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要約 
  我が国は、超高齢社会を迎えつつある。世帯構成も高齢者の単身・夫婦世帯へと変 

わりつつある。そのような環境の中、高齢者は悪質商法のターゲットに陥りやすい。 

一旦消費者被害にあうと「次々販売」のように悪質業者に狙われる。被害回復のため 

の法的立証が困難であり、結局は泣き寝入りになりやすい。また、最近では、親族間 

の経済的虐待もクローズアップされつつある。この問題は、介護・相続など身近な日 

常生活の中で起きやすい。親族間のトラブルのため、第三者が介入しづらい問題でも 

ある。社会福祉も「措置から契約」に変容し、高齢期こそ契約取引が必要である。 

 そこで、意思能力の減退した高齢者について成年後見制度を活用することを検討し 

たい。不適切な契約締結を回避・救済するため、成年後見人等に付与される同意権・ 

代理権・取消権を行使することも有用であると考える。 
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1. はじめに 

 我が国は、超高齢社会を迎えつつある。加齢とともに精神的・肉体的な衰えは甘受して

いかなければならない。社会福祉も「措置から契約」へと変容し、成年後見制度では「自

己決定（自律）の尊重、現有能力の活用、ノーマライゼーション」を基本理念として掲げ

ている。高齢期こそ、消費・介護・医療等の様々な場面で「契約締結」という経済取引が

より重要となってくる。そこで、高齢化の現状・経済被害の実態を分析しながら、被害回

避の一つの方法として成年後見制度を活用していくことを検討する。 
 
2. 高齢者を取り巻く経済被害 

(1) 高齢化の現状 
総務省「人口推計」によると、2011 年 10 月 1 日現在の我が国の総人口は 1億 2,780 

万人である。そのうち 65 歳以上の高齢者人口は 2,975 万人、高齢化率は 23.3％と過去最



高になる。団塊の世代が 75 歳以上になる 2025 年には、3,657 万人に達すると見込まれる。

iまた、平均寿命は 2010 年現在、男性 79.64 年、女性 81.95 年と推計される。ii 
世帯構造の推移をみると、子供との同居世帯は 1980 年には 69％であったが、2010 年に

は 42.2％まで減少している。反面、独居・夫婦のみの高齢者世帯が、1980 年の 28.1％か

ら 2010 年には 54.1％へと増加している。(図１参照) 

このような高齢化率の上昇、世帯構造の変化は、高齢者をターゲットにした悪質商法の

横行や有効な経済取引の阻害等、経済活動にも大きな影響を与えていくと推察できる。 
 

   

図 1 家族形態別にみた高齢者の割合(出典 平成 24 年版高齢社会白書) 
 

(2) 高齢者の経済被害の実態 ～消費者被害と経済虐待～ 
次に、高齢者をめぐる消費者被害の状況をみていく。70 歳以上の高齢者の相談件数は、 

2001 年では 56,915 件だったものが、2010 年においては 137,093 件と 2.4 倍に増加してい

る。(図３)販売方法・手口としては、「家庭訪問・電話勧誘販売」が上位を占め、「利殖商

法・次々販売・二次被害」も依然として後を絶たない。(図２) 

 
 

順位 販売方法等 件数 順位 販売方法等 件数 

1 家庭訪問 21,431 6 インターネット通販 3,371

2 電話勧誘販売 21,148 7 無料点検 2,773

3 利殖商法 7,856 8 点検商法 2,732

4 次々販売 5,362 9 販売目的隠匿 2,634

5 二次被害 5,199 10 当選商法 1,953

   図２ 販売方法・手口別件数iii 



 
   図３ 当事者が 70 歳以上の消費者相談の件数iv 
 
 平成 21 年度の東京都の報告では、「判断不十分者契約」の 7割近くの当事者が 70 歳以上

と報告されている。これらの被害当事者の大半は、認知症であるという。v 

 悪質商法等の消費者被害とならび、高齢者の経済被害として「家族等による経済的虐待」

も近年注目されている。典型例として「家族等による高齢者の預貯金・年金等の搾取」が

あげられる。 

このような被害状況からも、高齢者の単身・夫婦世帯においてはとくに「被害を回避す

るための予防手段」が必要といえよう。 

 
(3) 被害救済の方法 

では、被害にあってしまった場合、どのような救済方法があるのかみていきたい。 
① 民法 

・意思無能力による無効 
・公序良俗違反による無効(民法 90 条) 

