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Ⅳ　おわりに

Ⅰ　はじめに

平成27年 3月31日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案（以下、「改

正民法」という）166条 1項各号は債権の消滅時効について定めているところ、そ

れは主観的起算点からの短期消滅時効と客観的起算点からの長期消滅時効からな

る二重の時効期間制度を採用している。その中でも客観的起算点がどの時点から

進行するかについては、現行民法166条 1項における「権利を行使できる時」の

解釈をめぐる議論が引き継がれると考えられる1）。

わが国においての「権利を行使できる時」の解釈について学説は、法律上の障

害説と現実的期待可能性説とが対立している。通説とされる法律上の障害説は

「権利を行使できる時」とは、権利を行使するについて法律上の障害がなくなっ
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た時であり、権利者の一身上の都合で権利を行使できないことや権利行使に事実

上の障害があることは影響しないとする2）。これに対して、現実的期待可能性説

は「権利を行使できる時」とは、権利を行使することが現実に期待できた時とす

る3）。

わが国の時効制度は、ボワソナード草案の旧民法（明治23年公布）証拠編第二

部を修正した民法（明治29年公布、同31年施行）第一編総則第六章の諸規定を主な

法源とする4）ところ、ボワソナードや明治民法の立法担当者は、普通消滅時効の

起算点法理において法律上の障害のみが時効の進行開始障害事由になるとしてい

た5）。そして、わが国の判例も通説である法律上の障害説に依拠しているといえ

る。もっとも、最判昭45・7・15民集24巻 7号771頁（以下「昭和45年判例」とする）

が法律上の障害に限らず権利行使期待可能性を考慮して事実上の障害も消滅時効

の起算点を妨げ得る解釈を判示して以降、わが国の判例は権利行使期待可能性を

考慮する判例が相次いで登場し、判例は現実的期待可能性説であると考える学説

もある6）。

しかし、改正民法における「権利を行使できる時」の解釈に際して、昭和45年

判例をはじめとする権利行使期待可能性を考慮する判例の射程が当然に及ぶとは

いえないであろう。なぜなら、改正民法は前述のように二重の時効期間制度を新

たに採用しているためである。すなわち、この二重の時効期間制度が誕生した理

由は短期消滅時効を採用し、その起算点を主観的起算点とする場合には、いつま

でも時効が起算されないことが考えられる。そうだとすれば、普通（長期）消滅

時効よりも早期に時効を認めようとしたのに、かえって普通（長期）消滅時効期

間を経過しても時効が完成しないという不都合が生じ得る。そこで、客観的起算

点による普通（長期）消滅時効期間の適用をも重畳することを認めた点にある

（デッドライン期間＝普通時効期間）7）。したがって、二重時効期間制度の趣旨から

素直に考えると、10年の長期消滅時効はデッドライン期間としての役割を果たす

ことになる。

改正民法における長期消滅時効の起算点を以上のように厳格に考えると、昭和

45年判例をはじめとする権利行使期待可能性を考慮する判例とは矛盾することに

なる。そこで、まず本稿では改正民法の長期消滅時効の起算点において権利行使

可能性をどの程度考慮することができるかを検討した上で、権利行使期待可能性

を考慮した現行民法下における判例の射程が及ぶかを検討する。次に、仮に権利

行使可能性を起算点において考慮できないのならば時効の完成猶予の規定を用い
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て権利者を保護することの可能性を探る。

Ⅱ　改正民法における長期消滅時効の起算点

1　判　例

（ 1） 法律上の障害のみが時効の進行障害事由に当たるとした判例

大判昭12.9.17民集16巻1435頁（以下「昭和12年判例」とする）は、不当利得返還

請求権について債権者がその請求権の成立を知らなくとも消滅時効が起算される

か争われた事例であるところ、以下のように判示しており、権利行使可能性は考

慮せず、法律上の障害説に依拠している。

不当利得返還請求権の「消滅時効ノ期間ハ権利ノ発生ト同時ニ其ノ進行ヲ

開始スルモノナルコト、民法第166条ノ規定ニ徴シ明白ナリ」。「返還請求権

発生ノ時ニ於テハ権利者ハ此ノ権利ノ発生ヲ了知スルニ由ナク之ヲ行使スル

コト能ハザルモノナレドモ、之レ事実上権利ヲ行使スルコトヲ得ザルニ止マ

リ法律上行使不能ナリト云イ難ク、前示民法第166条ニ所謂権利ヲ行使スル

コトヲ得ル時トハ法律上之ヲ行使シ得ベキ時ヲ意味シ、事実上之ヲ行使スル

ヤ否ヤハ何等関係ナキモノト解スベキヲ以テ、此ノ場合ニ於テモ亦権利発生

ノ時ヨリ時効期間進行スルモノト為サザルベカラズ。」（下線は筆者による）

昭和12年判例はこのように166条の「権利を行使できる時」とは法律上の障害

がない時であり、事実上の障害は消滅時効の起算を妨げないとしている。さらに

昭和12年判例は、次のように述べる。

之レ権利者ニ苛酷ナルガ如シト巳、権利者ハ其ノ後十箇年ノ間時効ノ中断

ヲ為シ得ベク斯ル長期間ニ権利発生ノ事実ヲ覚知セザルモノノ如キハ権利ノ

上ニ眠ルモノト謂ウニ何等ノ妨ナシ、又其ノ一面ヨリ之ヲ観ルニ一定ノ事実

ヲ覚知シタル時ヲ以テ時効期間ノ起算点ト為ス特別ノ場合ニ於テハ、別ニ之

ヲ覚知スルコトナカリシ場合ニ適用セラレルベキ規定ヲ設クルヲ常トス（民

法第426条第724条第966条）。然ルニ此ノ種ノ規定ナキ非債弁済ニ因ル不当利得

返還請求権ニ付権利発生ノ事実ヲ覚知シタル時ヨリ之ヲ起算スベキモノトス

ルトキハ、此ノ債権ニ限リ消滅時効ノ完成セザル場合ヲ生ズルノ不合理ヲ免
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レズ。此ノ点ヨリ見ルモ以上ノ解釈ガ正当ナルコトヲ知リ得ベシ」（下線は

