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第１ ２０歳成年制①

現行民法の条文

・第４条
第４条 年齢二十歳をもって、成年とする。
・第５条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。た
だし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為に
だし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
ては、 の限りでな 。
２ 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
３ 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、そ
の目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めな
いで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
・第６条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の
行為能力を有する。
２ 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるとき
は、その法定代理人は、第四編（親族）の規定に従い、その許可を取り消し、又はこ
れを制限することができる。
れを制限することができる
・第８１８条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
２ （略）

第１ ２０歳成年制② 制度の例外
１ 天皇・皇太子・皇太孫の特例
皇 皇太
皇太孫 特例
「天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、１８年とする。」（皇室典範２２条）
２ 外国人の例外
「１ 人の行為能力は、その本国法によって定める。
２ 法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであって
も
も行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当
れば
能 者 な
き き
該 律
時
す
事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にか
かわらず、行為能力者とみなす。
３ 前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にす
前項の規定は 親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にす
る地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。」（法の適用に関する通則
第４条）
３ 婚姻成年制による例外
「未成年者が婚姻したときは、これによって成年に達したものとみなす」（民法７５３条）

2 / 51

第１ ２０歳成年制③ 制度趣旨
・民法は、成年者に独立・完全な財産行為能力を与え、その反面未成年者を制限能力者とし、
民法は 成年者に独立 完全な財産行為能力を与え その反面未成年者を制限能力者とし
法定代理人の同意を得ずに行った行為を取り消しうるものとした。
・行為能力は、人の自然的精神能力を基礎として認められるものだが、その発達はだいたい
年齢と並行するのが普通である もっとも 素質・環境による個人差は避けられないが これ
年齢と並行するのが普通である。もっとも、素質・環境による個人差は避けられないが、これ
を標準に各人各様の成年期を考えることは、取引の安全上不便が多く、法律関係の錯綜を
来す。成年期を画一的に決定するゆえんである（注釈）。

第１ ２０歳成年制④

関係する諸法令

・政府の検討委員会では、公職選挙法や民法、少年法を始めとして、法令上「２０歳以上」など
政府の検討委員会では、公職選挙法や民法、少年法を始めとして、法令上 ２０歳以上」など
の年齢に関する条項について総合的に検討を行っております。その対象法令数は現時点で
３４３であり、内訳として、法律が２０８、政令が３７、府省令が９８となっています。（「年齢条項
の見直しに関する検討について」平成２５年６月６日（木）内閣官房）
・【成年年齢を要件としているものの例】
・戸籍法、商法（未成年者登記）
・競馬法、モーターボート競争法、自転車競争法
・刑法（未成年者誘拐）、国税徴収法（捜索の際の立会人）
・医師法、歯科医師法、行政書士法、司法書士法、建築士法
・民事訴訟法（未成年者の訴訟能力）、家事事件手続法（未成年者の法定代理人）
・【法律内に年齢を定めているものの例】
・未成年者飲酒禁止法（２０歳）、未成年者喫煙防止法（２０歳）、風営法（パチンコ１８歳）
・児童ポルノ法（１８歳）、児童虐待法（１８歳）、子育て支援法（１８歳）
・銃刀法（猟銃所持２０歳）、道路交通法（普通免許１８歳）
・国民年金法（被保険者資格２０歳）
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第２ ２０歳成年制の成立過程①
１ 大宝令（８世紀初頭）
「其の男は廿 を丁とせよ」
「其の男は廿一を丁とせよ」
・日本では、中国式の法典である律令法の大宝令が８世紀初頭に成立して、民法の規定も
その要部を占めていた。
・しかし １２世紀末に武家時代になってから 律令法はその効力を失い 広く一般社会に通
・しかし、１２世紀末に武家時代になってから、律令法はその効力を失い、広く一般社会に通
用するまとまった形での民法典は存在しなかった。
・丁年とは課税・兵役についての基準年齢であって、基本的には公法上の制度であり、近代
法の成年制度との制度的な関連性は乏し （注釈）。
法の成年制度との制度的な関連性は乏しい（注釈）。
２ 明治９年太政官布告４１号（１８７６年）
「自今満二十年ヲ以テ丁年ト相定候」
自今満二十年ヲ以テ丁年ト相定候」
・この布告の議案について法制局は、諸外国の丁年年齢の異同を列挙し、丁年は気候人種
によって異なるとした上で「大宝令二十一為丁ト云ウニ基キ満二十歳以上ヲ以テ丁年ト定メ
候テ可然哉」として、律令を根拠に、数え年の２１歳にほぼ相当する満２０歳を丁年と定め
た（注釈）。
・太政官布告が満２０歳を丁年としたのは、当時２１歳から２５歳ほどだった欧米の基準を受
け入れつつ、およそ１５歳を成年とする慣行を考慮に入れ、さらに徴兵年齢が２０歳だった
ことを勘案し 律令の丁年制度（数え年２１歳）を理由づけとして用いたからだろう（高梨）
ことを勘案し、律令の丁年制度（数え年２１歳）を理由づけとして用いたからだろう（高梨）。

