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Ⅰ. はじめに ―債権法改正の現状と今後の予定― 
 

平成 26 年 8 月 26 日、法制審議会民法（債権関係）部会（以下「部会」という。）に

おいて、「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」（以下「要綱仮案」という。）が

決定され、同年 9 月 8 日、その内容が法務省ウェブサイトにおいて公表された。 

要綱仮案は今回の債権法改正の実質的な見直しの内容をこの段階で固めることを目

的とするものとされており、今後は、平成 27 年通常国会に関係法案を提出することを

目指して、条文化作業が進められるとのことである。法案可決後の施行時期は未定であ

るが、社会一般に影響のある改正であることから、法案成立後、相当の周知期間を経る

ことになるものと思われる。仮に平成 27 年通常国会で成立した場合には、平成 28 年か

ら同 30 年頃に施行されることが予想される。 

本ニュースレターでは、要綱仮案に含まれる改正項目のうち、特に企業再生・債権管

理と関わりが深いと思われる項目について、今後 2 回に亘って改正の要点を紹介した上

で実務上の留意点につき検討を行う。本号では、消滅時効、法定利率及び保証債務を扱

う。また、次号では、債権者代位権、詐害行為取消権、多数当事者、相殺等について扱

う予定である。なお、債権譲渡に関する改正ついては前号（2014 年 10 月号）で言及し

ているので、併せて参照していただきたい。 

 

Ⅱ. 消滅時効 （要綱仮案第 7） 
 

1.  時効期間と起算点（要綱仮案第 7・1～5） 
 

現行法では、債権の消滅時効期間は、原則として、権利を行使することができる時

から 10 年間とされ（現行民法 167 条 1 項）、例外として、商事消滅時効（5 年間。商
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法 522 条）や、職業ごとの短期消滅時効（1 年間ないし 3 年間。現行民法 170 条～174

条）が定められている。 

これに対し、要綱仮案における債権の消滅時効期間は、債権者が権利を行使するこ

とができることを知った時（主観的起算点）から 5 年間、又は権利を行使することが

できる時（客観的起算点）から 10 年間とするのを原則とし（要綱仮案第 7・1）、不

法行為に基づく損害賠償請求権及び生命・身体の侵害による損害賠償請求権等につい

ては、この原則から、それぞれ時効期間が修正されている（要綱仮案第 7・4、同 5）。

商事消滅時効及び職業ごとの短期消滅時効については廃止される（要綱仮案第 7・1 

注意書き、同 3）。要綱仮案における債権の消滅時効期間の概要は、下図のとおりで

ある。 

 
 原則 不法行為 生命・身体侵害 

主観的起算点から 5 年間 3 年間 5 年間 

客観的起算点から 10 年間 20 年間 20 年間 

 

契約に基づく債権であり、かつ、契約で定められた期限の到来や条件の成就が債権

者にとって明確である場合には、主観的起算点と客観的起算点が重なる。よって、同

時点から 5 年間で時効消滅となる。従前、5 年間の商事消滅時効が適用されていた取

引債権については、今後も、時効期間が 5 年間で時効管理に変更はないというケース

が多いと思われる。 

 

2.  時効の完成猶予と更新（要綱仮案第 7・6） 
 

現行民法における時効の「中断」（時効期間がリセットされる）及び「停止」（一定

期間は時効が完成しない）は、要綱仮案においては、時効の「更新」と「完成猶予」

という、より理解しやすい言葉が用いられることになった。 

 
【現行民法】   【要綱仮案】 

時効の中断  → 時効の更新（時効期間がリセットされる） 

時効の停止  → 時効の完成猶予（一定期間は時効が完成しない） 

 
要綱仮案で効果が変わるのは仮差押・仮処分のみである。それ以外の事由は現行民

法が維持される。仮差押・仮処分は、現行民法では、時効の中断事由とされているが

（現行民法 147 条 2 号）、要綱仮案においては、「更新」事由ではなく、「完成猶予」

事由とされた（要綱仮案第 7・6（3））。仮差押・仮処分は、暫定的な権利行使に過ぎ

ず、これに時効の「更新」の効果を認めることは過大と考えられたことによる。 

また、要綱仮案においては、協議による時効の完成猶予の制度が新設された（要綱

仮案第 7・6（8））。同制度を活用することにより、訴訟提起等を行わなくとも、原則
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として 1 年間時効完成を免れることができる。 