筆者による）

平野裕之教授は特に注目すべき箇所として判決文の下線部を挙げ、以下のよう

に述べる。「客観的起算点による縛りなしに主観的起算点を認めてしまうと時効

制度が崩壊することになる。そのため、二重の縛りがない以上は、主観的起算点

を認めることができず、客観的起算点を貫かざるを得ないと判示している。」8）

この昭和12年判例の指摘する客観的起算点による縛りなしに主観的起算点を認

めることによる不都合性は、二重の時効期間を採用する改正民法において長期消

滅時効の起算点で権利行使期待可能性を考慮する場合にも妥当するといえよう。

すなわち、客観的起算点による長期消滅時効は前述の通りデッドライン期間であ

るのだから権利行使期待可能性を考慮しすぎるといつまで経っても時効が完成せ

ず、まさに昭和12年判決が指摘する不都合が生じ得る。

（ 2） 客観的事実上の障害が時効の進行障害事由に当たるとした判例

（a）　消滅時効の起算点の解釈において、事実上初めて権利行使可能性を考慮

したのが昭和45年判例である。これは Xが訴外 Aと土地賃借権について争いが

あったため賃料として Y（法務局）に供託していた金員の返還を Yに求めたところ、

供託開始時を起算点とした消滅時効により弁済供託の供託物取戻請求権は消滅し

たと Yが主張した事案である。供託物取戻請求権について、「『権利ヲ行使スル

コトヲ得ル』とは、単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけで

はなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待のできるものであるこ

とをも必要と解するのが相当である。けだし、本来、弁済金供託においては供託

の基礎となつた事実をめぐつて供託者と非供託者との間に争いがあることが多く、

このような場合、その争いの続いている間に右当事者のいずれかが供託物の払渡

を受けるのは、相手方の主張を認めて自己の主張を撤回したものと解せられるお

それがあるので、争いの解決をみるまでは、供託払渡請求権の行使を当事者に期

待することは、法が当事者の利益保護のために認めた弁済金供託の制度の趣旨に

反する結果となる。」として、「弁済供託における供託物の取戻請求権の消滅時効

の起算点は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存

在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時と解するのが

相当である」と判示した。（下線は筆者による）
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弁済供託の供託物取戻請求権の行使に法律上の障害はなく、供託物の取り戻し

による免責効果の喪失という事情は客観的事実上の障害にすぎない9）。しかし、

昭和45年判例は、権利行使期待可能性を考慮し、事実上の障害が消滅時効の進行

障害事由になり得るとした。なお、昭和45年判決は「弁済供託における供託物の

払渡請求、すなわち、供託物の還付または取戻の請求について」という限定を付

しており事例判決に近い判決といえる10）が、これに続く最判平8.3.5民集50巻 3

号383頁は、この限定を外して、これに続く部分を一般論として述べている11）。

（b）　最判平19.4.24民集61巻 3号1073頁（以下、「平成19年判例」とする）は、自

動継続特約つきの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効の起算点が問

題となった事案である。本件定期預金契約には、「本件預金契約が満期日に前回

と同一の期間の預金契約として自動的に継続されること、預金者が本件預金契約

の継続を停止するときは満期日までにその旨を申し出る」とする旨の自動継続特

約が設定されていた。そのような事情の下、Xは Yに対して解約を申し入れた上

で、預金の払戻を求めた。これに対して Yは弁済の主張とともに、Xが有する預

金払戻請求権の消滅時効は完成しているとして時効の主張をした。

期限の未到来は法律上の障害であるから初回の満期日が到来しない限り消滅時

効が起算しないことは争いがない。本件での争点は、自動継続特約が設定されて

いる定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効が、初回満期日が経過すれ

ば起算するのか、それとも解約申入後最初の満期日が経過すれば起算するのかと

いう点である12）。まず前提として、当該障害が債権者の意思によって除くことが

できる場合は法律上の障害にあたらない。そして、自動継続定期預金契約におけ

る預金払戻請求権ついてみると、預金者（債権者）は、いつでも自由にできる継

続停止の申出により、初回の満期日以降は預金払戻しが可能となって障害を取り

除くことができるため、初回満期日以降の期限は法律上の障害ではなく、客観的

事実上の障害とも思える13）。

これについて、平成19年判例は預金払戻請求権の「消滅時効は、権利を行使す

ることができる時から進行するが、自動継続定期預金契約は、自動継続特約の効

力が維持されている間は、満期日が経過すると新たな満期日が弁済期となるとい

うことを繰り返すため、預金者は、解約の申入れをしても、満期日から満期日ま

での間は任意に預金払戻請求権を行使することができない。したがって、初回満

期が到来しても、預金払戻請求権の行使については法律上の障害があるというべ
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きである」とした。そして、「初回満期日に預金の払戻しを請求することを前提に、

消滅時効に関し、初回満期日から預金払戻請求権を行使することができると解す

ることは、預金者に対し契約上その自由にゆだねられた行為を事実上行うよう要

求するに等しいものであり、自動継続定期預金契約の趣旨に反するというべきで

ある」から預金払戻請求権の消滅時効は解約申入後最初に到来する弁済期から、

進行するとした。

平成19年判例は、預金契約の性質上、預金者が継続停止の申出をするか否かは、

預金者の自由にゆだねられた行為であることを理由として、初回満期日以降の期

限は法律上の障害に当たるとした。もっとも、預金者が満期日以降に解約を申し

入れれば、預金取戻請求権を行使することは可能であるから、満期日以降の期限

は客観的障害であるといえよう。そうだとすれば、平成19年判例も、起算点法理

において権利行使可能性を考慮したといえる。この平成19年判例は消滅時効が進

行するというためには障害の除去が単に法的に可能であるというだけでは足りず、

その除去が債権者に期待されていることも必要であるという解釈を示唆するもの

である14）。

（c）　最判平21.1.22民集63巻 1号247頁（以下「平成21年判例」とする）

一つの基本的契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引にかかる弁済金のうち利

息制限法所定の制限を超える利息として支払われた部分について、その後に発生

する新たな借入金債務に充当する旨の合意がある場合に借主 Xが貸金業者 Yに

対して、不当利得返還請求権に基づき当該過払金の支払いを求めた事案である。

不当利得返還請求権は一般的な期限の定めのない債権と同様に、権利発生時か

ら権利行使が可能である。本件のように過払金充当の合意があったとしても債権

者が継続的な金銭消費貸借取引を自ら終了させて不当利得返還請求をすることが

できるのだから、この障害は法律上の障害ではなく、客観的事実上の障害である

とも思える15）。このような事実の下、不当利得返還請求権の消滅時効の起算点が

問題となった16）。

「一般に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の

発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費

貸借契約が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使するこ

ととし、それまでは過払金が発生してもその都度其の返還を請求することはせず、

これをこのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという
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趣旨」が含まれており、「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭

消費貸借取引においては、同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害」とな

る。そして、「過払金発生時からその返還請求権の消滅時効が進行すると解する

ことは、借主に対し、過払金が発生すればその返還請求権の消滅時効期間経過前

に貸主との継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく、過払

金充当合意を含む基本契約の趣旨に反する」として、継続的な金銭消費貸借取引

が終了した時点から過払金返還請求権の消滅時効が進行するとした。

平成21年判例においても、債権者が金銭消費貸借取引を終了させれば、いつで

も過払金についての不当利得返還請求権を行使できるから、本件合意は客観的事

実上の障害であるといえよう。そうだとすれば、平成21年判例も起算点法理にお

いて権利行使可能性を考慮したといえる。

（ 3） 主観的事実上の障害が時効の進行障害事由に当たるとした判例

（a）　最判平15.12.11民集57巻11号2196頁（以下「平成15年判例」とする）は、生

命保険契約において、被保険者の死亡の日の翌日を生命保険金請求権の消滅時効

の起算点と定めた約款の解釈が争われた事案である。この事案では、被保険者が

行方不明となって 3年後（同時期に死亡したと認定されている）に発見され、その

後、保険金が請求されたものである。なお、保険金請求権の消滅時効は約款によ

り 3年とされている。

同判決は、昭和45年判例を引用して、上記約款の解釈について、「民法166条 1

項が、消滅時効の起算点を『権利ヲ行使スルコトヲ得ル時』と定めており、単に

その権利の行使について法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利の

性質上、その権利行使が現実に期待することができるようになった時から消滅時

効が進行するというのが同項の規定の趣旨である」として、「本件各保険契約に

基づく保険金請求権は、支払事由（被保険者の死亡）が発生すれば、通常、その

時から権利行使が期待できると解されることによるものであって、当時の客観的

状況等に照らし、その時からの権利行使が現実に期待できないような特段の事情

の存する場合についてまでも、上記支払事由発生の時をもって本件消滅時効の起

算点とする趣旨ではないと解するのが相当であ」り、行方不明になってからおよ

そ 3年半が経過したのちに死体が発見された本件では、「特段の事情」があると

して、死体発見時を消滅時効の起算点とした。しかし、仮に遺体発見が行方不明

から50年後、100年後であったらどうであろうか。本件のような主観的事実上の
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障害まで時効の進行障害事由とすれば、いつまでも時効が完成しない事例が想定

