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　全国のマンションストックは650万戸を超え、国民の10人に１人がマンシ
ョンに居住する時代となりました。国民生活の中で文字どおりなくてはなら
ない居住形態となったマンションですが、同時に、管理組合の仕組みや運営
の方法、大規模修繕その他建物の維持管理など、マンションに関しては、わ
からないことやお悩みも多いと思います。
  このようなマンションライフに関するさまざまなお悩みに応える実務と理
論の総合的な概説書として出版された本書初版は、おかげさまで皆様からご
好評を得ることができました。このたびの第２版も、初版と同様に、マンシ
ョン管理のための実務と理論の基本書というコンセプトを大切にしながら、
マンションと税務の問題や、区分所有者としてぜひ知っておきたい建築・設
備・修繕・改修について豊富な図表・写真をもとに解説しているという類書
にない特徴を備えています。さらに、平成29年の債権法改正、令和２年の
マンション管理適正化法改正、新型コロナウイルス感染症対応など最新の時
事問題の解説を新たに加えたほか、マンションと保険、長期修繕計画、マン
ション再生に関する記述を一層充実させました。
  私たちマンション維持管理支援・専門家ネットワーク（通称Ｍネット）は、
マンションの維持管理の総合的なサポートを行う弁護士、建築士、税理士、
マンション管理士らによる専門家集団として、居住者・管理組合の立場に立
って、マンション管理に関する多様な問題に総合的に対応することをモット
ーとしています。
  皆様にとってのマンションライフが、より豊かに、安心で、快適なものと
なるために、この第２版が引き続きお役に立つことを、執筆者一同願ってお
ります。
  本書の出版に際しては、株式会社民事法研究会の編集部の皆さんにお世話
になりました。この場を借りて深く感謝の意を表します。
　令和２年11月

マンション維持管理支援・専門家ネットワーク
執筆者一同
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　現在、全国のマンションストックは620万戸を超え、マンション居住者は
1500万人を超えると推計されています。国民生活の中でなくてはならない
居住形態となったマンションですが、同時に、マンションライフに関しては、
さまざまなお悩み、不安をおもちの方も多いことと思います。
　本書には、そのお悩み解決の道筋と必須知識が書かれています。本書は、
マンション管理全般に関する概説書でありながら、民泊、個人情報保護法改
正、コミュニティ条項、平成28年の標準管理規約改正などの最新の時事問
題についても詳しく触れています。また、マンション管理と税務の問題や、
マンション居住者、管理組合の理事としてぜひ知っておきたい建築・設備の
知識が、充実している点が類書にない本書の最大の特徴といえます。
　私たちマンション維持管理支援・専門家ネットワーク（通称Ｍネット）は、
マンションの維持管理の総合的なサポートを行う弁護士、建築士、税理士、
マンション管理士らによる専門家集団として活動しています。ゼネコン・メ
ーカー・その他関連業者から経済的に独立して、居住者・管理組合の立場に
立って、管理組合内のコミュニティの醸成と主体性を育成する観点を大切に
しながら、実務に精通した専門家としてマンション管理に関する多様な問題
に総合的に対応することをモットーとしています。本書は、このようなＭネ
ットの活動の総決算ともいえる内容となっています。皆様にとってのマンシ
ョンライフが、より豊かに、安心で、快適なものとなるための手引書として、
本書がお役に立てば幸いです。
　本書の出版に際しては、『Ｑ＆Ａマンションライフのツボ』（平成23年11月
発行）、『Ｑ＆Ａマンションリフォームのツボ』（平成27年12月発行）に引き続き、
株式会社民事法研究会の編集部の皆さんにお世話になりました。この場を借
りて深く感謝の意を表します。
　平成29年２月

マンション維持管理支援・専門家ネットワーク
執筆者一同
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Ⅰ　マンションとは

