帰属主体）に応じて、私的制裁

（peine privée）、市民的制裁（peine civil）、公的制裁（peine pulic）に分類す

ることができる（詳細については、Alexis Jault, p.378-p.412参照）。そうであ

るとすれば、ドイツのZwangsgeldやOrdnungsgeld、英米法のcivil contempt

は民事的制裁としての公的制裁といえよう。私的制裁という翻訳語が「私的処

罰」というニュアンスを有しているため、ややもすると古代法への回帰という

印象を与えうるという懸念にもかかわらず、peine privéeとは国家の司法シス

テム内に吸収された私的処罰であると理解することもできるため私的制裁とい

う用語を使用することとする。

（48）　議会における立法過程において、その制裁金の帰属主体をどのように定め

るのかについて議論がなされた。公的帰属を主張する学説と下院の意見があっ

たが、結局、上院によって私的帰属を認める伝統的な法運用を維持することと

な っ た（Roger Perrot/Philippe Théry, Procédures civiles d'exécution,

Dalloz, 2005. p.93）。

（49）　Roger Perrot/Philippe Théry, p.76; François Terré/Philipe Simler/Yves 

Lequete, Les obligations, Dalloz, 2013.p.685. ; Yves Strickler, Precédure 

civil, Paradigme, 2015. p.490等．

（50）　詳細は、Alexis Jault, p.26-p.47参照。
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３）しかし、このような私的制裁概念の必要性や具体的内容については、未だ

確立された定説はないものと思われる。Alexis Jaultは、私的制裁概念の必

要性を強調し「私的制裁とは、ひとえに、これを請求することができる被害

者の利益であり、道徳的に責任を負う違法行為者に賦課する、あらゆる原状

回復の思考から独立した懲罰的な民事的処罰（une saction civil punitive）」

と説明する（51）。私的制裁の概念が損害賠償の概念と区別される核心的な要

素は、違法行為者の過責（faute）である。損害賠償は被害者に加えられた

損害の原状回復 （réparation）がその本質であることに反して、私的制裁は

行為者の過責（faute）に対する処罰（sanction）にその本質がある（52）。こ

れら二つの概念は、歴史的にも司法制度の中で別個に認められてきたし、概

念的にも区別が可能であり、実際上も区別の必要が大きい（53）。

　ハ．韓国法上における私的制裁概念の認定可能性

１）韓国の実定法上においても、上記のとおり、私的制裁を許容する具体的な

制度が導入されてきた。民法の違約金条項（第39条第４項）と訴訟促進等

に関する特例法によって加重された法定利率条項（第３条）、民事執行法の

間接強制条項、行政訴訟法の間接強制条項、その他、懲罰的損害賠償と法定

（51）　Alexis Jault, p.273.

（52）　詳細は、Alexis Jault, p.67-p.90参照。

（53）　詳細は、Alexis Jault, p.22-p.78参照。Jaultによれば、歴史的に最も古い

司法システムが、制裁と原状回復の区分を実行し、今日においては、原状回復

は漸次つよい抑止的機能を喪失しているが、私的制裁は帰責者の過責に基づき

つよい抑止的機能を保全しているとされる。実際的にも、私的制裁を混合適性

格として理解するならば、私的制裁金の保証不可能性が同じ履行命令において

言い渡された原状回復の保証可能性と相反することになる等の問題があるとす

る。
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損害賠償に関して規定する下請取引公正化のための法律第35条の２、著作

権法第125条の２、商標法第67条の２など、各種の特別法の条項（54）などが

該当する。 

２）損害賠償の予定として推定されない違約金（違約罰）は、その本質が私的

制裁である。これは、損害の填補としての損害賠償金とは別個であり、損害

賠償をしてさらに違約金を支払わなければならない（55）。判例も、違約罰と

は、債務者の契約履行を間接的に強制する作用を行う制裁金であり（56）、損

害賠償額の予定とは異なり、不当に過大な場合にも、減額することはできな

い（57）と説示し、これを私的制裁金として把握するように見える。このよう

な違約金（違約罰）は、当事者間の約定によって成立するため、これを約定

私的制裁金ということもできる。

３）他方で、訴訟促進等に関する特例法第３条によって加重された法定利率や

（54）　これらの条項は、米国法の影響によって制定されたものであり、これらの

母法たる米国のpunitive dammage関連条項は、韓国の間接強制と対比する条

項ではないが、私的制裁という側面からみた場合、韓国の間接強制との共通点

を有する。米国法上、韓国の間接強制と対応する制度は、contempt of courtの

うちcivil contemptであるが、これは特定履行判決の不履行を法院の命令によっ

て遂行する当事者の権威に対する侵害という視角からアプローチして罰金

（fine）を通じて制裁する公的制裁という側面からみた場合、韓国の間接強制と

は異なる。

（55）　최창열,“손해배상액의 예정과 위약벌에 대한 연구”, 성균관대학교 박사학

위논문, 1998. p.108.

（56）　대법원1998. 12. 23. 선고97다0131 판결.

