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高齢者の日常生活と法制度 

介護保険制度・成年後見制度の導入から 20 年を振り返る 

 

本澤巳代子* 

三輪まどか** 

第一部 介護保険制度を中心に 

 

１．介護保険制度創設前史～社会保障制度の歴史

的展開～ 

 

（１）家制度と社会保障 

明治民法 1の家族法の基本構造は、戸主権で統制

された「家」を軸とする家制度であった。この「家」

制度は、単なる庶民の家族生活を規律するものにと

どまらず、天皇を頂点とする日本帝国を支える基本

単位としての役割を担っていた。「家」制度のもとで

は、戸主が「家」に関する決定権限と家産を独占す

るが、その代わりに戸主は「家」の構成員である家

族員の生活を保障しなければならなかった。そのた

め、日本社会では、家族の誰かが困ったとき、家族

が自己犠牲を払ってでも救済すべきであり、国家や

社会に救いを求めることは「恥」であるとの考え方

が根強く生き続けてきた。こうした「家」を前提と

した私的扶養優先の考え方を前提にしていたため、

日本で初めて公的扶助制度を定めた 1874 年の恤救

規則では、所属する家のない貧民に対し、天皇や政

府のお恵みとして公的扶助が与えられたに過ぎなか

った。また、恤救規則に比べて対象者を大幅に拡大

した 1929 年の救護法においても、要救護者は公の

 
*) 第一部執筆者本澤巳代子氏は、博士（法学）関西

大学、筑波大学名誉教授（人文社会系）、筑波大学医

療系客員教授、筑波大学医学医療系ヘルスサービス

開発研究センター家族総合政策部門長 

**) 第二部執筆者三輪まどか氏は、博士（国際経済

法学）横浜国立大学、南山大学総合政策学部教授 
1 1890（明治 23）年に草案が完成し公布された（旧

民法）が、しかし民法典論争が起こり、旧民法は施

行延期となった。1893（明治 26）年、日本人 3 名が

起草委員となって、旧民法の修正作業が開始され、

1896（明治 29）年に財産法部分、1898（明治 31）年

に家族法部分が公布された（明治民法）。 

救護義務の「反射的利益」として救済を受けること

ができるにすぎないとされた 2。 

 

（２）戦後憲法と社会保障法 

日本で社会保障制度が整備されたのは、第二次大

戦後になってからである。まず、戦後における国民

の困窮状態に緊急に対応するため 1946 年に旧生活

保護法が制定され、つぎに、戦争によって生じた孤

児や身体障害者に対応するため 1947 年に児童福祉

法、1949 年に身体障害者福祉法、1951 年に社会福

祉事業法が制定された。また、生存権保障を明記し

た憲法 25 条のもと、1950 年に現行生活保護法が制

定されるとともに、「国民皆保険・皆年金体制」を実

現するため、1958 年に国民健康保険法の全面改正、

1959 年に国民年金法の制定が行われた。そして、

1960 年代には、高度経済成長による税収の増大を背

景に、1963 年に老人福祉法、1964 年に母子福祉法

などが次々と制定された 3。 

しかし、1970 年代半ばのオイルショックを機に経

済成長が鈍化し始めると、社会保障制度の展開にも

変化が生じた。社会保障制度における国の財政負担

を軽減するため、個人および家族の努力と責任が強

調され、すでに崩れかけていた三世代家族を基盤と

する「日本型福祉国家」が提唱されるなどした。他

方、急速に進展する高齢化に対応するため、1982 年

に老人保健法が制定されるとともに、1985 年には国

民年金法が抜本的に改正され、基礎年金制度が導入

された。さらに、1990 年には福祉 8 法の改正、1995

 
2 詳細は、小川政亮著作集編集委員会編『小川政亮

著作集 2 社会保障法の史的展開』（大月書店、2007

年）13－330 頁など参照。 
3 詳細は、小川・前掲書（注 2）331－394 頁など参

照。 
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年には高齢社会対策基本法の制定が行われた。これ

らの福祉政策は、戦前からの社会的因習のもと、身

寄りのない貧しい対象者のための限定的な施策であ

り、行政が福祉的措置の要不要の判断や内容を決定

する行政処分として実施されていた。また、福祉と

いえば、これらの限定的な対象者のために、人里離

れた場所に施設をつくって、そこに入所させること

だと長年にわたって考えられていた。 

 

２．介護保険制度導入の背景 4 
 
（１）高齢者の増加と家族形態の変化 

 日本の平均寿命は、戦前は男女ともに 50 歳に満

たない状態にあり、男女ともに 50 歳を上回ったの

は、1947 年と戦後になってからであった。その後、

平均寿命は飛躍的な伸張を遂げ、1970 年には男性

69.3 歳、女性 74.7 歳、1995 年には男性 76.38 歳、

女性 82.85 歳となり、世界的に最も高い水準となっ

ていた。そして、当時すでに、厚生省人口問題研究

所の推計によれば、2000 年には男性 77.3 歳、女性

83.8 歳、2025 年には男性 78.3 歳、女性 85.1 歳に達

するとされていた。このように、平均寿命が伸びて

高齢者が増加するからと言って、それが要介護高齢

者の増加に直結するわけではない。しかし、加齢と

ともに要介護発生率が高くなる傾向にあることも事

実である。特に 85 歳以上における要介護発生率は

かなり高率で、4 人に 1 人は介護が必要になると言

われていた。当時の厚生省の推計によれば、要介護

高齢者の数は、2000 年に 280 万人、2025 年には 520

万人に達するとされていた。 

 この間の家族形態の変化は、家族規模と家族構成

の変化から見て取ることができる。例えば、平均世

帯規模は、1955 年までは 4.9 人前後で推移し、戦前

からの家族規模を概ね維持していた。その後、高度

経済成長に合わせるように、家族規模は急激に縮小

傾向をたどり、1975 年には 3.45 人にまで激減して

 
4 詳しくは、本沢巳代子『公的介護保険－ドイツの

先例に学ぶ』（日本評論社、1996 年）8－17 頁参照。 

いた。その後の減少速度は若干鈍化したものの、

1992 年には 2.99 人と 3 人を割り込んでしまった。

また、家族構成別に世帯数の推移をみると、特に

1950 年代後半からの高度経済成長に伴う人口の都

市集中によって、三世代世帯に代わって核家族世帯

や単独世帯の数が増加してきた。特に 65 歳以上の

高齢者世帯については、子と同居する世帯が激減し、

夫婦のみ世帯と単独世帯が増加しており、厚生省の

国民生活基礎調査によれば、1992 年には 65 歳以上

の高齢者の 39.3％が、夫婦のみまたは単独で生活し

ていた。もっとも、65 歳以上の高齢者の 57.1％は、

成年子やその家族と同居しており、夫婦のみ世帯を

加えると、家族の誰かが主たる介護者の役割を担っ

ているのが通例であった。 

 いずれにしても、1992 年の国民生活基礎調査によ

れば、介護を必要とする寝たきり高齢者の介護者は、

女性が 86％、同居親族が 86％を占め、同居する子

の配偶者（いわゆる長男の「嫁」）が 33.4％を占め

ていた。これは、戦前の「家」制度の家意識の名残

の中で、法律上当然には扶養義務を負わない「嫁」

が、夫の親の主たる介護者としての役割を担ってい

たことを意味する。「将来、誰に介護して貰いたいか」

を調査した結果でも、60 代以上の高齢女性は「嫁」

を頼りにしており、年代が若いほど配偶者や娘を挙

げる者が多かった。 

 

（２）家族の変容と福祉政策の展開 

前述した「日本型福祉国家」といったワンパター

ンの福祉政策は、家族形態の多様化、少子高齢化、

女性の高学歴化と就労率の増加など、社会の変化に

対応することはできなかった。特に急激に進展する

少子高齢化は、高齢者介護を家族に期待し続けるこ

とができない現実を突きつけたのである。その結果、

単独世帯の要介護高齢者や貧しい要介護高齢者のみ

を対象としてきた従来の福祉政策が見直され、一般

市民を対象とした市民福祉として理解されるように

なった。老人福祉政策を社会的な介護ニーズに相応

しいものとするため、具体的な目標数値を設定した
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ゴールドプランや新ゴールドプランの作成、市町村

への権限移譲、高齢者保健・福祉計画の策定などが

行われた。 

しかし、租税財源には限りがあるため基盤整備は

追いつかず、必ずしも入院が必要ではないにもかか

わらず、自宅で生活できない要介護高齢者が病院に

入院し、身の回りの世話をして貰う社会的入院の増

加をもたらした。また、高齢者介護は家族、特にい

わゆる長男の「嫁」が担うものとする社会的因習が

根強く、老人福祉サービスの利用が介護忌避と見ら

れることを恐れた家族が、病院を隠れ蓑に利用する

ケースも少なからずあり、社会的入院に拍車をかけ

ていた。このような状況は、住み慣れた地域で安ら

かに老後を過ごしたいという高齢者の願いに反する

ばかりでなく、膨張する老人医療費の原因としても

大きな問題となっていた。 

 

３．介護保険制度の導入～措置から契約へ 5～ 

 

（１）介護保険法の基本的な考え方 

このような従来の老人医療と老人福祉制度により

生じていた問題に対処するために、要介護高齢者の

社会的入院の原因となっていた老人保健制度を廃止

するとともに、従来の限定的な老人福祉制度のもと

で租税財源をベースとしていた高齢者介護の制度は、

抜本的に改革されることとなった。その結果、医療

保障制度との関係をも考慮した上で、高齢者の介護

を社会全体で支え合う仕組みとして、また民間活力

による介護市場の早急な量的拡大を図るために、介

護保険法が 1997 年 12 月 17 日に公布、2000 年 4 月

1 日に施行されたのである 6。 

 
5 介護保険法制定後、その施行までの期間、要介護・

要支援高齢者が、従来の老人福祉制度における行政

措置の対象から契約の主体になったことを端的に表

現するため、「措置から契約へ」という表現を用いた

のが始まりである（本澤巳代子「特集・民法の中の

「人間」福祉」法学セミナー529 号（1999 年 1 月）

56 頁）。 
6 介護保険導入までの議論状況について、詳細は、

介護保険法の目的は、加齢に伴う要介護状態にあ

る者が尊厳を保持し、残存能力に応じた自立した日

常生活を営むことができるように、必要な保健医療

サービス・福祉サービス給付を行うことである（介

保 1 条）。そして、介護保険は、被保険者の要介護状

態・要支援状態の軽減・悪化防止のために必要な保

険給付を行うものであり、被保険者の心身の状況、

その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択

に基づき、適切なサービスが多様な事業者・施設に

よって提供されなければならないものである（介保

2 条）。すなわち、新たに創設された介護保険制度の

基本的な考え方は、①自立支援、②利用者本位、③

社会保険方式の 3 点ということになる。 

 

（２）介護保険給付の利用と契約 7 

新しく導入された介護保険制度は、基本理念の一

つである上記②利用者本位を実現するために、すな

わち「利用者による介護サービスの選択」8を可能と

するために、介護サービスは行政の判断と責任で提

供される「措置」から、介護保険給付の提供事業者

と利用者の間で締結される「契約」に従って提供

される方法に転換された（措置から契約へ）。これ

によって民間介護事業者の参入が促進され、短期間

で介護サービス基盤の充実を図ることができるとと

もに、所得水準や家族構成にかかわらず、要介護者

および家族介護者のための社会的支援が可能になっ

たのである。しかし、介護保険制度導入を含む高齢

者介護問題について検討した老人保健福祉審議会は、

その審議過程の中で、「契約」という言葉を使うこと

を慎重に避けていた。これには、当時の社会問題と

もなっていた有料老人ホーム契約の問題（介護サー

ビス提供の有無や料金、入居一時金の返還などが約

 
本沢・前掲書（注 4）、104－123 頁など参照。 
7 介護保険と契約については、本澤巳代子「成年後

見と介護保険」民商法雑誌 122 巻 4・5 号（2000 年）

557－566 頁など参照。 
8 老人保健福祉審議会における公的介護保険の内容

の変化については、本沢・前掲書（注 4）108－115

頁参照。 
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款に明示されていない問題）9なども影響していたの

ではないかと思われる。すなわち、民間事業者との

「契約」に対する福祉関係者や介護サービス利用者

の根強い不信感、「契約」イコール弱者を食い物にす

る悪いものという考えからの反発を回避しようとし

たものと思われる。 

実際のところ、「措置」から「契約」に制度が変更

になったからといって、介護サービス利用の場面に

おいて、自動的に利用者による自由な選択が可能と

なったという訳ではない。介護契約は一般のサービ

ス契約とは異なり、利用者が日常生活を営むために

必要なサービス提供を目的にするものであるから、

多様な事業者が提供する多様な介護サービスを「自

由」に試してみたり、「自由」に介護サービスの利用

を止めたりすることができる訳ではない。そして、

日常生活継続のために長期間の契約期間が前提にな

るとともに、高齢者の要支援・要介護状態の変化に

よって、介護サービスの内容や利用頻度が変わる可

能性のある契約でもある。また、利用者が加齢のた

めに、あるいは知的障害や精神障害のために、介護

契約の締結に必要な意思能力を十分に備えていなか

ったり、一旦締結した契約の内容を忘れてしまった

りする危険性があるという意味においても、一般的

な契約とは異なる側面を持つものである。それゆえ、

介護保険法制定後から施行までの 2 年半近くの間に

は、消費者契約法の制定（消費者保護）、従来の社会

福祉事業法に代わる社会福祉法の制定および老人福

祉法の改正、成年後見制度に関わる民法改正（高齢

者の意思能力・財産管理）など、「措置から契約へ」

の制度転換に対応するための法制度整備が行われた

のである。 

介護保険制度の当事者関係（保険者、被保険者、

事業者）（図表 1）および制度導入後 20 年間の変化

 
9 この問題について、下森定編『有料老人ホーム契

約』（有斐閣、1995 年）は、欧米各国の法制度を参

考に、①消費者保護、②約款規制、③高齢者の意思

能力と財産管理の三つの側面から問題を検討してい

る。 

については、既に本研究年報第 3 号で詳述した 10の

で、本稿では、介護保険制度創設に伴って制定され

たり改正されたりした法制度を中心に見て行くこと

とする。なお、成年後見制度については、三輪まど

か教授が詳述されるので、本稿では基本的に記述し

ないことをお断りしておく。 

 

４．介護保険制度と消費者契約法（2000年 5月 12

日公布、2001年 4月 1日施行）11 

 

（１）消費者契約法の目的と内容 

 消費者契約法制定の目的は、消費者契約について

一般的なルールを定め、消費者と事業者との間の情

報量・知識量の格差を是正しようとするものである。

事業者は、消費者契約締結にあたって、重要事項に

ついて、消費者の理解能力に応じて、情報提供を行

うように義務付けられる。事業者による情報の不提

供や不実告知は、それがなければ消費者が契約締結

の意思決定をしなかった場合には、契約を取り消す

ことができる。これによって、例えば介護支援専門

員がケアプランの作成依頼を受けた場合、介護サー

ビスなどの種類・内容、介護保険でカバーされるサ

ービスの範囲と利用者負担、保険でカバーされない

サービスの種類・内容・料金など、ケアプラン作成

とその後の包括的な介護サービスの継続的提供に関

わる契約の重要事項について、要支援・要介護高齢

者とその家族が理解できるように説明することが義

務付けられる。したがって、単に契約書を交付する

だけでは足りず、また説明義務を尽くしたことの立

証責任は事業者が負うことになる。そのほか、消費

者契約法は、契約内容の適正化のために、消費者に

不当に不利益な契約条項を不当条項として、その全

 
10 本澤巳代子「地域が主体となった介護システムの

構築のあり方－介護保険制度誕生 20 周年と今後の

行方」労働問題研究所 IWHR 研究年報第 3 号（2021

年）1－13 頁参照。 
11 詳しくは、本沢巳代子「介護サービスと消費者契

約－契約ルールをどう確立するか－」国民生活 1998

年 9 月号 16－21 頁参照。 
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部または一部を無効としている。さらに、契約条項

は明確かつ平易な言葉で表現されねばならず、その

意味について疑義がある場合には、消費者に有利な

解釈が行われることになっている。 

 このように消費者契約法は、介護保険制度の創設

によって、高齢者介護が行政措置から消費者契約へ

と抜本的に変更される中、要支援・要介護高齢者と

その家族の権利を護るために非常に重要な意味を持

つものであった。しかし、医療契約は消費者契約で

はないと主張する日本医師会等の反対にあい、消費

者契約法の制定が介護保険法施行に間に合わないこ

とになってしまった。その結果、次に述べる社会福

祉法の中に、福祉サービスの適切な利用に関する詳

細な規定が設けられることになった。なお、消費者

契約法は 2006 年に改正され、紛争解決のため消費

者団体訴訟制度を導入（2007 年 6 月から運用、2008

年と 2013 年に対象拡大）するとともに、2016 年と

2018 年には、取り消しうる不当な勧誘行為の追加、

無効となる不当な契約条項の追加などが行われてい

る。 

 

（２）介護契約とモデル契約書 

消費者契約法によって一般的な契約締結過程や契

約内容の適正化についてルールができたとしても、

介護サービスや施設入所などに関する契約の個々の

条項について想定される紛争の発生を未然に防止す

るためには、事業者・消費者・行政が協力して契約

書のモデルを作成することが有効である。実際にも、

日本弁護士連合会が契約書モデルを作成・公表した

が、契約に不慣れな社会福祉法人および要支援・要

介護高齢者とその家族には分かり難く、使い辛いも

のであった。そのため、東京都は、介護保険のサー

ビス利用者保護の観点から契約書のモデル作成と相

談・苦情体制の整備、これらに関連した権利擁護事

業の具体的内容を検討するための委員会（東京都利

用者保護制度検討委員会）を設置した。この検討委

員会の作成した介護サービス利用のモデル契約書

（案）12は、基本契約書（権利・義務等基本的事項

を定める）、契約書別紙（サービス内容・料金を定め

る）、重要事項説明書（連絡先・サービスの概要・事

業者の概要・苦情窓口の表示など）の 3 部構成とな

っている。特に契約開始時および変更時に基本契約

はそのまま維持した上で、要支援・要介護者の状態

に応じて柔軟に提供する介護サービスを簡単に変更

できるように、契約書別紙方式が採られたことは特

徴的であった。この東京都版モデル契約書は、1999

年 12 月に「相談・苦情対応マニュアル」と一緒に

都内の区市町村に配布され 13、その後、全国の自治

体に大きな影響を与えることとなった。 

 