　マンションとは、一般には、中高層鉄筋コンクリート造の分譲共同住宅の

ことを指しますが、法律的には、「２以上の区分所有者が存する建物で人の

居住の用に供する専有部分のあるもの」と定義されています（マンション管理

適正化法２条１号イ、建替え等円滑化法２条１項１号）。

　本書では、マンションを、２人以上の区分所有者が存在し、住宅として使

用される専有部分のある建物と定義しておきます。

　日本では、昭和30年代になって、富裕層向けのマンションの分譲が始ま

ったといわれています。昭和50年代になるとファミリータイプのマンショ

ンが大量に供給されるようになり、マンションの大衆化が一気に進みました。

現在、全国のマンションストック数は約665万戸で、マンション居住者は、

1551万人と推計されていて、国民の約１割にあたります（国土交通省「分譲マ

ンションストック戸数」（令和元年末現在／令和２年７月１日更新））。都市部にお

いては、マンションがなくてはならない住居形態となっています。

Ⅱ　マンションに関する法律

１　総　説

　マンション管理に関しては、民法の特別法である「建物の区分所有等に関

する法律」（昭和37年４月公布）、「マンションの管理の適正化の推進に関する

法律」（平成12年12月公布）があります。また、阪神・淡路大震災後に、大規

模な災害により滅失した区分所有建物の再建を目的とする「被災区分所有建

物の再建等に関する特別措置法」が平成７年３月に公布され、その後、「マン

ションの建替えの円滑化等に関する法律」（なお、法律名は制定時のもの）が平

成14年６月に公布されました。

　マンションの建築や建物の管理に関連しては、「建築基準法」、「建築物の耐

震改修の促進に関する法律」などが重要です。また、欠陥マンション問題に
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関連しては、新築マンションの瑕疵担保責任に関する民法の特例法としての

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」があります。

２　区分所有法

　区分所有法は、１棟の建物の内部の区分された建物部分を所有権の対象と

認めて、区分所有建物とその敷地の共同管理について定めた法律です。

⑴　昭和37年制定法

　区分所有法は、昭和37年に民法の特別法として制定されました。それま

では、区分所有に関する規定は民法の１カ条（旧208条）しかありませんでし

た。この規定は、棟割長屋を想定したもので、①区分所有建物の共用部分を

区分所有者の共有と推定し、②その修繕費等の負担を各自の所有部分の価格

に応じて分担すると規定していました。

　しかし、昭和30年代になって、中高層のマンションが建設されるように

なり、区分所有建物の規律が不十分になるとの見通しから、昭和37年に、

旧民法208条が削除されて、民法の特別法として区分所有法が制定されました。
⑵　昭和58年改正法

　その後、マンションが飛躍的に増加（昭和38年時点で１万戸未満であったマ

ンション戸数は、昭和58年には130万戸にまでに増加）したことに伴って、昭和

37年制定の区分所有法の不備が指摘されるようになり、昭和58年５月に、

区分所有法の大改正が行われました。この改正で、区分所有者は全員で、建

物等の管理を行う団体を構成し、集会を開き、規約を定め、管理者を置くこ

とができるとする区分所有法３条が新設されました。また、大規模修繕や建

替え、復旧、規約の設定・変更・廃止について多数決原理を導入し（それま

では全員一致が原則）、建替え決議制度が導入されたほか、義務違反者に対す

る措置も定められました。
⑶　平成14年改正法

　平成になると、昭和40～ 50年代に大量に建てられたマンションの老朽化

が問題となり始めたことを背景に、平成７年１月に発生した阪神・淡路大震
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災により大量のマンションが被災した経験を経て、平成14年６月に「マンシ