   ・錯誤による無効(民法 95 条) 
   ・詐欺による取消し(民法 96 条) 
   ・脅迫による取消し(民法 96 条) 
② 特別法 

・特定商取引法、割賦販売法によるクーリングオフ 
・特定商取引法による契約の取消し(特定商取引法 9 条の 2) 
・割賦販売法による支払停止の抗弁(割賦販売法 30 条の 4 ほか) 
・不実告知、事実不告知によるクレジット契約の取消し 

(割賦販売法 35 条の 3 の 13) 
・過量販売におけるクレジット契約の解除(割賦販売法 35 条の 3 の 12) 



・消費者契約法による取消し(消費者契約法 4 条) 
 
このように、法律による救済策はあるが、高齢者にとっては立証が困難な事案が多く、 

被害回復にまで結び付くケースは少ない。 
 悪質商法・親族間の経済被害・介護サービスの提供を受けるための契約締結等、高齢者

を取り巻く経済環境には「意思能力」が求められる場面が多く存在する。そこで、意思能

力が衰えてきた高齢者を保護する法的枠組みとして「成年後見制度」に着目していきたい。 
 
3. 成年後見制度の活用 

(1) 成年後見制度の概要 
① 種類 

・任意後見制度 
  意思能力に問題がない時点で、本人が後見人予定者を選定して契約を締結す

る。意思能力が減退、喪失した時点で契約を発効させる制度。 
・法定後見制度 

      意思能力が減退、喪失した時点で申し立てをし、家庭裁判所により成年後見 
     人が選定される制度。 

② 法定後見制度の類型 
法定後見制度には、「補助・補佐・後見」の 3 種類がある。 

 
  後 見 補 佐 補 助 

対 象 と な る 方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方 

申立てができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、警察官、市区町村長など 

成年後見人等の権限 
 

    

必ず与えられる 

権 限 

●財産管理についての全般

的な代理権、取消権(日常生

活に関する行為を除く) 

●特定の事項についての同

意権、取消権(日常生活に関

する行為を除く) 

－ 

申立てにより与え

ら れ る 権 限 
－ 

●特定の事項以外の事項に

ついての同意権、取消権(日

常生活に関する行為を除く)

●特定の法律行為について

の代理権 

●特定の事項の一部につい

ての同意権、取消権(日常生

活に関する行為を除く)   

●特定の法律行為について

の代理権 

制度を利用した 

場合の資格など 

の 制 限 

●医師、税理士等の資格や会

社役員、公務員などの地位を

失う、選挙権を失うなど 

●医師、税理士等の資格や会

社役員、公務員などの地位を

失うなど 

－ 

  図 4 法定後見制度の 3種類(出典 パンフレット 家庭裁判所) 

 



③ 法定後見人の代理権 
   成年後見人は「本人」の財産を管理し、その財産に関する法律行為について「本人」

を代理する。 
   < その財産に関する法律行為 >  
   ・預金の管理、払戻し 
   ・不動産その他重要な財産の売買 
   ・賃貸借の締結、解除 
   ・担保物権の設定 
   ・遺産分割 
   ・生活又は療養看護(身上看護)を目的とする介護契約 
   ・施設入所契約 
   ・医療契約の締結                等 