第２ ２０歳成年制の成立過程②
３ 旧民法人事編３条（１８９０年）
「私権ノ行使ニ関スル成年ハ満２０年トス」
・これは丁年を成年とあらためたうえで太政官布告４１号の丁年年齢を踏襲したものだが、い
わゆる民法典論争 結果、施行
わゆる民法典論争の結果、施行には至らなかった（注釈）。
な
（注釈）。
・旧民法の起草委員である熊野敏三と岸本辰雄は、成年規定について次のように説明してい
る。「何人ト謂モ相当ノ年齢ニ至ラサレハ其財産ヲ管理シ他人ト契約スル十分ノ能力ヲ有ス
可カラサルハ言ヲ俟タス然レトモ各人ノ知識発達ノ度ニ従ヒ一々穿鑿シテ其成年ヲ定ムル能
ワサルヲ以テ法律上一定ノ年齢ヲ定メル可カラス」。この指摘にあるように、民法制定の際に
齢
指摘
際
主に目を向けられていたのは、精神的な成熟とはいっても、主には知的な能力だっただろう
（広井）。
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第２ ２０歳成年制の成立過程③
４ 現行民法（１８９６年）
「満２０年ヲ以テ成年トス」
満２０年ヲ以テ成年トス」 （
（「年齢２０歳をもって、成年とする。」）
年齢２０歳をもって、成年とする。」）
・法典調査会の論議では、成人年齢についての実質的な議論はなく、「既成法典（旧民法）」と「現行法令
（太政官布告４１号）」を根拠に満２０歳成年が了承されている。「民法修正案（前三編）の理由書」も、「本
条ハ既成法典ノ字句ヲ修正シタルニ過キス」としている（注釈）。
・現行民法が、当時２１歳から２５歳程度（２１歳とするものが比較的多い）を成年年齢と定めていた欧米諸
現行民法が 当時２１歳から２５歳程度（２１歳とするものが比較的多い）を成年年齢と定めていた欧米諸
国に比べて、やや若い２０歳成年制を採用したことについて、当時の学説には、日本人の平均寿命の短さ、
あるいは日本人の精神的成熟の早さなどを理由として挙げるものがある。現実的な理由としては、当時の
立法者が、近代的な経済取引秩序を作り上げるための必要条件として欧米の成年制度を受け入れること
を基本に １５歳程度を成年とするわが国の旧来の慣行をも考慮に入れて 当時の国際的な基準からい
を基本に、１５歳程度を成年とするわが国の旧来の慣行をも考慮に入れて、当時の国際的な基準からい
えばやや低く、それまでの我が国の慣行からすればかなり高い成年年齢を、律令を理由付けに、採用し
たということができよう（注釈）。
・成年年齢を２０歳以上とした（中略）実際の理由は、当時の日本が欧米諸国の近代的な経済取引秩序を
取り入れることを急務としていたので、成年年齢を欧米諸国にほぼ合わせたことであると考えられる。ただ、
当時の日本では慣行的な成年年齢が社会的に既に認められており、それは１５歳以上程度であった。こ
のため、成年年齢を２０歳以上とするに当たっては、欧米化によって日本の慣行が無視され、成年者にな
るのが５年程度も遅くされると国民が受け止めて、無用な混乱が生ずることも懸念されたであろう。無用な
混乱を回避するために、２０歳以上とする表向きの理由として太政官布告４１号の丁年に合わせたことが
強調された可能姓がある。（宮下）
・梅謙次郎は、成年を２０歳としたのは「人ノ普通ノ発育ヲ考ヘ平均此年齢ニ達セサル者ハ未タ自ラ法律行
為ヲ為スニ適セス此年齢ニ達セハ既ニ各種ノ取引ヲ自ラスルニ適スルト看倣シタルニ過キス」と述べる。
つまり、成年としての発育というのは、法的行為をなし、その責任を負えるだけの知的・精神的な発育だっ
たのである（広井）。

第２ ２０歳成年制の成立過程④
５ 一般慣習（現行民法以前）
・社会の認める成年は、おおむね１３歳から１５歳前後で、成年式によって一般から一人前の
資格を公認されていた。成年式では、衣服の袖を詰め、結髪し、幼名を改め、仮親をとるな
ど儀式を伴うことが多く、その後一人前の扱いで神事に参加し、共同労働を分担して利益を
受け 結婚の資格を公認されたりした 印形を所持し 後見を脱し 一般の刑事責任を負う
受け、結婚の資格を公認されたりした。印形を所持し、後見を脱し、
般の刑事責任を負う
なども、やはりこの年齢であった。「全国民事慣例類集」（司法省が明治初年に全国の慣習
を調査した結果をまとめたもの）は、多くの例外を挙げながらも「凡ソ１５歳未満ヲ幼年ト称ス
ル事一般ノ通例」とする。（注釈）
・民法が制定される以前の地域の習慣では、およそ１５歳が成人の時期となっていた。１５歳
という区切りは、精神的な成熟だけではなく、それ以上に身体的な成熟が基準になっていた
ものと思われる。身体的な成熟というのは、民俗学が明らかにしてきたように、主には労働
能力であり 性的な能力であった（広井）
能力であり、性的な能力であった（広井）。
６ 判例（現行民法以前）
・未成年にあたる者の法律行為は意思能力を考え、裁判所がその完全さの程度に応じて効力
未成年にあたる者の法律行為は意思能力を考え 裁判所がその完全さの程度に応じて効力
を判断できる（大判明３５年４月２３日／民集１６・１５１０）
・意思能力があれば行為能力があると判断できる（大判大５年６月２４日／民録２２・１２６１）
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第３ 諸外国の成年年齢の状況①
• 大陸法系諸国の法制のルーツであるローマ法は、成人年齢を２５歳としていた。一方、英米
大陸法系諸国の法制の
ツである
法は 成人年齢を 歳としていた
方 英米