ョンの建替えの円滑化等に関する法律」が制定され、同年12月には、区分所

有法が改正されました。

　平成14年改正の主要な目的は、管理の適正化と建替えの円滑化とされ、

建替え・復旧の規定について要件緩和を含む大幅な改正がなされました。ま

た、共用部分の変更についても、形状または効用の著しい変更を伴わない変

更（通常の大規模修繕工事）については普通決議で足りることとなりました。

そのほか、管理組合の法人化要件の緩和、規約に関する衡平の明文化、集会

決議のIT化等の改正があげられます。
⑷　平成16年以降の改正

　破産法、不動産登記法、会社法などの法律改正に伴い、細かな改正が行わ

れているほか、管理組合法人に関する規定の改正がなされています。

３　マンション管理適正化法

⑴　法律制定の背景

　平成４年に、ある分譲業者と関連管理会社が倒産する事件が起きました。

この管理会社は、都内６つのマンション管理組合から預かった多額の管理費

等をすべて管理会社名義の預金口座で管理し、通帳や印鑑も管理会社が保管

していました。資金繰りに窮した管理会社はこれらの預金を銀行担保に供

し、後に、管理会社に破産宣告がなされました。担保権者の銀行は相殺を主

張し、破産管財人は、預金が破産した管理会社に帰属すると争い、他方、管

理組合は、これらの預金は、管理組合のものとして複数の裁判が提起されま

した（榮高倒産事件）。１審判決はいずれも、預金は管理会社のものとして管

理組合が敗訴しました。このうち１つの控訴審判決で、管理組合の預金であ

ることが認められました（東京高裁平成11年８月31日判決（判時1684号39頁））が、

同様の管理会社の倒産事件が相次いでいたこともあり、大きな社会問題とな

りました。これがきっかけとなって、平成12年12月にマンション管理適正

化法が制定され、平成13年８月１日から施行されました。
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⑵　マンション管理適正化法の主な内容

　平成12年に制定されたマンション管理適正化法は、新たにマンション管

理士制度を設けるとともに、マンション管理業者に対する法的規制を図るこ

とが主な内容です。

①　マンション管理士制度の創設（同法６条～ 43条の２）

②　マンション管理業の登録制度と規制

ⓐ　財産的基礎をもたない管理会社の登録拒否（同法47条10号）

ⓑ　重要事項説明および委託契約書面の交付を義務づけ（同法73条）

ⓒ　財産の分別管理（同法76条）

ⓓ　管理事務報告義務（同法77条）

ⓔ　保証制度の創設（同法95条）

　さらに、マンションの高経年化対策を強化することが喫緊の課題であるこ

とから、令和２年（2020年）６月に、マンション管理適正化法の一部が改正

されました。改正の要点は、国土交通大臣が、マンション管理の適正化の推

進を図るための基本的な方針を策定すること（改正法３条）、地方公共団体が

マンション管理適正化推進計画を策定し（改正法３条の２）、必要に応じて管

理組合に対して助言および指導ができるようになったこと（改正法５条の２）、

適正な管理計画を有するマンションの認定制度が新設されたこと（改正法５

条の３以下）などです（第７章Ⅱ参照）。

４　建替え等円滑化法

　昭和40年代以降、大量に供給されてきたマンションの老朽化が話題にな

り始めたことに加えて、阪神・淡路大震災によるマンションの倒壊、半倒壊

などの経験を経て、平成14年６月、マンションの建替えの円滑化等に関す

る法律が成立しました。

　区分所有法には、建替え決議成立後の建替え事業遂行に関する規定がなく、

建替え事業遂行主体について法的な位置づけが不明確であることから、建替

え事業の円滑な遂行を図るという目的で、建替え等円滑化法が立法化されま
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一般的には５年程度ごとに費用や次回修繕時期の見直しを行うとよいでしょ

う。

　長期修繕計画書の見直しにあたっては、区分所有者や社会状況の変化も関

係してくる場合があります。耐震改修やバリアフリー改修、消費税の増税、

物価高騰など、さまざまな変化の要因を見据えながら長期修繕計画書に反映

していくことが理想的です。

　修繕の基本は物体としての建物を健全な状態に保つことがですが、「マン

ション＝住まい」としてとらえると、安心して長く快適に住めるように維持

することも重要です。安全で快適なマンションライフに向けた改修の必要性

を管理組合内で話し合いながら、積極的に議論することが重要です。

Ⅱ　大規模修繕工事の進め方

１　大規模修繕工事とは

　建物は手入れを怠ると劣化してしまい、寿命が短くなります。鉄筋コンク

リートの建物は、適切に手入れをしていれば70年以上使用できます。

　定期的に下記の内容を伴う工事を、一般的に大規模修繕工事と称します。

・建物を長持ちさせ資産を維持していくために行う計画修繕工事
4

・通常は足場を架けて行う、複数のまとまった工事

・長期修繕計画では12年周期が多い（実質10～ 15年）

・対象は共用部分で、費用は修繕積立金を用いて行う工事（管理規約で

修繕積立金の取崩しの規定がある）。ただし、昨今は、給水管更生工事

など施工上合理性があったり、劣化により他室に影響を及ぼす箇所の

工事の場合は、総会決議を経て、専有部分を含む場合もある。

4　問題が発生して行う工事を対処修繕といい、問題発生前に予防的に行う工事を計画修繕とい
います。
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　なお、建築基準法の中で工事の種類として以下の定義がされています。

