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２．時効中断と完成猶予

ま た、 こ れ ま で の「 時 効 中

断」について、
「要綱案」では、

時効の進行を止める「中断」で

はなく「完成猶予」という考え

方で整理し、具体的には次のよ

うになります。

裁判上の請求、②支払督促、③

⑴ 裁判上の請求等として、①

契約に基づいて生じた債権に

訴え提起前の和解、民事調停ま

います。
ついては、通常、債権者が権利

たは家事調停上の調停、④破産

なるものですので、今の時点か

を行使できることを知らなかっ

手続参加、再生手続参加、また

民法が改正されると

たという場合は考えにくいため、

は更生手続参加︱︱については、

らその概要を理解しておくこと
本稿では、その中で特に重要

請求可能な時から五年間で時効

確定判決または確定判決と同一

聞きましたが、これ
ころが変わり、どのような点に

と思われる時効と保証について、

になり、時効期間が短くなるこ

の効力を有するものによって権

は有益です。

留意すればよいでしょうか。
概説します。

とを意味しています。よって、

利が確定したときは、その終了

法 制 審 議 会 の 民 法（ 債 権 関

るものと考えられます。

動や取引にも大きな影響が生じ

正された際には、中小企業の活

る見直し作業が進んでおり、改

は、十年間行使しないときは、

し、その期間について、
「債権

進行する」
（民法一六六条）と

を行使することができる時から

来民法は、
「消滅時効は、権利

債権の消滅時効について、従

除するとしています。これによ

七〇条から一七四条まで）を削

の短期消滅時効の規定（民法一

他方で、
「要綱案」は職業別

効が完成しないものとされてい

合も、その時から六カ月間は時

が確定することなく終了した場

るものとします。そして、権利

すでに広範囲にわた

ではありませんが、

まだ改正されたわけ

時効管理を適切に行う必要があ

時から新たに時効の進行を始め

係）部会は、平成二十七年二月

ます。

強制執行、②担保権の実行、③

り、現行の、たとえば、①工事
る者の工事に関する債権（時効

形式的競売、④財産開示手続き

消滅する」
（民法一六七条一
対して「要綱案」では、これ

期間三年）
、生産者、卸売商人

︱︱についても時効完成猶予の

十日、
「民法（債権関係）の改
綱案」という）を決定しました。

を、①債権者が権利を行使する

又は小売商人が売却した産物又

事由とされています。

⑵ 次に強制執行等として、①

ここでは民法のうち、債権法に

ことができることを知った時か

は商品の代価に係る債権（同二

⑶ 他方、仮差押え、仮処分に

の設計、施工又は監理を業とす

関わる事項について、幅広い範

ら五年間行使しないとき、また

年）
、運送賃に係る債権（同一

ついては、その事由が終了した

項）としています。

囲にわたって改正が検討されて

は、②権利を行使することがで

年）︱︱などは、時効期間が伸

時から六カ月を経過するまでの

0

います。

きる時から十年間行使しないと

びることになります。

0

「要綱案」は法案そのもので

き︱︱に時効消滅するとされて

0

はありませんが、法案の基礎と

正に関する要綱案」
（以下「要

１．債権の消滅時効の期間

ります。

までとどのようなと
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でされたときは、①その合意が

ての協議を行う旨の合意が書面

完成猶予」として、権利につい

⑷

に注意が必要です。

猶予事由とはされていないこと

れており、確定的な時効の完成

間は、時効は完成しない、とさ

ものとしました。

いて、極度額の定めを要求する

務とする保証契約」の全般につ

属する不特定の債務を主たる債

「要綱案」では、
「一定の範囲に

のみ規制を設けています。一方、

う）が含まれるもの」について

債務（以下「貸金等債務」とい

を受けることによって負担する

する者、ウ主たる債務者と共同

の総株主の議決権の過半数を有

場合における当該他の株式会社

議決権を他の株式会社が有する

者、イ主たる債務者の総株主の

株主の議決権の過半数を有する

る場合の、ア主たる債務者の総

者、②主たる債務者が法人であ

役、執行役又はこれらに準ずる

損害賠償等についての不履行の

務の元本および利息、違約金、

人に対し、遅滞なく、主たる債

あったときは、債権者は、保証

場合において、保証人の請求が

債務者の委託を受けて保証した

供義務として、保証人が主たる

債務の履行状況に関する情報提

⑵ 保証人の請求による主たる

については、根保証に関する規

ます。

時効は完成しないものとしてい

のいずれか早い時までの間は、

時から六カ月を経過した時︱︱

面でされたときは、その通知の

の続行を拒絶する旨の通知が書

の一方から相手方に対して協議

の期間を経過した時、③当事者

ものに限る）を定めた時は、そ

議を行う期間（一年に満たない

②その合意において当事者が協

業資金の借入金に対する保証に

つまり、個人保証のうち、事

力を生じない」

を表示していなければ、その効

る者が保証債務を履行する意思

公正証書で保証人になろうとす

の日前一ヶ月以内に作成された

契約の締結に先立ち、その締結

が含まれる根保証契約は、その

業のために負担する貸金等債務

契約又は主たる債務の範囲に事

等債務を主たる債務とする保証

「事業のために負担した貸金

れます。

次のような制限が新たに設けら

また、個人保証については、

情報提供を行わなければならな

無、額等、担保提供の内容等の

及び収支の状況、他の債務の有

人に対し、主たる債務者の財産

として、主たる債務者は、保証

⑴ 契約締結時の情報提供義務

うに定めています。

提供義務を「要綱案」は次のよ

そして、保証人に対する情報

われます。

は適用されない場合が多いと思

の経営者やオーナー等について

とされていますので、中小企業

には上記の規定は適用されない、

いる主たる債務者の配偶者︱︱

務者が行う事業に現に従事して

して事業を行う者又は主たる債

務の履行を請求することはでき

べき遅延損害金にかかる保証債

た時から通知をするまでに生ず

る債務者が期限の利益を喪失し

債権者は、保証人に対し、主た

この通知をしなかったときは、

その旨を通知しなければならず、

喪失をした時から二カ月以内に、

は、保証人に対し、その利益の

利益を喪失したときは、債権者

として、主たる債務者が期限の

を喪失した場合の情報提供義務

⑶ 主たる債務者が期限の利益

しなければなりません。

るものの額に関する情報を提供

びそのうち弁済期が到来してい

有無ならびにこれらの残額およ

また、
「協議による時効の

あった時から一年を経過した時、

律を定めることとする、そして、

ついては、公正証書によって保

なくなります。

次に、
「要綱案」では、保証
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３．保証について

個 人 保 証 に つ い て の 制 限（ 保

いとし、これを行わない、事実

なお、⑴と⑶については、保

証意思を表示することを要求す

証人が法人である場合には適用

護）を行うこととしていること

保証契約が取り消されることが

と異なる情報を提供した場合に、
ただし、①主たる債務者が法

しないとしています。

るという内容です。

人 が 行 う 根 保 証 に つ い て は、

人である場合のその理事、取締

あります。

が注目されます。現状では、個
「金銭の貸渡し又は手形の割引

●ホームページ（ http://www.shokoken.co.jp/ ）に「経営相談Q&A」のバックナンバーを掲載しておりますので、ご参照ください。