５．介護保険制度と社会福祉法（1999年 7月 16

日公布、2000年 4月 1日施行） 

 

（１）社会福祉法の制定と目的 

 社会福祉法は、1951 年に制定された社会福祉事業

法が福祉施策の対象を限定的に捉えていたのに対し、

国民全体を対象とした上で、個人が尊厳を持って家

庭や地域でその人らしく生活できるように支援しよ

うとする「社会福祉基礎構造改革」の実現を図るも

のである。すなわち、社会福祉事業法の改正により

 
12 具体的には、主として社会福祉法人等が提供して

きた訪問介護、介護老人福祉施設、通所介護、短期

入所生活介護および新たに導入された居宅介護支援

について、モデル契約書（案）が作成された。しか

し、医療法人が運営する介護保健施設・介護療養型

医療施設に関わる契約書モデルは、都の意向もあっ

て作成されなかった。 
13 福祉契約研究会（代表：本澤巳代子）と東京都は、

2003 年に都内の訪問介護事業者を対象とした「介護

保険のサービス利用契約に関するアンケート」を実

施するとともに、2003～2004 年に契約書サンプリン

グ調査および訪問聞き取り調査を行った。調査結果

について、詳しくは、新井誠・秋元美世・本沢巳代

子編著『福祉契約と利用者の権利擁護』（日本加除出

版、2006 年）63－95 頁参照。なお、研究会メンバー

であった三輪まどか教授が、2016 年に小規模ではあ

るが、東京都モデル契約書に関する事後調査を行い、

先の調査結果と比較検討を行っている（三輪まどか

『契約者としての高齢者』（信山社、2019 年）69－

93 頁）。 
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誕生した社会福祉法による社会福祉制度は、介護保

険制度の基本的な考え方である①自立支援と②利用

者本位の 2 点で共通しており、「措置から契約（選択

利用）へ」という大きな制度変更を意味している 14の

である。 

社会福祉法の目的は、福祉サービス利用者の利益

保護、地域福祉の推進、社会福祉事業の公明かつ適

正な実施の確保、社会福祉を目的とする事業の健全

な発達を図ることであり、そのために「社会福祉を

目的とする事業」の全分野における共通的基本的事

項を定めるものである（社福 1 条）。そして、福祉サ

ービスの基本理念は個人の尊厳の保持であり、福祉

サービスの内容は、利用者の心身の健全育成・能力

に応じた自立した日常生活支援に資する良質かつ適

切なものでなければならないと規定している（社福

3 条）。 

 

（２）福祉サービスの適切な利用（社福第 8章） 

福祉サービスの利用が「措置」から「契約」へと

制度変更されたことを受け、福祉サービスの適切な

利用のため、情報の提供等（第一節）、福祉サービス

の利用の援助等（第二節）が必要とされている。情

報提供等としては、①事業者および国・地方公共団

体の情報提供の努力義務（社福 75 条）、②利用契約

申込時における契約内容等の説明の努力義務（社福

76 条）、③利用契約の成立時の書面交付義務（社福

77 条）、④福祉サービスの質向上のための措置等の

努力義務（社福 78 条）、⑤誇大広告の禁止（同 79

条）が規定されている。これらの規定は、適切な事

業者と適切な契約を締結するための消費者保護的観

点によるものである。そして、適切な事業者を選択

し適切なサービスを選択できるように、介護サービ

ス情報公表システムが構築されるとともに、契約内

容の履行が適正になされていることを担保するため

に、福祉サービスの質に関する第三者評価システム

 
14 三輪まどか「社会福祉基礎構造改革と社会福祉法

の誕生」本沢巳代子・新田秀樹編著『トピック社会

保障法 第 16 版』（信山社、2022 年）211 頁参照。 

が構築されたのである。 

福祉サービスの利用援助事業としては、成年後見

制度を補完するものとして設けられた地域福祉権利

擁護事業（2005 年に新たに制定された障害者自立支

援法によって、日常生活自立支援事業に名称変更）

がある。この地域福祉権利擁護事業は、介護保険法

施行の半年前（2019 年 10 月 1 日）に開始された要

支援・要介護認定のために、社会福祉法の施行に先

駆けてスタートしたものである 15。この福祉サービ

ス利用援助事業は、①比較的軽微な法律行為を含む

福祉サービスの利用援助、②それに付随した日常金

銭管理や書類等の預かりの援助、③それらに関わる

苦情解決制度の利用援助（社福 82 条）などを行う

ものであり、都道府県社会福祉協議会または一部業

務委託を受けた基幹的社会福祉協議会の実施事業で

ある（社福 81 条）。これらの援助を利用するために

は、社会福祉協議会と福祉サービス利用者との間で、

福祉サービス利用援助契約 16が締結される必要があ

る。この契約に定められた援助サービスが、社会福

祉協議会の専門員や生活支援員によって提供され、

利用者は利用料を支払うことになる。そのため、利

用者本人が最低限の契約能力を有していることが必

要であり、契約能力の有無を契約締結審査会が判定

するとともに 17、運営適正化委員会が継続的に監督

することになっている（社福 83 条以下）。 

 

６．介護保険制度と老人福祉法の改正 

 

（１）介護保険制度導入と老人福祉法 

2000 年の介護保険法施行によって、老人福祉法に

 
15 地域福祉権利擁護事業について、詳細は月刊福祉

82 巻 14 号（1999 年）の特集などを参照されたい。 
16 全国社会福祉協議会によって、福祉サービス利用

援助契約標準様式（3 種類）が作成された。詳しく

は、全国社会福祉協議会『地域福祉権利擁護事業の

基盤整備にむけてⅡ－事業推進マニュアル』（全国社

会福祉協議会、1999 年）参照。 
17 契約締結能力の判定について、詳しくは、全国社

会福祉協議会『契約締結判定ガイドライン』（全国社

会福祉協議会、1999 年）参照。 
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従った市区町村の福祉の措置に関する義務は、福祉

の総合的実施から支援体制の整備等に変更された。

すなわち、福祉の措置の実施者である市区町村（老

福 5 条の 4）は、65 歳以上の者が心身の障害のため

日常生活を営むのに支障がある場合、その心身の状

況や環境等に応じて、自立した日常生活を営むため

に最も適切な支援が総合的に受けられるように、福

祉の措置の積極的な実施に努めるとともに、居宅に

おける介護等および老人ホームへの入所等の福祉の

措置や介護保険給付など、老人の福祉の増進を目的

とする事業を行う者の活動の連携および調整をはか

るなど、地域の実情に応じた体制の整備に努めなけ

ればならず、引き続き居宅において日常生活を営む

ことができるよう配慮しなければならないとされた

のである（老福 10 条の 3）。その結果、老人福祉法

による福祉の措置は、認知症で介護保険の要支援・

要介護認定の申請をすることができない者、保険給

付の利用を望まない者など、やむをえない事由によ

り介護保険給付の利用が著しく困難であるときに、

職権で実施する例外的なものとなり（老福10条の4、

11 条）、できるだけ速やかに介護保険制度の利用へ

と移行させることになった（図表 2）。このように、

福祉の措置が介護保険給付に対して補足的なものと

なったため、その費用も、介護保険給付を受けられ

る者については、その限度で支弁しなくても良いと

され（老福 21 条の 2）、措置権者である市区町村は、

それ以外の措置費のみを支弁するにすぎないことに

なった（老福 21 条）。 

また、福祉の措置の実施者である市区町村は、老

人福祉に関する実情の把握に努めるとともに、必要

な情報の提供・相談および必要な調査・指導を行う

とともに、これらに付随する業務を行わねばならな

いとされている（老福 5 条の 4 第 2 項）。これら情

報提供・相談・指導は、介護保険給付の適切かつ有

効な利用にかかるもの、その他特に専門知識および

技術を必要とするものについては、老人介護支援セ

ンター等に行わせるものとされていた（老福旧 6 条

の 2）が、2005 年の介護保険法改正によって、さら

に総合的かつ専門的な機能をもった地域包括支援セ

ンターが市区町村に設置されることになった（介保

115 条の 46）ことから、老人介護支援センター等に

関する条文は削除された。 

 

（２）有料老人ホーム（介護保険の特定施設）と

老人福祉法 

介護保険法施行によって、有料老人ホームは介護

保険の特定施設であり、その提供する特定施設入居

者生活介護（入浴・排泄・食事等の介護、その他の

日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話）

は、介護保険の居宅サービスとされた（介保 8 条 11

項）。その結果、介護保険制度の導入後、有料老人ホ

ームは、高齢者の多様なニーズに対応しうる居住系

サービスとして、都市部を中心に著しく増加した。

さらに、2005 年の介護保険法改正の際には、食事の

提供を有料老人ホームの必要条件から除外したり、

定員規模要件（10 人以上）を廃止したりして、有料

老人ホームの設置・運営をしやすくした。 

もっとも、有料老人ホームの設置者は主として民

間企業であるから、サービスの質の確保が十分でな

い、設置企業の経営状態によっては事業の廃止・休

止の可能性があるなど、入居者保護の観点から問題

があると以前から指摘されてきた 18。そのため、

2005 年の介護保険法改正に伴って、老人福祉法に有

料老人ホームに関する諸規定が設けられた（老福 29

条）。例えば、有料老人ホームの設置者は、都道府県

知事に対して、法定事項の事前届出、変更があった

場合における 1 か月内の届出、事業を廃止・休止す

る場合の事前届出をするように義務づけられた。こ

のほか、帳簿の作成・保存、提供する介護等の内容

などに関する情報の入居者・入居希望者に対する開

示、前払金の算定基礎の書面による明示及び保全措

置も義務づけられた。これらの義務に違反した場合、

入居者に対する不当な処遇や運営上入居者の利益を

害する行為をした場合には、都道府県知事は設置者

 
18 詳しくは、下森・前掲書（注 9）参照。 
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に改善措置を命ずることができ、その際には改善を

命じた事実を公示しなければならいとされた。なお、

有料老人ホームの必要条件から食事の提供を除外し

たことに関連して、都道府県知事は、食事や介護の

提供を委託された者に対しても質問や立入検査を行

うことができるものとされた。その後も、2011 年の

法改正では、入居後 3 カ月以内の契約解除や入居者

の死亡による契約終了の場合、前払金から家賃等を

控除した額を返還すること、権利金を受領しないこ

とが義務付けられ、2017 年の法改正では、都道府県

知事による事業停止命令の創設、前払金の保全措置

義務の対象拡大などが行われた。 

 

７．介護保険制度と高齢者虐待防止法（2005年 11

月 9日公布、20006年 4月 1日施行） 

 

（１）高齢者介護と高齢者虐待防止法の目的と内

容 

高齢者虐待防止法の目的は、高齢者の尊厳保持に

とって高齢者虐待を防止することが重要であること

を前提に、虐待を受けた高齢者の保護、高齢者を介

護する養護者に対する支援のための措置等を定める

ことにより、高齢者虐待の防止等に関する施策を促

進することである（高虐 1 条）。そして、高齢者虐待

防止法は、養護者（高齢者の世話をしている家族・

親族・同居人など）による高齢者虐待（第二章）、養

介護施設従事者等（介護保険法や老人福祉法にいう

養介護施設（介護老人福祉施設等）または養介護事

業（居宅サービス事業者等）に従事する職員）によ

る高齢者虐待（第三章）に分けた上で、虐待行為を

①身体的虐待、②介護・世話の放棄・放任、③心理

的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待に分類している

（高虐 2 条 4 項、5 項）。特に高齢者の場合、ある程

度の財産や預貯金、老齢年金などがあるため、児童

虐待にはない⑤の経済的虐待が挙げられている。し

かし、同居家族の場合には、日常生活や高齢者介護

にかかる費用のために、悪気なく高齢者の財産を処

分したり、預貯金や年金を使ったりすることは珍し

くない。それゆえ、経済的虐待の定義には、養護者

が高齢者の財産を「不当に」処分したり、財産上の

利益を「不当に」得たりすることと明記されている。

その意味では、社会福祉法の権利擁護事業や成年後

見制度の財産管理とも関係しているということにな

る。 

 

（２）高齢者虐待防止法による対応策 19 

 高齢者虐待防止法は、高齢者の虐待防止、虐待を

受けた高齢者の保護、養護者に対する支援のため、

国および地方公共団体、国民、保健・医療・福祉関

係者などの責務を定めている（高虐 3 条－5 条）。そ

の上で、養護者による高齢者虐待の防止および養護

者に対する支援等として、市区町村は、高齢者およ

び養護者に対して相談・指導・助言を行うとしてい

る（高虐 6 条）。さらに、市区町村は、養護者の負担

軽減のため、養護者に対する相談・指導・助言、そ

の他必要な措置を講じるとともに、養護者の心身の

状態からして、養護の負担軽減のため緊急性がある

と認められる場合には、高齢者が短期間養護を受け

るために必要となる居室確保の措置を講じるとされ

ている（高虐 14 条）。 

養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢

者を発見した者は、速やかに市区町村に通報する努

力義務があると規定されているが、高齢者の生命・

身体に重大な危険が生じている場合には通報義務が

あるとされている（高虐 7 条）。これらの者からの通

報や高齢者自身の虐待の届出を受けた場合、市区町

村は、速やかに当該高齢者の安全確認および事実確

認を行うとともに、対応について協議することにな

るが、生命・身体に重大な危険が生じている恐れが

ある場合には、老人福祉施設等に当該高齢者を一時

保護する（高虐 9 条）とともに、虐待を受けた高齢

者のために必要な居室を確保するための措置を講じ

る（高虐 10 条）。さらに、市区町村は、高齢者の生

 
19 詳しくは、本澤巳代子「Ⅵ 福祉現場が変わる」

増田幸弘・三輪まどか・根岸忠編著『変わる福祉社

会の論点 第 2 版』223－239 頁参照。 
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命・身体に重大な危険が生じている恐れがある場合

には、地域包括支援センターの職員等の福祉専門職

員をして、当該高齢者の住所または居所に立ち入り

必要な調査・質問をさせることができ（高虐 11 条）、

必要に応じて、市区町村長は警察署長に援助を求め

ることができるとされている（高虐 12 条）。なお、

老人福祉法上の措置として、当該高齢者を老人福祉

施設等に入所させた場合、市区町村長・当該施設の

長は、虐待を行った養護者について、当該高齢者と

の面会を制限することができる（高虐 13 条）。 

 

８．介護保険制度導入後 20 年の変化と残された課

題 

 

（１）介護保険制度導入後 20年の変化 

 冒頭でも書いたように、介護保険導入前の日本社

会では、戦前の家制度の名残である家族主義ゆえに、

また行政が租税財源で行う福祉事業に対する偏見ゆ

えに、家族規模の縮小・高齢者の急増にも拘らず、

高齢者介護は家族が担うものと言われ、高齢者本人

の意思に沿わない社会的入院が隠れ蓑として乱用さ

れたりしていた。このような事態は、介護保険制度

の導入によって、介護サービスの利用が増加し一般

化したこと、それによって社会的認識も大きく変化

したことによって確実に改善されてきている。例え

ば、厚生労働省老健局は、これまでの 20 年間に、「65

歳以上被保険者数が約 1.6 倍増加するなかで、サー

ビス利用者数は約 3.3 倍に増加。」介護保険制度は

「高齢者介護になくてはならないものとして定着・

発展している。」としている（図表 3）20。 

こうした介護の社会化に対する認識が定着してき

ていることは、要介護者からみた主な介護者の変化

としても表れている。例えば、介護保険制度がスタ

ートした翌年である 2001 年の国民生活基礎調査の

結果（図表 4）によれば、主たる介護者のうち同居

家族が 71.1％を占めており、その内訳は配偶者

 
20 「介護保険制度の概要 令和 3 年 5 月」

https://www.mhlw.go.jp/content/000801559.pdf 

25.9％、子 19.9％、子の配偶者 22.5％であった。こ

れに対し、2019 年の国民生活基礎調査では、同居家

族は54.4％と減少するとともに、子の配偶者が7.5％

と激減している（図表 5）。子の配偶者の多くは「嫁」

であったことからして、介護保険制度による介護の

社会化は、日本社会の古い家制度的な因習を払拭す

ることに大きく貢献したと言えよう。 

同様の変化は、養護者による高齢者虐待の場合、

虐待者の被虐待高齢者との続柄にも表れている。例

えば、厚生省老健局の 2006 年度調査結果 21によれ

ば、被虐待者が虐待者と同居している割合は 84.2％

を占めており、虐待者の被虐待者との続柄は息子が

38.5％、夫 14.7％、娘 14.5％、妻 5.1％、息子の配

偶者（嫁）10.7％であった。これに対し、2020 年度

の調査結果では、同居割合 88.4％、虐待者の続柄は

息子が 39.9％、夫 22.4％、娘 17.8％、妻 7.0％、息

子の配偶者（嫁）2.8％であり、いわゆる「嫁」の割

合が激減している。 

さらに、介護の社会化による変化は、高齢者虐待

の相談・通報者の内訳の変化にも表れている。厚生

労働省老健局の 2006 年度調査結果によれば、全国

の市区町村で受け付けた養護者による高齢者虐待に

関する相談・通報総数 18,390 件のうち、相談・通報

者が「介護支援専門員・介護保険事業所職員」41.1％、

「家族・親族」13.4％、「被虐待高齢者本人」12.1％

であった。これに対し、2020 年度の調査結果では、

介護保険サービスの利用状況が加味されているので、

2006 年度の結果と単純に比較はできないが、介護保

険サービスを受けている場合には、相談・通報者が

「介護保険支援専門員」58.2％、「介護保険事業所職

員」10.6％と多くなっており、介護保険サービスを

過去も含めて受けていない場合には、相談・通報者

が「警察」19.0％、「家族・親族」14.3％が多くなっ

 
21 厚生労働省老健局「平成 18 年度における高齢者虐

待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律に基づく対応状況に関する調査結果」（2007 年

12 月 19 日）参照。最新の令和 2 年度調査結果まで、

毎年の調査結果も参照されたい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22753.html 
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ている。 