合意は「書面」による必要があるが、手続負担軽減の観点から、電磁的記録による

ことも認められており（要綱仮案第 7・6（8）イ）、一方当事者から電子メールによ

って協議の申し入れがあり、他方当事者が電子メールによって了承の返事を行った場

合、当該返事のメールを発送した時点で協議を行う旨の合意があったと考えられる。 

また、5年を超えない範囲であれば、合意により時効の完成が猶予されている間に、

改めて合意を繰り返すことが可能である（要綱仮案第 7・6（8）ウ）。 

ただし、催告による時効完成猶予の期間中に協議を行う旨の合意をしたり、逆に、

協議を行う旨の合意による時効完成猶予の期間中に催告をしても、それぞれ後の行為

による時効完成猶予は認められない（要綱仮案第 7・6（8）エ）。合意をするのであ

れば、時効完成猶予の期間に入る前、すなわち、本来の時効完成前にしなければなら

ない。 

 
Ⅲ. 法定利率 （要綱仮案第 9） 

 

1.  法定利率の引き下げと変動制の採用（要綱仮案第 9・1、2） 
 

契約書等において利率が定められていない場合や、債務不履行ないし不法行為に基

づく損害賠償請求等の場合に適用される法定利率について、現行法では、民事法定利

率は年 5％（現行民法 404 条）、商事法定利率は年 6％（商法 514 条）とされている。 

これに対し、要綱仮案においては、法定利率を年 3％に引き下げ、その上で、3 年

に一度の頻度で見直しを行う変動制を採用した（要綱仮案第 9・1（2）（3））。見直し

については、過去 5 年間における国内銀行の短期貸付の約定平均利率をもとに導かれ

た「基準割合」1と直近変更期2の「基準割合」との差が 1％を超えたときは、この差

を、小数点以下を切り捨てた上で、直近の法定利率に加算または減算する（要綱仮案

第 9・1（4）（5））。なお、商事法定利率は廃止される（要綱仮案第 9・1 注意書き）。 

 

・5％（民事法定利率）または 6％（商事法定利率） 

   ↓ 

・最初は 3％ 

・その後 3 年ごとに見直しがなされ、1％刻みで変動の可能性あり 

・商事法定利率は廃止 

 

                               
1 「基準割合」は法務省令で定めるところにより、法務大臣が告示する。 
2 ここでいう直近変更期とは、法定利率に変更があった期のうち直近のものをいい、変更がない場合に

あっては、改正法の施行時の期をいうものとされている。 
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2.  適用利率の基準時（要綱仮案第 9・1（1）、9・2） 
 

適用利率の基準時は、「当該利息が生じた最初の時点」とされている（要綱仮案第 9・

1（1））。法定利率が適用される場面としては、金銭債務の遅延損害金の場面、特に不

法行為または債務不履行による損害賠償請求の場面が多い。 

金銭債務の遅延損害金については、法定利率によって定められ、ただし約定利率が

法定利率を超えるときは約定利率によるとされた（要綱仮案第 9・2）。また、「債務

者が遅滞の責任を負った時」が基準時となる。 

不法行為による損害賠償請求権は、不法行為時に発生し、直ちに遅滞に陥ると考え

られている。したがって、適用利率の基準時は不法行為時が基準になる。なお、拡大

損害が問題となった場合や継続的不法行為の場合にどのように考えるかは問題であ

る。基準の安定化を図るという立法趣旨をふまえれば、拡大損害についても損害発生

時ではなく不法行為時の法定利率が、また継続的不法行為については請求の原因とな

った最初の不法行為が行われた（開始された）時点の法定利率が適用されると考える。 

他方、債務不履行に基づく損害賠償請求権は、期限の定めのない債務と考えられて

おり、履行の請求をした時から遅滞に陥ることから（現行民法 412 条 3 項）、請求時

が基準時になる。 

債務不履行と不法行為が競合する場面はあるが、上記のとおり、両者の基準時が異

なることは留意する必要がある。 

 