法系諸国の法制のルーツであるコモンローでは、成人年齢を２１歳としていた。（主要国の各
種法定年齢）
• 成年年齢を１８歳以上にしている国・地域は、１９６か国・地域の中で１４１か国・地域であり、
•
•
•
•
•
•

７２％に上る。成年年齢を１８歳以上にするのが世界の大勢であるとも言える（宮下）。
５９か国を対象とする調査結果によれば 成年年齢を１８歳以上に引き下げた理由は 以下
５９か国を対象とする調査結果によれば、成年年齢を１８歳以上に引き下げた理由は、以下
の通り分析できる（宮下）。
① 心身が成熟した（英国、イタリア、オランダ、キューバ、ギリシャ、スペイン、チリ、デンマー
ク、ドイツ、フィンランド、ブラジル、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク）
② 選挙権年齢に合わせた（米国（４５州が１８歳、２州が１９歳、３州が２１歳。２００８年時点）、イタリア、
オーストラリア、カナダ（６州が１８歳、７州（準州含）で１９歳）、スイス、ノルウェー、ポルトガル）
③ 諸外国に合わせた（アイルランド、オランダ、カナダ、スウェーデン、ノルウェー）
④ 欧州評議会又は欧州理事会の勧告に合わせた（オランダ、スペイン、ノルウェー、ポルト
ガル）
⑤ 兵役義務又は志願年齢に合わせた（米国、オーストラリア、カナダ、メキシコ）。

第３ 諸外国の成年年齢の状況②
国

選挙年齢

成年年齢

イギリス

１８歳

１９６９年

１８歳

アメリカ

１８歳（連邦）

１９７１年

１８歳（４５州＋１特別州）
１９歳（２州）
２１歳（３州）

ドイツ

１８歳

１９７０年

１８歳

１９７４年

フランス

１８歳

１９７４年

１８歳

１９７４年

イタリア

１８歳（下院）
２５歳（上院）

１９７５年

１８歳

１９７５年

カナダ

１８歳（連邦）

１９７０年

１８歳（６州）
１９歳（４州＋３準州）

ロシア

１８歳

１９３６年

１８歳

韓国

１９歳

２００５年

２０歳

ニュージーランド

１８歳

１９７４年

２０歳（但し個別法）

• 「主要国の各種法定年齢」（国立国会図書館調査及び立法考査局）より
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１９６９年

１９２２年

第３ 諸外国の成年年齢の状況③
• 【イギリス】
• 選挙権年齢と成年年齢は、１９６９年、２１歳から１８歳に引下げられた。
選挙権年齢と成年年齢は １９６９年 ２１歳から１８歳に引下げられた
• 選挙権年齢引下げについて、キャラハン内務相は、①青年は肉体的にも早く成熟し若くして

結婚し大人としての社会的責任を負っている、②教育も昔より進んでおり、知識も豊富になっ
ている等と説明。
• 成年年齢引下げの議論の背景には、青少年が無責任又は反社会的である場合。それは責
げ
任を付与されていないことに一因があり、思いきって責任を付与することが青少年の無責任
を療治し、責任感を涵養する一手段として実効性がある、という考え方がある。
• 【アメリカ】
• 選挙権年齢、成年年齢は、各州の州法に委ねられている。
• 連邦レベルで選挙権年齢を引き下げる動きが大きくなったのは、１９６０ 年代のことである。

当時は、若年人口の急増が社会的注目を浴び、選挙権年齢を引き下げた方が、共和党と民
主党ともに自党に有利ではないかという思惑が大きく影響した。同時に、ベトナム戦争への若
年層の召集という事態も大きな契機となった。１８歳以上２１ 歳未満の青年が兵役の義務を
負い、納税の義務を負い、成人として刑事責任を追及されるにもかかわらず、政策を決定す
る機構としての政府の選挙に際しては何らの発言権を持たないということは不当である、と主
張された（「Old enough
h to fi
fight,
h old
ld enoughh to vote」）。連邦レベルの選挙権年齢は、１９７１
） 連邦レベルの選挙権年齢は １９７１
年に１８歳に引き下げられた。
• 選挙権年齢の引下げに伴って、多くの州で、成年年齢も２１歳から１８歳に引下げられた（４５
州とコロンビア特別区；１８歳、２州（アラバマ州、ネブラスカ州）が１９歳、３州（コロラド州、ミネ
ソタ州 ミシシッピ州）が２１歳）
ソタ州、ミシシッピ州）が２１歳）。