これらの調査結果を見ても、介護保険制度導入後

20 年の間に、日本社会における高齢者介護のあり方

が大きく変化したことは明らかである。特に、家制

度の名残として続いてきた「長男の嫁」問題は、高

齢者介護の場面では、ほぼ払拭されたと言っても良

いであろう。ただし、私が制度導入時から指摘して

きた家族介護者の介護の社会的評価と介護保険給付

のあり方という問題 22は、未だ解決されないまま残

っていると言える。 

 

（２）介護保険制度導入後 20年の残された課題 

  既述のごとく、介護保険制度の導入によって、介

護サービスが「措置」から「契約」に変わるのに合

わせて、介護サービス利用契約の意味や内容を理解

するための助言・支援などのために、福祉サービス

利用援助事業の新設や成年後見制度の改正が行われ

たが、その意味は高齢者本人のみならず、家族や福

祉関係者などにも十分に理解されているとは言い難

い。福祉分野では、家族は介護者ないし扶養義務者

として特別な存在と位置づけられ、家族は家族であ

るがゆえに、当然に高齢者本人の代理権を有してい

るかのような幻想がまかり通ってきた 23。すなわち、

介護サービスの内容について情報や知識の格差ゆえ

に、介護サービスの利用契約締結にあたって、介護

サービス利用契約者本人に対する支援が必要である

ということ（消費者保護）と、本人の判断能力が認

知症等によって十分でないため、介護サービスの利

用にあたって、本人から代理権を与えられた者、ま

たは家庭裁判所によって成年後見人等に任じられた

がゆえに代理権を有する者が、本人に代わって介護

 
22 本沢・前掲書（注 4）175－180 頁。介護保険制度

導入時における家族介護者支援に関する議論および

家族介護者支援の必要性について、詳細は、増田雅

暢『介護保険はどのようにしてつくられたか－介護

保険の政策過程と家族介護者支援の提案』（TAC 出版、

2022 年）を是非とも参照して頂きたい。 
23 2000 年 3 月 28 日の厚生省介護保険制度実施推進

本部老人福祉局企画課長通知は、このような幻想が

厚生省においても蔓延していたことを示している。 

サービスの利用契約を締結すること（権利擁護）と

は、法的に意味が異なるにもかかわらず、介護サー

ビス現場では、両者の区別が付いていないというこ

とである。こうした状況は、介護保険制度導入当初

から現在まで改善されることなく続いている。 

 さらに、昨年、別稿に記したように、介護保険法

の改正は当初は 3 年に 1 度とされていたにもかかわ

らず、2005 年の法改正以降、3 年ごとの介護報酬改

定と一緒に法改正されるようになり、事業者側の主

張によってサービス内容の複雑化をもたらした。そ

の結果、当初は可能であった自分で介護計画（セル

フプラン）を立てることは困難となり、地域包括支

援センターの支援や介護支援専門員の支援がなけれ

ば、介護保険給付としての介護サービスの利用は、

高齢者本人にも家族にも難しいものとなってしまっ

た。それゆえに、介護サービスの利用契約と言いな

がら、権利擁護が中心的な意味を持つようになって

しまっている。しかし、介護保険による介護サービ

スの利用契約をベースに、その範囲を超える上乗

せ・横出しのサービス（全額自己負担）の利用契約

の締結は可能であるから、介護事業者との契約締結

だけでなく、家族介護者との介護委託契約の締結な

ども可能である。あるいは、介護保険の給付の中に

家族介護者の介護を含め、金銭給付を支給するとい

うことも可能である。ただし、こうした議論は、社

会保険における当事者の関係性、特に現物給付と金

銭給付における当事者関係の違いなど 24を理解して

いなければ、正しく行うことはできないということ

でもある 25。 

 

第二部 成年後見制度を中心に 

 

 
24 詳しくは、増田・前掲書（注 22）186－247 頁参照。 
25 例えば、介護保険の利用契約を約款と批判し、介

護に関する社会保険制度のないアメリカ法をベース

に、家族介護者との介護契約を主張するものとして、

樋口範雄「家族の高齢者介護義務と社会保障－私的

自治と契約の役割」家庭の法と裁判 27 号（2020 年）

29－35 頁がある。 
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１．認知症高齢者と意思能力 

 わが国における 65 歳以上の高齢者は、3,640 万人

（2021 年９月 15 日現在推計）、総人口に占める割合

は 29.1％と、過去最多となっている 26。なかでも、

認知症高齢者は年々増加するとされており、2017 年

9 月に改訂された、厚生労働省「認知症施策推進総

合戦略（新オレンジプラン）」では、2012 年で 462

万人、2025 年には 700 万人が認知症となると推計

されている 27。 

 認知症高齢者にとっての問題の一つに、契約（法

律行為）の主体となりうる前提としての意思能力が

低下していくという問題がある。意思能力は、わが

国の民法、とりわけ契約法理における大前提であり、

法律行為を行うためには意思能力が必要であり、こ

うした能力があるからこそ、契約の自由、ひいては

私的自治の原則が保たれていると言っても過言では

ない 28。 

 一般に、意思能力は「自己の行為の法的な結果を

認識し、判断することができる能力」と定義され、

「行為能力制度に関する規定中の『事理を弁識する

能力を欠く常況』という文言が、意思無能力の状態

にあることを指している」とされる 29。したがって、

この能力を前提に、介護保険における介護サービス

契約を締結したり、種々の買い物のための金銭の管

 
26 総務省統計局ウェブサイト「統計トピックス№129 

統計からみた我が国の高齢者－「敬老の日」にちな

んで－：1．高齢者の人口（令和３年 9 月 19 日）

（https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1291.

html）（2022 年 5 月 5 日閲覧）。 
27 厚生労働省パンフレット「認知症施策推進総合戦

略(新オレンジプラン) 〜認知症高齢者等にやさし

い地域づくりに向けて〜平成 29(2017)年 7 月改訂

版」（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujou

hou-12300000-Roukenkyoku/kaitei_orangeplan.pdf）

（2022 年 5 月 5 日閲覧）1 頁。 
28 詳細については、拙著『契約者としての高齢者』

（信山社、2019 年）12 頁。 
29 法務省ウェブサイト「法政審議会民法（債権関係）

部会第 10 回会議（平成 22 年 6 月 8 日開催）部会資

料 12−2 民法（債権関係）の改正に関する検討事項（7）

詳細版」（https://www.moj.go.jp/content/0000487

59.pdf）（2022 年 5 月 5 日閲覧）18 頁。 

理等を行うこととなる。 

 意思能力に関して、2020 年 4 月施行の民法 3 条の

2 は「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思

能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効

とする」と定めている。この規定は 1896（明治 29）

年以来約 120 年ぶりの債権法改正によって設けられ

たものであり 30、成年後見制度導入時には存在しな

かった。しかしながら、この改正によっても、意思

能力の定義については明確になっておらず、いかな

る能力が意思能力なのかについては、不明なままで

ある。 

 

２．禁治産制度から成年後見制度へ 

 成年後見制度は、2000 年、従来の禁治産・準禁治

産制度を改めた民法と任意後見法の制定によって、

導入された。従来の禁治産・準禁治産制度では、禁

治産では後見人を、準禁治産では保佐人を置き、前

者には広範な代理権を、後者にはかなり限定された

権限によって、禁治産・準禁治産宣告を受けた本人

を保護する制度となっていた 31。この制度のもとで

は、定型的・硬直的な措置・運用しか認められず、

高齢社会への対応、障害者の福祉の充実という観点

から、より柔軟で弾力的な制度への転換が求められ

ていた 32。そのため、2000 年の法改正および法制定

によって、「自己決定の尊重、残存能力の活用、ノー

マライゼーション」を掲げた成年後見制度が導入さ

れ 33、成年後見人等は主に、被後見人等の財産管理

と身上監護を担うこととなった。 

 新しい成年後見制度では、従来の後見・保佐に加

え、補助も加えた法定後見制度と、「本人が契約の締

結に必要な判断能力を有している間に、自己の判断

能力が不十分な状況における後見事務の内容と後見

 
30 法務省ウェブサイト「法の一部を改正する法律（債

権法改正）について」（https://www.moj.go.jp/MIN

JI/minji06_001070000.html）（2022年 5月 5日閲覧）。 
31 小林昭彦＝大門匡『新成年後見制度の解説』（金融

財政事情研究会、2000 年）4-5 頁。 
32 小林＝大門・前掲書（注 31）5 頁。 
33 小林＝大門・前掲書（注 31）5 頁。 
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をする人（任意後見人）を、自ら事前の契約によっ

て決め」る任意後見制度が導入された 34。いずれの

制度でも、「本人の意思能力」が重要なポイントとな

っている。法定後見制度の保佐と補助については、

「自己決定の理念に即した柔軟かつ弾力的な制度と

するため、本人の申立てまたは同意を要件としたう

えで当事者が代理権等の範囲を申立てにより選択す

る途を広範に認め」ており 35、任意後見制度におい

ても、本人の契約締結能力を前提とした制度となっ

ている。すなわち、制度を利用するかしないか、利

用するとしたらどのように利用するかは、本人の意

思に大きく委ねられ、かつ、それができる能力を備

えていることが前提となり、そのことを「残存能力

の活用」としている。加えて、法定後見制度を利用

するか、任意後見制度を利用するかという選択にお

いても、「基本的には当事者の意思に委ねられてい」

るとされており 36、制度の選択に関してもまた、本

人の意思とそれをするための能力の有無が大きくか

かわっている。 
 

３．成年後見制度の利用状況からみる 20年の変化 

 こうして導入された成年後見制度であるが、その

利用状況はいかなるものであろうか。20 年の推移を

見てみたい 37。 

 

（１）利用者 

 成年後見制度の利用者については、2010（平成 22）

年より公表された。2010年の利用者総数は14万349

人であったが、2021（令和 3）年では 23 万 9,933

人と 1.7 倍となっており、着実に増えている（図表

6）。内訳を見てみると、割合としては成年後見が相

 
34 小林＝大門・前掲書（注 31）20-21 頁。 
35 小林＝大門・前掲書（注 31）20 頁。 
36 小林＝大門・前掲書（注 31）22 頁。 
37 以下の図表 6 から図表 9 は、毎年公表されている

裁判所ウェブサイト「成年後見関係事件の概況」（h

ttps://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/ko

uken/index.html）より平成 12 年から令和 3 年分の

数字を抽出し、筆者がグラフを作成した。 

変わらず多いが、数を伸ばしているのは保佐であり、

約 10 年前の約 3 倍となっている。一方、補助の利

用は約 2 倍、任意後見の利用は 1.8 倍と伸び悩んで

いる。 

 先に本澤教授が示したように、日本は明治から続

く「家」制度が存在し、介護は主に「嫁」が担って

きた。介護だけではなく、それに付随する認知症高

齢者の財産管理や財産に関する法律行為は、同居す

る配偶者や子などの家族が事実上担ってきたことを

指摘するものもある 38。実際、筆者らが行った介護

保険施設に対する、契約にまつわるヒアリング調査

でも、介護サービス利用契約書への家族による代行

署名が行われている事実があった 39。このような明

治時代の名残のある世代において、成年後見制度を

利用することへのインセンティブが働かないことも

指摘できよう。 

また、成年後見制度導入時に目指したのが「残存

能力の活用」であれば、補助や任意後見が活用され

てしかるべきであるが、20 年を経過した今でも、そ

のような状況にはなっていない。このような状況を

踏まえ、後述のように成年後見利用促進法が制定さ

れることとなる。 

 

（２）申立人と本人の関係 

 次に、申立人と本人の関係について見てみると、

2006（平成 18）年を除き、例年、子の割合（黒塗り

つぶし部分）が最も高いが、2007（平成 19）年から

目立ちはじめているのが、市町村長による申立て（黒

地白水玉部分）である（図表 7）。市町村長申立ては、

2010（平成 22）年から 10％の大台にのった後、2021

（令和 3）年には 23.2％と、本人（20.8％）、子（20.9％）

 
38 冷水登紀代「成年後見制度の現況と展開」国際公

共政策研究 24 巻 1 号（2019 年）19 頁。 
39 本澤巳代子教授を主任研究者とする福祉契約研究

会が実施した厚生労働科学研究費政策科学推進研究

事業「福祉契約と利用者の権利擁護に関する法学的

研究 平成 17（2005）年 4月」。本研究会について

は注 13 を参照。 
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を抜いて、最も多い割合となった 40。 

 そもそも市町村長申立ては、老人福祉法 32 条に

基づき、高齢者の「その福祉を図るため特に必要が

あると認めるとき」に法定後見開始の審判等を家裁

に対して請求することができる。「その福祉を図るた

め特に必要があると認めるとき」とは、本人に 2 親

等内の親族がない（または音信不通の状況である）

場合、3 親等・4 親等の親族が明らかでない場合で

あって、介護保険サービス等の利用やそれに付随す

る財産管理など日常生活上の支援が必要と判断され

る場合を指す 41。なお、法制定当初は、「成年後見制

度は、私法上の法律関係を規律するものであり、本

人、配偶者、四親等内の親族等の当事者による申立

に基づく利用に委ねることが基本となる」として、4

親等の親族までの確認を求める通知が発出されてい

たが、親族調査の事務負担の問題もあり、2005（平

成 15）年通知により 2 親等の親族の有無を確認する

よう改正された 42。この改正により、市町村長申立

てが行いやすくなり、2007（平成 19）年あたりから、

市町村長申立てが目立つようになったと考えられる。

また、先に本澤教授が記述された、家族・親族によ

る高齢者虐待の場合にも用いられている 43。 

 

（３）申立ての動機 

 さらに申立ての動機について見てみると、2000

（平成 12）年では、財産管理処分計（黒ベタ部分：

現在は預貯金等の管理・解約、不動産の処分、保険

 
40 なお、市町村長申立ての割合がはじめてトップと

なったのは 2020（令和 2）年のことである。 
41 「『民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律及び知的障害者

福祉法の一部改正について』の一部改正について（平

成 17 年 7 月 29 日）」（障障発第 0729001 号、障精発

第 0729001 号、老計発第 0729001 号）。 
42 厚生労働省ウェブサイト「成年後見制度における

市町村長申立に関する実務者協議第 1 回（Ｒ2.10.6）

資料 2：市町村長申立に関する現状について」（http

s://www.mhlw.go.jp/content/12203000/000680305.

pdf）（2022 年 5 月 6 日閲覧）スライド 11。 
43 厚生労働省ウェブサイト（注 42）スライド 5。 

金受取という 3 つに細分化されている）が 62.5％と

最も多く、介護保険契約（黒格子柄部分）が動機と

なったものは 2.0％とわずかであったが、2021（令

和 3）年には介護保険契約と身上監護（現在は身上

保護）を合わせて 38.0％となっており、財産管理処

分計49.6％と比較しても遜色ないほどの割合となっ

ている（図表 8）。 

 この点、成年後見人等は、そもそも「成年被後見

人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を

行う」（民法 858 条）のであるから、当初のように

財産管理のための制度ではなく、財産管理・身上監

護の双方のための制度として機能するようになった

ことを指摘することができる。 

 

（４）成年後見人等と本人との関係 

 最後に、成年後見人等と本人との関係について見

てみると、大きな変化が見て取れる。2002（平成 14）

年当時 44、本人の成年後見人等は家族や親族が担う

ことが多かったが、2021（令和 3）年には専門職（司

法書士、弁護士、社会福祉士の順で多い）が多くな

っている（図表 9）。専門職後見の割合が家族・親族

後見の割合を超えたのは、2012（平成 24）年のこと

である。 

 この分岐点においては、家庭裁判所が選任した成

年後見人 A により財産を管理されていた X が、A に

は知的障がいがあり、財産管理能力がないにもかか

わらず、担当家事審判官が A を X の成年後見人とし

て選任した上、その後の後見監督を怠ったために、

Aに財産を横領され損害を被ったと主張して、Y（国）

に対し、国家賠償法 1 条 1 項に基づいて、損害賠償

を請求し、231 万円の損害賠償が認められた事案が

存在する（広島高裁平成 24 年 2 月 20 日判決／提訴

は平成 21 年）45。この広島高裁判決により、「家事

 
44 2000（平成 12）年および 2001（平成 13）年の成

年後見人等と本人との関係については、子、兄弟姉

妹、配偶者、その他親族、弁護士、知人、法人、そ

の他親族外という統計の取り方であり、ここでは除

外している。 
45 詳細については、拙稿「後見監督責任に関する一
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審判官の成年後見人の選任や後見監督が被害を受け

た被後見人との関係で国家賠償法１条１項の適用上

違法となるのは、具体的事情の下において、家事審

判官に与えられた権限が逸脱されて著しく合理性を

欠くと認められる場合に限られる」と示され、本件

においても違法性が認められている。こうした事情

を踏まえ、裁判所（家事審判官）が成年後見人等を

選任する際、知識、経験、倫理を有する専門職を積

極的に選任しようと考えるのはやぶさかではないだ

ろう。 

 しかしながら、福祉的視点を持たない専門職後見

人による後見業務が、財産管理に偏っており、身上

監護について、本人の意思を尊重せず、本人の利益

を考慮しないことを批判する声も多くなってきた。

そこで、2019（平成 31／令和元）年、最高裁判所は

全国の家庭裁判所へ向け、親族後見を優先する通知

を出している 46。今後、このグラフがさらに変化し

ていくことも予想される。 

 

４．利用が進まない成年後見制度 

 

