
内 藤 　定刻になりましたので、民事介入暴
力対策委員会による定例研修「反社会的勢力
対応の実務に民法改正が及ぼす影響とその対
策～民法改正の光と影」を始めさせていただ
きたいと思います。初めに開会のごあいさつ
を当会副会長、飯島康央先生にお願いしたい
と思います。
飯 島 　皆さんこんにちは。民事介入暴力対
策委員会の担当副会長をしております飯島と
申します。本日はお忙しい中お集まりいただ
きありがとうございます。
　既にご案内のとおりですが、本年の3月に民
法の一部改正案が国会に提出されました。予
定通りにいけば今国会中に成立になるでしょ
うけれども、今国会が非常に紛糾している中
でどうなるかというところです。どちらにし
ても非常に重要な改正が含まれております。
　本日の議論をお聞きいただければお分かり
になるとは思いますが、民暴事案の対応にお
きましても、民法改正が被害者にとって有利
に働く場面もあれば逆に不利に働く場面もあ
ると。それから民法改正では解決できずに依
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然として解釈に委ねられている部分もまだま
だ多く存在するということです。これらの点
に関して本日の研修会では民暴委員会所属の
講師陣の研究、協議を重ねた結果について皆
さんにご披露させていただくことになります。
　本研修会を通じて、今回の民法改正の重要
なポイントをあらためて見直すところもあり
ますが、民法改正が今後の反社会的勢力に対
する対応という形で、それに影響を及ぼす光
と影の部分をご理解いただいて、ご参加いた
だいた皆さんの反社会的勢力に関する見識が
深まることの一助となれば幸いと考えており
ます。2時間の研修ということで少し長いです
が、非常にためになる研修会だと思いますの
で、皆さんよろしくお願いいたします。
内 藤 　飯島先生、ありがとうございました。
では、パネルディスカッションに入っていき
たいと思います。私は今回のこのパネルディ
スカッションのコーディネーターをやらせて
いただきます、民暴委員会の副委員長の内藤
といいます。これから当委員会の委員、幹事
の講師陣による3つの事例を題材とした議論を
通じて民法改正が実務に与える影響を検討し
てまいりたいと思います。
　では早速内容に入っていきたいと思います。
今回用意した3つの事例は、1つ目が組長責任
追及事案、2つ目が不当要求クレーム事案、3
つ目が取引関係から反社会的勢力を排除する
という事案になっております。これらはそれ
ぞれ民暴事件では典型的な類型になっており
ますので、この処理を通じていろいろ検討を
してまいりたいと思います。