され、まさに昭和12年判例が指摘した点が問題となる。

（b）　最判平17.11.21民集59巻 9号2558頁（以下、「平成17年判例」とする）は、

船舶衝突事故に関する事案であるところ、船舶の事故に関しては商法798条が 1

年の消滅時効を定めている。被害者である Xは直ちに加害者を特定することは

できなかった。その後、海上保安庁の捜査によって加害者である Yが判明した

ので、加害者が判明して 1年以内に Xが Yに対して催告した上で、Yに対して

損害賠償請求訴訟を提起した。これに対して、Yは消滅時効を援用した事案であ

る。本件で注目すべきは、消滅時効の起算点として現行民法166条 1項と民法724

条前段のいずれが適用されるかという点である。

平成17年判例の第一審は民法166条 1項を適用し、加害者が Yでないかと疑う

に足りる客観的な情報を Xが得た時点を起算点とした。原審は民法724条前段を

適用し、加害者が Yであることを Xが知った時点を起算点とした。両者は適用

した条文は異なるものの、具体的な起算点に差異はほぼないものであった。そし

て、平成17年判例は、消滅時効は「民法724条前段が、消滅時効の起算点を『損

害及び加害者を知った時』と規定したのは、不法行為の被害者が損害及び加害者

を現実に認識していない場合があることから、被害者が加害者に対して損害賠償

請求に及ぶことを期待し得ない間に消滅時効が進行し、その請求権が消滅するこ

とのないようにするためである」として、民法724条前段構成によって処理した。

民法724条前段の基礎となる起算点確定法理と昭和45年判例における起算点確定

法理が同じものであると考えていることが推認され、損害賠償請求権の消滅時効

の起算点に差異はないことになる17）。そうだとすると、なぜ判例が本件において

民法166条 1項ではなく民法724条前段の構成によったのかという疑問が湧いてく

る。この点について、平成17年判例の調査官解説は、権利行使可能性を考慮する

昭和45年判例を前提として民法166条 1項を適用すると、「捜査機関も加害船を特

定できず、被害者側においておよそ権利行使ができない状態が20年以上継続する

場合も考えられないではなく、かえって、除斥期間の定めのある民法724条を適

用した場合よりも長期間権利関係が確定しないという不都合な結果が生じること

も想定される。そうすると、必ずしも民法166条 1項を適用することが、短期消

滅時効を規定する商法798条 1項の趣旨に合致するとはいい難い面もあり、同項

の趣旨に照らすと、むしろ、衝突時から20年の除斥期間の経過により画一的に請
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求権が消滅することとなる民法724条の適用を排除すべきではないと考えられる」

としている18）。民法724条を適用できる以上、時効がいつまでも完成せず権利関

係が不安定となるという不都合が生じうる民法166条 1項ではなく、除斥期間の

定めがあり権利関係がいつまでも確定しないおそれのない民法724条によるべき

という価値判断であるといえよう。

2　学説の状況

（ 1） 法律上の障害説

わが国において通説とされる法律上の障害説は、現行民法166条 1項の「権利

を行使できる時」を法律上の障害がなくなった時と解する19）。したがって、債権

者の病気その他の個人的な事実上の障害は時効の進行を妨げない。また、同時履

行の抗弁権が付着している債権であっても、それは債権者の意思によって取り除

くことができるため、このような障害は法律上の障害に当たらず、時効の進行を

妨げない。

（ 2） 現実的期待可能性説

（a） 星野説

星野英一教授は、消滅時効の起算点法理について以下のように述べる。現行民

法166条 1項は権利を行使することのできない時から消滅時効が進行するもので

はないという消極的な意味の規定にすぎない。また厳密に法律上権利を行使する

ことができる時から進行すると解しなければならない必然性はなく、法律的に権

利が発生していたか否かが裁判所で明らかになる場合も少なくなく、その際に債

権者とりわけ素人にその判断の危険を負担させるのは酷である。したがって、消

滅時効の起算点は「権利を行使しうることを知るべかりし時期」、すなわち、債

権者の職業・地位・教育などから、「権利を行使することを期待ないし要求する

ことができる時期」と解するべきである20）。星野説は当該権利者の個人的・主観

的事情を総合的に考慮するものであり、広く権利行使可能性を考慮する見解とい

える21）。

（b） 松久説

松久三四彦教授は通常人に権利行使が期待できない場合にまで時効の進行を開

始させるのは権利の実質を損なうとして、権利行使期待可能性を考慮する星野説

の解釈の方向に賛成する22）。
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もっとも、星野説を以下の 2点のように批評する。まず、①時効の存在理由を

懲罰説に求める松久の立場からは、債務者の職業・地位・教育という個性的な事

情により時効完成の利益が与えられるか否かが左右されるべきではない。した

がって、権利行使を期待し得るか否かは権利者の個性を捨象した通常人を基準と

して判断すべきである23）。また、②星野説は権利を行使し得ることを知るべき時

期を起算点とするが、これでは知るべかりし時期がくるまではいつまでも時効が

進行しないことになってしまう。したがって、星野説のように起算点を考えるな

らば、現行民法724条後段のように二段構成にしておく必要がある24）。この指摘

は松久教授がいう二段構成を採用した改正民法における長期消滅時効の起算点の

解釈に権利行使期待可能性を織り込みすぎるといつまでも時効が起算しない、と

いう前述の不都合性にまさに妥当するといえよう。

松久教授は、このように星野説を批判し、私見を次のように述べる。（以下、

引用）「時効制度の実際的便宜のために客観的基準が望ましいという点からも、

通説の法律上の障害の有無という基準を原則としてよいと考える。但し、問題は

此の原則に例外を全く認めなくてもよいかということである。なぜなら、右の原

則といえども通常人に対して権利行使を要求しうる場合であることという大前提

の上にあるからである。したがって、通説の区分からすると事実上の障害に該た

る事由であっても、なお時効の進行開始を妨げるとするのが妥当な場合があれば、

個別的に時効援用を権利濫用とすることも考えるが、むしろ、これを正面から時

効の進行開始を妨げる事由として認めてよいように思われる。このような場合を

便宜的に、客観的事実上の障害（他を主観的事実上の障害）と呼ぶと（名称にこだ

わるものではない）、何がそれが該たるかはなお問題として残されている。しかし、

それは事実上の障害であってもなお時効の進行を開始されるべきではない事案の

出現に備えて、予め、解釈の受皿としての概念ないし範疇を用意しておくことに

意味があり、具体的に何がそれに該たるかはそのつど考えざるを得ない性質の問

題であるように思われる。ともあれ、一応の判断基準を立てるならば、権利を行

使し得ることを知っていても、通常人を基準に判断して権利を行使することを要

求できない場合、としておきたい。」25）

松久説は、事実上の障害を客観的事実上の障害と主観的事実上の障害に分けて

考え、法律上の障害と客観的事実上の障害が時効の進行を妨げるとする。そして、

この見解は改正民法においても妥当すると述べる26）。
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（ 3） 起算障害事由と進行障害事由を区別する見解