（１）成年後見制度利用促進法制定の経緯 

３.（１）で示したように、成年後見制度の利用が

進まない状況の中で、2016 年 4 月「成年後見制度の

利用の促進に関する法律」（成年後見利用促進法）が

制定された 47。同年、成年後見利用促進法 13 条 1

項に基づき、内閣総理大臣を会長とする成年後見制

度利用促進会議および、有識者で構成される成年後

見制度利用促進委員会が設置され、成年後見制度利

 
考察――後見監督に関する 3 つの裁判例を素材とし

て――」アカデミア社会科学編第 12 号（2017 年）

91-111 頁。 
46 拙稿「9 章 社会福祉」新田秀樹＝本沢巳代子『ト

ピック社会保障法 2022第 16版』（信山社／不磨書房、

2022 年）225 頁。この通知について報じた朝日新聞

朝刊 2019 年 3 月 19 日記事では、「専門職不評で利用

低迷」との見出しがついている。 
47 制定の経緯および法の内容については、櫻井幸男

「利用促進法における成年後見制度の現状と課題―

―利用促進基本計画の審議過程に焦点をあてて――」

横浜法学 30 巻 1 号（2021年）397-432 頁。 

用促進基本計画を立てることとなった。その後、こ

の 2 つの組織は関係機関で組織される成年後見制度

利用促進会議と有識者で構成される成年後見制度利

用促進専門家会議となることも併せて決まった 48。 

 

（２）成年後見制度利用促進基本計画の策定 

①第１期（平成 29年度〜令和 3年度）49 

 成年後見制度利用促進基本計画は、2017（平成 29）

年 3 月 24 日に閣議決定された。基本計画のポイン

トは、第 1 に、利用者がメリットを実感できる制度・

運用の改善、第 2 に、権利擁護支援の地域連携ネッ

トワークづくり、第 3 に、不正防止の徹底と利用し

やすさとの調和であり、意思決定支援や診断書のあ

り方、中核センターを核にした地域連携、後見制度

支援信託に並ぶ（あるいは代わる）財産管理の方策

について、国および都道府県・市町村が取り組んで

いくこととされた。 

 2020（令和 2）年 3 月には、成年後見制度利用促

進専門家会議による「成年後見制度利用促進基本計

画に係る中間検証報告書」が提出され、利用者がメ

リットを実感できる制度として、適切な後見人等の

選任のための検討の促進や診断書の在り方等の検討、

高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支援の在り

方についての指針の策定等の検討、成果の共有等が

なされ、実際、診断書に関しては 2019（平成 31）

年より、「本人情報シート」による本人の情報提供や

成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引き

の作成がなされている。また、地域連携のネットワ

ークについても 2020（令和元）年 10 月時点で 1741

市区町村中、中核機関 160 自治体（9.2%）、権利擁

護センター等 429 自治体（24.6%）、市町村計画の策

 
48 厚生労働省ウェブサイト「第１回 成年後見制度

利用促進会議：参考資料」（https://www.mhlw.go.j

p/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokush

ougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000212900.pdf）（2

022 年 5 月 7 日閲覧）。 
49 厚生労働省ウェブサイト「第一期成年後見制度利

用促進基本計画等」（https://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/0000202622_00028.html）（2

022 年 5 月 7 日閲覧）。 
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定については 134 自治体（7.7%）と少しずつ進ん

でいることも報告された。加えて、不正防止に関し

て、日常生活に用いない大口の金銭を金融機関が管

理し、その出金等に家庭裁判所の指示書を必要とす

る仕組みである後見制度支援預貯金制度ができたこ

とも報告されている 50。 
②第２期 

 以上の中間報告を踏まえ、第 2 期成年後見制度利

用促進基本計画（以下「第 2 期計画」）が 2022（令

和 4）年 3 月に閣議決定された。第 2 期計画では、

「尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への

参加を図る権利擁護支援の推進」を基本的な考え方

として掲げ、第 1 に、成年後見制度の見直しに向け

た検討と権利擁護支援策の総合的な充実、第 2 に、

成年後見制度の運用の改善、第 3 に、後見人等への

適切な報酬の付与、第 4 に、権利擁護支援の地域連

携ネットワークづくりの推進を挙げ、それぞれにつ

いて工程表や KPI（評価指標）を作成している 51。

特に、2018（平成 30）年の厚生労働大臣を本部長と

する「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部が提

唱する「地域共生社会」の実現へ向け、2020（令和

2）年に社会福祉法、介護保険法、老人福祉法が改正

されたところであるが 52、この第 2 期計画でも「地

域共生社会」の実現へ向けた権利擁護支援と支援の

ための地域連携ネットワークが提唱されている（図

表 10）。 

 この地域連携ネットワークは、各地域において、

現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域

に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を

 
50 厚生労働省ウェブサイト「成年後見制度利用促進

基本計画に係る中間検証報告書」（https://www.mhl

w.go.jp/content/12201000/000609007.pdf）（2022

年 5 月 7 日閲覧）。 
51 厚生労働省ウェブサイト「第二期成年後見制度利

用促進基本計画」（https://www.mhlw.go.jp/stf/se

isakunitsuite/bunya/0000202622_00017.html#第二

期計画本文）（2022 年 5 月 7 日閲覧）。 
52 本沢巳代子「11 章 社会保障」新田秀樹＝本沢巳

代子『トピック社会保障法 2022 第 16 版』（信山社／

不磨書房、2022 年）276 頁。 

継続し、地域社会に参加できるようにするため、地

域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主

体が連携するしくみとされており、権利擁護が必要

な場面（虐待など）で、関係機関につなぐ役割、成

年後見申立ての支援、実際の後見業務の支援（チー

ム）が謳われている。このような地域連携ネットワ

ーク作りは、成年後見制度が、一部のお金持ちのた

めの財産管理の制度ではなく、また、自分たちの暮

らしからかけ離れたものではなく、もっと身近な、

生活に寄り添った制度へと大きく転換できる 1 つの

契機であるようにも思える。 

 

５．未来の成年後見―高齢者を中心に 

 最後に、第 2 期計画を踏まえ、高齢者を中心に地

域連携ネットワークのあり方について私案を提示し

てみたい。第 2 期計画は、高齢者や障害者、子ども

を支援する団体等とのネットワークがどのように構

築されるべきか、また誰が何を担うのかについて、

成年後見（権利擁護）の視点にとどまる。成年後見

制度を定める民法等が地域共生社会の理念のもと、

社会福祉法や介護保険法等のような改正がなされる

のであれば、高齢者の生活や介護、医療などに着目

して、地域連携のネットワークや関係者の役割が整

理されるべきであろう。その際、次のようなものが

想定される（図表 11）。 

 市町村や介護事業所・施設、医療機関、中核団体、

専門職団体が連携し、本人や身近な家族（成年後見

人）のサポートを行う。成年後見人は、家族・親族

内での対立等や問題がない限り家族・親族がなるこ

とを原則とし、それを専門職団体や市民後見人が後

見監督するか、あるいは事務的なサポートを行う。

事務的なものについては、今後、ICT や AI などを

活用し、例えば、財産管理のためのアプリケーショ

ンや本人の状況を入力することで認知症の状況や身

体能力などの AI による将来予測、また、紙ベース

ではなくデータベースでの後見事務の報告などが考

えられてもよいであろう。市役所の関与をもう少し

高め、近年増加傾向にある市区町村申し立てを介護
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保険にも組み込むとともに、市民後見に対する助成

を図る。中核機関についても、監督機関を置き、家

庭裁判所ではない、後見庁のような専門機関を配置

し、監督・支援を行う。このような形で連携ネット

ワークを構築し、本人をサポートできれば、よりよ

い連携ができるのではないだろうか。 

 第 2 期計画では、成年後見制度自体の見直しも予

定されている。今後の議論の行く末に注目していき

たい。 

 

 

 

図表 1 介護保険制度の仕組み 

 
 

 

 

 

 図表 2 やむを得ない事由による措置から契約への移行 
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図表 3 

 

 

 

図表 4 要介護者から見た主な介護者（2001 年国民生活基礎調査） 
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図表 5 要介護者から見た主な介護者 

 

 

 

 

図表 6 成年後見制度利用者数の推移 
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図表 7 申立人と本人との関係

 
 

図表 8 申立ての動機 
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図表 9 成年後見人等と本人の関係 

 
 
 

図表 10 第 2 期計画の基本的考え方 

 

資料出所：厚生労働省社会・援護局地域福祉課 成年後見制度利用促進室「第二期成年後見制度利用促進基本

計画 の策定について」（https://www.mhlw.go.jp/content/000917337.pdf）（2022 年 5 月 7 日閲覧）スライド

7。 
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図表 11 高齢者の権利擁護の仕組み（私案） 

 
資料出所：筆者作成 
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ドイツにおける障害者雇用政策のスケッチ 

 
第３章 障害者団体の権利擁護制度と「事業所内統合マネジメント」について 

 
 小西啓文＊ 

 
 筆者は IWHR 研究年報第２号で既報のように 1、

2019 年４月から 2020 年８月まで、ドイツはミュン

ヘンにあるマックス・プランク社会法・社会政策研

究所で約１年半にわたり客員の研究員として在籍し、

「介護政策と障害政策の統合的把握」というテーマ

で研究をした。もっとも、残念ながら新型コロナ禍

により実現しなかった計画がいくつかある。その１

つは障害者雇用の状況を自動車工場で見学するとい

う企画であり、もう１つは、障害者団体へアクセス

し、ヒアリングを実施することだった。そして前者

について、筆者は得た知見をこの場で披露するつも

りだった。 

 もっとも、この予定は既述のコロナ禍で崩れ去り、

筆者は失意のうちにドイツを去り、その落胆ぶりは、

連載中の「スケッチ」の続編を当該研究年報第３号

で書くことができないほどであった、と書くと、「言

い過ぎ」と非難されることだろうが、実際、帰国後

に感じた疲労感は尋常でなかった。 

 とはいえ、帰国から２年が経とうとする今日、ド

イツでの経験を少しでも文章化する気力が沸いてき

たのもまた事実である。この間筆者は、「社会保障法

研究」の第 12 号においてドイツ社会国家についての

素描（「ドイツ社会国家の法的構造－そのプロロー

グ」）を載せることができ、また、筆者にとってホー

ムグラウンドともいうべき明治大学法学部法律研究

所編「法律論叢」の 94 巻４・５合併号において後者

 
＊）執筆者は明治大学法学部教授、本論文の第 1 章

及び第 2 章は IWHR 研究年報創刊号 1-16 頁に掲載

されている。 
1 小西啓文「バイエルン州における新型コロナウ

イルス対策の変遷：ドイツ滞在記に代えて」IWHR
研究年報第２号 17 頁。 

の障害者団体訴訟制度について執筆（「ドイツにおけ

る障害者団体による権利擁護の一断面－その予備的

研究」）したのであった。 

 

１．障害者団体の権利擁護制度について 
 

（１）障害者団体による任意的訴訟担当について 
 
 すでに筆者はドイツの消費者団体訴訟については

論文を書いたことがあった 2。これは、実際に高齢者

が福祉契約でトラブルに巻き込まれる前に、適格消

費者団体が契約の不当条項を洗い出し、事前に駆逐

しておくことで消費者被害を防ぐというものである。 

 この間、筆者は一般平等取扱法に以下のような規

定があることが気になっていた。例えば、23 条の「反

差別団体による援助」という規定中の「障害のある

人のための特別な訴権及び団体の代理権限は影響さ

れない」（同４項）という規定がそれであるが、これ

は障害者団体がなにがしかの代理権限をもつ、とも

読める。「介護政策」と「障害政策」の統合的把握を

ドイツでの研究課題に据えた筆者にとって、これら

２つの領域をできるだけシンメトリーに扱いたいと

思っていたところ、障害者団体による訴訟の支援制

度は格好の題材と思われた。 

 とはいえ、前述のようにヒアリングの企画は頓挫

し、そのかわり、ドイツ滞在中から文献を拾い読み

し、再渡独の際にヒアリングを実施することに備え、

予備的研究をしたというのが、先の法律論叢での小

 
2 小西啓文「福祉契約に対する内容規制の方法－

ドイツ連邦消費者センター連盟による団体訴訟を

例に」法律論叢 80 巻６号 199 頁。 
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論である。このような作業をしている中で、いわゆ

る重度障害者のリハビリテーションや社会参加につ

いて定める社会法典第９編の 85 条に「団体の訴権」

という規定をみつけ、コメンタールの訳出を試みた 3。

85 条は以下のように規定する。 

 
「障害のある人がこの編に基づく権利において侵害

されるならば、その人にかわりそしてその人の同意

の下、その規約に基づき障害のある人を連邦または

州レベルで代理し、それ自体では訴訟に関与しない

団体が訴えを提起することができる。この場合、障

害のある人によるすべての手続の前提が権利保護の

要請に際してのように存在しなければならない。」 

 
この規定は 2001 年に導入されたということであ

り（当初は 63 条）、それ以前は障害者の権利として

原型は存在していなかったことになる。法の目的は

立法者意思によると、障害のある人についてその権

利の司法上の行使を容易にすることである。 

も っ と も 、 85 条 は い わ ゆ る 訴 訟 担 当

Prozessstandschaft の可能性を基礎づけると説明さ

れる。ちなみにここにいう「訴訟担当」とは、他人

の権利を自己の名で有効にする権限のこと、と説明

されている。２つの形態が知られており、それは法

律上の訴訟担当と任意の訴訟担当である。 

〇法律上の訴訟担当は、すでに法律によって基礎づ

けられているものである。 

〇任意の訴訟担当が意味するのは、権利の担い手の

訴訟追行権限が法律行為（契約、一方的意思表示）

によって法的紛争の当事者へ譲渡されることである。 

団体は障害のある人の同意でもってのみその地位

で訴えることができるので、任意の訴訟担当の方が

 
3 
Feldes/Helbig/Krämer/Rehwald/Westermann,Sc
hwerbehindertenrecht,Basiskommentar zum 
SGBⅨ mit Wahlordnung,15.Auflage,Bund 
Verlag,2020,S.63ff. 詳細は小西啓文「ドイツにお

ける障害者団体による権利擁護の一断面－その予

備的研究」法律論叢 94 巻４・５合併号 119 頁を

参照されたい。 

問題になる 4。 

そして障害者団体が訴訟担当することができるた

めには、具体的で、名を挙げられた、社会法典第９

編に基づく権利が侵害されたことが主張されなけれ

ばならない。これに属するのは、その基礎を社会法

典第９編に有する以下のようなすべての「主観的権

利」である。 

 
・第１部に由来するリハビリ請求権 

・第２部に基づく統合扶助の請求権 

・第３部における重度障害者に対する特別規定に由

来する権利 

 
これに属さないのは例えば、公的年金保険、疾病

保険、介護保険そして労災保険からの請求権であり、

たとえこれらが障害のある人によって主張されると

しても、これらは他の社会法典の編に係留されてい

るから失当である。85 条は、それらが社会法典第９

編に基礎を有する限りで、使用者に対する労働法的

な請求権を含む（例えば、解雇に対する訴えで、第

９編に支えられているが、統合局が関与しないもの）。

障害のある人の解雇制限の訴えが解雇制限法にのみ

根拠をもつものは異なる。 

ここで、このような団体に「労働組合」も含まれ

るのが本稿にとっては重要である。たしかに 85 条で

労働組合は明らかに訴えの権限として列挙されてい

ないが、しかし、立法資料には立法府が労働組合を

訴えの権限から除外したいことを窺わせるいかなる

理由も見いだせない。 

 ところで、この法律は障害のある人の同意を要求

する。これは具体的な権利の行使と結びつかなけれ

ばならない。団体が、すべての考慮される請求権に

対して訴えを提起することにつき一般的に授権され

ているということでは十分ではない。とはいえ法律

においては、要式性、事後的な授権、撤回といった

 
4 
Feldes/Helbig/Krämer/Rehwald/Westermann,a.
a.O.,S.64. 
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基本的な問題に関する明白な規定を欠いている。 

 それはそうとして、障害のある人の保護は、民訴

法の訴訟担当にとっても想定されているように、最

終の口頭弁論の終結までに、いったん与えられた同

意または授権が撤回されうることを要する。この撤

回は団体の権限が継続する法的訴追を省略する結果

になり、この場合、障害のある人が原告として手続

に入ることになる 5。 

 団体は障害のある人に代わり手続において原告と

して参加する。団体は、障害のある人が要求する権

利のあるすべての訴訟上の権利をもつ。障害のある

人は 85 条のケースにおいてもはや原告ではない。し

かし障害のある人は社会裁判所の手続に必ず付き添

わなければならない。というのも、裁判所の決定は

画一的に、この者に対してのみ生じうるからである

（社会裁判所法75条２項、行政裁判所法65条２項）。 

 

（２）障害者同権法における団体訴訟について 
 
他方で、団体訴訟についてクロッケが以下のよう

に指摘していることに気が付いた 6。 

 「社会法典第９編（旧）63 条は時々団体訴権とし

て整理されるが、不当である。訴訟の指揮ないし訴

えの権限は障害者の同意に依存している。この規範

はむしろ特別な訴訟担当を表している。同意があれ

ば、団体自らが、障害者によって用意されるだろう

すべての手続の前提を満たさなければならない（社

会法典第９編（旧）63 条２文）」。 

 「立法者が団体訴訟に反して決めたことは、明ら

かに２つの基礎の上に支えられている。障害者又は

要介護者は選択に際しての自らの権利をすでにその

属性によって制約されうる。その限りで、社会法典

第９編（旧）63 条は、彼らの法的立場を強化した。

 
5 
Feldes/Helbig/Krämer/Rehwald/Westermann,a.
a.O.,S.68. 
6 Daniel Matthias Klocke,Rechtsschutz in 
kollektiven Strukturen  Die Verbandsklage im 
Verbraucher-und Arbeitsrecht,Mohr 
Siebeck,2016,S.131f. 