Ⅰ
事 例

1

暴力団組員に対する責任追及
および暴力団組長に対する
暴力団対策法に基づく
責任追及を行う事例

設問（1）について

◇「組長訴訟」という類型
内 藤 　この事例1ですが、われわれ民暴委員

Y組組長 D

B組組長 B

C A

1（当事者）
　A　自動車中古販売業（個人）。
　B　Y組系3次団体B組組長。
　C　B組組員。
　D　指定暴力団Y組組長。

2（事案）
　Cは、Aとの間で中古自動車販売の取引を行ったとこ
ろ、平成30年1月、Aが取引についての金銭支払いを遅
らせたとして因縁をつけ、「ペナルティーを持ってこい。
俺の兄貴分はB組の若頭だ。兄貴は怒らすと、鉈で腕
を切ったり、頭をボコボコにして相手を障害者にしたこ
ともある。」などと申し向けてAを脅し、平成30年3月末
日までの間に計4回、合計400万円を喝取した。
　また、Cは、平成30年4月30日、Aから中古自動車を
200万円で購入して引き渡しを受けたが、Aが畏怖して
いることを奇貨として、「代金は3年後に支払う」などと
述べ、代金を支払わなかった。
　その後、Aは意を決して、Cに対し、喝取された金員の
返還と未払い中古車代金の支払いを請求したが、Cは
逆上した。また、Aからの請求の事実を知ったBは、Aの
行為がB組の看板に泥を塗る行為であると判断し、Cに
対し、Aに制裁を加えるよう指示した。
　そこで、Cは、平成30年6月1日、協議に応じるとしてA
を呼び出し、Aが現れたところを警棒でめった打ちにす
るなどの暴行を加え、脳挫傷等の重傷を負わせた。
　Aは、1年以上入退院を繰り返し、平成31年7月1日に
症状固定と診断され、後遺障害等級1級相当の高次
脳機能障害が残った。
　その間、Cは恐喝と傷害罪の正犯として懲役刑の実
刑判決を受けたが、Bは不起訴処分となった。
　Aは、平成33年8月1日にE弁護士に相談し、
① 平成30年1月から3月末日までにかけてCに喝取され
た金員400万円
② 平成33年4月末日までにCが支払うと述べていた自
動車販売代金200万円
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い可能性もありますので、この点についても、
眞々田先生、ご説明いただけますでしょうか。
◇使用者責任の追及
眞々田 　まず、今申し上げましたB組組長Bに
対する使用者責任の追及についてですが、通
常の使用者責任といった場合には使用関係に
ある場合、その使用人が事業の執行について
不法行為を行った場合に認められるものとな
っております。暴力団がそもそも事業なのか、
暴力団の親分と子分が使用関係にあるのかと
いう問題がありますが、その点については通
常のいわゆる雇用等に類似するものと法律構
成して組長に対して請求していくのが民暴委
員会での民暴事件の扱い方となっております。
実際に組長に対しても損害賠償請求が認めら
れる場合の裁判例も出ているところです。
◇暴対法31条の2の責任
　また、本件でいえばY組の3次団体というこ
とですので、B組組長に責任追及してもあまり
資力がない可能性があります。ですので、指
定暴力団Y組のトップであるY組の組長Dに対
しても損害賠償請求しなければ被害回復は十
分なされない可能性があります。Y組の組長D
に対する損害賠償請求も考えたいところです。
そこで出てくるのが暴対法の31条の2です。こ
れは民法715条の使用者責任の特則となってお
ります。暴力団組長に対して使用者責任を追
及する場合には、先ほども申し上げました使
用者性、あるいは暴力団の事業であるか、そ
の事業の執行について行った不法行為である
か、そういった部分についての実証をしてい
く必要がありました。これが特に3次団体の末
端の組員の行為が1次団体である、本件でいえ
ばY組のトップの使用者責任まで追及できるか
は立証の点で非常に難点がございました。そ
こを暴対法31条の2は立証を、使用者性、およ
び暴力団の事業性といった要件は立証不能と
いう形を取っておりまして、末端の組員の行
為をトップであるY、指定暴力団のトップの責
任、代表者の責任まで一気に追及できる形で
立証を緩和している形になっております。
内 藤 　これらを前提として事例の設問の検
討に入っていきたいと思います。相談を受け

では組長訴訟と呼ばれる類型の事件です。前
提問題としてAさんがC、B、Dに対して訴訟
を起こす場合に、誰を被告にしてどのような
法律構成で訴えを提起すべきかという点につ
いて眞々田先生、解説をお願いできますでし
ょうか。
眞々田 　まずはAからお金を脅し取り、傷害
を加えた張本人であるCに対する民法709条の
不法行為責任が考えられるところです。また、
Cは暴力団B組に所属している者でしたので、
B組の組長Bに対して民法715条の使用者責任
を追及していくことも考えられます。さらにB
組は指定暴力団Y組の系列の暴力団ですので、
Y組の組長、この件ではDに対して暴対法31条
の2に基づく責任を追及していくことが考えら
れます。
内 藤 　組長訴訟における法律構成としての
使用者責任と暴対法に基づく組長責任は、一
般の会員の皆様からするとあまりなじみがな

③ 平成30年6月1日の傷害事件から生じた治療費、入
通院慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症逸失利益

