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的な理念を表しています。

保護から支援への転換

旧制度の下では、もっぱら財産保護に目的が

成年後見制度は、成年後見制度利用促進法の

あり、本人の意思や意向を考慮することは予定

制定により、今、第二の変革期ともいうべき時

されていませんでした＊ 2。新たに補助類型を設

期を迎えています。

けることにより、判断能力減退が軽度のうちか

かつての成年後見制度であった禁治産・準禁

ら利用できるようにし、さらに任意後見制度に

治産制度は、1999 年に現在の
「後見」
「保佐」
「補

より、利用者の自己決定権を最大限尊重しよう

助」3 類型の法定後見制度に改正されました。

としたものでした。
しかし、施行からかなりの時が経過しても、

また同時に、任意後見契約に関する法律の制定
に よ り 任 意 後 見 制 度 が 創 設 さ れ、 い ず れ も

肝心の補助の利用は極めて少なく、後見類型に

2000 年から施行されました。成年後見制度は

大きく偏る利用状況が続きました。制度の運用

精神上の障害により判断能力が不十分な者の権

では依然として財産保護を重視し、利用者数は

利や利益を擁護する制度であり、
新しい制度は、

諸外国と比べて非常に少ないという状況が継続

本人の意思の尊重、自己決定の尊重、ノーマラ

したのです＊ 3。このため、これでは、超高齢社

イゼーションに配慮し、これらの現代的な理念

会への対応、地域共生社会の実現に資すること

と本人保護の理念との調和を図ったうえで、利

ができないと指摘されるようになりました。
また、わが国は 2014 年 1 月に障害者権利条

用しやすい制度を実現することをめざしたと説
＊1

。成年後見人の職務における本

約を批准したのですが、その後、国連障害者委

人の意思の尊重および身上配慮義務が
（民法

員会が、同条約は、意思決定を代行する法定代

858 条、保佐人、補助人にも準用）、この現代

理制度から本人の意思決定を支援する制度への

明されました

＊1

小林昭彦、原司 共著『平成 11 年民法一部改正法等の解説』
( 法曹会、2002 年 )（以下、改正法の解説として引用する )3 ページ参照

＊2

 治産・準禁治産制度は、判断能力の減退しまたは喪失した者を行為無能力者とし、その行為は常に取り消しうるものとして保護することを目
禁
的とするとされていた。我妻榮『新訂 民法総則（民法講義Ⅰ）』
（岩波書店、1965 年）61 ページ

＊3

 外国にはこの分野の統計があまり完備されていないが、ドイツでは 2011 年の世話制度（法定後見）利用件数が約 130 万件（フォルカー・リップ
諸
著・熊谷士郎訳「自分のことは自分で決める：法定成年後見制度に代わるものとしての『事前配慮代理権』」
（「成年後見法研究」第 11 号、日本成年
後見法学会、2014 年）
80 ページ）
、フランスの法定後見利用者数は 2012 年で約 80 万件（山城一真「フランス成年後見法の現状概観」
（「実践成年
後見」№ 42、民事法研究会、2012 年）126 ページ）。また、オーストリアでは、2009 年の利用件数は 48,273 件（黒田美亜紀「オーストリアの成
年後見制度」
（新井誠ほか編著『成年後見法制の展望』
（日本評論社、2011 年）所収 207 ページ）という（同年の同国の人口は 833.5 万人）
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パラダイム転換を求めていると意見表明をした