この構想でもって当事者性の一身専属性も顧慮され

ることが付け加わった」。他方で以下のようにも言う。 

 「障害者同権法 12 条は社会法典第９編（旧）63

条と比較可能な規定を含むが、障害者同権法 13 条由

来の権限は社会法領域における純粋な団体訴訟をあ

らわしている」。 

そこで障害者同権法（旧）13 条（現行は 15 条 7）

についてやや古い手元の文献 8で調べてみた。（旧）

13条は長い条文であるが、概ね以下のごとくである。 

 
「（１）３項に基づき公認された団体は、その権利を

侵害されていなくとも、以下に対する違反の確認の

上で、行政裁判所法または社会裁判所法に準じて訴

えを提起することができる。 

 
１. ７条２項に基づく公権力の担い手に対する不利

益取扱禁止と８条１項、９条１項、10 条１項２文、

11 条におけるバリアフリーの実現にかかる連邦の義

務 

２. 連邦選挙法 46 条１項３文と４文におけるバリ

アフリーの実現にかかる連邦法の規定、ヨーロッパ

選挙法 39 条１項３文と４文、社会保険に対する選挙

法 43 条 22 項２文、社会保険に対する選挙法 54 条

２文、社会法典第１編 17 条１項４号、飲食店法４条

１項２a 号、自治体交通財政法３条１号アルファベ

ット d、連邦幹線道路法３条１項２文と８条１項、

旅客輸送法８条３項３文と４文並びに 13 条２a 項、

鉄道建設ないし経営法２条３項、路面鉄道建設ない

し経営法３条５項１文、航空交通法 19ｄ条及び 20b

条または 

３. 社会法典第１編 17 条２項、社会法典第９編 57

 
7 なお、目視で比較した限り、15 条１項１号には

旧 13 条１項１号にはなかった「ウェブサイト」に

ついての記載があり、旧 13 条から追加された文言

はかなりあるように思われる。 
8 Michael Kossens,Dirk von der Heide,Michael 
Maaß, SGBⅨ Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen mit 
Behindertengleichstellungsgesetz,2. 
Aufl.C.H.Beck,2006,S.583ff. 
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条そして社会法典第 10 編 19 条１項２文における、

手話又は他の適したコミュニケーションの援助の使

用にかかる連邦法の規定 

 
１文は、行政ないし社会裁判所の訴訟手続におけ

る決定に基づき措置が発令されるならば、適用がな

い。 

 
（２）訴えが許容されるのは団体が措置を通じて規

約にのっとった任務の範囲において言及される場合

に限られる。障害者自身がその権利を形成ないし給

付訴訟によって訴追することができ、または、訴追

することができた限りで、団体が措置に際して一般

的な意味をもつケースを問題とすることを主張する

ならば、訴えは１項に基づき起こしうる。これはと

りわけ、数多くの同様の横たわるケースがある場合

である。１項１文に基づく訴えにとって、行政裁判

所法第８節の規定がこの措置に相応して適用される。

もし取り組まれた措置が最上級の連邦ないし最上級

の州当局によって発令されるならば、それは事前手

続 Vorverfahren も必要とする。 

（３）社会法典第９編 64 条２項２文１．、３、また

は第 12 列挙点に基づき任命された障害のある人の

参加のための諮問委員会の構成員の提案のうえで、

連邦健康・社会保障省は承認を与えることができる。

それが承認を与えるものとするのは、原則として、

提案された団体が 

１.その規約に基づき理念的であり、一時的ではない

障害者の利益を促進する、 

２.構成員又は構成団体の共同設置により、障害者の

利益が連邦レベルで代表される、 

３.承認の時点で少なくとも３年存在し、その期間１

号の意味において活動してきた、 

４.事物に即した任務の達成のための保証を提供する。

その際、その従前の活動の種類と範囲、構成員の範

囲並びに団体の給付能力が考慮される、そして 

５.団体租税法５条１項９号に基づく公益目的の追求

ゆえに団体租税から免除される場合である。」 

 
 この法規はこの法律の適用範囲に対して、公法上、

もともと利他主義的な団体訴訟を障害者の団体に有

利に導入したものである。すなわち、３項に基づき

規準を公認された団体に対しての、行政裁判所法ま

たは社会法典の規準に基づいた、主観的
・ ・ ・

権利
・ ・

の
・

侵害
・ ・

なく
・ ・

訴えを起こせる権限である。この規定の目

的は、障害者政策的な関心事が団体を通じて促進さ

れ、それらに裁判所に訴える代弁者的な能力を与え

ることである。 

 請求の訴訟を起こせるのは、（旧）13 条１項に列

挙して規定された権利に関してである。団体訴訟の

方法における法的訴追が考慮されるのはとりわけ、

障害者同権法の規定と一致する行政の義務を導くた

めである。ここからこの団体訴訟は確認訴訟として

整理される。団体訴訟のかかる権限は団体にのみ帰

属するが、これら団体は労働者のグループの代表、

障害者団体またはボランティア社会福祉連邦労働団

体の提案のうえで、社会法典第９編（旧）64 条に基

づく諮問委員会において連邦労働・社会秩序省によ

って公認される。 

 団体訴権は（旧）13 条１項２文と２項においてあ

げられた前提の存在によって存在するのではない。

２項は団体訴権が許容される前提を規定しているが、

注意されるべきはとりわけ、団体訴権は訴える団体

が、訴訟物が一般的な意味において存在することを

詳しく述べなければならない限りで制限されている

ことである。これが与えられるのはとりわけ、多数

の同様に横たわるケースが存在する場合である。全

体的にこのことが意味するのは、訴えの可能性は、

訴える団体が固有の主観的権利において侵害された

ということを前提とするものではなく、むしろ一般

的に、障害者の保護に資する実際上の規定の適用を

実施する可能性を供与することである。 

 団体訴権は（旧）13 条３項によると５つの法律上

の基準（１、その規約に基づき理念的であり、一時

的ではない障害者の利益を促進する、２、構成員又

は構成団体の共同設置により、障害者の利益が連邦
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レベルで代表される、３、承認の時点で少なくとも

３年存在し、その期間１号の意味において活動して

きた、４、事物に即した任務の達成のための保証、

そして、５ 租税法の意味における負担能力と公益

性）を満たす団体が関係する。 

 とはいえ実際に問題になったケースはあまりなく、

障害者団体が、連邦鉄道局によって与えられた駅建

設にかかる計画承認が鉄道建設ないし経営法２条３

項に違反することの確認を求めた事案（連邦行政裁

判所 2006 年４月５日判決）が著名なくらいのようで

ある（結論は消極）。 

  

２．事業所内統合マネジメントについて 
 
 さて、前者の問題関心の方であるが、企業の見学

ができなかったので、残念ながら影も形もない。と

はいえ、出国前に目星をつけてあったのが事業所内

統合マネジメント（以下 BEM）であった。 

 筆者はかつて季刊労働法 235 号の「ドイツ障害者

雇用政策における合理的配慮論の展開」において、

予防手続においてとりわけ興味深いのは 2004 年の

社会法典第９編 84 条[現行 167 条]２項に基づく

BEM の導入でもって予防措置の名宛人の範囲が拡

大したことである、と指摘したことがある（同 25 頁）。 

この BEM については、すでに日本で何人かの研

究者が紹介をしている。そこで以下、筆者の手元に

あるこれら研究者の研究成果を参照させていただき、

BEM について紹介してみたい。 

まず社会法典第９編旧 84 条は１項で解雇予防手

続としての検討義務を規定している。これは、労働

関係を脅かす可能性のある一身上の理由もしくは行

動に帰すべき事由または事業所側に原因のある問題

が生じた場合、使用者はできるだけ早く重度障害者

代表その他の従業員代表並びに統合局に意見を求め、

問題を取り除き、労働関係等をできるだけ長く続け

られるよう、あらゆる可能性と提供されうるすべて

の援助と可能な財政的給付について検討しなければ

ならないとするものである。これは重度障害のある

労働者の解雇を回避し、労働関係をできる限り継続

することを保障しようとするものである 9。 

つぎに社会法典第９編旧 84 条２項は、就業者が１

年間に６週間よりも長い期間継続して、あるいは、

繰り返し労働不能になる場合に、使用者が、経営協

議会や重度障害者代表などの従業員代表や外部の専

門家等と協働して、BEM を実施し、労働不能を克服

し、新たな労働不能を予防し、労働関係を維持する

ための方策を明らかにすることを求める。 

BEM は、事業所における健康状態（悪化）の予防

と雇用関係の長期的な存続を図り、疾病を理由とし

て失業に至る件数を削減することを目指すものとさ

れる。その背景には、長期疾病罹患者や障害者が一

度失業してしまうと、労働市場において新たなポス

トを見つけることが困難になるという現状認識と、

失業した障害者を労働市場の中に改めて統合するよ

りも、現に存在している労働関係の存続を重視すべ

き（「リ・インテグレーションに先立つインテグレー

ション」）という価値判断があったという 10。当時、

障害のある労働者のうち、年間 40 万人が健康上の理

由により労働関係を終了しており、20 万人が健康上

の理由により早期に退職していること、使用者は300

億ユーロの賃金継続支払いにかかる費用を負担して

おり、疾病金庫は 30 億ユーロの疾病手当金にかかる

費用を負担していたとされる 11。 

このように BEM は、障害のある労働者の労働関

係を継続させるための措置を早期に解明することで

解雇を回避する手続ともいえるものであり、労働市

 
9 廣田久美子「障害者雇用における義務規定の法

的効力」山田晋・有田謙司・西田和弘・石田道彦・

山下昇編『社会法の基本理念と法政策－社会保障

法・労働法の現代的展開』221 頁以下（法律文化

社、2011 年）。 
10 石﨑由希子「疾病による労務提供不能と労働契

約関係の帰趨」法学協会雑誌 132 巻８号 1411 頁

以下。なお、Betriebsrat の訳語は本稿では「経営

協議会」で統一した。 
11 福島豪「ドイツにおける障害のある労働者の労

働関係への統合」関西大学法学研究所研究叢書第

55 冊 52 頁以下。 
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場への再統合に対して既存の労働関係への統合を優

先させるという考え方に基づくものとして 12、障害

のある労働者の労働関係への統合のための手続と位

置づけられるものであって、社会保障法と労働法の

新たな接点をもたらしたという 13。具体的には第一

に、個別的労働関係において労働者の長期疾病の場

合について使用者に義務が規定されている。第二に、

事業所内で就労する障害のある労働者の利益を代表

する重度障害者代表や経営協議会が個別のケースで

一般的に障害のある労働者の統合のために活動しう

る。第三に、社会給付実施主体が企業を支援するた

めにリハビリテーション給付を行う 14。 

つぎに BEM の適用対象者について、社会法典第

９編 84 条１項は規定の構造上、重度障害者を対象と

することについて争いはなかったが、同 84 条２項が

「就業者」という文言を用いていることとの関係で、

人的適用範囲をどのように捉えるべきか議論があっ

た 15。この点、連邦労働裁判所 2007 年７月 12 日判

決は、社会法典第９編 84 条２項の人的範囲について、

「すべての労働者」に及ぶことを明らかにした 16。 

そして BEM の法的効果であるが、BEM を実施す

る使用者の義務が生じるのは、労働不能が継続する

リスクがもはや使用者だけで負担されるべきでなく、

社会化される場合であって 17、この場合の使用者の

社会的義務は公法上の義務であり、従来から保護義

務といわれてきたもので、それは真の法的義務であ

る 18。他方で、連邦労働裁判所判決は BEM の不実

施が解雇法の立証責任に影響を及ぼすことを認め、

その限りで私法上の効力が認められることを明らか

にした 19。このように BEM はその実施を使用者に

義務付けてはいるが、その法的性質にはなお議論が

あるところであり、BEM について、法規定はあくま

 
12 福島・前掲 52 頁。 
13 福島・前掲 53 頁。 
14 福島・前掲 53 頁。 
15 石﨑・前掲 1414 頁。 
16 石﨑・前掲 1416 頁。 
17 福島・前掲 55 頁。 
18 福島・前掲 56 頁。 
19 石﨑・前掲 1420 頁。 

で枠組みを定めるに留まり、その具体的内容の設定

は、使用者や手続の参加者である経営協議会等に委

ねられている点をやや強調して紹介する指摘もある

20。 

この点、BEM は「健康のための事業所内の同盟」

であるが、BEM の実施は解雇の形式的な要件ではな

いことから、BEM の義務の不履行それ自体が疾病に

よる解雇の無効をもたらすわけではないとの説明も

ある 21。 

 このように BEM は、使用者に、最終的に労働関

係を維持するために、個別に適切な措置を提供する

義務を課すという踏み込んだ措置を求めるものでは

あるが、具体的な支援においては公的給付の果たす

役割も大きく、社会保険や統合局等の機関が各種の

労働生活参加給付（いわゆるリハビリテーションサ

ービス）（社会法典第９編 33 条）を提供することで、

労働生活への参加を促進するための金銭給付や適切

な措置、費用の補償を障害者の権利として保障する

ものと評価されよう 22。 

 

３．第３章のまとめ 
 
本稿はまず、障害者団体の権利擁護について、訴

訟担当と団体訴訟を紹介した。前者は労働組合がそ

の役割を果たせるというのが興味深いと思われた。 

また、BEM については、以下のようにフローチャ

ートに整理されていたので最後に紹介しておく 23。 

日本においても厚労省により「心の健康問題によ

り休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」

が 2004 年に策定され、メンタルヘルス対策として職

場復帰に取り組む企業もあるが、その実施について

強制力がないことが問題点として指摘されていた 24。

 
20 石﨑・前掲 1421 頁。 
21 福島・前掲 57 頁、59 頁。 
22 廣田・前掲 221 頁。 
23 Deutsche Rentenversicherung 
Bund,Betriebliches 
Eingliederungsmanagement,2010. 
24 廣田・前掲 232 頁。 
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その点でもドイツの BEM は参考になろう。 
 
[参考] BEM のフローチャート 
 

６週間の労働不能 
     ↓ 

（人事部を通じた）従業員 Mitarbeiter との初めてのコンタクト 
     ↓ 

？→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→↓ 
     ↓                       ↓ 

 （例えば、経営者との）初めての対話の実施    ↓  
     ↓                       ↓ 
     ？→→→→→→→→→→→→→→→→→従業員が BEM を拒否→→→→→↓ 
     ↓                                ↓ 

→（例えば、統合チームのと）ケースの協議               ↓ 
 ↑   ↓                                ↓                                                                                              
 ↑   ？→→→→→→→→→→→→→→→→→BEM は不要 →→→→→BEM 終了 
 ↑   ↓                                ↑ 

措置の実施                              ↑ 
 ↑   ↓                                ↑ 
 ↑   ？→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→措置は不可能 →→→→→↑ 
↑   ↓ 

措置は効果的か？  
 ↑   ↓→→→→→→→→→→→→↓ 
↑←措置は効果的でない   措置は効果的  

                ↓ 
              BEM 終了  

 
上記の図を補足説明すると、従業員が６週間の労働不能に陥った場合、人事部を通じて従業員とコンタクトがまず行わ

れる。その際に、従業員が BEM を拒否したら、BEM は終了となる。 

従業員が BEM を拒否しなければ、経営者との対話へ進む。その際にも従業員が BEM を拒否したら BEM は終了とな

る。 

さらに従業員が拒否しなければ、統合チームとケースの協議がなされる。そこで BEM は不要と判断されれば、やはり

BEM は終了となる。 

措置の実施にあたり、措置が不可能な場合も BEM は終了となる。 

措置が実施された場合、その効果が判定され、措置が効果的ならば BEM は終了となり、措置が効果的でなければ、再

びケースの協議に戻ることになる。 

（2022 年６月 10 日脱稿）未完 
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2022年 5 月 25日在外国民審査権訴訟最高裁大法廷判決を受けて 
 

永井康之＊ 

 

第１ はじめに 

 

 最高裁大法廷は、2022 年 5 月 25 日、15 人の裁判

官全員一致で在外国民に裁判官国民審査権の行使を

認めない現行の国民審査法の規定が憲法に違反して

いると判断した。 

本件訴訟では①次回の国民審査において審査権を

行使することができる地位にあることの確認（地位

確認）または次回の国民審査における審査権を行使

させないことが違法であることの確認（違法確認）

請求と②国賠請求をおこなった。第１審の東京地方

裁判所民事第 2 部は、2019年 5 月 28 日、国民審査法

が在外国民審査権を認めないことは憲法に違反する

と判断し、②国賠を認容する判決を下した。その一

方で、①地位確認または違法確認は不適法として訴

えを却下した。控訴審の東京高等裁判所民事第 8 部

は、2020 年 6 月 25 日、国民審査法が在外国民の審査

権の行使を一切認めずこれを制限していることは憲

法に違反しているとし、①地位確認または違法確認

のうち、違法確認を認容する判決を下した。その一

方で、地位確認は不適法として訴えを却下し、国賠

は訴訟の対象になった 2017年国民審査の時点で国会

において在外審査を認めていない国民審査法の違憲

性が明白になったものとはいえないとして請求を棄

却した。 

最高裁判所大法廷は、①地位確認または違法確認

のうち、違法確認を認容すると共に、②国賠につい

ても認容した。地位確認は適法な訴訟として請求棄

却すべきで、不適法却下とした控訴審の判断は違法

であるとしたものの、却下から棄却への不利益変更

を避けるため原審の却下の判断を維持した。地位確

認または違法確認は選択的にいずれかの請求を求め

るものであったから、原告の請求を事実上全面的に

認容する判決であった。 

 本稿では筆者自身が原告として本件訴訟を提訴す

るに至った経緯と本判決の意義を明らかにする。 

 

第２ 訴訟提起に至る経緯 

 