について、加害者に対する請求が認められるのであれ
ば、請求したい旨を述べた（なお、Aは平成32年4月にほ
かの弁護士に一度依頼し、①の喝取金に関してCの預
金口座に仮差押を行ったものの、平成32年5月に取り
下げている）。

（時系列）
平30.1～3 ①CがAから400万円喝取
平30.4.1 改正民法施行
平30.4.30  ②CがAから200万円で自動車購入
平30.6.1 ③CがAを暴行
平31.7.1 A、後遺障害等級1級相当で症状固定
平32.4 AがCの預金口座を仮差押
平32.5  AがCの預金口座の仮差押にかかる申

し立てを取り下げ
平33.4.1 法定金利見直し
平33.8.1 AがE弁護士に相談

3（設問）
（1） E弁護士は、①から③までの請求が認められるかの

見通しについて、Aにどのように説明すべきか。
（2） E弁護士は、①から③までの請求をするとして、どの

ように請求額を計算すべきか。
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たE弁護士としては、この事件をどう見立て
て、どのように依頼者に説明すべきでしょう
か。時間軸としては、相談を受けている時点
が平成33年の8月1日であることを前提として、
1番目の400万円の請求の当否についてどのよ
うに依頼者に説明すべきでしょうか。堀内先
生、お願いします。
◇400万円の損害賠償請求と消滅時効
堀 内 　この請求は平成30年1月から3月末日
までにCに喝取された400万円の返還を求める
ものです。これは財産的損害に関する損害賠
償請求権ですが、事例の設定からしますと、
改正民法が平成30年4月1日から施行されたと
仮定しております。そのため、今提出されて
いる改正民法の施行附則によりますと、施行
日前に債権が生じた場合におけるその債権の
消滅時効期間については従前の例によるとな
っております。その結果、現行民法が適用さ
れることになり、時効期間は3年ですので時効
期間が満了していることになります。
　なお、経過措置に関しては民法が成立した
ときに変わり得るところでもありますので、
皆様でご確認いただければと思います。仮に
この点について新法が適用されると仮定して
も、同じく財産的損害に関する不法行為に基
づく損害賠償請求権につきましては、新法に
おいても時効期間の変更はありませんので、
やはり消滅時効期間が経過していることにな
ります。そのため、その旨を依頼者に説明す
る必要があることになります。
内 藤 　この場合の時効の起算点はどう考え
ればいいですか。
堀 内 　今回、平成30年1月から3月末日まで
にかけてということで継続的に行われている
ようにも考えられますので、これらの4回の喝
取について一体として考えて、平成30年3月末
日と最も遅くとらえることは可能かと思いま
す。
内 藤 　それでも時効にかかってしまってい
るということですね。この件で結果的には取
り下げをしていますが、Aさんは、仮差押を
行っています。この仮差押による現行法でい
う時効の中断が、改正法の場合はどうなるの