（57）　대법원1993. 3. 23. 선고92다6905 판결. ただし、その義務の強制によっ

て得られる利益と比べて約定された罰が過度に重いときにはその一部または全

部が公序良俗に反し、無効となるとする（대법원1993. 3. 23. 선고92다6905 

판결）。
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著作権法第125条の２、商標法第67条の２において規定される法定損害賠償

金（58）、下請取引公正化に関する法律第35条の２に定める損害賠償金（59）は、

制裁金が法律によって定められているという意味で、これを法定私的制裁金

ということもできよう。

４）これらと比べて、間接強制金は、債務者に対する心理的圧迫をつうじて、

本来債務の強制履行を間接的に強制するためのものであり、法院の裁判に

よって具体的な金額が定められるため、これを裁定私的制裁金ということも

可能である。間接強制金のこのような性格は、その具体的な金額を確定する

手続において、約定私的制裁金または法定私的制裁金とは異なる特色を有す

る。

５）このように損害賠償の単純な補完としての制度変化を超えて、損害の単純

な填補とは区分される司法的現実としての私的制裁の概念が法理的に存在す

るという仮定が、フランスとおなじく韓国の法においても実定法上容認され

ているといえよう（60）。韓国の間接強制金の法的性格も、上記のとおり、私

的制裁という概念として理解するとき、よりよく説明することが可能とな

る。

（58）　法定損害賠償金に対する詳細な文献として、이종구,“소비자피해구제의 실

효성 보장을 위한 법정손해배상제도의 도입에 관한 연구 -미국 주소비자보호법

을 중심으로 -”, 소비자문제 연구 제44권 제２호（2013년 ８월）を参照された

い。

（59）　第35条（損害賠償責任）②元使用者が…（法が定める義務に）違反するこ

とで損害を被る者がいる場合には、その者に発生する損害の三倍を超えない範

囲において賠償責任を負う。ただし、元使用者が、故意または過失がなかった

ことを立証した場合にはこの限りでない（（ ）内は筆者が便宜上記載したもので

ある）。

（60）　フランスの法体系上における私的制裁の概念の容認についてはAlexis 

Jault, p.271 参照。
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　ニ．私的制裁金としての間接強制の特性

１）私的制裁金としての間接強制金の特性は、損害賠償金とは別個であるとい

う点と心理的圧迫による本来債権の執行方法であるという点、金額的に特定

されることで清算（liquid）されれば、独立の金銭債権なるという点などに

要約することができる。

２）間接強制金は、損害賠償金とは別個である。間接強制金を算定するに当た

り、債務不履行により債務者が被る損害は直接的な基準を提供することはで

きず、債務者の過責が基準となる。間接強制金は債務不履行によって発生し

た実損額の填補ではなく、債務者の過責に対する懲罰を本質とする。した

がって、法人が債務者である場合には、法人自体ではなく、その機関の代表

者が間接強制の相手方とならなければならない（61）。間接強制金と別途に損

害賠償の請求が可能であり、債権者が、別途、損害賠償請求をするときに

は、債権者が既に受領した間接強制金を損害賠償金に充当してはならな

い（62）。

３）予告された間接強制金は、本来債権の執行の方法である。間接強制金の予

告決定は、本来債務の不履行時に債務者の過責に対して賦課される制裁金の

金額を予告する方式で、債務者を心理的に圧迫し本来債務の履行を導き出す

ものである。したがって、間接強制金の金額を特定し、これを執行する手続

は、一般の条件付金銭債権に対する執行手続とは異ならざるを得ない。予告

決定において定められた間接強制金は本来債権の執行方法に過ぎないため、

本来債権の執行手続が終了するときまでは、その金額が清算（liquide）さ

れるものではない。本来債権の債務名義に基づく執行を断念し、間接強制金

に対する金銭執行を追求する場合、本来債権に対する執行手続は終了す

（61）　「주석 민사집행법（Ⅳ）」（황진구 집필）, p.134.

（62）　조병구, p.355も同旨。
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る（63）。予告決定において定められた間接強制金は、これに対する執行のた

めの執行文付与を受けることで、はじめて、金額が清算（liquide）され

る（64）。

４）清算された間接強制金は、独立した金銭債権である。上記のとおり、執行

文付与によって清算された間接強制金は、本来債権の執行と無関係な独立し

た金銭債権として実体法的および手続法的地位を有することとなる。前述し

たとおり、独立した金銭債権となることで、間接強制金は実体法的にもはじ

めて独立した譲渡、相続、差押えなどの対象となり、手続法的には本来債権

に対する債務名義に代わる新たな金銭債権の債務名義が形成されることとな

ろう。

５）私的制裁金としての間接強制金特性が具体的に関連する様々な争点につい

て、どのようにあらわれてくるのについては、今後、より多くの研究が必要

となる。本稿では、韓国の間接強制金を私的制裁金であると理解する土台に

たって、主として、手続法と関連して、現在争点となっている問題に焦点を

合わせ、新たな模索としての試論を展開したい。

（63）　本来債権が実体法的に消滅するという意味でないことに留意しなければな

らない。

（64）　執行文付与をフランス法上、アストラントの清算（liquidation）と類似し

たものと理解する。韓国の実務または学説は、間接強制金の発令段階と清算段

階を区別せず、民事執行法第261条第１項によって間接強制を命じるのと同時

に債権者は実体法上条件付金銭債権を取得するものと理解する。しかし、間接

強制金を本来債権の強制執行のための私的制裁金として理解する土台として韓

国の間接強制制度もフランスのアストラントのように発令段階と清算段階を区

別して理解しなければならないということが筆者の見解である（日本の間接強

制に対するこのような解釈については、森田修・前掲347頁以下参照）。
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　Ⅳ．問題解決のための試論