 筆者は 2015 年 4 月から 2019 年 7 月まで、ブラジ

ル連邦共和国サンパウロ州サンパウロ市にある国外

就労者情報援護センター（CIATE）の専務理事として、

ブラジルに滞在した。 

 ここで CIATE について説明しておきたい。1990 年

の入管法改正によって、「定住者」の地位が新設され、

3 世までの日系人及び非日系人配偶者の入国が認め

られるようになった。日本はバブル景気を謳歌して

いた。一方のブラジルは年率 3000 パーセント近いハ

イパーインフレ下にあった。サンパウロの領事館に

は始業前からビザを求める人々の長蛇の列ができ、

グアリューリョス空港は訪日就労者と見送り家族で

埋め尽くされた。日本人街であるサンパウロ市リベ

ルダーデ区に人材会社がこぞって事務所を構え、そ

の他の日系人集住地域にも代理店が乱立した 1。1989

年末に 2000 人程度であった在日ブラジル人の数は、

1991 末には 11 万 9333 人まで増加した。当時のブラ

ジル刑法 206 条は「移民の目的で、労働者を勧誘す

ること（Aliciar trabalhadores, para o fim de 

emigração）」を犯罪としていた 2。そのため、連邦警

察によってリベルダーデの人材会社や新聞社の事務

所が連邦警察によって捜索され、従業員が逮捕され

た。武装した警察官が現場に突入する場面がテレビ

 
＊）執筆者は愛知県弁護士会所属弁護士で、元 CIATE

専務理事を務めた。 
1 二宮正人ほか編『日本からブラジルへー原点への回

帰 CIATE ２０年の歴史』（トッパン・プレス、2012）、

26 頁 
2 1940 年 11 月 7 日付大統領令法第 2848 号 
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で放送され、日系人を雇用しようとしていた日本企

業の関係者が連邦警察に逮捕されたこともあった 3。 

 こうした状況を受けて、ブラジル政府と日本政府

の合意に基づき、1992 年 10 月、ブラジル日本文化協

会（文協、現ブラジル日本文化福祉協会）、サンパウ

ロ日伯援護協会（援協）、ブラジル日本都道府県人会

連合会（県連）および国際協力事業団（JICA、現国

際協力機構）から理事を得て、日系人が安全に良好

な条件で就労できるように、訪日就労希望者が多く

住むブラジルにおいて情報提供する団体として、

CIATE が設立された 4。翌 1993 年にブラジル刑法 206

条は「外国領に連れて行くため、欺罔によって、労

働者を勧誘すること（Recrutar trabalhadores, 

mediante fraude, com o fim de levá-los para 

território estrangeiro）」と改正された 5。CIATE

は 1994年 3月から公的就労経路提供事業を開始した

6。 

 2008 年のリーマンショック以降、多くのブラジル

人がブラジルに帰国し、CIATE に対しても元訪日就労

経験者から年金相談を中心とした多数の法律的な相

談が寄せられるようになった。そのため、2012 年以

降は日本の弁護士が CIATEに派遣されている。 

 

 筆者が 2015 年 4 月にサンパウロに赴任した後、

2016 年 7 月 10 日、第 24 回参議院議員通常選挙が行

なわれた。この選挙に投票するために在外選挙人証

を取得する手続を行なったものの、選挙人証が間に

合わず、投票できなかった。当時は在外選挙人証を

取得するための手続を出国後に在外公館で行なうこ

とになっていて、手続をしてから在外選挙人証を取

得するまでに、ずいぶん時間がかかった 7。筆者の在

 
3 前掲『日本からブラジルへー原点への回帰 CIATE 

20 年の歴史』、10 頁ないし 11 頁 
4 前掲『日本からブラジルへー原点への回帰 CIATE 

20 年の歴史』、17 頁および 28 頁 
5 1993 年法律第 8683 号 
6 前掲『日本からブラジルへー原点への回帰 CIATE 

20 年の歴史』、17 頁および 18 頁 
7 2017 年 9 月 30 日付ニッケイ新聞「衆議院＝在外投

 

外選挙人証に記載された登録日は 2016 年 8 月 19 日

である。在外選挙人証を手にしたのはさらに後だっ

た。 

そのため、2017 年 10 月 22日の第 48 回衆議院総選

挙の際に、筆者ははじめて在外公館投票を行なった。

2016 年の参議院議員通常選挙の際には、在サンパウ

ロ総領事館の投票会場はリベルダーデ区にあるサン

パウロ日伯援護協会だった。それがこの衆議院総選

挙からパウリスタ大通りにある総領事館 3 階多目的

ホールになった。参議院議員通常選挙は衆議院選挙

よりも在外公館投票の期間が長く、投票者数が多い 8。

しかし、在サンパウロ総領事館の投票者数は 2010 年

の参議院議員通常選挙から連続して減少し、2016 年

の参議院議員通常選挙の投票者数は 804 人だった 9。

投票者数の減少によって、外部会場の利用をやめ、

総領事館内で投票が行なわれるようになった。在サ

ンパウロ総領事館の在外公館投票は 10 月 11 日から

14 日の午前 9 時半から午後 5 時まで実施され、筆者

は 10 月 13 日に投票した。 

 在外公館投票は日本の投票所に比べて人も少なく、

整然と運営されていた。しかし、すぐに最高裁判所

裁判官国民審査の投票ができないことに気がついた。 

このときの国民審査は、今の最高裁長官の大谷直

人裁判官、次の最高裁長官の戸倉三郎裁判官、刑法

学者出身の山口厚裁判官、弁護士出身の木澤克之裁

判官、外交官出身の林景一裁判官などを対象にして

いた。当時は山口厚裁判官の任命と木澤克之裁判官

の任命が物議を醸していた。 

 最高裁の長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命

する（憲法 6 条 2 項）。最高裁の長官以外の裁判官は

 
票 11日から開始へ＝北朝鮮対策や消費税が争点＝各

地の在外公館で実施」によれば在外選挙人登録には、

申請から交付までおよそ 3 か月を要する。 
8 2017 年 9 月 30 日付ニッケイ新聞「衆議院＝在外投

票 11日から開始へ＝北朝鮮対策や消費税が争点＝各

地の在外公館で実施」 
9 2016 年 7 月 15 日付ニッケイ新聞「参議院在外選挙

＝全伯で 1185 人が投票＝高齢化、漸減傾向止まらず

＝投票所数、手間を指摘する声も」 
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内閣が任命する（憲法 79 条 1 項）。最高裁裁判官の

人事は全て内閣が握っている。内閣がどのような人

物を任命するか憲法上の制約はない。裁判所法は最

高裁裁判官について長官 1名とその他の裁判官 14名

の合計 15名とする（裁判所法 5条 1項および 3項）。

最高裁判官は、識見の高い、法律の素養のある 40 歳

以上の者から任命するとしている。そのうち 10 名は

所定の法律職にあった者でなければならない（裁判

所法 41 条）。これらの規定を前提とし、最高裁の裁

判官のうち、6 人は裁判官、4 人は弁護士から選ばれ

る。あと 5 人は学識経験者である。慣例的には 5 人

の学識経験者のうち 2 人は検察官出身となる 10。 

 2017年 1月 13日の閣議で桜井龍子裁判官と大橋正

春裁判官の定年退官に伴って、弁護士・早稲田大学

法科大学院教授の山口厚氏と元英国駐箚匿名全権大

使の林景一氏を最高裁判事に任命することが決定し

た。行政官出身の桜井龍子裁判官は 1 月 15 日に、弁

護士出身の大橋正春裁判官は 3月 30日にそれぞれ定

年退官の予定だった。日弁連は「日本弁護士連合会

が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する

運用基準」に従って選んだ候補を最高裁に推薦する。

最高裁がよい人物を選んで内閣に伝え、最後は最高

裁長官が総理と話し合って決める。すなわち、弁護

士出身の裁判官は日弁連の推薦した人物の中から選

ばれる。しかし、山口裁判官は日弁連が最高裁に提

出した候補に入っていなかった。そもそも山口裁判

官は 2016 年 8 月に弁護士登録をしたばかりで、弁護

士出身といえるような実態もなかった。山口裁判官

が弁護士出身でないとすれば、大橋裁判官の退官に

よって弁護士出身の最高裁判事は 3 人になってしま

う。そのため、山口裁判官の任命は慣例に反すると

の声があがった 11。 

 
10 福田博著『オーラル・ヒストリー 「一票の格差」

違憲判断の真意―外交官としての世界観と最高裁判

事の 10 年―』（ミネルヴァ書房、2016 年）、80 頁お

よび 81 頁 
11 2017年2月27日付週間金曜日オンライン「「慣行」

無視の最高裁人事（西川伸一）」 

 木澤裁判官は 2016 年 6月 17 日の閣議で、弁護士

出身の山浦善樹裁判官が 7 月 4 日に定年退官するの

に伴って、最高裁判事に任命された。日弁連が推薦

した候補者に入っていて当時は慣例通りということ

で特に注目されることもなかった。しかし、2017 年

に入ってから安倍総理と加計学園の関係が取り沙汰

され、木澤裁判官の元加計学園監事という経歴が週

刊誌などで取り上げられた 12。 

 筆者も話題の２人の投票をどうしようかと思案し

ながら投票所に向かった。そのため、すぐに国民審

査ができないことに気がついた。投票を終えて事務

所に戻った後、筆者は SNS に「総領事館に在外投票

に行ってきた。……最高裁の裁判官の国民審査はな

かった。これ在外投票できないとすると、憲法違反

なんじゃないかな」と投稿した。この投稿に最初に

コメントを付けたのが当時アメリカ合衆国に留学し

ていた谷口太規弁護士で「私も今日投票に行って同

じことを思いました。2011 年に地裁レベルでの判決

が出ているようです。違憲訴訟しませんか？」とい

う内容だった。筆者はこれに対して、「これもう立法

不作為ですね。やりましょう」と返答した。すると

当時東京で弁護士として活躍していた吉田京子弁護

士が「優秀な弁護士が代理人に必要ですね…」とコ

メントを付けた。筆者はこれに対して「吉田さんお

願いします。スカイプで会議してやりましょう！」

と返答した。こうして、その日のうちに訴訟をする

ことが決まった。 

やりとりはしたものの、正直この時点では訴訟は

面倒だという気持ちが強かった。評論家の大宅壮一

氏はブラジルを訪れた際に「明治の日本が見たけれ

ばブラジルに行け」と発言したといわれる 13。ブラ

ジル日系社会にはそれくらい古いタイプの人間が多

 
12 2017 年 10 月 21 日付日刊ゲンダイ DIGITAL「国民

審査で信任されるのか 木澤克之判事は家系学園元

監事」 
13 中村茂生「ブラジル国、ニッポン村だより 大宅

壮一の「名言」をめぐって」2007 年 3 月 29 日付ディ

スカバー・ニッケイ 
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い。筆者もある人の自宅に遊びに行って、部屋の中

に天皇陛下の御真影が飾られているのを見た。祖国

を裁判で訴えるなんてどんでもないという意識も強

い。例えば、在外選挙権を求める運動はもともとブ

ラジル日系社会にはじまった。ブラジル都道府県人

会連合会は 1980年代にすでに在外選挙権問題に取り

組んでいた。しかし、アメリカ日系社会の金井紀年

氏が原告団長となって、1996 年 11 月 20 日、東京地

裁に在外選挙権訴訟を提起した際には、「国を訴える

とは穏やかでない」とブラジルからは誰も原告団に

参加しなかった 14。サンパウロ在住の森田隆さんが

被爆者援護法の海外在住者への適用を求め、在ブラ

ジル原爆被爆者協会を設立し、毎年自費で日本を訪

れて政府に陳情する運動を１８年間続けた末に、最

後の手段として 2002年 3月 1日に訴訟を提起するこ

とにした際も、母国を訴えることについて被爆者協

会内の足並みがそろわず、当初の原告は森田さん 1

人だけだった 15。裁判をするとなると先々帰国する

可能性が高い自分以外にも原告が必要だ。しかも、

原告は衆院選の投票をした人でなければならない。

在サンパウロ総領事館に投票に行った人は 800 人程

度しかいない。 

 悩みながらサンパウロで暮らす友人数名に相談し

たところ、2 人の友人が一時帰国中に日本国内で投票

していた。その際に、他の人は国民審査の投票を行

なっているのに、自分たちは海外在住者であるとい

うだけで投票することができなかったということだ

った。群馬県で期日前投票に訪れた海外在住者に誤

って国民審査の投票用紙を交付し、投票が行われて

しまったとの報道もあった。投票は有効とのことで、

選挙管理委員会は再び誤って投票が行われることの

 
14 海外有権者ネットワークＬＡ編『海外から一票

を！―在外投票運動の軌跡』（明石書房、2004 年）、

55 頁 
15 山ノ内裕子「在ブラジル原爆被爆者協会の活動の

あゆみ：被爆者援護における「属地主義」の論理と

のたたかい」関西大学人権問題研究室紀要 55 巻 19

頁、27 頁 

ないよう再発防止を図るとコメントしていた 16。 

 これはどう考えても間違っていると確信し、ブラ

ジルからは日本で投票した友人 2 人と私の 3 人が原

告になることにした。アメリカからは谷口弁護士と

映画監督の想田和弘さんが原告となって、ブラジル

組と合わせて計 5 人の原告で訴訟を提起することに

した。 

代理人は吉田弁護士のほか、塩川泰子弁護士、小

川直樹弁護士、井桁大介弁護士がなってくれた。谷

口弁護士は提訴前に日本に帰国し、提訴時から代理

人に名を連ねた。私は控訴審の途中で帰国し、その

後に代理人に加わった。また、帰国した谷口弁護士

は提訴時から国賠との関係だけで原告になった。帰

国して在外国民ではなくなったため、次回の国民審

査に関する地位確認または違法確認を求めるのは難

しいとの判断だった。最高裁の判決が出るまでにブ

ラジル組の平野司さん以外の全員が帰国し、最終的

に地位確認または違法確認の原告は平野さんだけに

なった。 

 こうして筆者らは 2018年 4 月 12 日に東京地方裁

判所に訴訟を提起した。 

 

第３ 最高裁の 11番目の法令違憲判決 

 

 本判決は日本の最高裁の歴史上 11番目の法令違憲

判決―すなわち、法律が憲法に違反するという判決

―にあたる。1946 年の日本国憲法制定によって最高

裁に違憲立法審査権が与えられ、裁判所が立法に対

して憲法的統制を及ぼすようになった。大日本帝国

憲法下で設置されていた大審院は違憲立法審査権を

有していなかった 17。1947年 5 月 3 日に日本国憲法

が施行され、最初の裁判官たちは 8 月 4 日に任命さ

れた。以後本判決までの間に法令違憲判決は 10 件し

か存在しない。 

 
16 2017 年 10 月 16 日付 THE SANKEI NEWS「海外在住

の日本人に国民審査 投票用紙交付ミス 群馬県玉

村町」 
17 大判大正 2 年 7 月 11 日刑録 19 輯 790 頁 
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 最初の法令意見判決は 1973年尊属殺重罰規定最大

判である 18。その後 1975 年薬事法最大判 19、1976 年

と 1985 年の衆議院議員定数配分最大判 20、1987 年森

林法最大判 21、2002 年郵便法最大判 22と続く。 

 本訴訟において繰り返し引用したのは、7 番目の法

令違憲判決である 2005 年在外投票最大判 23である。

この判決は最高裁が国会の立法不作為について違憲

判断をした最初の事例である。アメリカ日系社会の

金井紀年氏が原告団長となって、1996 年 10 月 20 日

に実施された衆議院総選挙に投票できなかったこと

が違法であるとして損害賠償を請求すると共に、公

職選挙法の規定が選挙権の行使を認めていない点に

おいて違法であるとの確認を求めた訴訟の判決であ

る。提訴時には在外国民の選挙権はまったく認めら

れていなかったものの、提訴後の 1998 年に公職選挙

法が改正され、比例代表に限って選挙権の行使が認

められた。第一審は違法確認を不適法として却下し、

国賠は棄却した 24。控訴審では予備的に選挙権を有

することを確認する請求が追加された。しかし、控

訴は棄却され、予備的請求は不適法として却下され

た 25。上告審は第二小法廷が審理することになり、

福田博裁判官が主任裁判官となった。調査官が最初

に出した報告書は上告棄却相当ただし在外選挙権行

使の可否の問題があるという内容だった。これに対

し、外交官出身で在外生活の長い福田裁判官が再調

査を命じ、事件は大法廷に回付された 26。また、泉

徳治裁判官は大法廷の合議に確認の訴えを不適法と

 
18 最大判 1973 年 4 月 4 日刑集 27 巻 3 号 265 頁 
19 最大判 1975 年 4 月 30 日民集 29 巻 4 号 572 頁 
20 最大判 1976 年 4 月 14 日民集 30 巻 3 号 223 頁、最

大判 1985 年 7 月 17 日民集 39 巻 5 号 1100 頁 
21 最大判 1987 年 4 月 22 日民集 41 巻 3 号 408 頁 
22 最大判 2002 年 9 月 11 日民集 56 巻 7 号 1439 頁 
23 最大判 2005 年 9 月 14 日民集 59 巻 7 号 2087 頁 
24 東京地判 1999 年 10 月 28日訴訟月報 46 巻 10 号

3833 頁 
25 東京高判 2000 年 11 月 8日判タ 1088 号 133 頁 
26 山口進、宮地ゆう『最高裁の暗闘 少数意見が時

代を切り開く』（朝日新聞出版、2011 年）、116 頁な

いし 125 頁 

することなく本案の判断をした先例と 2004年行政事

件訴訟法改正によって当事者訴訟に「公法上の法律

関係に関する確認の訴え」が加わったことをふまえ

て合議に挑んだ 27。その結果、地位確認と国賠を認

容する画期的な判決が下った。 

 その後、2008 年非嫡出子の国籍取得制限最大判 28、

2013 年非嫡出子の法廷相続分規定最大判 29と続き、

10 番目の法令違憲判決は 2015 年再婚禁止期間最大

判 30である。再婚禁止期間最大判は国賠法上の違法

性を否定し、請求を棄却した上で、法令違憲を宣言

した事件である。立法不作為がどのような場合に国

賠上違法になるのか全体的な枠組みを示した事件と

されるため、本件訴訟に際して再婚禁止期間最大判

も検討した。 

 11 番目の法令違憲判決となった本件訴訟は 2005

年在外投票最大判から 17年を経てなお在外国民の国

民審査を認めない国民審査法の違憲性を問うもので、

在外投票最大判の考え方を踏襲した。もっとも、在

外投票最大判の事案においては、訴訟提起後に公職

選挙法が改正され、在外選挙権の行使が比例代表に

限って認められるようになった。本件では判決に至

るまで在外審査権の行使が一切認められないままで

あった。その違いが、在外投票最大判で認容された

地位確認が本件で棄却され、在外投票最高大判で却

下された違法確認が本件で認容されることにつなが

った。また、在外投票最大判の事案においては在外

選挙権を認める法案が 1984 年に国会に提出され、廃

案となった後 10年以上も放置されていたという事実

があった。これに対し、在外国民審査について法案

が提出されたことはなく、質疑もほぼ行なわれてい

なかった。このため、控訴審は国民審査法が在外国

民の審査権の行使を一切認めずに制限していること

を違憲と判断しながら国賠請求を棄却した。 

 
27 泉徳治『一歩前へ出る司法 泉徳治元最高裁判事

に聞く』（日本評論社、2017 年）、190 頁 
28 最大判 2008 年 6 月 4 日民集 62 巻 6 号 1367 頁 
29 最大判 2013 年 9 月 4 日民集 67 巻 6 号 1320 頁 
30 最大判 2015 年 12 月 16 日民集 69 巻 8 号 2427 頁 
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 このように、本判決は審査権を選挙権と同様に国