か、どういう影響を受けるのか、この点につ
いて、引き続きご説明をお願いします。
堀 内 　ご指摘のとおり、現行法において仮
差押は時効中断事由と規定されておりますが、
時効の中断・停止については改正法において2
つの点から変更しております。まず、1点目で
すが時効の中断・停止という概念について制
度の大きな枠組み自体は維持しつつ、時効の
中断については時効の更新、時効の停止は時
効の完成猶予という名称になります。
　次に2点目ですが、時効の中断・停止の名前
の変更のほかに、現行法で時効中断事由とさ
れていた仮差押・仮処分について、新法では
完成猶予となり、現行法で申し上げますと時
効の停止事由ということになります。現行法
に基づいて表現しますと、仮差押ないし仮処
分の事由が終了した後、これまでは新たに時
効期間の進行を始めることになっておりまし
たが、改正法では6か月間時効の完成が猶予さ
れるだけということになります。
内 藤 　本件に当てはめるとどうなりますで
しょうか。
堀 内 　本件に当てはめますと、新法が適用
されると仮定しても、平成32年4月に仮差押を
行っていて、その後取り下げをしております
ので、その事由が生じたときである平成32年5
月からすでに6か月以上経過しているため、消
滅時効にかかっていることになります。
内 藤 　仮差押の事由が終了したときから6か
月が経過しているので、これは時効にかかっ
てしまっているということですね。では、仮
にAさんが仮差押を取り下げず、仮差押がそ
のままずっと維持されていた場合はどうでし
ょうか。
堀 内 　仮差押の事由が終了したということ
の解釈の問題になるかと思いますが、現行法
においても、判例上仮差押の執行保全の効力
というのは仮差押が継続している間、時効中
断の効力は存続するとされております。この
判例との整合性を考えますと、仮差押が時効
の完成猶予になったとしても、仮差押がかか
っている間は、時効は完成していないという
ことになると考えられます。
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内 藤 　そうすると、仮差押が終了したとき
というのは、申し立てが取り下げられたり、
起訴命令がされて訴えが提起されたといった
事由がないと認められないと考えてよろしい
ですか。
堀 内 　そのとおりです。
内 藤 　では、1番目の400万円の請求につい
てはどうも時効が完成してしまっているとい
うことになると、Aさんとしてはいかんとも
しがたいのでしょうか。ほかに何らかの手だ
てはないのかということになりますが、この
辺りはどうにかならないのでしょうか。
今 井 　先ほど堀内先生から申し上げました
とおり、通常の金銭債権だと考えた場合には
時効消滅で請求ができないことになるのです
が、改正法は生命・身体の侵害による損害賠
償請求権の消滅時効と題し、724条の2で、生
命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅
時効の起算点を被害者またはその法定代理人
が損害および加害者を知ったときから5年間と
いう形に従前より延長しております。
　今回の事例に則して考えていきますと、最
初に400万円の取引をしたのは、喝取行為、畏
怖させる行為によって取引に及んでいるわけ
ですが、この喝取によってAさんが一種の畏怖
状態に陥って、それによって取引を行ってい
るところをとらえて、畏怖状態で精神疾患を
引き起こしたような場合があったとしたとき
には、文言的には苦しいものの生命・身体の
侵害による損害賠償請求権の中の「身体」と
いう文言の中に例えば精神疾患を読み込んで、
改正法742条の2が適用されるといった立論を
考えてもいいかと思います。
　もっとも文言上はなかなか難しいところも
あり、通常はなかなか認められないと思いま
すが、被害者救済の必要性の高い民暴事件に
臨む際には趣旨に引っ掛けてこういう立論を
することも1つ検討されてよいのかと思ってお
ります。
内 藤 　ありがとうございます。ただ、本件
では改正法の施行前に喝取行為が行われてい
るので、残念ながらこの改正724条の2を適用
することはできないことになるのですが、今