④ 法定後見人の取消権 
「本人」が行った行為は、「本人」も法定後見人も取り消すことができる。(民法 

120 条 1 項)取り消された行為は、初めから無効であったとみなされる。 
⑤ 補佐人の同意権 
定められた一定の行為については、補佐人が同意しなければ成立しない。 

   < 民法 13 条 1 項に定める行為 >  
・貸金の元本の返済を受けること  
・金銭を借り入れたり、保証人になること 
・不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりするこ

と。 
・贈与すること、和解、仲裁契約をすること 
・相続の承認放棄をしたり、遺産分割をすること 
・贈与、遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること 
・新築、改築、増築や大修繕をすること      等 

⑥ 補佐人の取消権 
「本人」が補佐人の同意が必要にも関わらず、同意を得ずにした行為は、「本人」も 

補佐人も取り消すことができる。取り消された行為は、初めから無効であったとみな 
される。 

 
(2) 成年後見制度の利用状況及び役割 

①利用状況 
 2000 年の創設当初は、申立件数も「後見 7,451 件、補佐 884 件、補助 621 件、任意

後見 51 件」と合計しても 1万件にも満たなかった。10 年経過した 2010 年には、申立

件数が「後見 24,905 件、補佐 3,375 件、補助 1,197 件、任意後見 602 件」と合計数も

3倍の3万件弱に推移している。また成年後見人の担い手も、2000年当初は「親族90%、

第三者 10%」であったが、2010 年には「親族 58.6%、第三者 41.4%」と専門家後見人に



移行しつつある。(図 5、6 参照) 
 

成年後見申立件数等 

  

平成 12

年度 

平成 13

年度 

平成 14

年度 

平成 15

年度 

平成 16

年度 

平成 17

年度 

平成 18

年度 

平成 19

年度 

平成 20

年度 

平成 21

年度 

平成 22

年度 

累計 

後 見 開 始 

申 立 件 数 
7,451 9,297 12,746 14,462 14,532 17,910 29,380 21,297 22,532 22,983 24,905 197,495

補 佐 開 始 

申 立 件 数 
884 1,043 1,521 1,627 1,687 1,968 2,030 2,298 2,539 2,837 3,375 21,809

補 助 開 始 

申 立 件 数 
621 645 737 805 784 945 859 967 947 1,043 1,197 9,550

任意後見監

督人選任申

立 件 数 

51 103 147 192 243 291 360 426 441 534 602 3,390

合計 9,007 11,088 15,151 17,086 17,246 21,114 32,629 24,988 26,459 27,397 30,079 232,244

市 町 村 長 

申 立 件 数 
23 115 437 437 509 666 1,033 1,564 1,876 2,471 3,108 12,060

任意後見契約締 

結の登記件数 
801 1,106 1,801 2,521 3,805 4,904 5,610 6,733 7,095 7,809 8,904 49,696

図 5(最高裁判所事務総局家庭局が毎年公表する「成年後見人関係事件の概況」に基づき作成) 

 
 

成年後見人等と本人の関係別割合 

  

平成 12 

年度 

平成 13 

年度 

平成 14 

年度 

平成 15

年度 

平成 16

年度 

平成 17

年度 

平成 18

年度 

平成 19

年度 

平成 20 

年度 

平成 21

年度 

平成 22

年度 

累

計

親族(配偶

者・親・子等) 
90.0% 86.0% 84.0% 83.0% 80.0% 77.0% 83.0% 72.0% 68.5% 63.5% 58.6%  

第三者(専門

家・知人等) 
10.0% 14.0% 16.0% 17.0% 20.0% 23.0% 17.0% 28.0% 31.5% 36.5% 41.4%  

図 6(最高裁判所事務総局家庭局が毎年公表する「成年後見人関係事件の概況」に基づき作成) 

 
 
②役割 
 成年後見制度は、消費者被害・経済被害に対して以下のような役割がある。 

   < 被害の防止 > 
  成年後見人等がついていることにより、悪質商法のターゲットとなることを回避 
 しやすい。また、成年後見人等が見守り・財産管理を行うことにより、被害の早期