松本克美教授は、時効の起算障害事由と進行障害事由とを区別して考える。起

算障害事由に当たるのは、法律上の障害に限られると考える。事実上の障害につ

いては起算障害事由ではなく、進行障害事由として考える27）。そして、星野教授

が問題とする事実上の障害としての権利者の教育や職業などの個別的な主観的態

様の問題は時効の援用や除斥期間の適用が信義則違反や権利濫用に当たるかとい

う援用・適用制限論の次元で個別的に判断する28）。

3 　消滅時効の起算点についての私見

時効の個別的な問題をどのように解釈するかは、時効の存在理由（目的・根拠）

をどのように考えるかにかかっている29）。そこで、消滅時効の起算点解釈の前提

として時効の存在理由をどう捉えるかを検討する。

（ 1） 時効の存在理由

（a） 従来の学説

ボワソナードは、旧民法証拠編第二部時効の第一章「時効ノ性質及ヒ適用」の

冒頭で、「時効ハ時ノ効力ト法律ニ定メタル其他ノ条件トヲ以テスル取得又ハ免

責ノ法律上ノ推定ナリ」30）（89条本文）と規定し、時効の存在理由を長期間の経過

により権利の取得または弁済の証拠が明らかでないとしても、かえってその長期

間の経過をもって正当な権利取得あるいは正当な弁済を推定することにより、証

拠方法を失った者の危険を防御する点に求めた31）。

これに対して、民法起草者の梅謙次郎博士は時効の存在理由を以下のように述

べた32）。「公益ノ為メニ設ケタルモノニシテ、権利ノ永ク不確定ノ景状ニ在ルハ

大ニ取引ノ安全ヲ害シ社会ノ経済ニ影響スル所少カラザレバナリ」として時効の

存在理由を抽象的なレベルでの取引の安全、具体的には、過去のことを持ち出し

て現状を覆すような議論（争訟）が多発することを防ぎ、社会の安定を図る点に

求める33）。また、「権利者ハ自己ノ権利ヲ等閑ニ付シ敢テ法律ノ保護ヲ願ワザル

者ナルガ故ニ、之ヲシテ其権利ヲ失ハシムルモ未ダ必ズシモ厳格ニ失スルモノト

謂ウベカラズ」とも述べており、時効の存在理由を怠慢なる権利者を戒める点に

も求めた34）。

このような民法起草時の議論を経て、時効の存在理由としては以下の 3つが主

張されるようになる35）。①一定の事実状態が永続する場合には社会はこれを正当
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なものと信頼して、それを基礎として種々の法律関係を築き上げる。そのため、

これを覆して、正当な権利関係に引き戻すことは、その上に築き上げられた社会

の法律関係を失われる。したがって、一定期間継続した事実状態は、そのまま法

律関係として、これを覆さないことが妥当であるとして時効の存在理由を社会の

法律関係の安定ないし秩序の維持に求める見解（公益説）、②一定期間が経過す

れば事実状態通りの法律関係が築き上げられている蓋然性が高い。また、古い証

拠材料の提出を強制しないことで真正な権利者や正当に義務を免れた者を保護す

るべきであるとする見解（推定説）、③永年の間、自己の権利を主張しなかった

者は、権利の上に眠っていた者であって、法律上保護に値しないとする見解（懲

罰説）である。また、ヨーロッパ諸外国において、英米法でも大陸法でもこの 3

つに時効の存在理由を求めている36）。

星野教授は、「時効とは、直接には当事者の利益のための制度ではないか、と

いうことが問われなければならない。」37）として、公益ではなく、「私益」を正面

に据えて時効の存在理由を考える。そして星野教授は時効の存在理由を推定説に

求め、すでに債務を弁済した債務者の利益を「私益」と捉える。

星野教授と同じく、「私益」を正面に据えて時効を考える松久教授は時効の存

在理由を非弁済者の利益という「私益」、すなわち、懲罰説に求める。そして公

益説と推定説を非弁済者保護という時効の存在理由の正当化根拠として位置づけ

る。そして、「権利者はいつまでたっても権利を行使し得るとするのでは、債務

者はいつまでも不安定な状態に置かれたままになるため、かかる債務者もまた、

法は保護すべきである」として、「債務者保護の要請は、資本主義社会における

計算可能性を担保」する点に根拠があるとする38）。

（b） 私　見

星野教授は時効の存在理由を推定説に求める。しかし、権利を行使するか否か

は権利者の自由である。これを裏返せば、権利者には権利を行使しない自由もあ

ると考えるのが自然である。そうだとすれば、長期間が経過しても権利が行使さ

れないことも当然にあり得る。したがって、時効期間の経過によって権利者が権

利を行使したと当然に推定されるとは考えられない。よって、時効の主たる存在

理由を推定説に求めることはできない。

松久教授がいう「資本主義社会における計算可能性」とは、自己の財産中の債

務の負担を考慮することなく自由に処分できる財産の額を算定する可能性のこと
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を指すと考える39）。このように考えると、香川崇教授も指摘するように「資本主

義社会における計算可能性」が担保されるべきものは、債務者だけでなく、債務

者と法的関係に立とうとする第三者も含まれる。ここでいう第三者は社会一般の

不特定多数の人々である。したがって、「資本主義社会における計算可能性」を

担保することは社会一般の利益であり、広く公益に含まれる40）。

公益説に対して星野教授は、どのような法律制度であっても社会秩序維持の役

割を果たすとして公益説における「公益」の内容の曖昧さを批判する。このよう

な批判に対して、香川教授はイギリスの法律委員会の答申を参考にして以下のよ

うに「公益」を具体化する。「公益」とは、権利行使に一定の限界を定めて一定

期間内に権利関係を確定させて社会を安定させ、裁判所運営にかかる費用並びに

債務者の財務状況を調査するための費用を軽減する社会一般の利益と述べる。そ

の理由として、裁判所が国民の税金の下に運営されていること、債務者と法的関

係に入ることを予定する者が一人ではなく不特定多数の者であることが予想され、

その者の負担する調査費用の軽減は社会一般の利益といえることを挙げている41）。

また、ヨーロッパ契約法原則（PECL）において「基礎にある法政策的考慮」と

して、時効により不行使状態が長期間継続した債権に関する訴訟の長期化が防止

されることが挙げられ、さらに時効の正当化根拠として、「時効法が有する機能

の 1つは、多大な費用と時間を要する訴訟が起こされることを防止すること（ut 

sit finis litium）である」42）とされている。このように、ヨーロッパでも、時効の存

在理由を司法制度的利益に求めているといえよう。

以上を踏まえて、時効の存在理由について私見を述べる。従来から英米法およ

び大陸法においても時効の存在理由として公益説が挙げられており、時効の存在

理由のひとつに公益が含まれることは否定できないであろう。したがって、筆者

としては時効の存在理由を公益説に求め、この「公益」の内容としては、香川教

授が具体化した、権利行使に一定の限界を定めて一定期間内に権利関係を確定さ

せて社会を安定させ、裁判所運営にかかる費用並びに債務者の財務状況を調査す

るための費用を軽減する社会一般の利益という司法制度的利益と考える。そして、

時効完成によって真正な権利者や正当に義務を免れた者の保護が図られることや

権利の上に眠る者は保護に値せず、もはや権利を行使することができなくなるこ

とは時効が完成したことによって生じる反射的な事実にすぎないと考える。
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（ 2） 改正民法における消滅時効の起算点