後我々が事案処理をしていく際にはこの条文
で救済を図っていくことは1つ考えていいので
はないかと思います。その意味で「民法改正
の光と影」という副題を付けたのですが、こ
れは光に当たる部分ではないかと思います。
　では、AさんのCに対する請求は少し難しい
ということですが、BやDに対する請求につい
ても消滅時効を前提とせざるを得ないのでし
ょうか。まずBについてはいかがでしょうか。
井 砂 　Bは今回、使用者責任に基づいて責任
追及をされているわけですが、この使用者責
任の消滅時効の起算点をどのように考えるか。
これについて判例は実際に不法行為を行った
者の不法行為責任とは別個に進行するという
立場を取っております。損害の発生、実際の
不法行為といった一般的な要件とは別に、使
用関係や事業執行性、これらのことについて
も被害者が認識をした時から消滅時効が進行
すると解されております。
　本件において、実行者のCは平成30年の1月
の段階で、俺の兄貴分はB組の若頭だと申し向
けているという事実があるわけです。このよ
うな事実からすれば、被害者のAは不法行為
があった1月から3月の時点において既にBとC
の間の使用関係、あるいはB組の事業執行性、
こういったものについて認識していたと認め
られるおそれはあると思います。
　こうなってしまうとD組長やBに対する使用
者責任は不法行為のなされた時から消滅時効
が進行することになりますので、やはりE弁護
士が相談を受けた平成33年8月1日には消滅時
効が完成していたことになると思います。
　ただ、一般的に組長訴訟において、例えば
○○組の組長の正確な名前を知っている、あ
るいは住所まで正確に把握しているという方
は一般的ではないと思います。このような実
際の氏名、住所などについて正確に知り得な
い事情がある場合について、判例はその氏名
および住所を知った時から消滅時効は消滅す
ると判示しております。委員の立場からすれ
ば、このような裁判例に基づいて消滅時効は
まだ進行していないという形で反論を行って
いくことが考えられます。
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◇Dに対する責任追及
内 藤 　Bに対する請求も厳しそうだというこ
とになると、Aさんにとっては非常に酷な結
論かと思いますが、では、このY組のDに対す
る請求についてはいかがですか。
井 砂 　この点についてですが、先ほど眞々
田先生からご説明のあったとおり暴対法31条
の2に基づいてDに対する損害賠償請求を行う
わけですが、これは715条の特則と位置付けら
れているわけです。その点、31条の2と715条
をパラレルに考えることができるのであると
すれば、やはり実際に不法行為を行ったCとは
別個に消滅時効が進行すると考えられます。
31条の2の要件は先ほど申し上げました実際の
不法行為や損害の発生とは別に、要は当該不
法行為を行った者が指定暴力団の暴力団員で
あること。あとは当該不法行為が、少し特殊
な用語ですが、威力利用資金獲得行為につい
てなされたものであるということ。
　なじみがない方もいらっしゃると思うので
一応説明すると、例えば組の名前を使ったし
のぎといったものをご想像いただければ分か
りやすいと思います。いわゆるみかじめを取
ったりというのがこの典型例であるとされて
おります。31条の2はこのような要件を定めて
おりますところ、やはりこの消滅時効の起算
点はこのような要件を認識した時から進行す
ると考えられます。
　結局本件においてどうなのかということに
なりますが、このような要件の認識についてA
さんがどのように認識していたのか、それは
書かれておりませんので、実際のところはな
かなか難しいと思いますが、同じようにAさ
んの立場としては組長、特に1次団体のトップ
であるDの住所氏名はなかなか正確に把握でき
ないということを主張して実際の起算点を遅
らせるという対策が考えられます。以上です。
内 藤 　ありがとうございます。そうすると、
AさんがY組のトップの氏名、住所を認識する
時点は相当後にずれ込むことになりそうです
ね。例えば考えられるとすれば、これが刑事
事件になったときにAさんが、警察から取調
べを受け、「加害者のCはB組に所属していま