第３ 諸外国の成年年齢の状況④
• 【ドイツ】
• 兵役義務が１８歳からなのに対して、選挙権年齢が２１ 歳なのは不公平であるという主張を

きっかけにして、１９７０ 年に選挙権年齢が２１歳から１８歳に引き下げられている。

• 成年年齢は、選挙年齢の引下げや先行するヨーロッパ諸国の議論とも関連して、１９７４年、

歳から 歳に引き下げられて る。
２１歳から１８歳に引き下げられている。

• 【フランス】
• 選挙権年齢と成年年齢は、ともに１９７４年、２１歳から１８歳に引き下げられている。
• 【イタリア】
• 選挙権年齢（下院議員）と成年年齢は、ともに１９７５年、２１歳から１８歳に引き下げられてい

る（「満１８歳に達した市民に対する成人としての権利付与並びに行為能力及び選挙権に関
するその他の法律の改正 ）
するその他の法律の改正」）。
• 選挙権年齢（上院議員）は２５歳。２００５年に、選挙権年齢（上院議員）を１８歳に引き下げる
ことを含む大規模な憲法改正案が議会を通過したが、国民投票により否決された。
• 【カナダ】
• 選挙権年齢（連邦議会）は連邦法で規定する。１９７０年、選挙権年齢（連邦議会）を２１歳か

ら１８歳に引き下げた。
• 成年年齢は州法が規定する事項。成人年齢は６州が１８歳、４州及び３準州が１９歳となって
いる。
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第３ 諸外国の成年年齢の状況⑤
• 【ロシア】
• 旧ソビエト連邦の選挙権年齢は、１９３６年制定の憲法によって１８歳と規定された。
• 旧ソビエト連邦の成年年齢は、１９２２年のロシア共和国民法により、１８歳と規定された。
• 【韓国】
• 選挙権年齢は、２００５年、２０歳から１９歳に引き下げられた。
• 成年年齢は２０歳である。
• ２００８年、選挙権年齢と同様に、成人年齢を１９歳に引き下げる法案が提出されたが、成立
２００８年 選挙権年齢と同様に 成人年齢を１９歳に引き下げる法案が提出されたが 成立

していない。 しかし、２００８年１０月、法務部（法務省）は、成人年齢の１９歳への引下げを含
む民法の全面的な改正を２００９年から段階的に進めていく計画を明らかにした。法務部は、
引下げの理由の一つに、２００５年に選挙権年齢が１９歳に引き下げられたことを挙げている。
また、１８歳ではなく１９歳とする理由についても、選挙権年齢と同様に「１８歳を成人とすると
高校三年生に未成年者と成人が混ざる問題が生じるため」と説明している。
• 【ニュージーランド】
【
ジ
ド】
• 選挙権年齢は兵役の義務と連動して考えられ、１９６９年に２１歳から２０歳に、１９７４年には

２０歳から１８歳に引き下げられた。
• 成年年齢は２０歳である。選挙権年齢と異なっているが、この２０歳という規定は、各個別法
成年年齢は２０歳である 選挙権年齢と異な ているが この２０歳という規定は 各個別法
に定義がない場合に適用されるものであり、個別法で成人年齢を１８歳としている例も多く見
られる。

第４ 民法の成年年齢引下げの動き①
１ 民主党ネクストキャビネット「１８歳以上に大人としての権利と責任を」 （２０００年５月２３日）
・「民主党は、１８歳は経済的自立が可能な年齢であり、現に結婚や深夜労働・危険有害業務への従事、
普通免許の取得 働い いる場合は納税者 ある と籐 社会生活の重要な部面 成人とし の扱い
普通免許の取得、働いている場合は納税者であること籐、社会生活の重要な部面で成人としての扱い
を受けており、世界のすう勢も１８歳以上を成人としていることから、以下の通り、成人年齢を１８歳に引
下げることを提案します。」
２ 日本国憲法改正手続に関する法律（国民投票法
日本国憲法改正手続に関する法律（国民投票法。２００７年５月成立）
２００７年５月成立）
・「日本国民で年齢満１８年以上の者は、国民投票の投票権を有する。」（第３条）
・「満１８年以上満２０年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう，選挙権を有する
者の年齢を定める公職選挙法，成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え，必要
な法制上の措置を講ずるものとする。」（同法附則第３条第１項（現在では附則（平成２６年６月２０日法
律７５号）３項））
３ 民主党政策委員会「成年年齢引下げに関する論点整理」（２００８年７月２２日）
・「民主党としては、民法の成年年齢、公職選挙法の選挙権年齢、少年法の成人年齢をいずれも現在の
「満２０歳以上」から「満１８歳以上」に引き下げることを前提としたうえで 関係法律の年齢条項につい
「満２０歳以上」から「満１８歳以上」に引き下げることを前提としたうえで、関係法律の年齢条項につい
ての法制上の措置を検討することとし、まず検討対象となる関係法律・条項の整理と分類を行った。」
４ 民法の成年年齢引下げの是非についての意見書（日弁連）
（２００８年１０月２１日）
・「民法の成年年齢を引下げることについては、若年者の自己決定権が早期に実現するなどの点では積
極的な意義も認められるが、以下の理由から、現時点での引下げには慎重であるべきである。」
５ 民法の成年年齢引下げの議論に関する会長声明（日弁連）（２００９年９月１０日）
・「民法の成年年齢を引き下げるという結論をまとめるためには、いまだ多くの検討課題がある。」
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第４ 民法の成年年齢引下げの動き②
６ 法制審議会の「最終報告書」
・「民法の定める成年年齢を１８歳に引き下げるのが適当である」
・上記附則を受けて，法制審議会は，第１６０回会議（２００９年１０月２８日）で、「民法の成年年齢引下げに
ついての最終報告書」を採択し，法務大臣に答申した。
最終報告書」を採択 ，法務大臣 答申
。