民主権に基づく重要な権利と位置づけ、在外投票最

大判の枠組みを踏襲しながら違法確認を認容し、国

賠による救済の門戸を押し広げることで、立法に対

する憲法的統制を強める在外投票最大判以降の流れ

を決定的なものとした。本判決が国民審査の重要性

を根拠づけるにあたって、最高裁の違憲立法審査権

を特に挙げたことや、違法確認の適法性を基礎付け

る理由として、違憲判断が国会によって尊重される

ことを指摘したことは、本判決のこのような性格を

際立たせている。この意味で本判決は今後の憲法訴

訟において重要な意義を有する歴史的判決である。 

 

第４ 国民審査制度の重要性 

 

 訴訟の中で筆者らは、国民審査は司法権を民主的

に統制し、司法制度の民主的正当性を確保する重要

な制度で、審査権は選挙権と同様の重要性をもつ権

利であると繰り返し主張した。これに対し国は、最

高裁判所裁判官の任命等に対する民主的統制は、本

来的には、議院内閣制の下、国会の信任を受けた内

閣によって決定されているといえるとか、人権を保

障する最後の砦としての裁判所には、直接的な民意

の流入はむしろ忌避されるとし、他に国民審査制度

を採用している国がほとんどみられないことからし

ても、国民審査制度は、民主制の過程に直接関わる

ものではなく、民主的統制の方法として例外的、補

完的なものにとどまると主張していた。 

これまで審査権は選挙権に比べて重要性が低く見

られることがあった。比例代表について在外選挙権

を認めた 1998 年公職選挙法改正案の審議に際して、

参議院地方行政・警察委員会に参考人として出席し

た戸波江二早稲田大学教授は在外選挙権について

「今日まで十数年議論が進まなかったというのが私

は実は非常に不満であります」と意見陳述した 31。

 
31 第百四十二回国会参議院地方行政・警察委員会会

議録第十一号 平成十年四月十六日、1 頁 

その一方で同じ時期に、在外国民審査権について「最

高裁判所裁判官の国民審査の投票まで、在外日本国

人に保障するには及ばないと思われる」と述べる 32。 

 選挙権に比べて審査権の重要性を低く見る主張の

論拠のひとつは、国民審査制度が他国に例の乏しい

制度であることである。しかし、現実には多くの国

に最高裁裁判官の任命を民主的に統制する制度が存

在する。例えばブラジル憲法は連邦最高裁裁判官に

ついて、連邦上院の承認を得て大統領が任命すると

定めている 33。 

 日本国憲法の制定過程においても、国民審査か、

国会の承認かが問題となって、国民審査が選ばれた。 

現在の日本国憲法にあたる帝国憲法改正案は 1946

年 6 月 20 日に衆議院に提出された。8 月 24 日に一部

修正された上で可決され、貴族院に送付された。貴

族院では、8 月 26 日に本会議に上程され、8 月 30 日

までの質疑を経て、帝国憲法改正案特別委員会に付

託された。特別委員会は、9 月 2 日から 9 月 26 日ま

でほとんど連日開かれて、質疑応答を行なった。そ

して、9 月 28 日の委員会で、修正のための小委員会

を設けることになった。この小委員会の審議次項に

大河内輝耕委員の提案によって国民審査が追加され

た。小委員会は４回開かれ、10 月 3 日の特別委員会

で小委員長が特別委員会に審議の結果を報告した。

小委員会は全会一致で国民審査に関する規定を削る

ことにし、その旨が特別委員会に報告された。しか

し、国民審査の規定を審議事項に追加するよう求め

た大河内委員が発言を求め、国民審査の規定を削り

っぱなしというのも難しいらしいので、変なものを

付け加えるよりも自分の提案を撤回すると述べて、

国民審査の規定の修正に反対する意向を表明した。

それを受けて、国民審査の規定に対する修正案は賛

成する者の一人もないままに否決された。このよう

 
32 戸波江二「在外選挙に関する選挙法上の課題」岡

澤憲芙、戸波江二編『在外選挙・外国の制度と日本

の課題』（インフォメディアジャパン、1998 年）、22

頁 
33 ブラジル憲法 84 条 14 号 
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な結果になったのは、国民審査の規定を削るのであ

れば、裁判官の任命を国会の同意に付し、あるいは

国会の選任として任期を付すべきだとの条件をＧＨ

Ｑが申し入れていることを、特別委員会の休憩中に

委員長が報告し、そのようなことならむしろ原案の

方が無難であるとの結論に達したためだった 34。 

また、国民審査はこれまでに 1 度も裁判官が罷免

されていない無駄な制度だと批判される。国も本件

訴訟において国民審査の重要性を否定する根拠のひ

とつとして、罷免の要件が厳格であることを挙げた。

もっとも、ブラジルにおいても連邦上院が大統領に

よる裁判官の任命を拒絶した経験は少ない。連邦上

院の承認権は形式的なものにすぎないとの指摘もあ

る 35。しかし、罷免や任命の拒絶が少ない理由は、

任命自体が謙抑的になされていることに理由がある。

ブラジルでは連邦上院における審議に先立って、大

統領府の情報筋がマスコミに候補者の指名を知らせ、

自ら候補者を公論に付すことが行なわれる。そのた

め、任命の拒絶の少なさにもかかわらず、連邦上院

の承認は、国家最高の地位への登用を統制し、正当

化するための重要な手続とされる 36。前述のように、

我が国の最高裁裁判官も 6 人は裁判官出身、4 人は弁

護士出身、残りは有識者で、そのうち 2 人は検察官

出身から選ばれ、最高裁が候補者を内閣に伝え、最

高裁長官と内閣総理大臣が話し合った上で、内閣が

任命する。このため、明らかに不適格な人物が最高

裁の裁判官に任命され、国民の間に大きな議論が巻

き起こったことはない 37。謙抑的な任命がなされて

 
34 憲法調査会事務局『憲法制定の経過に関する小委

員会報告書』539 頁および 540 頁 
35 佐藤美由紀『ブラジルにおける違憲審査制の展開』

（東京大学出版、2006 年）、17 頁 
36 J.J.Gomes Canotilho et al., Comentários à 
Constituição do Brasil (São Paulo: Saraiva, 2018), 
kindle67065-67101/140976 
37 西川伸一『最高裁裁判官国民審査の実証的研究 

「もうひとつの参政権」の復権をめざして』（五月書

房、2012 年）、110 頁ないし 139 頁には組織的罷免運

動が盛り上がった第 9 回国民審査の様子が詳しく書

かれている。 

いるのは、国民審査という民主的な統制が存在する

ためで、罷免されたことがないから制度を廃止すべ

きという議論は暴論に過ぎる。 

 本判決は国民審査について「国民審査の制度は、

国民が最高裁判所の裁判官を罷免すべきか否かを決

定する趣旨のものであるところ、憲法は、一切の法

律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしない

かを決定する権限を有する終審裁判所である（憲法

81 条）などの最高裁判所の地位と権能に鑑み、この

制度を設け、主権者である国民の権利として審査権

を保障しているものである。そして、このように、

審査権が国民主権の原理に基づき憲法に明記された

主権者の権能の一内容である点において選挙権と同

様の性質を有することに加え、憲法が衆議院議員総

選挙の際に国民審査を行なうこととしていることに

も照らせば、憲法は、選挙権と同様に、国民に対し

て審査権を行使する機会を平等に保障しているもの

と解するのが相当である」と判示し、審査権は選挙

権と同様の重要性をもつ権利であると認めた。 

 2005 年の在外選挙権訴訟大法廷判決の補足意見に

おいて、福田博裁判官は在外選挙権について次のよ

うに述べた。 

 

現代の民主主義国家は，そのほとんどが代表民主

制を国家の統治システムの基本とするもので，一定

年齢に達した国民が平等かつ自由かつ定時に（解散

により行われる選挙を含む。以下同じ。）選挙権を行

使できることを前提とし，そのような選挙によって

選ばれた議員で構成される議会が国権の最高機関と

なり，行政，司法とあいまって，三権分立の下に国

の統治システムを形成する。我が国も憲法の規定に

よれば，そのような代表民主制国家の一つであるは

ずであり，代表民主制の中核である立法府は，平等，

自由，定時の選挙によって初めて正当性を持つ組織

となる。民主主義国家が目指す基本的人権の尊重に

あっても，このような三権分立の下で，国会は，国

権の最高機関として重要な役割を果たすことになる。 

 国会は，平等，自由，定時のいずれの側面におい



永井康之 IWHR研究年報 4号(2022) 

36 
 

ても，国民の選挙権を剥奪し制限する裁量をほとん

ど有していない。国民の選挙権の剥奪又は制限は，

国権の最高機関性はもとより，国会及び国会議員の

存在自体の正当性の根拠を失わしめるのである。国

民主権は，我が国憲法の基本理念であり，我が国が

代表民主主義体制の国であることを忘れてはならな

い。 

 在外国民が本国の政治や国の在り方によってその

安寧に大きく影響を受けることは，経験的にも随所

で証明されている。 

 代表民主主義体制の国であるはずの我が国が，住

所が国外にあるという理由で，一般的な形で国民の

選挙権を制限できるという考えは，もう止めにした

方が良いというのが私の感想である。 

 

 審査権にも同じことがいえる。本判決はその論拠

として違憲立法審査権という裁判法の創造過程への

関与を特に挙げた 38。司法は単に紛争を解決するだ

けでなく、紛争解決を通じて法を創造する。また、

憲法 81 条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規

則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する

権限を有する終審裁判所である」とする。違憲判決

がされた場合、裁判所は要旨を官報に公告し、裁判

書の正本を内閣に送付する。法令違憲判決について

は、裁判書の正本を国会にも送付する（裁判所事務

処理規則 14 条）。この規定の趣旨は違憲判決の直接

的な効力が当該事件にのみ妥当することを前提にし

つつ、内閣・国会に違憲判決に対応する措置を要請

する点にある。最高裁の違憲判断は国会に尊重され、

立法に影響する。本判決はここから最高裁裁判官を

民主的に正当化する国民審査の重要性を導き出して

いる。それゆえに、国会は、選挙権と同様に、国民

 
38 森英明「判解」最判解民事編平成 20 年度 267 頁、

307 頁参照。なお、脚注 51 は違憲立法審査権の行使

に当たり法創造的作用が営まれた例として、長期に

わたる審理の事実上の中断につき憲法 37条 1項の迅

速な裁判の保障条項に反するとして免訴として最大

判 1972年 12月20日刑集 26巻 10号631頁を挙げる。 

の審査権を剥奪し、制限する裁量をほとんど持たな

い。 

 本判決は低くみられがちだった審査権の重要性を

正面から認めた点において重要である。 

 

第５ 地位確認または違法確認の適法性 

 

 本件訴訟では国賠の他に、次回の国民審査に関す

る地位確認または違法確認の請求を立てた。 

2005 年在外投票最大判は違法確認について地位確

認の方が適切であるとの理由で不適法却下し、地位

確認を認容した。判決中で地位確認は公法上の当事

者訴訟のうち公法上の法律関係の確認の訴えとして

整理された。 

本件訴訟の先例として存在した 2011年在外国民審

査権訴訟東京地判 39においても地位確認の請求が立

てられていた。裁判所は地位確認を不適法却下した

ものの「そのような状態の憲法適合性を行政訴訟に

よって争う手段として、いわゆる無名抗告訴訟とし

て立法不作為の違法確認請求に係る訴えを提起する

方法を用いる余地があるか否かは別論として、本件

各確認請求に係る訴えを用いることはできないもの

というべきである」と判示し、違法確認を認める余

地があることを示唆した。 

 無名抗告訴訟としての立法不作為の違法確認訴訟

とは、行政事件訴訟法 3 条 5 項が「行政庁の不作為

の違法確認の訴え」を定めているのに準じて、「立法

府の不作為の違法確認の訴え」を認めようというも

のである 40。もっとも、公法上の当事者訴訟によっ

て違憲判断を求めることができる場合にはあえてこ

のような訴訟形態を認める必要はないと考えられて

いる。2005 年在外投票最大判も「上告人らに衆議院

小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員

の選挙における選挙権の行使を認めていない点にお

 
39 東京地判 2011 年 4 月 26日判タ 1377 号 60 頁 
40 杉原則彦「判解」最判解民事編平成 17 年度（下）

603 頁、644 頁ないし 646頁 
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いて違法であることの確認を求める訴えについては、

他により適切な訴えによってその目的を達成するこ

とができる場合には，確認の利益を欠き不適法であ

るというべきところ、本件においては、後記 3 のと

おり、予備的確認請求に係る訴えの方がより適切な

訴えであるということができるから、上記の主位的

確認請求に係る訴えは不適法であるといわざるを得

ない」と判示し、公法上の当事者訴訟である地位確

認が認められない場合には、違法確認を認める余地

があることを示唆していた。 

 これに対し、本件控訴審は公法上の法律関係に関

する確認の訴えとして認容されるとした。また、本

判決も控訴審の判断を肯定し、違法確認は公法上の

当事者訴訟のうち公法上の法律関係に関する確認の

訴えとして適法であるとした。控訴審は「立法的措

置が全くされていないという全面的な立法の不作為

と立法措置が部分的にはされているという一部の立

法の不作為の場合とを比較して、前者の方が立法の

不作為による権利侵害の程度が深刻であるにもかか

わらず、後者には積極的な地位の確認を認める（平

成 17 年大法廷判決）ことによって救済を図る方法が

ありながら、前者については司法的救済が拒否され

なければならないとする理由はない」と判示してい

た。本判決も基本的には控訴審と同じ立場に立ち、

一部立法不作為の場合には地位確認を認め、全面的

立法不作為の場合には違法確認を認める立場と理解

できる 41。 

 もともと立法不作為の問題は憲法 25条の生存権の

法的性格に関して、生存権保障立法が制定されてい

ない場合に立法の不作為の違憲確認訴訟を提起でき

ると主張する具体的権利説において論じられた 42。

本判決が認めた違法確認は今後の憲法訴訟で広く用

いられる可能性がある。その一方で、違法確認を認

めることの問題点は、その対象がどこまで及ぶのか

 
41 本判決宇賀克也裁判官補足意見参照 
42 杉原則彦「判解」最判解民事編平成 17 年度（下）

603 頁、646 頁注 27 

という点にある。無限定に許容すれば、三権分立の

制度下において国会の立法における裁量権に司法が

不当な影響を及ぼすおそれがある。本判決も「国民

に保障された審査権の基本的な内容等が憲法上一義

的に定められている事が明らかであること等に照ら

すと、国会の立法における裁量権等に不当に影響を

及ぼすことになるとは考え難いところである」と判

示し、違法確認を認める事例に一定の歯止めをかけ

る可能性を示唆する。 

 もっとも、本判決は違法確認の訴えの適法性を認

めるにあたって、「国民審査法が在外国民に審査権の

行使を全く認めていないことが違憲であることを理

由として、国が個々の在外国民に対して次回の国民

審査の場合に審査権の行使をさせないことが違法で

あると主張され、この点について争いがある場合に、

その違法であることを確認する判決が確定したとき

には、国会において、裁判所がした上記の違憲であ

る旨の判断が尊重されるものと解されること（憲法

81 条、99 条参照）も踏まえると、当該確認判決を求

める訴えは、上記の争いを解決するために有効適切

な手段であると認められる」と判示し、裁判所が国

会に対して違憲判決に対応する措置を要請し、国会

が裁判所の判断を尊重すること自体が、裁判所によ

る紛争解決機能のひとつであることを正面から認め

た。また、本判決の宇賀克也裁判官補足意見は違法

確認を地位確認に比べて権力分立の観点からはより

謙抑的な訴えと位置づける。その上で、司法制度改

革において行政訴訟の活性化が改革の大きな柱であ

ったことや、行政訴訟法改正において。実質的当事

者訴訟の活用を促すこととされたことなどから、違

法確認訴訟を認めることが、実質的当事者訴訟とし

ての確認の訴えを明記した改正の趣旨に適合すると

する。 

 立法に対する憲法的統制を強めてきた現在の傾向

が続くのであれば、今後違法確認の活用は広く認め

られる可能性がある。 

 

第６ 国賠の認容 
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 2005 年在外投票最大判が出るまでの間、立法不作