3.  中間利息控除を行う場合（要綱仮案第 9・3） 
 

例えば、交通事故の被害者が加害者に対して将来の逸失利益を損害として賠償請求

する場合、将来の損害を現時点でまとめて受け取ることになるため、当該金額を運用

して得られる利息分があらかじめ控除される。これを中間利息控除と呼んでおり、要

綱仮案では、中間利息控除については損害賠償請求権が生じた時の法定利率によるこ

とを明確にしている（要綱仮案第 9・3）。 

法定利率が 5％から 3％に引き下げられると、請求額は増額することになる。その

ため、損害保険が付保されていた場合の保険金が増額することが考えられ、これに伴

う保険料の増額の可能性もあるとの指摘がある。 

なお、中間利息控除に用いる法定利率は、不法行為の場合は不法行為の時点の、安

全配慮義務違反（債務不履行）の場合は義務違反の時点の法定利率とするとされた。 

 

Ⅳ. 保証 （要綱仮案第 18） 
 

保証、中でも個人保証は、会社の経営者や経営者の親族、知人が引き受けることが多

く（個人保証の情誼性）、保証契約締結に際して保証人に合理的なリスク計算を要求す

ることが困難な契約類型であるといわれる。 
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実際、過去には個人保証をした者が予想外に高額な債務を負担して経済的な破綻に追

い込まれる事例が多々見られたことから、今回の債権法改正に先立つ平成 16 年の民法

改正により、保証契約一般について、契約締結は書面でしなければならないとする改正

が行われた（現行民法 446 条 2 項）。 

もっとも、こうした改正によっても保証人の保護は十分でないと考えられたことから、

要綱仮案では更に保護の拡充が図られている。 

保証に関する改正は今回の債権法改正の主要な改正箇所の一つに数えられており、改

正は多岐にわたるが、本稿では、改正の主眼とされ、債権回収に直接影響のある保証人

保護の拡充に関する改正事項を中心に解説を行う3。 

 

1.  個人保証の制限（要綱仮案第 18、6、（1）） 
 

（1） 要綱仮案の内容 

要綱仮案では、「法人以外の保証人」が「事業のために負担した貸金等債務4を主

たる債務とする保証契約」（または、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金

等債務が含まれる根保証契約）を締結する場合、原則として、保証契約の締結に先

立って一定の方式に従った公正証書により「保証債務を履行する意思」を表示しな

ければ、保証契約は効力を生じないものとされている。公正証書の作成を義務づけ

ることにより、保証人となろうとする者に熟慮の機会を与えるとともに、その保証

意思をより確実に確認することが可能となるものと考えられたことから、こうした

改正が提案されたものである。 

もっとも、要綱仮案では、例外的に保証人が次に掲げる者である場合には公正証

書の作成を要しないとされている。 

 

① 主たる債務者が法人その他の団体である場合のその理事、取締役、執行役又はこれ

らに準ずる者 

② 主たる債務者が法人である場合のその総社員又は総株主の議決権の過半数を有する者 

③ 主たる債務者が個人である場合の主たる債務者と共同して事業を行う者又は主たる

債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者 

※下線は執筆者。 

 

                               
3 このほか、従来の通説・判例を明文化する趣旨の改正や、主債務者と保証人の間の内部関係に関する

改正などが行われている。 
4 貸金等債務とは、「金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務」をいう（要綱仮

案第 18、5、(2)、イ）。 
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（2） 実務上の留意点 

ア 「事業のため」の意義 

どのような場合が「事業のため」に該当するかは解釈に委ねられている。 

一般に、法律用語としての「事業」は、一定の目的をもって反復継続的に遂行さ

れる同種の行為をいうとされ、必ずしも営利性を要しないと理解されている。した

がって、金融実務において「事業性資金」等の文脈で用いられる場合の「事業」概

念（通常、営利活動を想定しているように思われる。）よりも、広い範囲を対象とす

る可能性がある点に留意が必要である。 

また、「事業のため」との要件は、主観的要件であることから、都度実行される貸

付の主観的な目的によって要件該当性が判断され、カードローンか、ビジネスロー

ンかといった貸付の形式によって一律に要件該当性が判断されるものではないもの

と解される。 

 