１．命令の方式および金額算定の基準

１）間接強制を命じる場合、いかなる方式で間接強制を命じるべきか、金額を

どのようにして算定するのか、存続期間をどのように設定するのかについて

は、全面的に間接強制を命じる法院の裁量の属する。第一審法院の判断は、

それが著しく不当であるとみなされる特別の事情がないときは、上訴審にお

いても尊重されなければならない（65）。

２）遅滞した期間に比例し、金額を命ずるようにすることもでき、または、１

回で、金額を支払うよう命じることもできる。また、違反行為の個数に比例

し、金額を支払わせることもできる。期間は、通常、日を基準として定める

ものの時間を基準とすることもできる（66）。不履行による損害賠償とは別個、

これと独立して決定することができるものとして解釈すれば、より多様な方

式で間接強制を命ずることも可能となる。間接強制を決定しつつその決定の

内容を終局的なものまたは暫定的なものとすることができるのか、すなわ

ち、決定後の債務者の態度に応じて、法院が遡及して決定の内容を変更する

ことができることを、またはこれとは関係なく、間接強制決定の内容を変更

することができないことを、間接強制の内容とすることができるのか否かが

問題となる。これと関連した外国の法運用について深く検討する必要があろ

（65）　「주석 민사집행법（Ⅳ）」（황진구 집필）, p.138 ;「법원실무제요, 민사집행

（Ⅲ）」, p.588.

（66）　執行官に差押えのための情報提供を行うよう銀行を圧迫するために遅滞し

た時間に応じてアストラントを命じた判決もある（TGI Paris, 25 Mars 1982.

Yvon Desdevises, ASTREINTES - Introduction, JurisClasseur Procédure 

cicil, Fasc. 2120, n 60から引用）。
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う（67）。間接強制を決定するにあたり、執行文付与時に本来債務履行のため

の債務者の努力など債務者の態度を考慮して、遡及して決定の内容を変更し

うることを間接強制決定に表示することも可能であると解したい（68）。

３）金額は、債権者が被った損害額と関係なく、債務者の過責を基礎として法

院が裁量によって決定する。間接強制の対象となる債務の内容、債務履行の

難易度、債務者の態度、違反行為によって債務者が得ることと予想される利

益、その他の諸事情を綜合的に考慮し、適切に金額を算定する。私的制裁金

の賦課による心理的強制をとおして、本来債務の履行を確実視しうる程度と

して、法院の裁量によって決定し、または債務者の過責に対する懲罰的な性

格に鑑みて比例の原則は尊重されなければならない（69）。

４）制裁金として賦課される金額が債権者に帰属する事に対する拒否感が生じ

うる。これにより、被害者が不当利得または正義に反す利得を得ることにな

るという考えが背景にある。その結果、執行裁判所が、債務者をして、本来

債務を履行するように心理的に圧迫するために適切な金額の間接強制金を賦

課することに消極的となり、このことは結局、間接強制制度の機能を弱化さ

（67）　フランスの民事執行法（Code des procédures civiles d'exécution）は、

暫定的アストラント（astreinte provisoire）を原則とし、終局的アストラント

（astreintr définitive）を特殊なものとみている。しかし、ベネルクス三カ国は

暫定的アストラントを認めず、アストラントを終局的なものとして理解する

（Jacques van Compernolle, Georges de Leval, p.35）。

（68）　フランス法においては、アストラントを命ずる判事が終局的なものである

ことを明示しなければ暫定的なものとみなす（Code des procédures civiles 

d'exécution 131- ２条, ２項）。

（69）　これと関連して、間接強制の効率性を企図するために現在の実務より間接

強制金を増額する必要があるとする見解（조병구 p.363）、ドイツと同じく最高

限度を法によって明示する必要があるとする見解（정선주, p.449）などが示さ

れている。
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せることにつながるという批判もあり得よう。しかし、私的制裁概念を正確

に理解すれば、必ずしも、間接強制金が債権者に帰属するということは、債

権者をして、不当利得または正義に反する利得を与えるものでないというこ

とを認識することができ、債務者の財産から発生する間接強制金を全面的に

債権者に帰属させることで、債務者をして、それが国庫又はなんらかの団体

に帰属するよりも、より本来債務の履行に忠実になろうとする契機となるこ

とができ、そのような批判を克服することができると考える。

 

２．本案判決において同時に間接強制を命ずることの可能性如何

１）仮処分決定と同時に間接強制申請をすることができるという点について

は、大きな異論はない。本案判決と同時に間接強制を命じる裁判をすること

ができるか否かが争点となる。大法院は、これと関連して「判決の実効性あ

る執行を保障するために判決手続の弁論終結当時にみて、債務名義が成立し

たとしても債務者がその債務を任意に履行する可能性がないことが明白であ

り、その判決手続において債務者に対して間接強制決定の当否について充分

に弁論する機会が付与されていたら、民事執行法第261条によって命じる適

正な賠償額を算定する場合には」その判決手続においても間接強制決定を行

うことができると判示することで制限的肯定説を採用する（70）。

２）間接強制は、債務者を心理的に圧迫し本来債務を履行せしめる間接的な執

行方法として、間接強制金の決定（予告）のみではいかなる直接的な強制力

（70）　대법원 2013.11.28. 선고 2013다50367 판결. この判決は、はじめて同時

命令を認めた대법원 1996. 4. 12. 선고 93다40614, 40621 判決において使用

した「短期間内に違反する蓋然性」という表現を、「履行する可能性がないこと

明白」に代え、「判決手続において債務者に間接強制の当否に関して充分に弁論

する機会が付与されていた」という要件を追加したものである。判例の立場を

制限的肯定説とみなし、これを支持する見解として、오홍록, p.941がある。
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も発動するのではないため、他の強制執行手続とは異なり、債務名義の成立