改正民法における消滅時効の起算点を考える前提として、時効期間の長さと起

算点確定法理の関係について、香川教授の見解を紹介する43）。

時効の存在理由を公益説に求めるとすると、①紛争の早期終結を実現し、②そ

の完成時期が明確な消滅時効制度が構築されることが要請される。そして、「事

実上の障害のために権利行使が現実的に期待できない場合における権利者保護の

方法としては、（ⅰ）権利者がその事実上の障害を脱して権利行使が現実に期待

できる状態になるために必要とされるであろう期間をあらかじめ抽象的に想定し

て、長期の時効期間を用意する方法（普通時効期間制度）と、（ⅱ）権利者が現実

に権利を行使できる状態になるまで消滅時効の進行開始を繰延べにする方法（起

算点確定法理の現実的期待可能性説）がある。（ⅰ）時効期間の長期化は公益説の

①紛争の早期終結に反するものである。しかし、あらかじめ権利者が事実上の障

害を脱して権利行使を期待できる状態になるまでに必要とされる期間を想定して

時効期間を設定しているため、起算点確定法理においては事実上の障害を考慮し

ない。起算点を個別具体的に判断するのではなく、抽象的かつ画一的に判断する

のであるから公益説の②時効完成時期の明確化を実現するものである。他方、公

益説の①紛争の早期終結のために、（ⅱ）時効期間を短期のものとすることも考

えられる。そして、この短期消滅時効においては消滅時効の起算点確定法理にお

いて事実上の障害を考慮する必要がある。なぜなら、短期消滅時効の時効期間は、

あらかじめ権利者の権利行使可能性を考慮して決定されたものではない。そうす

ると、権利者の権利行使可能性を確保するためには権利者による権利行使の現実

的期待可能性を個別具体的に判断する必要があるからである。」という。この香

川教授の見解によれば、改正民法の10年の消滅時効は普通（長期）消滅時効期間

であり、（ⅰ）の権利者が事実上の障害を脱して権利行使が現実に期待できる状

態になるために必要とされるであろう期間をあらかじめ想定して定められたもの

といえる。したがって、改正民法の長期消滅時効期間の起算点法理においては権

利行使可能性を考慮せず法律上の障害説となる。

また、前述のように改正民法における長期消滅時効は主観的起算点を採用する

短期消滅時効のデッドライン期間としての性格を有する。長期消滅時効の起算点

においても、主観的な事情を考慮すれば公益説から要請される②時効期間の明確

化を損ない法的安定性を欠くこととなる。そのため、長期消滅時効のデッドライ

ンとしての性格からすれば、起算点において権利行使可能性を考慮するべきでは
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ない。これに対して、事実上の障害を主観的事実上の障害と客観的事実上の障害

とに区別して、後者は進行障害事由になると考えることで、②時効期間の明確化

を実現し法的安定性を確保する見解もある44）。しかし、権利の性質や当事者の態

度などが問題となり個別具体的な検討が必要な客観的事実上の障害を起算点にお

いて個別的に考慮することで、②時効期間の明確化が損なわれる可能性は否定で

きない。そうだとすれば、客観的事実上の障害であっても時効の進行障害事由に

はならないとするべきであろう。したがって、改正民法の立法モデルからすると

起算点法理において権利行使可能性を考慮することはできず、法律上の障害説と

考えるのが素直な解釈である。

以上より、筆者は改正民法の長期消滅時効における起算点法理は法律上の障害

説により、起算点において権利行使可能性は考慮しないと考える。

なお、これを解決するために信義則等の一般条項により個別的に解決すること

も考えられる。しかし、起算点はすべての請求権において問題となるから画一性

が求められる45）。また、個別的に起算点について判断することは②の時効期間の

明確化の要請に反することもあり得る。したがって、権利行使可能性については

起算点法理で考慮し、なるべく一般基準とするのが適切であると考える。

（ 3） 現行民法において権利行使可能性を起算点で考慮した判例の検討

私見では、改正民法の長期消滅時効は、法律上の障害がなくなった時から進行

すると考える。昭和45年判例を検討すると、供託物の返還はいつでもすることが

できる（現行民法496条 1項）ので、供託物取戻請求権の長期消滅時効は供託時か

ら進行する。

次に、平成19年判例を検討する。初回の満期日が到来すれば、定期預金者は解

約を申し入れて、預金払戻請求権を行使できる。そうだとすれば、初回満期日が

経過すれば、預金払戻請求権の行使について法律上の障害はなくなる。したがっ

て、預金払戻請求権の長期消滅時効は、初回満期日を経過すれば進行する。同様

に、平成21年判例における過払金についての不当利得返還請求権も債権者が自ら

金銭消費貸借契約を終了させれば、それはいつでも行使できる。したがって、過

払金の発生時から不当利得返還請求権の長期消滅時効は進行する。

最後に、平成15年判例について検討する。平成15年判例における保険金請求権

は被保険者が死亡時から請求できるのだから、同債権の長期消滅時効の消滅時効

は被保険者の死亡時から進行する。
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Ⅲ　時効の完成猶予により権利者保護を図ることの可能性