イ 監督指針、経営者保証ガイドライン等の行政ルールとの関係 

要綱仮案の内容は、これまでの個人保証に関する法的ルールを大きく変えるもの

である。もっとも、中小企業への事業資金供給の主な担い手である金融機関は、既

に、金融庁の監督指針5や金融検査マニュアルへの対応及び経営者保証ガイドライン6

への対応を通じて、経営者保証に依存しない融資を志向することが求められている。

本改正もその流れに沿ったものである。 

もっとも、監督指針において、第三者であっても例外的に個人連帯保証契約を締

結することが許容される場合として列挙されている者の範囲7と要綱仮案において

例外的に公正証書の作成が不要とされている者の範囲には若干の差異があるなど、

行政ルールと要綱仮案が完全に一致している訳ではない点には留意が必要である。 

 

ウ 債権者が要件の判断を誤った場合の扱い 

主たる債務者が事業のための借入れを行っているにも関わらず、債権者が、事業

のための借入れではないと誤信して、公証証書を作成しなかった場合、法定の手続

を欠く以上、原則として、保証契約に基づく保証人の債務は発生しないものと思わ

                               
5 金融庁が公表する主要行等向けの総合的な監督指針及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針

をいう。監督指針では、金融機関に対して、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則

とする融資慣行の確立等（主要行等向け・Ⅲ‐10、中小・地域金融機関向け・Ⅱ－11）及び「経営者保

証に関するガイドライン」の融資慣行としての浸透・定着等を通じた経営者保証に依存しない融資の一

層の促進（主要行等向け・Ⅲ‐9、中小・地域金融機関向け・Ⅱ－10）が求められている。 
6 日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」が、

平成 25 年 12 月に策定・公表した「経営者保証に関するガイドライン」をいう。 
7 具体的には、主要行等向けの総合的な監督指針及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針にお

いて、以下の場合が列挙されている（下線は執筆者）。 

① 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者（当該経営者本人と共に

当該事業に従事する配偶者に限る。）が連帯保証人となる場合 
② 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合 
③ 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保

証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場

合（ただし、協力者等が自発的に連帯保証の申し出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。） 
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れる。 

もっとも、保証人が故意または過失により上記誤信に寄与した場合（例えば、主

たる債務者が事業のために使用することを知りながら、保証人がこの点を偽ってい

た場合）、不法行為等に基づく請求は可能である。ただし、不法行為に基づく損害賠

償請求による場合、保証人の故意過失、保証人の行為と損害との因果関係などの立

証が必要となるところ、その立証は単なる保証債務の履行請求と比較して容易では

ない点に注意する必要がある。 

また、誤信の内容が、「実際には取締役でない者を、登記を信頼して取締役と誤信

した」というようなものである場合には、故意過失により不実登記をした者はその

事項が真実に反することを善意の第三者に対抗できない（商法 9 条 2 項、会社法 908

条 2 項等参照）という不実登記の一般的な効果により、債権者が保護されることは

あると考える。 

 

エ 「主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者」の意義 

前記（1）の枠囲みに記載した①、②、③前段（「共同して事業を行う者」）に該当

する保証人は、公正証書の作成から除外されている。これは、その立場上、主たる

債務者の事業の状況を十分に知ることができ、保証契約を締結するリスクについて

理解した上で契約を締結することが可能と考えられることから、保証人となる意思

を確かめるために公正証書の作成を行うことまでは不要と考えられたためである。

これらに対し、③後段（事業従事配偶者）が設けられているのは、「事業に現に従事

している」こと及び「配偶者」であることから事業の状況を知り得る立場にあるほ

か、主たる債務者が「個人」である場合には家計と経営が未分離であることが多い

ことから実際上の必要性が高いと考えられたことによる。もっとも、この点につい

ては、配偶者による個人保証は今回の改正が制限しようとしている情誼による個人

保証の典型例であるとの観点から批判も強い。そのため、③後段の「事業に現に従

事している」との要件は、①、②、③前段の者と同程度に事業に対して強い関与が

ある場合に限定されると制限的に解釈する見解も強く主張されており、債権者とし

ては慎重な対応が求められる。 

 

2.  契約締結時の情報提供義務（要綱仮案第 18、6、（2）） 
 

（1） 要綱仮案の内容 

要綱仮案では、主たる債務者は、事業のために負担する債務（貸金等債務に限ら

ない。）についての保証を委託するときは、委託を受ける者（法人を除く。）に対し、

次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならないとされている。 
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①  財産及び収支の状況 

②  主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 

③  主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、 

    その旨及びその内容 

 