後に間接強制金の決定手続を開始しなければならない必然性はない。韓国の

間接強制制度の母胎となったフランス法（71）またはドイツ法（72）においても、

本来債務の履行を命じる判決において同時に間接強制決定をすることができ

るようにしている。このように解釈することが、判決手続および仮処分手続

において一括決定に対する結論も同じくなるため統一的な法運用のためにも

よいことである。このような点に鑑み、肯定説が妥当であると思われる。さ

らには、間接強制金を私的制裁金とみると原則的に本来債務の不履行によっ

て予想される損害に対する審理が不必要になるため判例と同じく同時決定の

要件を厳格に解釈する必要はない（73）。

３）本案に対する裁判と同時に決定することが可能であるとした場合、同時に

（71）　フランスのアストラントは、すべての判事が履行命令の裁判を行うときに

同時にアストラントを賦課することができる。履行命令を下す判事がアストラ

ントを賦課しない場合には、執行法院が申請によりアストラントを賦課するこ

とができる。ベネルクス三カ国においては初期にはアストラントの附随的

（accessoire）特性に応じて、履行命令を下す判事のみが同時に命令をすること

ができるとする判例もあったが、2009. 12. 17. Cour de justice Beneluxの判

決によって、本来債務の履行命令とアストラントがかならず同じ裁判において

言 い 渡 さ れ な け れ ば な ら な い と い う 点 を 明 ら か に し た（Jacques van 

Compernolle, Georges de Leval, p.34）。

（72）　ドイツ法についての詳細は、강용현, p.80以下参照。

（73）　ソウル中央地方法院の実務例においても、１回の作為または不作為のみに

よっては回復することができない損害が発生した点を疎明しない限り、同時決

定を行うことは多くはないとされる（하태헌,“보전처분 집행에서 나타나는 실

무상 쟁점에 관한 고찰”, 민사집행법연구 제５권, 한국사법행정학회, 2009.

p.292）。このような実務例も、間接強制金において損害賠償的性格を排除しな

かったためであり、今後、同時決定の要件をより緩和する方向に改善されなけ

ればならないと考える（하태언, p.293も同旨）。
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決定をすることによって発生する特殊な諸問題については、今後、多くの具

体的な研究が振興されなければならない。ただし、まず、次のような解釈論

は可能であろう。①間接強制を命じる裁判部分は本来債務に対する履行を命

じる主たる裁判に対する附随的裁判であるため、独立して即時抗告（第261

条第２項）することはできない（74）。このように解釈することで、本来債務

の履行を命じる裁判と間接強制を命じる裁判の不服申立手続が異なることに

よる手続的な混乱を防止することができる。②間接強制を命じる裁判部分

は、本案に関する裁判が確定した場合であっても既判力は生じず、間接強制

決定をした後の事情の変更があったときには、法院は、申請によって、その

決定内容を変更することができる（民事執行規則第191条第１項参照）。 

３．間接強制決定の変更

１）民事執行規則第191条第１項は、「（間接強制を命ずる）決定をした第一審

法院は、事情の変更がある場合には、債権者または債務者の申請によりその

決定の内容を変更することができる」と規定する。このように決定の変更を

認めた趣旨は、元来、間接強制決定において命ずる強制金は、債務者に対す

る心理的強制手段に過ぎず、実損害の有無または金額とは無関係に、法院が

裁量によって定めるものであるため、事情が変更された場合にはその増減を

することができることが相当であるためであると説明するのが一般的であ

る（75）。この規定は、間接強制金の法的性格と関連してきわめて重要な意味

を有しており、変更の管轄法院、事情変更の概念、変更の時期および効力な

どと関連して様々な難しい問題を惹起する（76）。

（74）　오흥록, p.943 ; 권창영, p.53も同旨。

（75）　민사집행규칙해설, p.519 ; 실무제요, p.603 ; 주석.p.139.

（76）　このような重要な内容を法律でない大法院規則で定めることができるのか
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２）変更を行うことができる管轄法院に関して、韓国においてはこれについて

詳細に論じている文献を見いだせなかった。間接強制を命ずる決定をした第

一審裁判部のみが変更の管轄裁判所であると一般的に理解されている。しか

し、民事執行規則第191条第１項の文理解釈上、「（間接強制を命ずる）決定

をした第一審法院」は、必ずしも、「決定をした第一審裁判部」として解釈

する必要はない（77）。間接強制を命ずる決定をした裁判部のみならず、執行

文付与の訴えにおける第一審裁判所も変更決定ができるようにすることを検

討する必要がある。このようにすることが間接強制金制度の趣旨に符合し、

間接強制制度をよりいっそう本来の機能に忠実に運用することができると考

えられよう。

３）事情の変更は、間接強制決定後に発生した事情、間接強制決定当時、既に

存在していた事情が後に判明した場合を意味する（78）。既存の賠償金の強制

力が不足するという事情も新たに発生した事情とみて事情変更がある場合に

該当するとみるべきである（79）。本来の債務を一部履行し、その部分に関す

る間接強制決定の執行力が喪失したという主張は、ここで述べる事情変更に

は該当しない（80）。間接強制決定において定めた履行期以降に本来債務を履

行した場合に、履行前に累積した間接強制金に対しては、間接強制金に対す

る執行文付与前に本来債務を履行したことは、ここにおける事情変更に該当

という点に対しては疑問がある。日本はこのような内容を民事執行法第171条

第２項において追加した。

（77）　民事執行法第261条は、旧法の「第一審受訴法院」を「第一審法院」へと

変更した。

（78）　실무제요, p.603 ; 주석, p.140.