為を理由とする国賠に対しては 1985年在宅投票最判

の立てた規範が立ちはだかった。在宅投票最判は「国

会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な

文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当

該立法を行うというごとき、容易に想定し難いよう

な例外的な場合でない限り、国家賠償法 1 条 1 項の

規定の適用上、違法の評価を受けない」とした。こ

れによって、立法行為または立法不作為の違憲性自

体について判断しなくても、立法の内容が憲法の一

義的な文言に違反しているといえない場合には、具

体的に憲法適合性を審査することなく国賠請求を棄

却できるようになった 43。 

 これに対し、2005 年在外投票最大判は「立法の内

容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権

利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、

国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保

するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠

であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が

正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合など

には、例外的に、国会議員の立法行為又は立法不作

為は，国家賠償法 1 条 1 項の規定の適用上、違法の

評価を受けるものというべきである」として、1985

年在宅投票最判を維持しつつ、その射程を実質的に

限定して、国賠を肯定する余地を広げた 44。 

 その後、2015 年再婚禁止期間最大判は「法律の規

定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を

合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に

違反するものであることが明白であるにもかかわら

ず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃

等の立法措置を怠る場合などにおいては、国会議員

の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に

 
43 宇賀克也「立法不作為の国家賠償法上の意義と効

果：最大判平成 27 年 12 月 16 日を題材に」法の支配

183 号 84 頁、86 頁および 87 頁 
44 杉原則彦「判解」最判解民事編平成 17 年度（下）

603 頁、657 頁および 658頁 

違反したものとして、例外的に、その立法不作為は、

国家賠償法 1 条 1 項の規定の適用上違法の評価を受

けることがあるというべきである」とした。この判

決に付された千葉克巳裁判官補足意見は多数意見の

判示について、2005 年在外投票最大判の判示を整理

し直し、国会議員の立法的対応がどのような場合に

国賠上違法になるのかについて全体的な枠組みを示

したものとした。すなわち、立法行為または立法不

作為が国賠上違法となるためには、違憲の明白性と

合理的期間の経過が要件となり、例外的に合理的期

間の経過が不要になる極端な場合は「など」に読み

込まれる 45。 

 これに対して本件では「法律の規定が憲法上保障

され又は保護されている権利利益を合理的な理由な

く制約するものとして憲法の規定に違反するもので

あることが明白であるにもかかわらず、国会が正当

な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を

怠る場合などにおいては、国会議員の立法過程にお

ける行動が上記職務上の法的義務に違反したものと

して、例外的に、その立法不作為は、同項の適用上

違法の評価を受けることがあるというべきである。

そして、国民に憲法上保障されている権利行使の機

会を確保するための立法措置をとることが必要不可

欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会

が正当な理由なく長期にわたってこれを怠るときは、

上記の例外的な場合に当たるものと解するのが相当

である」として、国賠請求を認容した。これは 2015

年再婚禁止期間最大判の規範に 2005年在外投票最大

判の規範を重ねたように見えるものの、2015 年再婚

禁止期間最大判の規範が一般的な規範で、2005 年在

外投票最大判の規範が事案に即した例示であると理

解すれば、2005 年在外投票最大判に類似した本件に

おいて、一般的な規範として 2015 年再婚禁止期間最

大判の規範を示した上で、事案に即した例示的規範

 
45 宇賀克也「立法不作為の国家賠償法上の意義と効

果：最大判平成 27 年 12 月 16 日を題材に」法の支配

183 号 84 頁、92 頁 
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として 2005 年在外投票最大判の規範を挙げたもの、

と理解できる 46。 

 2005 年在外投票最大判は、在外選挙権を認める法

案が閣議決定されて国会に提出され、その後廃案に

なったまま放置された事案だった。これに対し、本

件は法案が国会に提出されたことのない事案だった。

しかし、本判決は 1998 年公選法改正に関連して在外

審査制度について質疑がされたこと、2005 年在外投

票最大判が在外国民の選挙権に対する制約の憲法適

合性を判断し、2006 年公選法改正によって在外選挙

制度の対象が広がったこと、2007 年に在外国民の投

票を認める国民投票法が定められていることなどか

ら、違憲の明白性を認めた。 

違憲の明白性については、違憲とされる憲法上の

権利の性質、法律の規定による侵害の内容・程度、

立法事実の変化等を踏まえて、立法行為を行なう国

会にとって違憲性が明白といえるか否かが判断され

る 47。本件は選挙権と同様の重要性をもつ審査権の

問題であること、権利が一切行使できなくなってい

ること、特に立法事実が大きく変化したわけではな

いことなどから、明白性を認めやすい事案であった。

国会でほとんど審議されていないのに明白性を認め、

国賠による救済の可能性を大きく広げた。 

 2015 年婚姻禁止期間最大判は国賠を棄却した上で

法令違憲を宣言した。法律の違憲性を争う際に、国

賠のほかに適切な方法がない場合、国賠を認めなく

ても憲法判断を行なう傾向がある 48。しかし、この

方法には憲法判断をするかしないかが、極めて裁量

的になるという問題がある。 

 2005 年在外投票最大判において福田博裁判官補足

意見は国賠を認めるべき理由として、金銭賠償のほ

 
46 加本牧子「判解」最判解民事編平成 27 年度（下）

642 頁、706 頁 
47 加本牧子「判解」最判解民事編平成 27 年度（下）

642 頁、696 頁 
48 泉徳治『一歩前へ出る司法 泉徳治元最高裁判事

に聞く』（日本評論社、2017 年）、196 頁および 197

頁 

かに適切な救済方法がない場合があることのほか、

国民の代表たる立法府の作為または不作為によって

権利が妨げられたことに対する償いに税金が使われ

ることを国民に広く知らしめることに意味があると

指摘した。 

国賠による救済を拡大する傾向が今後も継続する

ことが望まれる。 

 

第７ おわりに 

 

 裁判所法 75 条は評議の秘密を定める。しかし、11

条は最高裁を評議の秘密の例外とし、裁判書に各裁

判官の意見を表示しなければならないとする。その

趣旨は判決に対する最高裁の各裁判官の意見を国民

審査の資料とすることにある。ブラジルでは 2002 年

に連邦最高裁長官が多くの反対を押し切って裁判所

にテレビ局を設置し、連邦最高裁の議論を広くテレ

ビで放送するようにした。全国で放送され、論評さ

れるようになって、評議の内容は充実した。裁判官

が公の場で発言することも増え、裁判官の顔が国民

に見えるようになった。憲法が国民審査制度を設け

た趣旨からすれば、我が国の最高裁における評議の

内容も広く国民に公開されてよい。 

 本判決を受けて、在外国民にとって投票しやすい

在外国民制度を国会がすみやかに創設し、今後の裁

判がいっそう開かれたものとなることを期待したい。 



浅野康平 IWHR 研究年報 4 号（2022） 
 

40 
 

［紹介］ 

 

在サンパウロ国外就労者情報援護センター（CIATE）での執務を終えて 
浅野康平* 

 
１ CIATEの紹介 
 筆者は愛知県弁護士会に在籍する登録 11 年目の
弁護士であるが、2019年７月から2021年７月まで、
ブラジル連邦共和国サンパウロ市所在の国外就労者
情報援護センター（和名：日伯雇用サービスセンタ
ー）（ポルトガル語 Centro de Informação e Apoio ao 
Trabalhador no Exterior 以下「CIATE」という。）
専務理事として執務した 1。なお、本稿は私の個人的
意見である。 
日本には多くの日系ブラジル人が住んでおり特に

東海地方に多いところ、ブラジルの事情に詳しい日
本の弁護士をということで、CIATE の専務理事には
愛知県弁護士会の弁護士が三代続けて赴任し、私が
その三代目である。今も日本の弁護士有資格者が赴
任している。 
 CIATE の理事長である二宮正人氏は、５歳の時に
長野県上田市から両親に連れられてブラジルに移民
し、サンパウロ大学を卒業後、日本の国費留学生と
して東京大学大学院に留学した。そして同大学院で
博士号を取得後、帰伯し法律事務所を開設するとと
もにサンパウロ大学で教鞭をとっている 23。 

 
＊執筆者は愛知県弁護士会に所属し、前 CIATE
専務理事。 
1 清水口法律事務所トップページ 
https://www.shimizuguchi-law.com/ （2022 年４
月 20 日参照） 
2 二宮正人法律事務所“弁護士紹介” 
http://www.masatoninomiya.com.br/br/ （2022
年４月 20 日参照） 

CIATE が設立されたのは次の事情による。今から
30 年前の 1990 年に我が国の入管法が改正・施行さ
れたことで、日系三世までに対する在留資格の整備、
付与が行われ、日系人に限って単純労働を含む就労
が認められ、特にブラジル日系人の数が飛躍的に増
加した。 
 当時、これら日系人の就労経路についてみると、
仲介ブローカーが介在するケースが多く、就労先や
労働条件等について来日後、トラブルを発生する事
例が多発したり、中には悪質な仲介ブローカーが労
働者派遣法の違反等で摘発されるなどの大きな社会
問題が起きた。 
こうした状況から、在ブラジル日系人が仲介ブロ

ーカーに依拠せず安心して来日、就職できる環境を
整備し、就労経路の適正化を図ることができるよう、
日系人就労適正化対策の一環として、CIATE が設立
され、以後、日本の厚生労働省から公益財団法人海
外日系人協会を通じ日系人就労環境改善事業として
運営されている 4。 
 そして、東洋人街といわれるサンパウロ市リベル
ダーデ区に所在する日系団体の中心組織であるブラ
ジル日本文化福祉協会ビルの一室において、主に日
系人に対し、日本の公共職業安定所からの就労情報

 
3 柏木昇ほか 『日本とブラジルからみた比較法－
二宮正人先生古稀記念』信山社,2019 年７月,647
頁以下 
4 公益財団法人海外日系人協会“CIATE につい
て”https://jadesas.or.jp/jp/shien3/ （2022年４
月 20 日参照） 

https://www.shimizuguchi-law.com/
http://www.masatoninomiya.com.br/br/
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の提供と、求職申込みの取次ぎ、情報提供及び講習
会などを実施している 5。 
 
２ コロナ禍での CIATEの事業 
 私が赴任していたころはコロナ禍におけるCIATE
の様子なので、特にその当時の CIATE を紹介したい。 

CIATE 事業の第一は、日本の公共職業安定所の求
人情報を紹介し、日系人の就労を取り次ぐことであ
る。ここ２年間は、コロナ禍によって日本政府は外
国人に対する新規のビザ発給が停止していたので、
新規渡航がほぼ不可能であった。これはコロナ禍が
収束すれば元に戻ると思われる。 
ただし、現在日系ブラジル人に出される定住ビザ

は日系三世まで及びその配偶者等にしか発給されな
い。日本からブラジルへの公的な移民は終了して久
しく、日系三世までの日系人の高齢化が進んでおり、
渡日する日系人を増加させるためにはその母体を四
世五世と増やすことが必要である。 

CIATE 事業の第二である、情報提供及び日本語講
習会については、コロナ禍という不幸な出来事が思
わぬ側面を見せた。それはオンライン化が進んだこ
とによる対象者や対象地域の拡大である。これまで
情報提供のための講習会や日本語教室はすべて対面
形式で行っていた。しかし、コロナ禍によって、州
政府から（CIATE に限らず）対面教室開催の禁止令
が出たので、開催できなかった。そこで思い切って
オンラインで実施することとした。 
これまで CIATE があるサンパウロ市及びその周

辺の住民しか参加できなかった講習会や日本語教室
へオンラインで参加できることになり、好評であっ
た。担当講師からは顔が見えないので、生徒の学習
の進捗が見えにくいなどの問題点も報告された。し
かし、受講者が気軽に参加できたこと、対象地域が

 
5 国外就労者情報援護センター“概要” 
http://www.ciate.org.br/ja/ （2022年４月 20 日
参照） 

サンパウロに縛られなくなったこと、などから受講
者も増加したので、コロナ禍の下では十分受け入れ
られるデメリットであった。 
なお、ブラジルは新しいものを取り入れることに

は抵抗がなく、やってみて問題があれば修正してい
く、という雰囲気がある。これは日本とは違うが、
ブラジルの良いところであって、オンライン化が成
功したのはこのような事情がある。 

 
３ 日系人の就労 
 日本政府が日系ブラジル人に対してビザを発給す
るようになった当初、日系人の多いサンパウロやそ
の周辺において毎月 20 万円～30 万円を得られる仕
事は少なく、日系人がこぞって来日した。その時の
日系人は、かつて彼らの父祖がブラジルのコーヒー
農園に出稼ぎのつもりで渡ったように、彼らもまた
出稼ぎのために来日したのである。サンパウロの日
系社会では「デカセギ（Dekassegui）」は日本語と同
じような意味で通用する。 
 ただ、長年デフレで同時に賃金が上がらない日本
に比べ、年によっては 10 パーセント近くのインフレ
6があり、賃金が毎年上昇するブラジルにおいては、
日本は、デカセギが始まって間もないほどの魅力は
少なくなっていた。 
 しかし、ブラジルの失業率は非常に高く、特に若
年者がよい仕事を見つけることは難しいので、より
よい賃金を求める意欲は高い。また、ブラジルにお
けるコロナ禍は経済的にも大きなダメージをもたら
し、加えてリオオリンピック後、対円で半値ほどに
落ちたレアル安は輸入品その他の値上げにより、庶
民の生活はなお苦しい。 
 一方、日本は賃金の上昇はなくとも、国民皆保険
など社会インフラ、治安の良さ、清潔な街、それな

 
6 ニッケイ新聞 2021 年 11 月 25日 
https://www.nikkeyshimbun.jp/2021/211125-15b
rasil.html 

http://www.ciate.org.br/ja/
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りの収入など、日系人にとって渡航先としてはいま
だに選択肢の一つである。 
 実際、日本に滞在するブラジル人は、1989 年には
1 万 5000 人未満、2008 年には 30 万人を突破、2008
年のリーマンショックをきっかけに、減少に転じ、
2015 年末には 17 万人にまで減少したが、再び増加
に転じ、2019 年末には 21 万人を超えた 7。 
 もっとも、デカセギ開始当時とは状況が異なる。
当初のように日本の様子を話には聞いていたが詳し
くは知らない人は少なく、デカセギ経験者であった
り、自身が日本育ちであったり、少なくとも親戚が
おり、詳しい状況を知っている方が多いようである。 
 
４ 日本の弁護士として 
 私とその前任者たちは日本の弁護士だったので、
現地の日系人が抱える法律問題を現地法令に反しな
い範囲でアドバイスしてきた。 
 日本の弁護士資格をもつ弁護士は、現地では私を
含めて３名ほどいたが、私以外は日系企業の駐在員
や企業法務弁護士であり、街の法律相談を得意とす
る弁護士は私が唯一であった。 
例えば、現地の日系人が抱える法律問題のひとつ

に、日本における相続関係がある。一例をあげると、
日本の自治体や代理人から日本語の文書が来たが、
よくわからないというものである。内容は、供託書
や相続登記未了土地に関するものなど、日本の弁護
士であればよく目にするものであるが、サンパウロ
であると、そもそも日本語が読めないし、読めても、
「供託」や「相続登記未了」など漢字はその意味を
理解することが難しい。 
そして、日本においては対応することが容易なこ

とが、ブラジルでは難しいことがある。ブラジルに
は住民票がなく、印鑑証明書もないので、日本とは

 
7 永井康之法律事務所“在日ブラジル人の推移”  
http://www.nagaiyasuyuki.com/2019/12/23/brasi
leironojapao/ （2022 年４月 20 日参照） 

異なる対応が必要となる。この場合は、日本の法務
省の通達に従って、ブラジルの公証人による署名証
明によるなどの方法はあるが、それなりに費用がか
かり、手続きの負担もそれなりにある。 
 また、氏名が日本の戸籍とブラジル国の証明書の
表記が異なることが多かった。例えば、日本の戸籍
で恵子とあった場合、ブラジルでは「KEEKO」であ
ったり、杉浦は「SUGUIURA」8などはまだ良いほ
うで、漢字名とブラジル名が全く異なることもある。
これは、昔、ブラジルで出生証明書を作成する際、
口頭で申し出た日本名を、ブラジル人の係員がその
発音を聞き取れなかったことが原因だと思われる 9。 
このようにいろいろな相談があったが、デカセギ

から帰伯した方など、日本での法律問題が残ってい
る方も多いので、そのような方のお役には立てたと
思う。 

 
５ 今後の日系ブラジル人就労者について 
 本稿においては、日本における日系ブラジル人へ
の誤解を訂正して終わりにしたい。すなわち、日本
において日系人のデカセギ労働者は、その黎明期に
おいてはいろいろと問題があったのは事実である。
けれども、すでに昔ほど賃金面での魅力のない現在、
渡日を考えている若い四世以降はデカセギというよ
り、日本文化への興味の比重が高いものが多い。特
に大卒など優秀な人材ではその比率が高い。 
ただし、現在の在留制度では、日系三世まで及び

その配偶者等に対するビザと日系四世以降のビザと
は大きく異なる。 
 すなわち、日系三世まで及びその配偶者等のビザ
は定住ビザが発給され、在留資格としてかなり自由

 
8 ポルトガル語の表現はこれで「スギウラ」であ
り正しい。 
9 この場合、日本人であれば、日本国パスポートの
アルファベット欄に２つの名前が併記されているこ
とがあるので、それをもって人物の同一性を証明す
ることができる。 

http://www.nagaiyasuyuki.com/2019/12/23/brasileironojapao/
http://www.nagaiyasuyuki.com/2019/12/23/brasileironojapao/
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な活動ができる一方、日系四世に対するビザは「日
系四世の更なる受入制度」として存在はするものの、
その制度枠組みはワーキングホリデー類似のもので
あって、家族帯同不可、文化交流の要件、最大５年
の滞在、日本語要件、日本での「サポーター」が必
須であること、など、かなりハードルが高い。そし
て五世以降はその対象ですらない。 
そのような彼ら四世以降を日本に受け入れること

は、日本の反対側の大きな国に日本の味方を作るこ
とにつながると思う。そのような国に渡日を望む優
秀な人材がいるのであるから、ぜひ受け入れて活用
すべきであって、より緩和したビザを日系人に対し
て発給するように望む。 
 
 

 
写真 1 CIATE日本語教室 
 
 

 
写真 2 CIATEの入り口 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真 3 リベルダーデ区の公園にある灯篭。「東叡
山 文恭院殿尊前」（筆者注 寛永寺 十一代将軍
徳川家斉）の文字が彫られている。戦後、日本か
ら持ち込まれたと聞いた。本物のように見える。
このようにサンパウロにはいたるところに「日本」
がある。 
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