発見・最小限の被害にとどめることが可能ともなる。そして、同意権・代理権を行

使し契約を締結する場合にも、不適切な契約には同意・締結をしないことにより被

害防止にもつながってくる。 
   < 被害の救済 > 

  成年後見人等は取消権を行使して、本人が行った契約を取消すことができる。ま

た、代理権を行使して特定商取引法・割賦販売法等によるクーリングオフ等を行う

ことができる。ただし、任意後見人には同意権・取消権はない。 
 

(3) 制度の活用とＱＯＬ 
これから迎える超高齢社会では、高齢期になり認知症になったとしても、その人個人の

意思を十分受け止め、尊厳ある生活が地域で続けられるための権利擁護の視点をもった社

会の仕組みと支援がいっそう重要になってきている。vi「自己決定の尊重」「本人保護」を

実現するためには、本人の残存能力に配慮しながらバランスのとれた支援を行っていかな

ければならない。(図 7) 
 
 

          生 存 権 優 先                 
④生命や生活の危機回避のため、公的権限や後見人 
選任による短期的な介入 
 
③権利救済・回復・保護のため                 生命に  

高齢者虐待防止法等権利擁護の法・制度・          危険がある 
サービスにつなぎ、支援を図る               生活の破綻 
 
②権利侵害防止・予防、権利擁護・           権利侵害があり 
適切な権利行使のための             自分では回復できない 
成年後見制度等の活用 
 
① ふだんから、ケアマネ等           適切な権利行使ができず 
による本人意思尊重               権利侵害に遭いやすく 
のための対人支援                自分では回復できない 
(アドボカシー)               
                        認知症などにより権利主張や行使・ 
                          意思の実現が困難 
 
          主体的に自らの権利行使で生活できる 

大 
 
 
 
 
 
権 
利 
の 
侵 
害 
 
 
 
 
 
 
 
無 
 

図 7vii 自 己 決 定 権 尊 重 



5.課題 

 成年後見制度の課題として、「①制度を正しく理解・活用するための広報活動②資格制限

③金融取引・不動産取引④医療行為の同意⑤身元保証」等があげられる。 

その中でも、経済取引の場面で成年後見制度を求められる例として、金融機関との取引

がある。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に従い、金融機関では本人確認の重要

性が増している。そのため、判断能力が減退した者との取引には、成年後見制度の利用を

求められることもある。その場合「成年後見人等の届出」の提出が必要となり、口座名義

も成年後見人名義となる。また、本人が口座を開設した支店でしか取引ができなくなった

り、キャッシュカードの発行をうけられないという例も見られる。viii成年後見制度に対す

る理解の浅い金融機関との間では、様々なトラブルが予想される。 

本制度は、日常生活に関する行為以外は、ほぼ経済取引における自己決定権を放棄する

に等しい一面もある。つまり、自己判断能力が衰えた場合の「最後の砦」ともいえる。ま

た、将来においては本制度の担い手不足も懸念される。専門家後見人の不足、親族後見人

の限界、市民後見人育成等の制度運営における課題も残る。 

そのため、成年後見制度を利用する状況に陥る前に生活者(消費者)個々人が自らの財産

管理・身上看護等について、事前に整理し枠組みを作っておくことが肝要である。 

具体的には、内容・時間ともに修正可能な 50 代・60 代のうちから、「シニアライフプラ

ン」を十分に練っていくことも一つの方法である。計画の実行とともに、必要に応じて見

直しをしていくとよい。老後の生活資金準備、終の棲家の選定、介護・医療に対する備え、

贈与・遺言書作成を含む相続対策等の「大きな経済(契約)取引」は、意思能力が十分発揮

できるときに自ら行うことが大切である。 

これらのことからも、社会人に向けた「金融経済(消費者)教育の重要性」という新たな

課題が浮かびあがってくる。 
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