もっとも、起算点において権利行使可能性を考慮しない場合、権利者の権利行

使に対するあまりにも大きな制限といえないか。

この点、改正民法におけるデッドライン期間は10年である。この10年という期

間をどのように評価するかは意見がわかれるところであるが、筆者は権利行使可

能性を起算点において考慮しない場合の10年という期間は、権利者の権利を不当

に奪う結果をもたらし得る短い期間と評価する。この点、星野教授は「法律的に

権利が発生していたか否かが裁判所で初めて明らかになる場合も少なくなく、そ

の際に、債権者とりわけ素人にその判断の危険を負担させることは酷である。特

に、不当利得返還請求においてそうであ」ると指摘する46）。確かにこのような場

合にまで、10年という期間が権利者の事実上の障害を脱して権利行使が現実に期

待できる状態になるために必要とされるであろう期間といえるかは疑問である。

したがって、従来から主観的な問題が生じうるような債権において、権利行使可

能性を一切行使しない上での10年という期間は短いと評価できる。

また、いくら長期間の時効期間を定めたとしても、事実上の障害が時効期間満

了においても除去されない場合、権利者は権利を行使することが極めて困難で

あったにもかかわらず権利を行使することができる可能性を失うことになる。こ

の長期の時効期間の構造的な欠点がある以上は、権利行使可能性を考慮せざるを

得ないであろう47）。

以上のように、権利行使可能性を一切考慮せずに公益の名の下に権利者の権利

行使を認めないことは権利に対する過剰な制限となる場合が生じ得る。起算点法

理において権利行使可能性を考慮して権利者保護を図ることができないのならば、

起算点法理以外で権利行使可能性を考慮して権利者の保護を図ることはできない

か。

ここで、時効の存在理由を公益説に求めるフランスのオーブリー・ローの学説

を紹介する48）。オーブリー・ローは訴え提起の障害を法律上の障害と事実上の障

害に分ける。事実上の障害については進行障害事由には当たらないとする。もっ

とも、事実上の障害継続中に時効が完成し、障害が止みたる後速やかに権利者が

訴えを提起した場合には、権利者保護の見地から法諺「訴えを提起することがで

きない者に対して時効は進行しない」を適用して、時効完成の一時的猶予を認め
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る。

上記オーブリー・ローの学説のように、改正民法においても時効の完成猶予を

認めて、権利者に権利行使ができる機会を与えることはできないのであろうか。

そこで、完成猶予事由は例示列挙にすぎないと考えて場合によっては完成猶予を

認めることはできないか。

なお、停止には、起算停止、進行停止および完成停止の 3つがあるところ、現

行民法における停止とは完成停止を指す。完成停止とは時効が完成する際に権利

者が中断行為をすることに障害がある場合に、その障害が消滅したあと一定期間

が経過するまで時効の完成を延期するものである49）。改正民法においては名称が

変更され、完成停止は完成猶予となる。また時効中断は更新と改められる。

1　完成猶予事由を例示列挙と考えることの可能性

（ 1） 起草者の見解

（a） ボワソナード

ボワソナードは時効の停止事由を限定列挙と考えていた。以下、ボワソナード

の見解を詳細にみる。

ボワソナード草案・旧民法において、一定の事実上の障害が時効の停止事由と

して明文化され、かつ、それは限定列挙とされた。ボワソナードは時効の停止は

法諺「訴えることのできない者に対して時効は進行しない」が適用された結果で

あるという50）。また、時効の存在理由を推定説に求めるボワソナードは同法諺が

適用される場合には権利が行使により消滅したという推定が欠けるので停止が認

められるともいう51）。

ボワソナードの母国であるフランスの判例は、法諺「訴えることのできない者

に対して時効は進行しない」に基づき事実上の障害による時効の停止を広く認め

てきた。フランス民法典制定前では判例により、債権者の「不在」、「遠隔、「権

利の不知」、「交通の困難」などが進行障害事由とされた52）。そして、民法典制定

後においてもこの傾向は変わらない。民法典では停止事由は制限列挙とされたが、

停止事由の限定は「人的条件」にかかわる停止事由の限定にすぎないとして、停

止事由のひとつ「不可抗力」概念の解釈により時効の停止が認めてきた。このよ

うに時効の停止を広く認める判例に対しては時効制度が実効性のないものとなっ

てしまうと学説から批判がなされた53）。

以上のような母国フランスの議論を踏まえてボワソナードは明文にある一定の
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事実上の障害のみが時効の停止事由を構成するとした。そして、権利者の保護は、

30年という長期の普通消滅時効を定めることで図ろうとした54）。

（b） 法典調査会

法典調査会の立案担当者であった梅もボワソナードと同様に時効の停止事由は

限定列挙と考えていた。

もともと梅は、時効の停止事由を定める規定（現行民法161条）において具体的

な停止事由を定めていた。この梅の草案に対して、法典調査会において概括的な

「不可抗力ノ為メ」という文言を用いるべきではないかという提案がされた。こ

の提案について梅は次のように述べている。「……如何セン此『不可抗力』ト云

フ文字デハ広ロ過キテ……時効ノ停止ノ場合杯ハ判然リト極メテ其外ハ時効ハ停

止セラレヌドンナ事ガアツテモドン々々進ンデ往クモノトシテ置カヌト時効ノ期

限ヲ折角定メタノガ其用ヲ失ウト云フヤウナ恐レルガアリマスカラ……其処ハ何

ウモ杓子定規デ極メテ仕舞ウヨリ外ニ途ガナイト考ヘテ余程勘案ノ上ニ矢張リ既

成法典ノ例ニ倣ツテ三つ（梅が挙げた 3つの停止事由の停止事由を指す）ノ場合ヲ

並ヘタノデアリマス」55）（「日本近代立法資料叢書 1・法典調査会民法議事録速記録 1」

506頁）このように時効の停止事由を極めて制限しようとする梅の回答から推測

するところ、梅にとって、時効の停止事由が限定列挙であることは自明であるか

ら明文化するまでもないと考えられていたとされる56）。

また、前述のようにフランスでは「不可抗力」概念の解釈により時効停止を広

く認めており、その結果として時効制度を無意味にしているという批判がなされ

る状況であった。その状況について梅は認識しており、先ほどの回答に続けて次

のようにも述べる。「此事ハ随分外国デモ議論ノアルコトデ不可抗力ノ場合ハ総

テ停止ニスル方ガ宜シイト云フ議論モアリマス又例モアリマス現ニ独逸民法草案

杯ニモ然ウ云フ例ハアリマスルガ夫レハ如何ニモ広ロ過ギテ困ルト云フ考ヘデア

リマスカラ夫レデ之ハ体裁モ甚ダ宜クアリマセヌケレドモ其様ニ並ヘテ書イタノ

デアリマス」57）

そして、梅もボワソナードと同様に20年という長期の普通消滅時効を定めるこ

とで、権利者の保護を図ろうとした58）。

（c） 小　活

以上のように、わが国において完成猶予事由に相当する停止事由は起草時から
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限定列挙と考えられており、それに倣って現在の通説も限定列挙と考える。しか