主たる債務者が上記①から③までの説明をせず、又は事実と異なる説明をしたた

めに委託を受けた者が①から③までに掲げる事項について誤認して、保証契約の申

込み又はその承諾の意思表示をした場合、主たる債務者による不説明又は虚偽説明

につき債権者が悪意又は有過失8のときは、保証人は保証契約を取り消すことができ

るとされている。 

 

（2） 実務上の留意点（情報提供義務履行の確認の要否） 

実務上問題となるのは、債権者に主たる債務者が情報提供義務を履行したことの

確認義務があるか（確認を怠れば過失ありとされ、保証契約が取り消されるか）で

ある。 

この点、主たる債務者には、保証人となる者に保証契約の締結を委託する際、自

らの経済状況を良く見せようとするインセンティブが働くこと、債権者は、保証契

約の締結に際し保証人と直接接触することが可能であることなどからすれば、特に

債権者が金融機関で、保証人となる者が経営者やこれに準ずる者以外の個人である

場合には、債権者に一定程度高度な確認義務が肯定され、この確認義務を尽くさな

ければ、「知ることができた」と評価される可能性は相応に高いと考える。そのため、

債権者としては、たとえば、保証人が主たる債務者から説明された内容を確認した

り、当該情報と自らが有する情報との整合性を確認したりして、保証人が誤認した

まま保証契約を締結することがないよう注意する必要がある。 

なお、例えば、主たる債務者が、債権者、保証人のいずれに対しても一貫して虚

偽の説明を行っていた場合など、債権者が保証人に対して十分な確認を行ったとし

ても、主たる債務者による不説明や虚偽説明が明らかにならない場合には、「知るこ

とができた」とは評価されず、保証契約の取消は認められないと考える。 

 

3.  主たる債務の履行状況に関する情報提供義務（要綱仮案第 18、6、（3）） 
 

（1） 要綱仮案の内容 

要綱仮案は、債権者は、委託を受けた保証人から請求があったときは、保証人に

対し、遅滞なく、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならないとしてい

る。 

 

                               
8 通説は、「知ることができた」という文言を、一般人の注意を払えば知ることができた場合をいうと説

明し、有過失と同義と理解している。 



 

 

 

 

 

 

 

 

企業再生・債権管理ニュースレター 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2014 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 
 

主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に

従たる全てのものについての、①不履行の有無、②残額及びそのうち履行期限が到来

しているものの額 

 

保証人の知らないところで主たる債務者の債務不履行により遅延損害金が発生し、

ある日、保証人が突然多額の遅延損害金の弁済を求められるといった事態を避ける

ために、このような情報提供義務が設けられたと考えられる。 

情報提供義務違反の効果は定められていないが、保証契約に基づく債務の不履行

として、債務不履行の一般法理に従って、損害賠償請求や解除が可能になるものと

考えられる。この情報提供義務は、保証人が法人であるかどうかに関わらず課され

ており、また、主たる債務が貸金等債務であることや事業のために負担した債務で

あることは求められていない点に留意が必要である。 

 

（2） 実務上の留意点（個人情報保護法や守秘義務等との関係） 

上記①及び②の情報を保証人に提供することが個人情報保護法上の義務や金融機

関が顧客に対して負う守秘義務（最決平成 19・12・11 民集 61 巻 9 号 3364 頁参照）

に反しないかが一応問題となるが、法令の根拠に基づき情報提供を行うことはいず

れの義務にも反しないと解されるし9、そもそも債権者が保証人に対して情報提供義

務を負うことを承知の上で借入れ等を行った主債務者については、情報提供に関し

事前の包括的な同意があったともいえるから、いずれにせよ、この局面で個人情報

保護法違反や守秘義務違反の問題は生じないものと考えられる。 

なお、この点は、下記 4 で説明する「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合

の情報提供義務」についても同様である。 

 