①　建築：建築物の新築、増築、改築、移転

②　大規模の修繕：建築物の主要構造部を含む過半の修繕

③　大規模の模様替：建築物の主要構造部を含む過半の模様替

　しかし、本章で述べている一般的に「大規模修繕工事」と呼ばれる工事は、

過半の主要構造部を含まない修繕のため上記のいずれにもあてはまりません。

２　大規模修繕工事までの流れ

　大規模修繕工事は、思い立ったらすぐに取りかかれるわけではなく、いろ

いろと準備が必要になり、主な流れは〔表13〕のとおりとなります。

　多くの区分所有者に周知するように心がけることがポイントです。

⑴　準備段階

A　大規模修繕工事専門の委員会を立ち上げる
　すべてを管理会社に任せてしまうマンションが多い中、自分たちの資産で

すので自分たちで劣化状況を把握し考えることが必要です。その準備として、

理事会が中心となって取り組むことも可能ですが、期ごとにメンバーが替わ

る理事会では検討から工事完了まで２年程度はかかる大規模修繕工事を継続

的に効率よく高水準でまとめ上げることはできません。そこで、大規模修繕

工事専門の委員会を立ち上げて、複数年にまたがる検討を固定メンバーで行

うようにしましょう。

　委員会メンバー構成のポイントは、以下のとおりです。

・メンバーを公募する。希望者がいない場合は、理事や役員の経験者、

公平な意見を出せる方などに声をかける。必ずしも専門家である必要

はない。

・理事との兼任者を入れておくことで、理事会との連携も保つことが容

易になる。

・老若男女揃うのが望ましい。いろいろな参加者がいると意見が広がる。
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特に常時在宅している方の意見は重要。

　専門委員会は、理事会の諮問機関と位置づけられます。専門委員会から答

申された審議結果が理事会で快く追認される組織づくりが必要です。

B　専門家（パートナー）への依頼方式を決める
　適正な補修箇所や価格を知るなど、工事にあたっては専門的な知識が必要

なため、委員会だけで検討するのは無理があります。専門家であるパートナー

〔表13〕　大規模修繕工事までの流れ

⑴　準備段階

・大規模修繕工事専門委員会の設立
・パートナー決定（専門家の活用方法）
・大規模修繕工事の検討開始を告げる総会決議
・調査までのスケジュール検討

⑵　建物調査診断
（２～３カ月）

・不具合・劣化部分の調査（パイロット調査）
・区分所有者意識調査、居住者による不具合箇所聴き取り（ア
ンケート）
・調査結果報告会の開催

⑶　修繕計画立案
（３～４カ月）

・工事までのスケジュール、工事時期の検討
・区分所有者要望聴き取り
・工事範囲と修繕方法検討
・予算検討
・工事仕様書作成
・工事範囲説明会の実施

⑷　工事会社選定
（３～４カ月）

・公募条件検討
・公募（専門新聞、WEB）
・見積発注会社選定（第１次選定）
・見積発注
・選定会議開催（第２次選定）
・ヒアリング（第３次選定）
・工事会社および予算の承認総会の実施

⑸　工　事
・工事実施状況の把握
・色決め等の検討
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　これらは工事請負契約の項目であるため、管理組合が何も言わなくても工