７ 公職選挙法（２０１５年６月１７日改正）
・第９条 日本国民で年齢満１８年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
２ 日本国民たる年齢満１８年以上の者で引き続き３箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、
その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。」（第９条）
・附則１１条 国は、国民投票（日本国憲法の改正手続に関する法律（平成１９年法律第５１号）第１条に規
定する国民投票をいう。）の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満１８年
以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満１８年以上満２０年未満の
者と年齢満２０年以上の者との均衡等を勘案しつつ 民法（明治２９年法律第８９号） 少年法そ
者と年齢満２０年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法（明治２９年法律第８９号）、少年法そ
の他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。」（附則１１
条 （平成２７年６月１９日法律第４３号））

８ 自由民主党政務調査会・成年年齢に関する特命委員会「成年年齢に関する提言」（平成２７年９月
１０日）
・民法の成年年齢については、できる限り速やかに２０歳から１８歳に引下げる法制上の措置を講じる。た
だし、法制審議会の答申（平成２１年）にあるとおり、「若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡
大のおそれ等の問題点の解決に資する施策が実現される」ことが必要であるから、現状の消費者教育等
の施策の充実強化を図るとともに、国民への周知が徹底されるよう、その施行時期については、必要十
施策 充実強 を図
、国民
周
徹底
う、そ 施行時期
、必要十
分な周知期間が設けられるよう配慮する。
・民法（民法の成年概念を用いる法律を含む）については、社会的影響の大きさや、教育面の対応、施行ま
での準備作業に要する期間などを踏まえ、少なくとも３年程度の周知期間とともに、必要な経過措置を設
ける。

９ 民法の成年年齢引下げに関する意見書（日弁連）（２０１６年２月１８日）
・「民法の成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げることについては、慎重であるべきである。」

第５ 選挙年齢と民法の成年年齢の関係①
両者を一致させる必要があるか
・問題の所在
「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」（憲法１５条３項）とあるた
め、両者を一致させる必要があるかが問題となる。
• 「成年者」（憲法１５条３項）民法上の成年であるのか，公法上の成年であるのかは明記され

ておらず，これについては学説の一致も見ていない。
• 憲法は成年者以外の者に選挙権を与えることは禁止しておらず，民法の成年年齢よりも低く
憲法は成年者以外の者に選挙権を与えることは禁止しておらず 民法の成年年齢よりも低く
選挙年齢を定めることが可能であることは，学説上も異論がない。
• したがって，「選挙年齢と民法の成年年齢とは必ずしも一致する必要がないという結論に
至った」（最終報告書）
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第５ 選挙年齢と民法の成年年齢の関係②
両者は一致させることが望ましいか
• ①民法の成年年齢の引下げが１８歳，１９歳の若年者の政治への参加意欲を高めること，②
①
②

両者をそろえるのが「法制度としてシンプル」であること等を理由に「両者は特段の弊害がな
い限り一致していることが望ましい（最終報告書）

• 若年者の政治への参加意欲を高めるためには，若年者への政治教育を充実させたり，若年

•

•

•

•

者の政治へのアクセスを容易にする等の直接的な施策が講じられる必要があり，民法の成
年年齢の引下げによって直ちにこれを達成することができるとは考え難い。
成年年齢について定めた関係法令は民法の他にも２００以上存在するとされていることから，
民法と公職選挙法の選挙年齢のみを一致させても法制度がシンプルになるとは言い難い。
年齢
を 致
も
度が
プ
な
特に，少年法，未成年者喫煙防止法，未成年者飲酒禁止法，競馬法等については成年年齢
引下げに根強い反対論がある。
法律における年齢区分はそれぞれの法律の立法目的や保護法益ごとに，子どもや若者の最
善の利益と社会全体の利益を実現する観点から 個別具体的に検討されるべきであり 「国
善の利益と社会全体の利益を実現する観点から，個別具体的に検討されるべきであり，「国
法上の統一性や分かりやすさ」（自民党）といった単純な理由で安易に決められてはならない。
民法の成年年齢引下げについては，私法上の行為能力を付与するにふさわしい判断能力が
あるかという点が正面から論じられるべきである。例えば，成年被後見人について私法上の
行為能力が制限されているが選挙権は認められていることからみても 民法の成年年齢や
行為能力が制限されているが選挙権は認められていることからみても，民法の成年年齢や
行為能力の有無と選挙年齢とは，別個に考えられるべきであることは明らかである。
以上により，民法の成年年齢を選挙年齢と一致させることが望ましいとはいえず，民法の成
年年齢の引下げについては，公職選挙法の選挙年齢の議論とは別個に，民法の成年年齢
引下げの意義があるか 引き下げた場合の問題点 及び問題点を解決するための施策等に
引下げの意義があるか，引き下げた場合の問題点，及び問題点を解決するための施策等に
ついて，慎重に検討して決する必要がある。