4.  主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務（要綱仮

案第 18、6、（4）） 
 

要綱仮案は、主たる債務者が期限の利益を喪失（失期）した場合の情報提供義務に

ついて、①主たる債務者が失期したときは、債権者は、保証人（法人を除く。）に対

し、主たる債務者が失期したことを知った時から 2 箇月以内に、その旨を通知しなけ

ればならないと定め、②債権者は、①の通知をしなかったときは、保証人に対し、主

たる債務者が失期した時からその旨の通知をした時までに生じた遅延損害金（失期し

なかったとしても生じていたものを除く。）に係る保証債務の履行を請求することが

できないとしている。 

保証人の知らないところで主たる債務者が失期し、多額の遅延損害金が発生し、あ

る日、保証人が突然多額の遅延損害金の弁済を求められるといった事態を避けるため

                               
9 個人情報保護法との関係につき、同法 23条 1項 1号参照。守秘義務との関係につき、前記最決平成

19・12・11 における田原睦夫裁判官の補足意見参照。 
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に、このような情報提供義務が設けられたと考えられる。あくまで主たる債務が失期

したときにのみ通知を義務付けるものであり、本来の期限が到来した債務について主

たる債務者が履行しない場合などを対象とするものではない。 

この情報提供義務は、保証人が法人でない場合にのみ課されている一方、主たる債

務が貸金等債務であることや事業のために負担した債務であることは求められてお

らず、個人保証債務一般に適用があるものとされている。 

 

※上記 1 から 4 までで説明した保証人保護の方策をまとめると、次表のとおりであ

る。 

 

【表－保証人保護の方策】 

 個人保証の制限 
（公正証書の作成等） 

契約締結時の 
情報提供義務 

主たる債務の 
履行状況に関する 
情報提供義務 

主たる債務者が期限

の利益を喪失した 
場合の情報提供義務 

時点 契約締結時 契約締結時 保証人の請求時 
期限の利益喪失 
から 2 ヶ月以内 

対象 

事業のために負担し
た貸金等債務につき 

事業のために負担し
た債務につき － － 

委託を受けた保証人 委託を受けた保証人 委託を受けた保証人 保証人（委託の有無 
を問わない） 

（法人を除く。） （法人を除く。） （法人を含む。） （法人を除く。） 

違反の効果 保証契約の無効 
債権者が悪意又は有

過失の場合、保証契約

の取消が可能 
（債務不履行） 通知時まで遅延損害

金相当額の請求不可 

 

5.  包括根保証の禁止等の適用対象の拡大（要綱仮案第 18、5） 
 

現行民法では、個人が行う根保証のうち、被保証債務に貸金等債務が含まれる根保

証契約（貸金等根保証契約）についてのみ、保証人保護のための特則が設けられてい

る（現行民法 465 条の 2 から 465 条の 5 まで）。要綱仮案では、この特則の一部につ

き、その趣旨は貸金等根保証契約以外の個人根保証契約にも及ぶと考えられることか

ら、適用対象を個人根保証一般に拡大している。 

すなわち、まず、現行民法 465 条の 2 が定める、包括根保証契約の禁止及び極度額

の定めについての要式行為性（書面によること）を、個人根保証契約一般に求めるこ

ととしている。これによって、例えば、建物賃貸借契約に基づく賃借人の債務を根保

証した保証人につき、賃借人が賃貸物を毀損したことにより、思いがけず多額の原状

回復費用を請求され、弁済に窮するといった事態が一定程度抑止されるものと考えら

れる。 

また、要綱仮案では、従来、貸金等根保証契約における主たる債務の元本の確定事

由とされていた事由（現行民法 465 条の 4）のうち、次に掲げる三つの事由について、

元本確定事由とされた趣旨（保証契約締結時からの事情変更）は根保証契約一般に及
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ぶと考えられることから、個人根保証契約一般に適用が拡張されている。 

 

① 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての 

強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 

② 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。 

③ 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。 

 

これに対して、次に掲げる二つの事由については、現行民法どおり、貸金等根保証

契約についてのみの元本確定事由とされている。 

 

④ 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権について 

の強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 

⑤ 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 

 

賃貸借契約の借主の債務の根保証や、継続的供給契約における買主の債務の根保証

などを想定すると、債権者（貸主、売主）が債務者に対して強制執行を行ったり、主

たる債務者が破産手続開始決定を受けた後も、なお、債務の発生が避けられない状況

が想定され（例えば、賃料を支払わない賃借人に対して強制執行を行ったものの、依

然として賃貸物件に居座り続けており、賃料が日々発生する場合など）、こうした場

合には新たに発生する債務を保証人に保証させることも不合理ではないと考えられ

たことによる。 

 