見制度の利用は微々たるものというほかありま

ことから＊ 4、現行制度とこの条約との適合性が

せん。これは、重要な法律行為や虐待からの保

問題となるようになりました。

護などの必要に迫られて初めて利用するに至

このような状況を背景にして、これまでの運

り、そうでなければ利用しないということを示

用を大きく見直して広く国民が利用できる制度

しています。

に改善すべきだとの認識が広がり、2016 年 4

なぜそうなっているか。一つには、運用が保

月、成年後見制度利用促進法が公布され、同法

護に傾き、本人の意思や意向が軽視されている

に基づき 2017 年 3 月、同利用促進基本計画
（以

との点があります。旧制度時代の財産保護優先

下、基本計画）
が閣議決定されたわけです。

の意識が抜けていません。成年後見事案には、

この基本計画は、現行の運用を新しい理念に

虐待や財産侵害等からの保護が求められる例が

適合するよう改善することを目的とするもので、

相当数あり、その場合まずは保護を優先せざる

法制度自体を変えるものではありません。しか

を得ないのですが、しかし、侵害行為排除等の

し、この改善は、成年後見制度の目的を本人の

課題が解決した後でも、保護優先の運用が変わ

「保護」から「支援」
を基本とすることに変えよう

らないという傾向があります。

とするもので、まさに第二の変革ともいうべき

保護重視と不正防止のためということで、後

ものです。本稿では、この変革に至る背景、す

見人等に選任されるのも、弁護士、司法書士、

なわち成年後見制度の現状と基本計画が示す転

社会福祉士等の専門職が多く、最近では、親族

換後の制度運用の姿をみてみたいと思います。

選任は 22～23％程度に過ぎないという状況に
なっています＊ 8。

成年後見制度運用の実情から
浮上した課題

また、後見や保佐を利用すると、さまざまな
資格を喪失するという欠格事由の発生も利用の
障害になっているといわれています＊ 9。

2019 年 12 月末現在の利用者数は 224,442

そのため、本人の意思の軽視と相まって、こ

人となりました。2019 年
（1〜12 月）の後見等
開始申立件数は 35,959 件です

＊5

。旧制度時代

の制度を利用すると本人は何もできなくなると

最後の年、1999 年度の禁治産・準禁治産申立

批判されることになりました。

件数が 3,634 件でしたから、これと比較すると

さらに、
後見人による不正の発生も問題です。

＊6

格段の増加ではあります

。

利用件数増大に対して家庭裁判所の監督体制が

しかし、前述のとおり西欧諸国と比較すれば

追いつかず、親族後見人はもとより専門職後見

いまだ非常に少ないのですが、日本だけその需

人においてすら横領等が発生したのです。これ

要がそれほどに少ないということはあり得ませ

は制度の理念以前の問題であり、家庭裁判所の

ん。また、利用件数全体の約 76.6％が後見に

監督体制強化とともに不正防止に関する新たな

集中しています

＊7

。成年後見制度に新しく設け

しくみの整備なども課題となりました。

られた補助や自己決定権を最も尊重する任意後
＊4

一般的意見第 1 号（2014 年 4 月 11 日採択）。障害者権利条約 12 条 2 項は、締約国に対し、障害者に他の者と平等に行為能力を含めた法的能力の
享有を認めることを求めている。このため、一般的意見は、成年後見制度は障害者の行為能力を制限するゆえ否定されるべきものとする。ただし、
これも若干一面的との感を免れない

＊5

「成年後見関係事件の概況―平成 31 年 1 月～令和元年 12 月―」
最高裁判所事務総局家庭局

＊6

同上
「成年後見関係事件の概況〜平成 12 年 4 月から平成 13 年 3 月〜」

＊7

 掲＊ 5 の統計によると、後見の利用者が 171,858 人で、保佐 38,949 人、補助 10,983 人、任意後見 2,652 人となっている
前

＊8

 掲＊ 5 の統計による
前

＊9

（国家公務員法第 38 条 1 号、76 条、地方公務員法第 16 条 1 号、28 条 4 項等）、取締役の欠格事由（会社法 331 条 1 項 2 号）のほか、
公務員の欠格事由
200 近い法律で欠格が規定されていた
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利擁護支援の必要な人を早期に発見し、支援し