•
•

第６ 民法の成年年齢引下げの意義①
将来の国づくりの中心となるべき若年者に対する期待①
・民法の成年年齢を引き下げ、１８歳をもって『大人』として扱うことは、若年者が将来の国づく
民法 成年年齢を引き げ
歳をも
『大人』とし 扱う とは 若年者が将来 国づく

りの中心であるという国としての強い決意を示すことにつながると考えられる。すなわち、現在
の日本社会は、急速に少子高齢化が進行しているところ、我が国の将来を担う若年者には、
社会・経済において、積極的な役割を果たすことが期待されている。民法の成年年齢を２０歳
から１８歳に引き下げることは、１８歳、１９歳の者を『大人』として扱い、社会への参加時期を
げ
早めることを意味する。これらの者に対し、早期に社会・経済における様々な責任を伴った体
験をさせ、社会の構成員として重要な役割を果たさせることは、これらの者のみならず、その
上の世代をも含む若年者の『大人』としての自覚を高めることにつながり、個人及び社会に大
きな活力をもたらすことになるものと考えられる。我が国の将来を支えていくのは若年者であ
り、将来の我が国を活力あるものとするためにも、若年者が将来の国づくりの中心であるとい
う強い決意を示す必要がある。（最終報告書）
若年者の自立の遅れ等の問題については，民法の成年年齢を引き下げるだけでは自然に解
民法の成年年齢を引き下げるだけでは自然に解
・若年者の自立の遅れ等の問題については
決するとは考えられず，社会全体が若年者の自立を支えていくような仕組みを採用し，若年
者の自立を援助する様々な施策も併せて実行していく必要があるものと考えられる。（最終報
告書）
• 最終報告書は、成年年齢を引下げれば若年者に社会の一員としての自覚が芽生えるという

主張ではなく、まして、現在の若年者に社会の一員としての自覚があるから引下げるべきだと
いう主張でもない。若年者を社会の一員として自立させるという総合施策を、国を挙げて実現
するべきだというきわめて広い文脈の一部に、民法上の成年年齢の引下げという問題を位置
づけようとするものである（山下）。
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第６ 民法の成年年齢引下げの意義①
将来の国づくりの中心となるべき若年者に対する期待②
• 戦後７０年の我が国の状況を見れば，１８歳で「大人」として自立している者の数は多くない。
戦後７０年の我が国の状況を見れば １８歳で「大人」として自立している者の数は多くない

•

•

•

•

現在，１８歳の若者の多くは，高校卒業後に就職したり，大学等に進学するなどしても，親に
扶養してもらっており，自立した生活を営んでいるとはいえない。
内閣府の青少年育成推進本部がまとめた旧青少年育成施策大綱（２００３年１０月）も「青少
年の社会的自立の遅れと不適応の増加」に鑑み 概ね３０歳未満の者を対象に育成推進施
年の社会的自立の遅れと不適応の増加」に鑑み，概ね３０歳未満の者を対象に育成推進施
策を推進すべきとする。
内閣府の子ども・若者育成支援推進本部が決定した「子ども・若者ビジョン」（２０１０年７月）
においても，非正規労働の増大が若者が将来に対し不安を抱く大きな原因となっており，フ
リーターやニートが増加し
リ
タ やニ トが増加し，経済的格差が子どもの貧困の問題ともなっている中，困難を有す
経済的格差が子どもの貧困の問題ともなっている中 困難を有す
る子どもや若者を社会全体で見守り，育てる機能を果たしていかなければならないことが指
摘されている。ここで言われる「若者」とは，施策によって４０歳未満の者までも対象とされて
おり，現在の若者の自立が困難となっている状況が反映されている。
子ども・若者育成支援推進法（２０１０年４月施行）は「子ども・若者をめぐる環境が悪化し
子ども
若者育成支援推進法（２０１０年４月施行）は「子ども 若者をめぐる環境が悪化し，社
社
会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏ま
え，子ども・若者の健やかな育成，子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるように
するための支援」（同法第１条）等についての国や地方公共団体の責務や施策の基本事項等
を定めている。
若者の自立の遅れという近年の傾向に鑑みれば，まず若年者の自立を支えていく仕組み作
りを先行させることが必須である。それがなされないまま民法の成年年齢を引き下げること
は，自立が困難となっている若者に一層の支援の施策の法律を定めた国の姿勢と相反する
ものであるばかりか，自立が困難な若年者への保護や支援の必要性を見えにくくし，後述の
とおり 若年者が更なる私法的責任を負わされることにより より困難な状況に追いやられる
とおり，若年者が更なる私法的責任を負わされることにより，より困難な状況に追いやられる
ことが懸念される。

