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発刊にあたって

現行成年後見制度は、精神上の障がいにより判断能力が不十分な人たちの

判断能力を補い、その身上を保護するとともに、権利や利益を擁護する制度

です。現行成年後見制度が施行されてから15年が経過し、この制度のもつ権

利擁護の機能が広く認識されるようになりました。高齢者虐待の防止、高齢

者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法） 9条 2項が、

市町村長は、虐待等の通報があった場合には、高齢者の虐待の防止および高

齢者の保護が図られるよう、適切に老人福祉法32条の規定により審判の請求

をするものとすると定め（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律（障害者虐待防止法） 9条 3項も同旨）、高齢者虐待防止法28条が、

国および地方公共団体は成年後見制度の周知のための措置や成年後見制度の

利用にかかる経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後

見制度が広く利用されるようにしなければならないと規定しているのも（障

害者虐待防止法44条も同旨）、それを示しています。

成年後見制度の利用者数は、2013年12月末の時点で合計17万6564人となっ

ています。市町村長の後見等開始審判の申立件数も年々増加し、2013年には

1年間で5046件となりました。

制度運用上の改善も進み、2013年では、後見等開始審判の申立てから 2カ

月以内の終局が約77. 8 ％、 4カ月以内が94. 8 ％と利用開始までの期間の短

縮化が進んでいます。また、2013年には親族以外の第三者成年後見人等の選

任割合が全選任件数の約57. 8 ％（数字はいずれも最高裁事務総局家庭局「成年

後見関係事件の概況―平成25年 1 月～12月―」によるもの）となりました。

これは、制度の信頼性を高めるとともに、成年後見の社会化の表れとも評価

されます。

2013年に厚生労働省研究班が発表した調査結果では、認知症高齢者は462

万人に達しているそうです。超高齢社会の進展とともに、高齢者の財産被害

や虐待被害等の権利侵害は増加することが予測され、また障がい者に対する
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虐待も後を絶たず、親なき後の障がい者の生活支援も深刻な課題となってい

ます。成年後見制度がその役割を期待される場面は、今後とも増加していく

でしょう。そして、これらの状況を直視するならば、制度の運用基盤を整備

することは急務です。市民後見人の育成などはその 1つの試みということが

できます。また、家庭裁判所に制度運用のすべてを委ねるのではなく、判断

機能と監督機能の役割分担などの新たなシステムを構築することも必要で

しょう。

さらに、日本は2013年 1 月、障害者の権利に関する条約を批准しましたが、

その12条は、締約国に対し、障がい者に他の者と平等の法的能力を保障する

こととあわせて、法的能力行使にあたって必要な支援を受けられるよう適切

な措置をとることを求め、意思決定支援を法的能力行使における支援の基本

としています。

これに対し、日本の現行成年後見制度は、本人の意思の尊重と身上配慮の

義務を定めるなど、自己決定の尊重、ノーマライゼーションに配慮し、これ

らの現代的な理念と本人保護の理念との調和を図ることをめざしたものとさ

れていますが（小林昭彦＝原司『平成11年民法一部改正法等の解説』 3頁）、し

かし、いまだ本人保護重視の基本構造をとっており、本人の自律性は二次的

な位置づけとみられるシステムとなっています。それは、①後見類型におけ

る成年後見人の包括的な取消権と代理権、②保佐類型における保佐人の包括

的な取消権、③後見等開始後は定期的見直しがされることなく継続すること

等に表れています。現行法定後見制度は、一元主義や必要性の原則を導入す

ること等により制度の基本構造を改めることが不可避となるでしょう。

他方、任意後見制度は、自己決定権の尊重に最も適うものと考えられます

が、利用件数はいまだに少なく、制度の利点を明確にするとともにより利用

しやすくするための改善が求められています。

本書は、成年後見制度の権利擁護機能を重視する観点から、現行制度と最

新実務の運用状況、さらに制度の運用に携わる者に不可欠な福祉的知見を解

説したものであり、成年後見制度に関する法律と福祉の総合的な実務書と
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なっています。しかし、これにとどまらず、本人の自己決定権を可能な限り