す」とか、「B組はY組の系列です」とか、Y組
の組長はどこに住んでいる誰といった事情を、
取調べで聞かされて、認識をしていたとすれ
ば、そこから進行すると考えられますか。
井 砂 　実際そのようなことを警察が言うか
どうかは別として、その時点で知っていたの
であればそこから起算することになると思い
ます。
内 藤 　では、2番目の自動車販売代金200万
円の請求についてはいかがでしょうか。堀内
先生、お願いします。
◇200万円の自動車販売代金債権と消滅時効
堀 内 　200万円の自動車販売代金債権が時効
により消滅していないかということが問題と
なります。現行法上、商事債権は5年、一般債
権は10年、その他職業別の短期消滅時効を規
定していますので、仮に現行法が適用される
となりますと、本件売買時金債権は小売り商
人が売却した商品の代金、対価にかかわる債
権として短期消滅時効の2年にかかる可能性が
あります。
　他方、改正法におきましては、現行法の職
業別の短期消滅時効および商取引債権の消滅
時効を廃止しています。そして、債権者が権
利行使をできることを知った時から5年、これ
を主観的消滅時効と規定し、権利行使ができ
る時から10年という客観的消滅時効の2つを定
めています。
　これを本件について当てはめますと、販売
業者であるAは平成30年4月30日に自動車を売
却しています。組員Cは代金を3年後に支払う
と言っていますが、この点についてAC間の合
意の内容となっていればもちろん時効期間内
ですし、合意の内容となっていなくても5年の
時効期間内になりますので、代金債権を請求
することができます。
内 藤 　消滅時効の改正で1つ大きなところと
しては、短期消滅時効の廃止があります。あ
とは時効の一般的な原則として、従前は権利
を行使できる時から10年という定めがありま
したが、この枠組みは維持しつつ、権利を行
使することができる時から5年というダブルス
タンダードで規律されることになりますので、
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皆さんご留意いただければと思います。
◇治療費、慰謝料等の請求
　3番目に、AさんはE弁護士に対して平成30
年6月1日の傷害事件による治療費、入通院慰
謝料、後遺症慰謝料等についての損害賠償請
求について請求できるのであればしたいと相
談をしました。
　この点はいかがでしょうか。
堀 内 　これらの請求もCに脅し取られた合計
400万円の請求と同じく不法行為に基づく損害
賠償請求権ですが、平成30年6月1日の傷害事
件から生じた治療費等ということで、生命・
身体の侵害による損害賠償請求権に該当しま
す。
　先ほど少し出てきましたが、改正法におい
ては724条の2という新しい規定を設け、人の
生命・身体に対する不法行為に該当する場合
には主観的消滅時効期間を債権者が権利行使
できることを知った時から5年、客観的消滅時
効期間を20年と定めておりますので、本件に
当てはめますとなお時効期間が経過しておら
ず請求することができるということになりま
す。
内 藤 　この点は非常に大きなところで、し
かも民暴事案の処理という点から見ても非常
に光が当たっていると。通常3年で消滅する時
効が生命・身体の侵害による損害賠償請求に
ついては5年に伸長している。主観的な消滅時
効の期間が5年、客観的な消滅時効の期間は10
年から20年に伸長しているということになり
ます。

設問（2）について

◇法定利率についての改正
内 藤 　次に設問の2に移ります。請求額をど
う計算すべきか、というところで特に問題と
なるのが、後遺症逸失利益になります。この
点は少し先出ししてしまいますが、法定利率
の改正が絡んでくるところになります。番匠
先生、この点についてご説明いただけますで
しょうか。
番 匠 　請求の額、何を請求するのかについ