し、本当に例示列挙と考える余地はないのだろうか。以下、完成猶予事由を例示

列挙と考えることの可能性を探っていく。

（ 2） 例示列挙と考える可能性

（a） 時効更新事由を例示列挙と考える見解とパラレルに考える

我妻教授は更新事由としての時効中断の趣旨を「時効は、永続した事実関係を

尊重する制度であるから、これを破る中断事由においても、権利者の権利の主張

は、明瞭明確な形態をとることを必要とする。これが中断事由について一定の形

式的要件を必要とする理由である」と考える。そして、「中断事由をこのように

考えると、民法の中断事由は制限列挙と考えるべきではなく、これと類似の性質

を有するものには適当な範囲において拡張するべきであるとする」と述べる。つ

まり、我妻教授は時効の更新事由を例示列挙と考える59）。

権利者に何らかの措置を要求する更新と異なり、完成猶予は一定の事情が生じ

ていれば無条件に認められるところ、完成猶予を広く解釈で認めることは、更新

を解釈で広く認めることよりも法的安定性を欠くおそれが大きい。しかし、時効

中断と完成猶予はともに権利者を保護するために設けられた制度である。そうだ

とすれば、完成猶予事由も中断事由と同様に例示列挙と考えて、完成猶予を認め

る必要性が高い場合には広く完成猶予を認める解釈はできないだろうか60）。

（b） フランス新法から得られる示唆

2008年に改正されたフランスの新時効法は時効の存在理由を公益説に求め、普

通消滅時効を短期化し、 5年とした。そして、進行開始障害事由および停止事由

を限定列挙とはせず、例示列挙とした61）。

フランスにおいて、法諺に基づく進行開始障害事由・停止事由の広狭は、時効

期間との相関関係によって決定されている。フランスの旧法は事実上の障害が発

生する可能性をあらかじめ想定して、普通時効期間を比較的長期の期間とし、一

方で停止事由を限定していた。これに対して、新法は普通時効期間を短期化し、

現実的に事実上の障害に陥った権利者を法諺に基づく進行開始障害や停止で広く

保護する62）。

そうだとすれば、普通消滅時効を短期化したわが国の改正民法では、フランス

新法のように完成猶予を広く認めることで権利者保護を図るべきではないだろう
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か。

（ 3） 完成猶予の規定を類推適用する可能性を示した判例

現時点において、停止事由を例示列挙とした判例はない。もっとも、停止事由

の類推適用を認めて、時効停止を広く認め得る可能性を示した判例が登場した。

わが国の判例で初めて、時効停止の規定を類推適用することができる可能性を示

したのが、最判平10.6.12民集52巻 4号1087頁（以下「平成10年判例」とする）である。

平成10年判例は不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前 6ヶ月内

において当該不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有し

なかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣言を受け後見人に就職した

者がその時から 6ヶ月内に不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したという特

段の事情があるときは、民法158条の法意に照らし724条後段の効果は生じないと

した。平成10年判例は724条後段の法的性質を除斥期間であることを前提として

いるが、仮に724条後段の法的性質を消滅時効と考えても、本件は不法行為から

20年が経過した時点で本人が禁治産宣言を受けていないのであるから、文理上、

民法158条が適用される場合ではない。しかし、時効の停止事由として想定する

本来的な場面と同程度の権利者保護の必要性がある場合には停止事由の概念を広

く捉えて、厳密には民法158条 1項が適用できない場合であっても、「除斥期間」

の停止を認めている63）。したがって、平成10年判例は時効停止の規定を類推適用

する可能性を認めているといえよう。

そして、除斥期間ではなく、消滅時効において厳密には158条 1項を適用でき

ない場合に、停止事由の概念を広く捉えて時効の停止を認める判例も登場した。

重要な判例と考えるので以下、詳しくみることにする。最判平26.3.14民集68巻 3

号229頁（以下、「平成26年判例」とする）は遺留分減殺請求権の 1年の消滅時効（民

法1042条）が争われた事案である。訴外 Aが平成20年10月22日に自筆証書遺言を

残して死亡した。Aには X・Yを含む 6名の法定相続人がいたが、当該遺言には

Aの財産のすべてを Yに相続させる旨が記載されていた。Aが死亡した時点で X

はAの相続が開始したことと本件遺言の内容が減殺できるものであることを知っ

ていたため、Aが死亡した時点から遺留分減殺請求権の消滅時効は進行する。し

かし、Xの意思能力に問題があるため、他の子から平成21年 8月 5日に後見開始

の申立がなされ、平成22年 4月27日に Xについての後見が開始し、Bを成年後

見人とする審判が確定した。そこで、同月29日、成年後見人 Bは Xの遺留分に
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ついて Yに対して遺留分減殺請求をした。これに対し、Yが平成21年10月22日の

経過により Xの遺留分減殺請求権の消滅時効は完成したとして時効を援用した。

現行民法158条 1項は、「時効の期間の満了前 6ヶ月以内の間に未成年者若しく

は成年被後見人に法定代理人がない」場合は、「その未成年者若しくは成年被後

見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から 6ヶ月を経過する

までの間は、その未成年者若しくは成年被後見人に対して、時効は完成しない」

として時効の完成停止を定めている。「成年被後見人」とは「後見開始の審判を

受けた者」（民法 8条）であるから、本件の Xのように精神上の障害により事理

を弁識する能力を欠く者（民法 7条）として後見開始の要件を満たしていたとし

ても、いまだ後見開始の審判を受けていない者について文理上は民法158条 1項

の定める停止事由に当たらず時効の完成停止は認められない。したがって、本件

では Xのような者に民法158条 1項の類推適用を認めて保護を図ることができる

かが問題となった。

これについて平成26年判例は、民法158条 1項の趣旨は「成年被後見人等は、

法定代理人を有しない場合には時効中断の措置を執ることができないのであるか

ら、法定代理人を有しないにもかかわらず時効の完成を認めるのは、成年被後見

人等に酷であるとして、これを保護するところにある」。そして、「精神上の障害

により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものの、まだ後見開始の審判を受け

ていない者については、既にその申立てがされたとしても、もとより民法158条

1項にいう成年被後見人に該当するものではない。しかし、上記の者についても、

法定代理人を有しない場合には時効中断の措置を執ることができないのであるか

ら、成年被後見人と同様に保護する必要があるといえる」として、同条項が予定

する権利者保護の必要性という趣旨が本件の Xにも妥当するとした。

また、同条項において「時効の停止が認められる者として成年被後見人等のみ

が掲げられているところ、成年被後見人等については、その該当性並びに法定代

理人の選任の有無及び時期が形式的、画一的に確定し得る事実であることから、

これに時効の期間の満了前 6ヶ月以内の間に法定代理人がないときという限度で

時効の停止を認めても、必ずしも時効を援用しようとする者の予見可能性を不当

に奪うものとはいえない」。そして本件のように精神上の障害により事理弁識能

力を欠く常況にある者について、「その後に後見開始の審判がされた場合におい

て、民法158条 1項の類推適用を認めたとしても、時効を援用しようとする者の

予見可能性を不当に奪うものとはいえないときもあり得る」。
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以上のように、権利者保護と時効援用権者の予見可能性との調和を図り、時効