（79）　박해성,‘작위, 부작위 채권의 강제집행’, 재판자료 제36집, 법원도서

관, 1987. p.635.

（80）　민사집행규칙해설, p.520.
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するといえよう。間接強制決定後、本来債務の不履行または履行の遅滞が、

全面的または部分的に外来要因に基づく場合にも、これを事情変更とみなけ

ればならないのかが問題となる。このような場合には、事情変更を理由とす

る変更決定がなくとも、間接強制金に対する執行文付与手続をつうじて、全

部または一部に対する強制執行を阻止することができると考える（81）。

４）変更決定は、債権者または債務者の申請がある場合に限り行うことができ

る。変更申請の時期については、予告決定が一時金を命じた場合にはその履

行期間が経過した後に変更申請をすることはできず、定期金を命ずる場合に

も既に期間が経過したことに対しては変更申請をすることができないといる

のが一般的な見解である（82）。しかし、間接強制金の履行期間が経過したと

しても、本来債権の債務名義に基づく執行が終了する前までには変更申請が

可能であると解釈することが間接強制金を本来債権の執行方法としての私的

制裁金とみる趣旨に合致する。本来債権の債務名義に基づく強制執行は、債

権者が本来債権の執行を断念し、予告決定となった間接強制金に対する金銭

執行手続に着手し執行文の付与を受けたときに終了するといえよう（83）。し

たがって、間接強制金に対する執行文が付与されるまでは、変更決定が可能

であると解釈したい。

５）変更決定の効力に関しても、既に、心理的強制手段としての機能が終了し

た過去の決定を変更する必要はないため、変更決定の効力は変更決定が告知

（81）　フランス法においては、本来債務の不履行が外来原因（cause étrangère）

に起因する場合には、アストラントは暫定的であれ、終局的であれ、区別なく

廃止（supprimé）される。

（82）　법원실무제요 민사집행［Ⅲ］, p.603 ;주석, p.139.

（83）　これに関しても、学説は間接強制決定時に終了するという見解、間接強制

金を取り立てるときに終了するという見解など、様々な見解がある（주석 

p.142 참조）。
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された時点から将来に向かってのみ発生し、既に発生した間接強制金に対す

る遡及効は認められないとするのが一般的な見解である（84）。しかしながら、

間接強制金が執行可能な金銭債権として清算される時点は、前にみたように

執行文付与時であるため、執行文付与前に為された変更決定の遡及効を認め

る事は不当なことではない。むしろ、変更決定の遡及効を認めることが、予

告決定があるにもかかわらず、履行を拒否した債務者をして、元に戻る「黄

金の橋」を遺すこととなり、本来債務の履行という間接強制の本来機能を達

成する扶けとなる。

４．執行文付与手続の新たな解釈

１）通説に拠れば、間接強制決定自体が債務名義となり、間接強制金の執行は

独立した金銭債権執行手続と同様であるため、一般的な条件付金銭債権の債

務名義に対する執行文付与手続にしたがって執行文の付与を受けなければな

らない。しかし、間接強制金の特性上、間接強制決定に基づく執行文付与手

続については新たな解釈が必要である。間接強制金は損害賠償金とは別個の

本来債権の強制方法として発令されるものであるため、間接強制決定に基づ

く金銭執行の法的性格は、間接強制の全体的な構図の中で理解されなければ

ならない。これは、不代替的作為または不作為債權という本来債権の強制執

行と間接強制金という金銭債権の強制執行間の「交差地点」に位置するもの

である。間接強制金の存在理由たる本来債権の強制執行との関係から離れて

独立した条件付債権に基づく債務名義であると簡単に理解することは、難し

い側面がある。このような考え方を基礎として、間接強制金に対する執行文

付与手続について、新たな解釈を試みることとする。

２）間接強制を命ずる決定は事情の変更があるときは、法院がその内容を変更

（84）　법원실무제요 민사집행［Ⅲ］, p.603 ; 주석, p.141.
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することができるため（民事執行規則第191条第１項）、変更が可能な時点