事会社は実施しなければなりませんが、現状は残念ながらすべては実施され

ていない状況です。そのため、期限がくるたびに、工事会社から連絡がない

場合は管理組合側から申し入れる必要があります。管理組合理事が変わって

も、この引継ぎを忘れないようにすると同時に、管理会社にこの連絡および

確認の実施を依頼しておくことも必要です。

　なお、定期点検実施の際に工事監理を行ったパートナーに同行してもらう

と、より一層厳しい目で点検が実施されますし、発生した不具合が瑕疵に相

当するかどうかの判断や工事会社への交渉も補助してもらえるため安心です。

Ⅲ　日常修繕等

１　建物の管理

⑴　瑕疵のチェック

　不具合の内容によって違いはありますが、総じていうとマンションの販売

会社の瑕疵担保保証（令和２年４月１日以後に締結された売買契約については、

契約不適合責任。平成29年債権法改正については、第７章Ⅰを参照）は新築後10

年で切れることが多いため、９年目以内（できれば築後２年目で行われる定期

点検時）に建物診断調査を行って建築士に不具合を見てもらうことで新築時

の瑕疵の有無をチェックすることが可能です。

　仮に、瑕疵に相当する不具合がある場合は、販売会社へ連絡し協議に入り

ます。協議の際には、不具合を起こしている原因を明らかにする必要があり、

大変専門性の高い内容になります。劣化診断や工事監理をお願いしている建

築士に相談し、場合によっては瑕疵に関する交渉を業務として依頼するとよ

いでしょう。また、大規模修繕工事の場合でも、工事ごとに保証が付いてい

ますので、工事後には定期点検を行い、必要に応じて保証工事として無償で

直してもらいましょう。
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⑵　屋根防水

A　屋根の種類
　屋根の維持管理を怠ると住戸内の雨漏りが

生じ、居住者トラブルや損害賠償請求を争う

などの事故にもつながりかねず、それらを未

然に予防する意味でも計画的に劣化状況を調

査しながら、適切に維持管理することが重要

となってきます。マンションの屋根には、平

らな「陸屋根」と勾配のある「勾配屋根」の２

つに大きく分けられます。ともに10年程度

の保証期間を設けてもらうのが一般的です。

B　陸屋根の維持管理
　屋根材としては、アスファルト防水、ウレタン防水、シート防水などが防

水材の代表例です。これらは有機質系材料で紫外線による劣化が生じるため、

表面には紫外線保護材（トップコート）が塗られています。まずは、５年をめ

どに紫外線保護材の塗替えを行うと長持ちします。

　修繕は、10～ 15年を目安に専門家に劣化状況を見てもらったうえで判断

してください。ふくれや亀裂、剥がれ、硬化、滅失等が全体的に発生してい

るかがポイントです。補修方法については、不具合箇所が少ない場合は部分

補修が可能です。不具合箇所が散見される場合は、新しい防水材を全面的に

施工することになります。その際、多くの場合は既存防水材を撤去せずに施

工することが可能です。

　一般的な防水層の耐用年数は〈図７〉のとおりです。「アスファルト防水押

さえコンクリート仕上げ」は一般的にルーフバルコニー等で使われ、アスファ

ルト防水の上に10cm程度のコンクリートを打つ工法ですが、床部分および

立ち上がり部分の両方ともこの仕様の場合、防水層に紫外線や降雨が直接当

たらないため、30年以上の耐用年数となる場合もあります。第１回目の修

繕工事の際に特に問題が発現していないなら、保証が切れていても改修範囲

［写真２］　屋根

陸屋根

勾配屋根
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から除外とすることが十分考えられます。

　なお「防水モルタル」は防水剤を混和したモルタルです。一般のモルタル

よりも防水性能はありますが、防水材としての位置づけではありません。

C　勾配屋根の維持管理
　勾配屋根は、アスファルト系屋根材（アスファルトシングル等）などで屋根

が葺かれている場合が多いようです。劣化の状況としては、表面の退色・砂

落ち、硬化や亀裂が生じ始めたら注意が必要で10～ 15年が目安です。退色・

砂落ちのみであれば保護塗装の塗布で済みますが、劣化が進むと亀裂やめく

れ等が生じますので、部分的に張り替えるか、全面的に張り替えるかの判断

が必要です。全面の張替えは既存屋根材を撤去して新たに葺く工法と撤去し

ないで上から被せる工法の２種類があります。全面撤去の場合は工事中に雨

などが降ると漏水のリスクがありますので、専門家に相談して判断してくだ

さい。

D　複合的な観点で判断を
　屋根防水は、劣化が進むと漏水につながる極めて重要で、修繕工事の中で

比較的コストがかかる部位です。方位や勾配などの環境による劣化速度、施

工の善し悪しや防水端部の納まりによる漏水リスクなど、個々のマンション

の状況で違いがあり、適正な修繕時期の判断に難しさがあります。極めて専

0 年 5 年 10 年 15 年 20 年

ウレタン塗膜防水

高分子系シート防水

露出アスファルト防水

アスファルト防水
押さえコンクリート仕上げ

10年

13年

13年

17年

※旧建設省が主体となって構成された総合技術開発プロジェクト（通称：【総
プロ】）によって作成された「建築防水の耐久性向上技術」に基づく

〈図７〉　一般的な防水層の耐用年限
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門性が高い内容になりますので建築士などの専門家に相談し、長期修繕計画