期間の満了前 6ヶ月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常

況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも時効期間の満了前の申

立てに基づき後見開始の審判がされた場合には時効停止を定める現行民法158条

1項を類推適用して、時効の完成停止を認めた。

平成26年判例は、時効の停止事由の類推適用を認めるにあたり、ⅰそもそも停

止事由を規定した条文の趣旨が妥当するほど権利者保護の必要性があるか、ⅱ時

効の援用権者の予見可能性を不当に奪わないかという 2段階によって判断してい

る。ⅱが要求されるのは、仮に時効の停止事由の類推適用を広く認めてしまうと

時効期間が不明確になり、援用権者をはじめとする利害関係人の法的安定性が損

なわれるためと考えられる。そして、この利害関係人と法的関係に立とうとする

第三者の法的安定性をも損なうおそれがある。したがって、平成26年判例がⅱを

要求したのは、時効期間の明確化を図り、法的安定性を確保することで広く第三

者の利益、すなわち、社会一般の利益（「公益」）を守るためと考えられる。

（ 4） 私　見

ボワソナードは権利行使可能性を考慮して、あらかじめ30年という長期の時効

期間を設けていた。また梅も20年という長期の時効期間を設けていた。そうだと

すれば、現行民法は権利者の権利保護を長期の時効期間により考慮し、完成猶予

では図らないという立法であったといえる。しかし、改正民法では10年という比

較的短い時効期間と改められたにもかかわらず、停止事由は現行民法と変わりな

く、権利者保護が十分に図られたとはいえない。この点、フランス新法は時効期

間の短期化と引き換えに中断・停止を広く認めている。そうだとすれば、わが国

の改正民法においても、時効の完成猶予を広く認める基礎があるのではないだろ

うか。

もっとも、確かに完成猶予を広く認めることは公益説から要請される②時効期

間の明確化を損ない、法的安定性を欠くおそれがある。しかし、完成猶予は権利

者が中断をするのに必要と考えられる短期間の完成が猶予されるのみで、その効

果は限定的である。そうだとすれば、起算点において権利行使可能性を考慮して、

時効の進行自体を認めない現行民法より②時効期間の明確化を損なうおそれは小

さいといえる。さらに、平成26年判例で示されたように公益を損なうおそれが大

きい場合には完成猶予を認めない必要がある、すなわち、完成猶予を認める要件
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を厳格に考えることで②時効期間の明確化を図り、法的安定性を確保する必要が

ある。

以上より、筆者は、改正民法では完成猶予事由は例示にすぎないと考え、一定

の要件の下に完成猶予により権利者の保護を図ることができると考える。

では、いかなる要件の下で完成猶予を認めることができるであろうか。完成猶

予事由を例示列挙と考えて、完成猶予を広く認めることは公益説から要請される

②時効期間の明確化を損ない、法的安定性を欠く結果をもたらし得るため、その

判断は慎重にされなければならない。

改正民法は時効の完成停止と同義の完成猶予事由を158条から161条において定

めている。その完成猶予事由は現行民法と同じであり、天災等による時効の完成

猶予（改正民法161条）の猶予期間が 2週間から 3ヶ月に延長された。権利行使可

能性を考慮して時効の完成猶予を認めるとすれば、158条から161条に定められて

いる完成猶予事由を用いることになる。もっとも、158条は未成年者又は成年後

見人について、159条は夫婦間について、160条は相続財産について定められてい

るところ、平成26年判例のようにこれらと同様の利益状況が生じる場合は158条

から160条によって完成猶予が認められると考える。

158条から160条の想定する場面とは離れている場合で、権利行使可能性を考慮

する場合は、161条によると考える。同条の「天災」とは、地震、洪水などの自

然力を意味し、その他の「事変」とは、暴動、戦乱などの天災と同視するべき外

部的障害を意味すると考えられる64）が、私見では同条は例示と考えるから主観

的障害でも、権利者保護を図る必要性が高いものは猶予事由に当たり得ると考え

る。

では、いかなる場合に完成猶予を認めることを許容することができるか。

そもそも、完成猶予を認めて権利者の保護を図る根拠は、信義則にあると考え

る65）。そうだとすれば、信義則上保護に値しない権利者は保護する必要はない。

言い換えると、事実上の障害があることについて権利者に帰責性が認められる場

合は同条による完成猶予は認められない。例を挙げると権利の不知などの主観的

事情のため権利を行使していない場合は権利不知について権利者が無重過失であ

る必要があるだろう66）。

そして、現に帰責性がないことが権利者および義務者にとって明白であり、か

つ、一般人を基準として客観的に判断しても帰責性がないことが明白であるとい

える必要があると考える。完成猶予を広く認めることは時効の明確性を損ない、
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法的安定性を欠くことになり得るため、完成猶予を認める範囲を広く第三者に不

利益を及ぼさない範囲に限定する必要があるためである。この一般人を基準に客

観的にみて帰責性がないことが明白であるという要件は、平成26年判例でいうと

ころの「時効を援用しようとする者の予見可能性」という要件をさらに厳格に捉

えたものである。

以上をまとめると、事実上の障害があることについて権利者に帰責性がない場

合において、帰責性がないことが当事者にとって明白であり、かつ、一般人を基

準として客観的にみても帰責性がないことが明白である場合には161条により

6ヶ月という必要最小限の完成猶予を認める時効の完成猶予を認める。

もっとも、上記のように完成猶予を認める範囲を限定的に考えたとしても、解

釈で完成猶予を広く認めることで、時効の明確化を損ない、法的安定性を欠く結

果となることは否定できない。しかし、時効の存在理由をどのように捉えるかを

問わず、本来、義務者は義務を履行する必要がある。これを司法制度的利益とい

う公益のために犠牲にする以上は、権利者に最低限の権利行使可能性が認められ

なければならないだろう。そうだとすれば、ある程度の法的安定性を損なうこと

になったとしても、この最低限の権利行使可能性は権利者に与えられるべきであ

る。

筆者は、上記の通り、慎重に完成猶予の概念を広げることで、この最低限の権

利行使可能性を権利者に与え、大きく法的安定性を欠く結果を防ごうとした。法

的安定性の観点からすると、本来は完成猶予事由の拡大は望ましくない。しかし、

改正民法は時効期間を短期化したにもかかわらず、時効の更新事由や完成猶予事

由の十分な改正はなされなかった。このように権利者に酷な立法となった以上、

完成猶予事由の拡大はやむを得ないといえよう。

2 　現行民法において権利行使可能性を起算点で考慮した判例の検討

まず、客観的事実上の障害が問題となった昭和45年判例、平成19年判例および

平成21年判例は、権利行使をしないことについてそれぞれ帰責性があったとはい

えない。また、それぞれ争いとなった権利の性質上、権利行使をしないことにつ

いて権利者に帰責性はない。そして、それは一般人を基準に客観的にみても明白

である。したがって、昭和45年判例の事案では供託の基礎となった争いが終結し

てから 6ヶ月は時効の完成が猶予される。そして、平成19年判例の事案では預金

者が解約を申し入れたときから 6ヶ月は時効の完成が猶予される。また、平成21
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年判例の事案でも金銭消費貸借取引が終了したときから 6ヶ月は時効の完成が猶

予される。

次に、主観的事実上の障害が問題となった平成17年判例について検討する。平

成17年判例の事案において、保険金請求権を行使するために必要な要件である被

保険者の死亡を客観的に証明することが困難であったのだから、これについて権

利者は無重過失であったといえる。そうだとすれば、権利者に帰責性はない。そ

して、一般人を基準に客観的にみても帰責性がないことは明白である。したがっ

て、被保険者が発見されてから 6ヶ月は時効の完成は猶予される。

Ⅳ　おわりに

今回の民法改正では、消滅時効期間を短期化したにもかかわらず、時効の更

新・猶予によって権利者保護が十分に図られたとはいえない。その意味で、改正

民法は権利者にとって酷な立法であるといえよう。従来のように起算点法理にお

いて権利行使可能性を考慮するより、より法的安定性に資する完成猶予の拡大に

よって権利者保護を図ることができることを本稿は示した。判例の動向は見守る

として、将来的な民法改正において諸外国のような権利者保護を考慮した時効制

度が構築されることに期待し、本稿がその試金石となれば幸いである。
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