（執行文付与時点）まではその内容が確定したものではない。この点が、一

般的な条件付金銭支払の債務名義を画然に異なる点である。韓国の民事執行

法上、債務名義となるためには執行する債権が清算されたもの （liquid：金

額として特定されたもの）である必要はないが（85）、その内容は確定された

ものでなければならない（86）。間接強制金を命ずる予告決定は心理的に圧迫

をとおした本来債権の強制執行方法であり、変更が可能な時点（執行文付与

時）までに内容が確定したものでないという点で民事執行法上の典型的な金

銭債権の債務名義ということはできない。このように解釈した場合、間接強

制金の支払を命ずる裁判に対する執行手続を規律する法条文は、現在、存在

しないといえよう。ただし、その本質的性格に反しない範囲において、民事

執行法上の条件付金銭債権の強制執行手続を準用することができるに過ぎな

い（87）。

（85）　フランス民事執行法においては、債務名義の要件として執行する債権は清

算されたもの（liquide）でなければならず、即時執行が可能なもの（exigible）

でなければならないため（L.111- ２）、アストラントを命ずる裁判は清算される

前には債務名義となる事ができない（R.131- ３ １項）。フランスにおいてアス

トラントの清算手続は判決手続として進行され、清算判決があってはじめて独

立した金銭債権の債務名義となる。

（86）　債務名義制度と執行文制度は、国家が実体法上の債権を手続法的に確定さ

せ、債権者をして権利を実現することができるようにする任務を遂行するあた

り、より効率的且つ迅速な権利実現のため国家機関間の業務を分担するもので

ある。債務名義作成機関と執行文付与機関の間の業務分配において、韓国の民

事執行法は、フランスとは異なり金額的特定（liquid）の任務を債務名義作成機

関の固有の業務とはしていない。しかし、債務名義となるためには、債権の内

容は確定したものでなければならない。

（87）　間接強制を命ずる裁判の債務名義性を認められると解釈したとしても、本
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３）そうであるとすれば、このような性格の間接強制決定はいかなる手続に

よって執行され得るのかが問題となる。間接強制決定は、債務者が本来債権

の債務名義として命じられた債務を履行しないことを条件として一定の金銭

の支払いを命じるものであり、条件が表示されている金銭債権の債務名義と

類似する。一般的に債務名義に条件が表示されている場合に条件の成就は執

行文付与の要件である。裁判を執行するにあたり条件が付された場合、裁判

長の命令があれば執行文は付与される（法第32条第１項）。間接強制に基づ

く金銭執行においても上記の条項を適用し、裁判長の命令を受け、法院事務

官等が執行文を付与するものとして理解するのが通説であるといえる（88）。

しかしながら、このような手続は、多様な難しい事実判断と法的判断が必要

な間接強制金の執行文付与手続としては適切ではない。たとえ、法院事務官

等が裁判長の命令を受け執行文を付与する（民事執行法第32条第１項）（89）と

来債権の強制執行との関連性の中から、債務名義として有する特性を執行手続

において考慮して、執行文付与手続を一般の条件付金銭債権に対する強制執行

手続とは異なるように運用する必要がある。立法論としては、フランス法の清

算手続（liquidaton）が参考となろう。

（88）　具体的には，不代替的作為義務違反に基づく間接強制と不作為義務違反に

基づく間接強制を区別して、裁判長の命令が必要な場合と必要でない場合を分

けて説明することが一般的であるが、これは妥当ではない。債務の種類を区別

して、別異に取り扱う必要なない（詳細は、오흥록, p.952）。

（89）　民事執行法第30条と第32条の解釈に関連しても問題が多い。第30条（執行

文付与）は②判決の執行にあたり、条件が付されその条件の成就を債権者が証

明しなければならないときは、これを証明する文書を提出したときに限り執行

文を付与する、と規定されており、第32条（裁判長の命令）は、①裁判の執行

にあたり条件を付した場合および第31条の場合には、執行文は、裁判長（合議

部の裁判長又は単独法官をいう。以下同じ。）の命令がある場合に限り、付与す

ることができると規定されているところ、判決の執行と裁判の執行を別異に取
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しても、裁判長がこれを命ずる手続が必要的口頭弁論を要する判決手続では

ないためである。間接強制金に対する執行文は、執行文付与の訴えをとおし

て付与を受けるとすることが妥当である。不代替的作為を命ずる判決に基づ

く間接強制決定または不作為を命ずる判決に基づく間接強制決定も同様とい

えよう。執行文付与の訴えに対する判決を通じて執行可能な金銭債権がはじ

めて確定され、金額的にも特定（liquid）される（90）。間接強制決定に執行文

の付与を受けることで、間接強制金ははじめて実体法的にも本来債権から独

立した新たな債権として誕生するといえよう（91）。執行文付与の訴えに関す

る規定をその性質に反しない範囲において準用することができるに過ぎず、

執行文付与の訴えに関する規定が適用されるではないため、元来の執行文付

与の訴えとは異なる審理および裁判の特色を認める事ができよう。この点に

関する詳細については論じない。

５．事後的に本来債務を履行した場合の間接強制の処遇

１）本来債務の履行期間が徒過した以降に、債務者が事後的に本来債務を履行

する場合、不履行の期間の間に累積した間接強制金を債権者が取り立てうる

のかが問題となる。

り扱わなければならない理由があるのかという疑問があり、司法補佐官の執行

文付与命令（司法補佐官規則第２条第１項第４号）と裁判長の執行文付与命令

との関係がいかなるものとなるのか等が問題となる。立法として整備が必要な

部分である。

（90）　このように解釈するとき、間接強制決定に基づく執行文付与の訴えは、フ

ランスのアストラントの清算手続（liquidaton）と類似したものとなる。

（91）　フランスのアストラントが清算を通じてはじめて執行可能な債権となるこ

とと同じである。森田教授は、これを清算決定によって一種の「債務転形」が

生じたものと解釈する（森田修・前掲350頁）。
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　　取立不可能説は、「間接強制決定に基づく強制金の取立ては、過去の遅延