6.  連帯保証人に対する履行請求の相対効化（要綱仮案第 18、4・第

17、2、（1）、同（5）） 
 

現行民法では、連帯保証人に対する履行請求の効果については、連帯債務者の 1 人

に対する履行請求の規律が準用され、連帯保証人への履行請求によって主債務の時効

も中断するとされている（絶対効。現行民法 458 条、434 条）。 

要綱仮案では、連帯債務者の 1 人に対する履行請求は相対効とされたため、これに

伴って、連帯保証人に対する履行請求も、原則として相対効しか有しないこととなっ

た。この点は、債権管理にあたって注意が必要である。ただし、例外として債権者と

主たる債務者の合意により絶対効とすることも可能とされている。そこで、融資契約

や銀行取引約定書等において、連帯保証人への請求を絶対効とする旨の条項を入れる

ことで、現在の規律を維持することを検討する必要がある。 
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雑誌名 ビジネス法務 Vol.14 No.12 

著者 青山 大樹、末廣 裕亮、篠原 孝典、河上 佳世子、畑江 智 
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NEWS 
 内田 貴 弁護士が入所しました 

当事務所は、2014 年 9 月 1 日付で、内田 貴 東京大学名誉教授を客員弁護士とし

て迎えました。 

内田弁護士は、長年、東京大学大学院法学政治学研究科において、民法及び隣接

法の教育研究に従事され、数多くの研究成果を残された後、法務省経済関係民刑

基本法整備推進本部参与等として、債権法改正の検討において中心的な役割を果

たしてこられました。 

内田弁護士の参画により、当事務所は、来年に予定される民法改正も踏まえ、さ

らに充実したリーガルサービスをご提供できるよう努めてまいる所存です。 

 

 難波 孝一 弁護士が入所しました 

当事務所は、2014 年 10 月 1 日付で、難波 孝一弁護士を客員弁護士として迎えま

した。 

難波弁護士は、本年 8 月に東京高等裁判所部総括判事を定年退官されるまでの間、

東京地方裁判所の通常部、労働部、商事部、保全部の部総括判事を務めるなど、

裁判実務の第一線で数多くの事件に携わってこられました。 

難波弁護士の参画により、当事務所は、企業関係の裁判において、さらに充実し

たリーガルサービスを提供できるよう努めてまいる所存です。 

 

 Asia Women in Business Law Awards 2014 にて Shortlisted に選ばれました 

Euromoney Legal Media Group が主催する、Asia Women in Business Law Awards 

2014 において、Litigation 分野を含む 4 つの分野において Shortlisted に選ばれま

した。Litigation 分野では、眞鍋 佳奈弁護士が Rising star の Shortlisted に選ばれ

ました。 

 

 Asia Law & Practice の  Asialaw Profiles 2015 The Guide to Asia-Pacific's 

Leading Domestic Law Firms にて高い評価を得ました 

Asialaw Profiles 2015 The Guide to Asia-Pacific's Leading Domestic Law Firms 

にて、当事務所は Recommended firms として紹介され、Restructuring & 

Insolvency 分野を含む 11 の分野で特に高い評価を得ました。 

また、Asialaw recommended individuals として、当事務所の弁護士 13 名がとり

あげられました。 

 

 The Fifth Edition of Best Lawyers in Japan にて高い評価を得ました 

Best Lawyers（ベスト・ロイヤー）による、The Fifth Edition of Best Lawyers in 

Japan において、藤原 総一郎を含む当事務所の弁護士 57 名が選ばれました。  

また、当事務所の弁護士 3 名が「2014-2015 Lawyers of the Year」に選ばれました。  
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 Benchmark Asia-Pacific 2014 にて高い評価を得ました 

Euromoney が発行する Benchmark Asia-Pacific 2014 - The Definitive Guide to the 

Leading Disputes Firms and Lawyers in the Region - において、当事務所は高い

評価を得ました。また、関戸 麦弁護士が Future Star に選ばれました。 

 

 Legal500 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2015 にて、当事務所は Insolvency 及び Dispute 

resolution 分野を含む 12 の分野で上位グループにランキングされました。また、

各分野における leading individuals として、藤原 総一郎を含む当事務所の弁護士

16 名が選ばれました。 

（当事務所に関するお問い合せ、ニュースレター

のバックナンバーのご希望などは下記まで） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