書を踏まえながら計画してください。

⑶　床防水

A　防水材料の種類
　バルコニーや外廊下など雨掛かりとなる共用部分の床も、室内に漏水する

可能性や、コンクリートの保護目的などから防水を考慮します。コンクリー

ト自体は水を通しませんが、ひび割れからの漏水が見られる場合は注意が必

要です。防水材料としてはウレタン防水やウレタン防水と塩ビシートを組み

合わせた複合防水が代表です。また、防水モルタル仕上げ（前記⑵B参照）

の場合もあります。

B　ウレタン防水の維持管理
　ウレタン防水の表面には屋根防水と同様にトップコートが塗布されます

が、トップコートがウレタンの場合５～６年

で塗替えを行うことが必要です。トップコー

トの性能が衰えると防水層が薄くなり、最終

的には下地材が露出します。またウレタン防

水は薄いゴムと同じで硬いものの衝撃には弱

いため、居住者に注意を促しましょう。

　屋根防水と違い日常的に歩行するため防滑

仕様とします。

C　複合防水（塩ビシート）

　塩ビシートの劣化は、紫外線による退色・

硬化、さらにシート裏への浸水が加わり、め

くれ・剥がれなど主に美観性の低下が判断基

準となります。塩ビシート自体は床材に分類

されるため単独で防水性能は保証されませ

ん。よって修繕ではシートの下で必要な箇所

にウレタン防水を施すこと、シートの端末に

［写真３］　ウレタン防水の滅失
状態

［写真４］　複合防水の改修

既存塩ビシートを剥がし、清掃し
た後には、排水溝と住戸側の角部
分にウレタン防水を施します
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Ⅰ　債権法改正

１　はじめに

　平成29年５月26日に「民法の一部を改正する法律」が成立（同年６月２日公

布）し、民法の第１編「総則」、第３編「債権」が改正されました（以下、あわ

せて「債権法改正」といいます）。現行民法が施行されたのは明治31年（1898年）

で、今回の「債権法改正」は、120年ぶりの大改正となりました。改正理由は、

①社会経済情勢の変化に対応させる、②一般の人にもわかりやすい法律とす

ることとされています。

　改正条文は広範にわたりますが、「総則」「債権」の改正は、これまでの判例・

実務の解釈を明文化しただけのものや表現を平易にしただけのものも多く含

まれています。

　本項では、マンション管理の関係で知っておきたい以下の改正点について

論じます。

①　債権の消滅時効

②　売買の瑕疵担保責任

③　請負の瑕疵担保責任

２　債権の消滅時効

⑴　改正の概要

　消滅時効とは、権利者が一定期間権利を行使しないと、その権利を消滅さ

せる制度をいいます。時効制度の趣旨（存在理由）は、

①　長い間続いている事実状態は法律上正当な権利と認めて取引の安全を

図る

②　長い年月の経過等により権利関係が証明できない者を救済する

③　権利の行使を長期間怠っている者は法の保護を受けられない

と説明されます。
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　債権法改正前、債権の消滅時効は、「債権は、10年間行使しないときは、

消滅する」（旧167条１項）、「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」（旧166条１項）が原則でした。例外として特別の短期消滅時効

が規定されていました（例：旧169～ 174条）。

　今回の改正点は、大まかにいうと次の３点になります。

①　時効期間が10年と５年に統一されました（改正166条１項）。これに伴い、

職業別や商事債権の短期消滅時効が廃止され、定期金債権についても見

直しがなされました。

②　主観・客観の２つの時効起算点を設けました（改正166条１項）。

③　時効障害事由が再構成されました（改正147～ 154条、改正158～ 161条）。

時効障害事由とは、時効の進行を止める事由をいいます。これまでの「中

断」を「更新」に、「停止」を「完成猶予」にそれぞれ用語が変更されたほか、

新たに「合意による時効の完成猶予制度」が創設されました。

⑵　時効期間の統一と２つの起算点

（改正法）166条１項

　債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一　債権者が権利を行使することができることを知った時から５年間

行使しないとき。

二　権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

A　改正理由
　主に経済界から時効期間を短縮すべきという意見があり、他方で、債権の

時効期間を５年に短縮すべきとする立法事実はないとの反対意見がありまし

た。これらの折衷策として、客観的起算点で10年の現行法の原則を維持し

つつ、新たに主観的起算点を導入して、その場合は「権利の上に眠る者を保

護しない」の理由から時効期間を５年に短縮したものとされています。
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