に対する制裁または損害賠償ではなく、本来債務の履行に関する心理的な強

制手段に過ぎず、本来債務の履行があれば強制金を取り立てることで心理的

強制を加える目的を喪失するため、債権者がそれ以上強制金を取り立てるこ

とは認められない」とする。これに対し、取立可能説は、「債務者に本来債

務の履行義務がなくなったとしても、既に履行義務に違反したことを原因と

して発生した賠償金債務まで消滅するとみることは困難であり、債務者が義

務を免れるとみると間接強制決定の実効性を担保することができず、心理的

強制手段としての機能自体も弱化する」とする。

　　通説は、取立可能説を採用する。大法院判例は、行政事件である場合には

取立不可能説の立場にたち（92）、民事事件の場合には取立可能説に立脚す

る（93）。

２）取立不能説は、間接強制金の心理的抑圧手段としての機能のみを強調する

のに比べ、取立可能説は、間接強制金が有する心理的抑圧手段としての機能

と債権者に帰属する財産権としての性格をすべて考慮したものであるといえ

るため、間接強制金を私的制裁金とみる筆者の見解によりいっそう符合す

る。ところが、いままで、取立可能説または取立不可能説は、すべて法院の

間接強制決定によって間接強制金が確定され、その後、間接強制金に対する

金銭執行手続は本来債務に対する執行手続とは別個の手続として進行される

という前提に立っている。しかし、間接強制決定によって、間接強制金が確

定するのではなく、執行文付与を通じて、はじめて確定するという見地から

（92）　대법원 2004.1.15. 선고 2002두2444판결 : 대법원 2010.12.23. 선고 2009

다37725판결．

（93）　대법원 2012. 4. 13. 선고 2011다92916 판결 : 대법원 2013. 2. 14. 선고 

2012다26398 판결．
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みるといままでとは異なる解釈が可能となる。

３）筆者の見解に拠れば、債務者の事後的な履行が間接強制決定に対する執行

文が付与される前であるのか後であるのかによって、間接強制金に対する処

遇を別異にする。執行文付与前に本来債務が履行され場合には、執行文が付

与されたときまで間接強制金の変更決定をすることができ、事後的な履行を

勘案した変更決定に対して執行文が付与されれば、はじめて変更した内容で

執行可能な金銭債権が発生することになるため、変更された金額に対して取

立て可能となる。執行文付与後に本来債務が履行された場合には、間接強制

金の私的制裁金としての性格に鑑み本来債務の履行に関係なく、確定された

間接強制金全額に対して、取立てが可能となる。

　Ⅴ．結　び　に

１）この期間、韓国における間接強制金の法的性格に対する理解は、損害賠償

金の羈絆から抜け出せなかったものであり、これによって、法理の展開に混

乱があったということが筆者の見解である。序文において提示した諸問題に

対する疑問や間接強制制度を新しく運用する過程において、今後発生しうる

数多くの実体法上ならびに手続法上の争点について、すべての解決策を提示

することは、本稿の目的ではない。本稿は、単に、間接強制金の法的性格に

対する新たな理解の必要性を強調し、これを損害賠償金とは別個のものとし

て理解する土台にたって争点となったいくつかの問題について、一つの模索

としての解釈を試みたものである。 

２）韓国の間接強制制度の運用実務において直面する各種多様な問題をすべて

解釈論によって解決するには限界がある。本稿は、解釈論の形式を採りつ

つ、一定程度、立法論としての性格を有するといえる。 

３）今後の進展する議論を待ちつつ、次のような言葉で結語しようと考える。 

　①　間接強制金の法的性格を、損害賠償金から独立した私的制裁金として新
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たに理解する必要がある。間接強制金を私的制裁金と規定してこれを個人

に帰属せしめることが最上の方法であるか否かは別個の問題である（94）。

　②　間接強制関連条項の迅速な立法的整備が必要である。なによりもまず、

「賠償」、「損害賠償」という法律用語を改正しなければならない。延いて

は、フランス式の清算手続の導入法案の検討など、間接強制制度全般にわ

たる範囲を拡大して、議論する必要がある（95）。

　【主要参考文献】 

　김능환·민일영 편집대표,「주석 민사집행법（Ⅳ）」（황진구 집필）, 한국사법

행정학회, 2012. 

（94）　フランスにおいてもアストラントの総額を集団（collectivité）の利益とし

て帰属させまたは国庫に帰属させなければならないという主張が持続的に提起

される。行政事件におけるアストラントを国庫に帰属させることと決定し得る

ことは広く知られている事実である。行政事件において대법원 2004. 1. 15. 선

고 2002두2444 판결は、結論として、間接強制金を私人に帰属させることに対

する内心の拒否感が作用したものと推測される。

（95）　間接強制を、私的制裁とみる限りその方法として、人身拘束を許容しては

ならない。ドイツは、強制金の国家帰属制度を採用した延長線上に拘禁制度が

あるが、韓国は、間接強制金が債権者に帰属する法体系を採用しているため、

法体系上、妥当ではない。民事責任は全人格的責任ではなく、責任財産の範囲

内における責任である点、間接強制の対象となる判決自体が刑事判決とは異な

り弁論主義手続をとおして確定されることである点などに鑑みても人的執行を

許容してはならないであろう。例外的に制限された範囲内において、韓国法の

基本体系に反しない方式で特別法をつうじて受容する方案は議論の対象となる

と考える。家事訴訟法、「言論仲裁および被害救済などに関する法律」第26条第

３項後段と同じ法律で明文として許容することがそのような場合である。



韓国における間接強制金の法的性格に対する新たな理解　李茂相著　（金　炳学）

－　　－65

　박두환,「민사집행법」, 법률서원, 2002. 