尊重した運用をめざすことを課題とし、あるべき支援の方法についても解説

しています。執筆担当者は、いずれも成年後見制度を活用した権利擁護活動

の経験が豊富な実務家です。

本書が、成年後見制度の現代的な役割を多くの市民に知らせ、また判断能

力が不十分な人たちのための権利擁護活動に大きな貢献をするであろうこと

を信ずるものです。

2014年12月

編者を代表して

� 弁護士　赤沼　康弘
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第２部　法定後見

Q93　　成年後見人等として心がけること――成年後見
の目的・理念に従った後見実務・倫理

初めて成年後見人として選任されました。これから成年後見人として

の職務を行うにあたって、指針とすべきことや基本理念にどのようなこ

とがあるでしょうか。

１　成年後見制度の目的・理念

現行の法定後見制度は、2000年の介護保険制度の導入と軌を一にして、従

来の禁治産制度への反省から、「高齢社会への対応及び知的障害者・精神障

害者等の福祉の充実の観点から、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマ

ライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を旨とし

て、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度を構築する」ものとして制定されま

した（法務省民事局�「民法の一部を改正する法律案等要綱案の概要」（平成11年 1

月））。

障害者福祉の面では、1997年の社会福祉基礎構造改革に基づき、2000年 4

月から施行された介護保険制度、2003年から施行された支援費制度（2006年

から障害者自立支援法。2013年に障害者総合支援法に改正・改称）により、福

祉・介護サービスの利用は、行政による措置制度から私法上の契約関係に移

第 3章　後見等開始後の実務

 1　実務一般
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行しました（「措置から契約へ」）。これに伴い、認知症や知的障害・精神障害

などにより判断能力の低下・喪失がみられる高齢者・障がい者が、契約内容

を自ら十分に吟味できない場合に不利益を被らないよう、福祉・介護サービ

ス利用者の権利を擁護する制度として、介護保険制度の導入にあわせて新し

い成年後見制度が導入されたのです。

ここでの指導理念は、前記のとおり、本人意思、福祉サービスの利用の面

では自己決定の尊重、残存（現有）能力の活用、ノーマライゼーション等の

新しい理念と、従来の本人保護の理念との調和にあります。その現れが、本

人の意思の尊重と身上配慮義務です（民法858条・876条の 5第 1項・876条の10

第 1 項、任意後見契約法 6条）。

２　ノーマライゼーションの理念

このように、現行の法定後見制度の導入は介護保険制度の導入と軌を一に

するものであり、あくまでも、「障がいのある人も家庭や地域で通常の生活

ができるような社会をつくる」というノーマライゼーションの理念の実現が、

根底にあります。高齢になったり、障がいを有するからといって、病院や施

設に入れられて、社会から隔絶されてしまうのではなく、一人ひとりが住み

慣れた地域で自分らしく生き生きとした生活を送れるよう、社会の側の障壁

を取り除くように援助する手段の 1つとして、成年後見制度が位置づけられ

るのです。

成年後見制度の位置づけは、法律行為の場面において判断能力が不十分な

人への財産管理上の保護に限定して成年後見制度を捉える考え方と、成年被

後見人等の生活全体に着目し、地域の中で通常の生活をするために必要とな

る法的な意思決定を支援する制度として成年後見制度を捉える考え方があり

ます。

ノーマライゼーションの理念に照らせば、財産保護の制度から、本人の権

利擁護・支援の制度に比重が移ったと考えるべきでしょう。

これをソーシャルワークの考え方になぞらえれば、「治療モデル」（疾患を
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治療する（ここでは法律行為を行う）ことに注目するもの。生活全体への視点を