第６ 民法の成年年齢引下げの意義②
契約年齢の引下げ①
・大学等で教育を受けている者も多くがアルバイトをするなどして働いており，高校卒業時に就
職して正規の労働者となる者も含めると，１８歳に達した大多数の者は，何らかの形で就労し，
金銭収入を得ている （中略）そうすると 契約年齢を１８歳に引き下げることには １８歳に達
金銭収入を得ている。（中略）そうすると，契約年齢を１８歳に引き下げることには，１８歳に達
した者が，自ら就労して得た金銭などを，法律上も自らの判断で費消することができるようにな
るという点で，メリットがあるということができる（最終報告書）
若年者の自己決定権は尊重される きであり，大学等で教育を受けつつアルバイトをしたり，
・若年者の自己決定権は尊重されるべきであり，大学等で教育を受けつつアルバイトをしたり，
高校卒業時に就職して正規の労働者となる者もいる以上，民法の成年年齢を引き下げ，親権
者の同意なくして単独で生活に必要な契約を締結できるようにし，「１８歳に達した者が就労し
て得た金銭」を自らの判断で費消できるようにすることは，積極的な側面として評価できる。
・現在までに「１８歳に達した者が就労して得た金銭」を自らの判断で費消できないことによって
生じる不都合の実態が不明であり，これを費消できることによるメリットと，そのことによって生
じうるデメリット（後述の問題点）を丁寧に比較衡量することが出来ない。このように，契約年齢
の引下げのメリットとデメリットについて十分に議論が出来ていない状況で民法の成年年齢の
引下げを進めることは慎重であるべき。

11 / 51

第６ 民法の成年年齢引下げの意義②
契約年齢の引下げ②
・文部科学省が２０１５年８月６日に発表した「平成２７年度学校基本調査（速報値）」によれば
・文部科学省が２０１５年８月６日に発表した「平成２７年度学校基本調査（速報値）」によれば，
高等学校卒業者のうち，大学・短大進学率は５４．６％，専門学校進学率は１６．６％であるの
に，就職率は１７．８％であり，２割に満たない。１９９８年度に就職率が２２．７％であったことと
比べても就職率は高くなっておらず，「１８歳に達した者が就労して得た金銭」の処分に着目す
民
ることによって民法の成年年齢を引き下げる意義が増大しているとは言い難い。

高等学校卒業者に占める就職者の割合の推移
（出典：文部科学省）
『平成２７年度学校基本調査
（速報値）の公表について』）

•
•
•
•

・契約年齢引下げも含めた民法成年年齢の引下げが本質的に意味を持つのは、親子間で決定
的な意見の対立があり、親の同意が得られない場面であり、そうした場面を想定した議論が必
要である（山下）。

第６ 民法の成年年齢引下げの意義③
親権の対象となる年齢の引下げ
・児童虐待の対象となっているのは主に低年齢児であること、親の不当な親権の行使に対して
は当該親の親権を喪失させることなどで対応すべきであることから、親権の対象となる年齢を
引き下げ、親から不当な親権行使を受けている子を解放するという点は、民法の成年年齢を引
き下げることによるメリットとは言い難い （最終報告書）
き下げることによるメリットとは言い難い。（最終報告書）
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第７ 成年年齢引下げの問題点①【未成年者取消権の喪失】
問題の所在
• 現行民法においては，１８歳，１９歳の若年者を含む未成年者が単独で行った法律行為につ

いては，未成年者であることのみを理由として取り消すことが出来るため，この未成年者取消
権は未成年者が違法もしくは不当な契約を締結するリスクを回避するに当たって絶大な効果
を有しており，かつ，未成年者を違法もしくは不当な契約を締結するよう勧誘しようとする事業
者に対しては強い抑止力となっている。
• 未成年者取消権（民法第５条第２項）の存在は，悪徳業者に対して，未成年者を契約の対象
としないという大きな抑止力になっているものと考えられる。そうすると，民法の成年年齢が引
き下げられ，契約年齢が引き下げられると，１８歳，１９歳の者が，悪徳業者のターゲットとさ
れ，不必要に高額な契約をさせられたり，マルチ商法等の被害が高校内で広まるおそれがあ
るなど １８歳 １９歳の者の消費者被害が拡大する危険があるものと考えられる （最終報告
るなど，１８歳，１９歳の者の消費者被害が拡大する危険があるものと考えられる。（最終報告
書）

第７ 成年年齢引下げの問題点①【未成年者取消権の喪失】
消費者被害の現状①
【 「１８～１９歳」の相談件数】
・全国の消費生活センターに寄せられた「消費生活相談」のうち「１８～１９歳」の１歳当たりの
平均相談件数は ５０００件前後でほぼ横ばいで推移している
平均相談件数は，５０００件前後でほぼ横ばいで推移している。
・全相談件数に占める「１８～１９歳」の１歳当たりの平均相談件数の割合は１．２％前後でほ
ぼ横ばいで推移している。
「消費生活相談」のうち「１８～１９歳」の相談件数（件）
全相談件数に占める「１８歳～１９歳」の割合

7000
1.30%

6000

1.25%
1.20%

5000

1.15%
4000

1.10%
1.05%

3000

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

2000
1000
0
2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

13 / 51

第７ 成年年齢引下げの問題点①【未成年者取消権の喪失】
消費者被害の現状②
【相談件数 （「１８～１９歳」と「２０～２２歳」の差異）】
「
歳 「
歳
差
】
・「１８～１９歳」と「２０～２２歳」の１歳当たりの平均相談件数を比較すると，「２０～２２歳」は
「１８～１９歳」に比して１．３７倍～１．８９倍となっており，２０歳になると明らかに相談件数が
増加する。
増加する
【マルチ取引（「１８～１９歳」と「２０～２２歳」の差異）】
・「マルチ取引」の１歳当たりの平均相談件数は，「２０～２２歳」は「１８～１９歳」の約１２．３倍
「マルチ取引」の１歳当たりの平均相談件数は 「２０ ２２歳」は「１８ １９歳」の約１２ ３倍
となっている。