　이시윤,「신민사집행법」, 박영사, 2013. 

　법원행정처,「민사집행규칙해설」, 2002. 

　법원행정처,「법원실무제요, 민사집행（Ⅲ）」, 2014.

　강용현,“비방광고를 한 자에 대하여 사전에 광고금지를 명하는 판결 및 그 

판결절차에서   명하는 간접강제”, 대법원판례해설 25호, 1996. 

　권창영,“민사보전상의 간접강제제도”, 사법논집 제50집, 법원도서관 2011. 

　김형석,“강제이행-특히 간접강제의 보충성을 중심으로-”, 법학（제46권 제

４호）, 서울 대학교, 2005. 

　오흥록,“간접강제에 대한 몇 가지 검토”, 민사판례연구 37권（2015）, 박영

사 2015. 

　박해식,“행정소송법상의 간접강제결정에 기한 배상금의 성질”, 행정판례연

구 ９집 박영사, 2004. 

　유아람,“간접강제의 법리와 실무상 문제”, 민사집행법연구（제７권）, 한국

민사집행법학회, 2011. 

　이종구,“소비자피해구제의 실효성 보장을 위한 법정손해배상제도의 도입에 

관한 연구- 미국 주소비자보호법을 중심으로-”, 소비자문제연구 제44권 제２

호（2013년 ８월）. 

　정선주,“간접강제금의 본질과 소송상의 제문제” 민사소송 제16권 제１호,

한국민사    소송법학회, 2012. 

　조병구,“간접강제 배상금의 법적 성질과 실무상 제 문제”, 민사집행법실무

연구（Ⅳ）, 제131집, 2015. 

　최창열 :“손해배상액의 예정과 위약벌에 대한 연구”, 성균관대학교 박사학

위논문, 1998. 하태헌,“보전처분 집행에서 나타나는 실무상 쟁점에 관한 고

찰”, 민사집행법연구 제５권, 한국사법행정학회, 2009.

兼子一「日本民事訴訟法に對する佛蘭西法の影響」同『民事法研究第２巻』
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（酒井書店、1954）。

我妻栄「作為又は不作為を目的とする債権の強制執行」菊井維大編『加藤先生

還暦祝賀論文集』（有斐閣、1932）、民法研究V、1968。 

森田修『強制履行の法学的構造』（東京大学出版会、1995）。

Alexis Jault, La Notion De Peine Privée, L.J.D.J, 2005. 

François Terré/Philipe Simler/Yves Lequete, Les obligations, Dalloz, 

2013. 

Jacques van Compernolle, Georges de Leval, L'ASTREINTE, larcier, 2013. 

Roger Perrot/Philippe Théry, Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2005. 

Yvon Desdevises, ASTREINTES-Introduction, JurisClasseur Procédure 

cicil, Fasc. 2120, Yves Strickler, Procédure civil, Paradigme, 2015.

　【関連条文試訳】

韓国民法　第389条（強制履行）

　①　債務者が任意に債務を履行しなければ、債権者は、その強制履行を裁判

所に請求することができる。ただし、債務の性質が強制履行を許さないも

のであれば、この限りでない。

　②　前項の債務が法律行為を目的とするときは、債務者の意思表示に代わる

べき裁判を請求することができ、債務者の一身に専属しない作為を目的と

するときは、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求す

ることができる。

　③　その債務が不作為を目的とする場合に、債務者がこれに違反したとき

は、債務者の費用によりその違反したものを除却し、将来に対する適当な

処分を裁判所に請求することができる。

　④　前三項の規定は、損害賠償の請求に影響を及ぼさない。
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韓国民事執行法　第261条（間接強制）

　①　債務の性質が間接強制をすることができる場合には、第一審法院は、債

権者の申請により、間接強制を命じる決定をする。その決定には、債務の

履行義務および相当な履行期間を明らかにし、債務者がその期間内に履行

をしないときは、遅滞した期間に応じて、一定の賠償をする旨を命じ、又

は直ちに損害賠償する旨を命ずることができる。

　②　第１項の申請に関する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

　【訳者あとがき】

　本稿は、檀国大学校法科大学の李茂相教授が、『民事訴訟』第20卷第２号

（2016）229 ～ 266頁にて公表された論説「간접강제금의 법적성격에 대한 새

로운 이해」の和訳である。

　本訳文が、李茂相教授の主張されるところを誤ることなく伝えることができ

ているとすれば、訳者の喜びこれに過ぎるものはない。

　翻訳を快く承諾下さったうえ、和訳に際してご指導・ご教示を惜しまれな

かった李茂相教授に対して、この場をお借りし、あらためて心より御礼申し上

げる。

　【付　　記】

　本稿は、日本学術振興会（JSPS）・韓国研究財団（NRF）二国間交流事業

2016年度共同研究「日本と韓国における民事手続法の展開に関する二国間史

的考察－現行法制定を中心に」および全国銀行学術研究振興財団2015年度助

成「日本と韓国における債権回収に関する比較民事執行法研究－実務運用を中

心に－」および日本学術振興会科学研究費助成事業平成29年度研究助成基盤

研究（C）JP17K03446「債権の実効性確保のための間接強制の弾力的活用－

独・日・韓の比較法研究」による研究成果の一部である。