欠く）から「生活モデル」（生活全体を考慮する中で問題の 1つとして疾患を治

療する（ここでは法律行為を行う）と捉える）へと価値観の転換がなされたも

のと位置づけることもできるでしょう。

３　自己決定の尊重と残存（現有）能力の活用

地域の中で生活をするために必要な意思決定を支援するにあたっては、本

人の能力はオール・オア・ナッシングではなく、場面に応じて、本人がもっ

ている能力を引き出していくことが必要です。

たとえば、日常の食料品や雑貨の買い物をする能力は残っていても、不動

産の処分などの重要な法律行為については 1人で行うには不安が残るような

場合が容易に想定されます。その人が現在もっている能力に応じて、後見・

保佐・補助の類型から適切な制度を利用し、支援をしていくことが求められ

ます。

また、在宅の福祉・介護サービスの利用契約を締結して自宅に住み続けた

いのか、あるいは、快適な有料老人ホームに入りたいのか、などの本人の意

思は、経済的・物理的に可能な限り尊重されなければなりません。

その人がもっている能力を活用しつつ、その能力の程度に応じて、その人

が理解できるような説明や選択肢を提示するなど、意思決定を支援していく

ことが、成年後見人等には求められています。

本人の権利を擁護する場面では、本人の保護の理念から来る取消権や代理

権の行使が前面に出ざるを得ませんが、他方で、本人の自己決定を尊重し、

残存（現有）能力を活用することにより、地域の中で生活ができるように支

援するためには、取消権や代理権の行使は、可能な限り謙抑的であるべきで

す。「本人意思＝自己決定の尊重」と本人保護との「調和」が求められてい

ます。

� （寺町　東子）
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Q94　　成年後見を必要とする人の特性①―高齢者

認知症高齢者の成年後見人に就任することになりました。一般的に認

知症の方はどのような特性をもっているのでしょうか。

１　わが国における高齢者の状況

現在、わが国の75歳以上人口の割合は約10人に 1人の割合ですが、2030年

には 5人に 1人、2055年には 4人に 1人になると推計されています（総務省

「国勢調査」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年 1 月

推計）」）。このような超高齢社会では、①高齢者ケアのニーズの増大、②高

齢者の単独世帯の増加、③認知症を有する高齢者の増加が想定されます。こ

れらに対応するためには介護や医療のみならず、成年後見制度など、権利擁

護のためのさまざまなしくみが必要となります。

２　認知症とは

認知症とは、「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の

器質的な変化により、日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその

他の認知機能が低下した状態」のことをいいます（東京都福祉保健局「とう

きょう認知症ナビ」ウェブサイト参照）。

世界保健機関（WHO）による認知症の定義では、①生活に支障のある記

憶と思考の障害、②エピソード記憶、特に近時記憶の障害、③思考と判断力

の障害、④注意集中の障害、⑤意識清明、⑥ 6カ月以上の障害継続とされて

います。
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３　認知症の主な症状と対応のポイント

認知症の症状は、大きく「中核症状」と「周辺症状」の 2つに分けること

ができます（Q11参照）。

⑴　中核症状

中核症状とは、病気等により脳の細胞が壊れ、その細胞が担っていた機能

が失われたために生じる症状です。記憶障害、見当識障害、遂行機能障害等

がみられます。

（A）　思いと行動の理解

認知症の方に接する際のポイントとして、それぞれの障害における認知症

者の思いと行動を理解する必要があります。

①　見当識障害

見当識障害とは、日時や場所、人物、自分のおかれている状況等を認

識できなくなることをいいます。場所における見当識障害では、目的地

には着いたが元いた場所に戻れるか不安である、知り合いに迎えにきて

ほしい等の思いがあります。それらの思いが行動に発露し、周囲の人に

元いた場所への帰り方を訪ねる等の行動に出ます。

時間における見当識障害では、朝なのか夜なのかが認識できないため、

目が覚めても何時なのかがわからず、今自分がしている行動がこの時間

にすべきことなのか不安であるという思いがあります。そのため、周囲

の人に現在の正確な時間を教えられるとびっくりすることがあります。

人物における見当識障害では、日常的に接している家族や周囲の人た

ちも認識することができないため、自分の知り合いはどこにいるのか、

笑顔で接してくれているこの人は自分の知り合いなのだろうか、と疑問

に思うことがあります。そのため、自分の知り合いがどこにいるのか、

ということを相手に尋ねることがあります。

②　記憶障害

記憶障害とは文字どおり、過去の記憶が抜け落ちてしまうことです。
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