ては、①Cに喝取された金員400万円、②自動
車販売代金200万円、③傷害事件から生じた治
療費、入通院慰謝料、後遺症慰謝料と、今申
し上げた後遺症逸失利益があると思いますが、
まず法定利率が今回の民法の改正によって大
きく変更されたのは皆様もご存じかと思いま
す。今までは利率が5%に固定されていたので、
何も考えなくても5%と書けばよかったのです
が、これからは変動利率に変わることによっ
て気を使わなければならなくなりました。
　なお、変動利率の採用により、今までの法
定利率の5%と、商事法定利率の6%スタート
時点の変動利率については、改正404条2項で、
年3%になっており、3年ごとに見直すとされ
ております。
　では、その3年ごとにどうやって見直すのか
ですが、過去5年間の短期貸付平均利率を元に
した基準割合と直近変更期の基準割合の差を
取り、この差が1%を超えたときは小数点以下
を切り捨てた上で、この差を直近変更期の法
定利率に加算、減算して算定します。
　例えば、法定利率が3%、直近変更期の基準
割合が0.3%、見直し時点からの過去5年間、60
か月分の短期貸付平均利率が1.3%であった場
合、差は1%であるので、見直し後の法定利率
は4%となります。また、60か月分の短期貸付
平均利率が1%であった場合には、差は1%に満
たないので、見直し後の法定利率は、3%のま
まです。
　これだけいろいろ説明して最後にこう言う
のも何ですが、法務省が、最終的に何%とい
う発表をしますので、それを注意して見てい
ただければ法定利率の数字は分かるというと
ころです。
◇訴状の「請求の趣旨」の記載
内 藤 　それを前提として、では訴状に請求
の趣旨を書く場合にはどういった点に注意す
ればいいでしょうか。引き続き番匠先生、お
願いできますか。
番 匠 　これも基本的には、請求ごとに基準
となる法定利率を確定した上で個別に記載す
ることで足りると思います。ですので、請求
の①から③についてはそれぞれ発生の時期が、
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先ほど時効の関係でもいろいろお話があった
とおりですが、①については平成30年3月末日
までに発生したものであるので、改正前の利
率を記載することになります。ですから基本
的には5%です。請求②については改正後の利
率で、平成33年4月末日なので、まだ変動の適
用がされる前なので開始時の3%を適用するこ
とになり、最後の請求の③については施行後
の不法行為債権ということになりますので、
利息が生じた最初の時点、すなわちこの場合
は平成30年の6月1日の時点での3%が適用され
るという整理になると思います。
◇中間利息の控除
内 藤 　法定利率についてはもう1つ、中間利
息の控除が明文で認められています。本件の
請求の③の中間利息控除を計算するときの基
準となる利率はどう考えればよろしいでしょ
うか。
番 匠 　基準となる利率ですが、これは損害
賠償請求権が生じた時点の利率ということで、
改正民法の417条の2で定めることになりまし
た。その結果、損害賠償請求権が生じた時点
ということで3%の利率が提供されることにな
ります。
　ちなみに補足ですが、中間利息の控除の金
額が今までは5%で計算すればよかったのです
が、これが3%またはその周辺の利率となるこ
とによって、今までよりも請求できる金額が
増える可能性がある反面、例えば保険会社さ
んなどにとってみれば、金額が増えることも
さることながら、債権の管理をいちいちしな
ければいけないということで、この点は5%の
ままにすべきだという議論が改正法の部会で
はされていましたが、結局は変動利率を採用
し、当初のスタート時点で、3%等で行うこと
になりましたので、その点も被害者保護とい
う意味では光といえる点と思っております。
内 藤 　ありがとうございます。以上で事例1
についての検討を終えたいと思います。この
事例1は消滅時効、そして法定利率が主に問題
となっております。堀内先生、消滅時効は非
常に多くの改正がされているところですが、
ここで取扱えなかったところで注意すべき点

があればご説明いただけますでしょうか。
◇合意による時効の完成猶予
堀 内 　改正法で新たに認められたものとし
て、「権利についての協議を行う旨の合意が書
面でされた時に時効の完成が猶予される」と
いう制度があります。改正法の151条をご確認
いただきたいのですが、具体的な内容をご説
明しますと、権利についての協議を行う旨の
合意が書面でされたとき、次の3つの期間のう
ち最も早い時までの間は、時効は完成しない
という制度です。
　1つ目が権利についての協議を行う旨の合意
から1年を経過した時。
　2つ目、当該合意で協議を行う期間（1年未
満に限る）を定めたときにはその期間を経過
した時。
　3つ目として、当事者の一方から相手方に対
し協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でな
されたときはその通知の時から6か月が経過し
た時。
　これら3つの期間のうちいずれか早い時まで
は時効が完成しないという制度が設けられて
おります。債権者側、または債務者側でこの
制度を利用するということもあろうかと思い
ますので、交渉を進める場合には使う余地の
ある制度としてご紹介します。
内 藤 　企業、そのほかのクライアントから
契約書を見てほしいと言われた際に、時効に
ついては契約書でいじることは今までできな
かったのですが、今回、合意による完成猶予
という概念が導入されましたので、時効につ
いて契約書である程度縛りをかけることがで
きるという時代がやってまいります。ですの
で、これをどのように契約書に落とし込むの
かという点については、我々もこれから勉強
していかなければいけないと思います。では
事例1はこれで終わりたいと思います。
 （次号へつづく）
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