利用促進基本計画が
めざすもの

ようというもので、意思決定支援・身上保護を
重視した成年後見制度の運用に資する支援のシ

以上のようなさまざまな問題点を改善するた

ステムを構築しようというものです。

め、基本計画はいくつかの改善計画を策定しま

そして、このようなシステムの運用に関する

した。

中核機関を市区町村に設置することが掲げられ

第一に利用者がメリットを実感できる制度・

ています。いわばセンター機能を担う新たな実

運用への改善です。もちろん、虐待や財産侵害

働部隊の登場です。

等から保護されることも大きなメリットであ

第三は、不正防止の徹底です。既に
「後見制

り、この点は評価すべきです。が、判断能力が

度支援信託」が運用されていますが＊11、さらに

減退した人の生活、介護、医療に関する事務、

他のシステムも整備しようというものです。あ

いわば生活支援を行うことも成年後見制度の役

わせて中核機関による親族後見人支援も、不正

割であるにもかかわらず（民法 858 条参照）
、

防止に大きな効果を発揮することが期待されて

このような目的のためだけに利用しようとする

います。

人はあまりいませんでした。認知症の人たちが

現在の到達点

600 万人にも上っていることを考えれば ＊10、
そのような人たちが地域で生活するための支援

基本計画は 2021 年度末までの 5 年を計画期

として利用したいと考えるような制度にしなけ

間としていますが、2020 年 3 月、この計画に

ればなりません。そのためには、本人の意思を

かかる中間検証報告が発表されました。いわば

重視した支援ときめ細かい身上配慮を行う制度

この段階での到達点を示すものです＊12。

とすることが必要です。そうなると、身近な親

前述の制度運用の課題に関しては、まず、障害

族が後見人等に就くことが適切な場合もより多

福祉サービス等の提供の分野、および認知症の

くなるといえるでしょう。より適切な後見人の

人の日常生活・社会生活の分野に関してそれぞ

選任も課題となり、さらに、親族が後見人に選

れ
「意思決定支援ガイドライン」
が策定された＊13

任されたときは、後見実務に慣れていない親族

ことが挙げられました。さらに厚生労働省、最

後見人を支援することが必要になります。

高裁判所、専門職団体等から選出されたメン

また、本人の意思を重視するためには、本人

バーによるワーキンググループは、
「意思決定

の意思決定を支援することが必要です。これま

支援を踏まえた後見事務のガイドライン」を策

では、意思決定支援についてはあまり意識され

定し、2020 年 10 月末に公表しています。

ませんでした。そのため、意思決定支援を浸透

適切な後見人の選任のため、後見等申立ての

させることに役立つガイドラインの必要性が指

際に家庭裁判所に提出する診断書の様式の見直

摘されました。

しも行われ、本人の状況をより適切に提供する

第二に権利擁護支援の
「地域連携ネットワー

「本人情報シート」
が利用されるようになりまし

ク」の構築と
「中核機関」の整備があります。権

た。また後見人の交代もより柔軟に行うべきこ

＊ 10 内閣府
「平成 28 年版高齢社会白書」
 見制度を利用する本人（被後見人）の財産のうち日常的な支払いに必要な預貯金を親族後見人の管理の下に残し、通常使用しない多額の金銭は
＊ 11 後
信託銀行に信託して、特別の支出が必要となったとき家庭裁判所の指示書により引き出すことができるというしくみ。金銭信託であるが、指示
書がなければ解約・払戻しができないので、財産保護の確実性は高い
＊ 12「特集

成年後見制度利用促進基本計画中間検証報告からみる進展と課題」
（「実践成年後見」No.88）に、その検証報告と各専門職団体の取り組みの
状況、策定作業中のガイドラインの概要等が掲載されている
＊ 13 厚
 生労働省
「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」
（2017 年 3 月）
、同「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決
定支援ガイドライン」
（2018 年 6 月）
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とが家庭裁判所の課題として認識されるように

取り組みを行っています。

なりました。あわせて、担い手の確保や地域共

ただし、身上保護の重要性も忘れてはなりま

生社会の実現という観点から、改めて
「市民後

せん。紛争事案では本人の意思にかこつけて自

見人」の育成、活用が指摘されています。

己の要求を通そうとする利害関係者が現れるこ

欠格条項の廃止に関しては、2019 年 6 月に
廃止関連の整備法が成立し

ともあります。本人の真の意思や意向をいかに

＊14

、廃止に向けた

して把握するかということも考えなければなり

法整備がなされました。

ません。
意思の尊重と保護の調和という理念（意

不正防止に関しては、後見制度支援信託に並

思の優先ではない）を掲げている現行制度の枠

立する制度として、信託銀行以外の金融機関が

内で、どこまで本人の意思を重視した実務が可

同様の運営をする
「後見制度支援預金」
が少しず

能かということは、さらに検討が必要です。

つ利用されるようになっています。

また、今、最も注目されているのは中核機関

他方、中核機関の整備に関しては、2019 年

立ち上げの動向です。既に
「権利擁護センター」

10 月段階では、中核機関の設置はいまだ全国

や
「あんしんセンター」
などが活動を展開してい

の自治体の 1 割に達していない状況です。自治

る地域では、それが中核機関の基盤となるで

体が本格的に動き出すのは、基本計画の最後の

しょう。これらのセンターは、この間の地域に

1 年になるかもしれません。

おける権利擁護、市区町村長申立ての推進力と
なってきました＊15。その他の地域でも、先進

改善を実現するうえでの課題

例を参考にし、
専門職団体を最大限活用すれば、
立ち上げにさほど困難はないはずです。専門職

現行の成年後見実務の最も大きな課題は、保

団体はそのための取り組みもしています＊16。

護から支援への転換を図ることです。そのため
に意思決定支援を実務に定着させることが強く

基本計画は 2021 年を最終計画年度としてい

求められています。本人主体の成年後見が確立

ますが、その成果については、これから数年の

しなければ、制度が広く利用されることにはな

運用をみることが必要です。期待をもって見守

りません。中間検証報告にあるように、家庭裁

りたいところです。

判所も専門職団体も力を入れて、改善に向けた
表

成年後見制度の概要
法定後見

対象者
申立手続
申立てができる人

後見

保佐

補助

判断能力が
欠けている

判断能力が
著しく不十分

判断能力が
不十分

家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要がある
本人、配偶者、4 親等以内の親族、市区町村長等
代理権、取消権

成年後見人等、
任意後見人の権限

後見監督人等の選任

任意後見
あらかじめ公正証書で任意後見人
になる人と任意後見契約を締結す
る。本人の判断能力が不十分に
なったとき、申立てにより家庭裁
判所が任意後見監督人を選任し、
任意後見人は業務を開始する

重要行為 ＊ 17 への同

申立てにより重要行
意権、取消権
為 ＊ 17 の一部につい
任意後見契約で定めた範囲内での
申立てにより代理権 て同意権・取消権
代理権がある。取消権はない
（本人同意必要）
申立てにより代理権
（本人同意必要）

必要に応じて家庭裁判所の判断で選任される

＊ 14 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
 掲＊ 5 の統計によると、2019 年の市区町村長申立ては申立件数全体の約 22％となっている
＊ 15 前
 掲＊12 の特集参照
＊ 16 前
＊ 17 借金、訴訟行為、相続の承認・放棄など民法 13 条 1 項に定められている行為

2020.12
国民生活

4

全件で選任される