第７ 成年年齢引下げの問題点①【未成年者取消権の喪失】
消費者被害の現状③
【既払金額（「１８～１９歳」と「２０～２２歳」の差異）】
・「１８～１９歳」と「２０～２２歳」の消費生活相談における「既払金額」を比較すると，「２０～２２
歳」の方が高額の消費者被害に遭っている傾向がみられる。すなわち「１８～１９歳」では既
払金額１万円以上５万円未満がピークであるのに対し，「２０～２２歳」では１０万円以上５０
金
がピ
「
万円未満がピークとなっている。
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第７ 成年年齢引下げの問題点①【未成年者取消権の喪失】
消費者被害の現状④
【ローン・サラ金（「１８～１９歳」と「２０～２２歳」の差異）】
【ロ
ン サラ金（「１８ １９歳」と「２０ ２２歳」の差異）】
•
「フリーローン・サラ金」の相談件数については，「２０～２２歳」が１１４８件／年である
のに対し、「１８～１９歳」が１０２件／年であり、２０歳以上になると大幅に上回るという
顕著な違いがみられた。
•
「１８～１９歳」の若年者に対して契約締結の行為能力を認めることは，経済的基盤を
有しない若年者を債務過多の状態に陥らせ，その貧困を助長し，経済的自立を妨げ
る可能性もある。
【インターネット関連の相談の問題（「１８～１９歳」と「２０～２２歳」の差異）】
•
「２０歳未満」の相談においては，「運輸・通信サービス」についての相談が７０％以上
を占めると う突出した傾向を示して る（全年齢では
を占めるという突出した傾向を示している（全年齢では２５％前後）。
前後）。

第７ 成年年齢引下げの問題点①【未成年者取消権の喪失】
問題点を解決する施策 消費者保護施策の充実①
• １ 説明義務、取消権

消費者保護施策として，取引の類型や若年者の特性に応じて，事業者に重い説明義務を課
したり，取引の勧誘を制限すること，一定の条件の下で取消権を付与することなどを提案して
いる（最終報告書）。
る（最終報告書）
• 仮に一定の条件の下で若年者に取消権を付与するとしても，この条件の定め方如何では１８
歳，１９歳の者に対する保護が有名無実化しかねない。現在の未成年者取消権制度は，悪
質業者に対する未成年者勧誘の強い抑止力になっている。
質業者に対する未成年者勧誘の強い抑止力になっている
• たとえ「最終報告書」が提言するように，事業者に取引の類型や若年者の特性に応じた重い
説明義務を課したとしても，判断能力が十分でない１８歳，１９歳の若年者が説明を受けた旨
の書類に不用意にサインすることで，事業者が義務違反を免れる旨主張してくることが予想
される（日弁連）。
•
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第７ 成年年齢引下げの問題点①【未成年者取消権の喪失】
問題点を解決する施策 消費者保護施策の充実②
２ 専用相談窓口
• 若年者の消費者保護施策として，専用相談窓口の設置を提言している（最終報告書）。
• 消費者問題における事後的な相談や救済は，あくまで個別的なものに留まり，限定的な効果
な
，事後
十分な被害回復 なされな
も少なくな 。
しかない上，事後的には十分な被害回復がなされないことも少なくない。
• 消費者相談に関しては，消費者庁及び各地の消費生活センターで若年者に対する啓発活動
等を実施しているが，若年者の間に蔓延する消費者被害に対する対処療法の域を出ておら
ず，契約年齢の引下げに対する懸念を払拭する程度には至っていないと考えられる。
• 実際にも，「消費生活相談」のうち「２０歳未満」の相談件数（概数）はほぼ横ばいの状態で推
移しており，「２０歳未満」の消費者被害は減少していない。
３ 広報
• 消費者保護施策として，若年者に取消権がなくなることを広報するとする（最終報告書）。
• 民法の成年年齢の引下げの議論については，現在でもその認知度は極めて不十分である。
内閣府が２０１３年１２月１４日に発表した「民法の成年年齢に関する世論調査」において，
『民法の成年年齢の引下げの議論』についての認知度を質問したところ 「１８歳 １９歳」の
『民法の成年年齢の引下げの議論』についての認知度を質問したところ，「１８歳～１９歳」の
回答は，「議論されていることを聞いたことがあり，議論の内容も知っている」が１４．８％，「議
論されていることを聞いたことがあるが，議論の内容までは知らない」が５５．６％，「議論され
ていることを聞いたことがない」が２９．６％であった。このように，議論の内容を知らない者の
」
あ
う ，議論
容
割合が８５％を占めている。

第７ 成年年齢引下げの問題点①【未成年者取消権の喪失】
問題点と解決する施策 消費者関係教育①
• 「消費者関係教育の充実」として，契約の成立や取消等に関する法教育の充実，クーリング
「消費者関係教育の充実 として 契約の成立や取消等に関する法教育の充実 ク リング

オフ制度等消費者保護教育の充実，金融リテラシー等金融経済教育の充実を掲げている
（最終報告書）。
• 消費者関係教育については，消費者教育の推進に関する法律が２０１２年１２月から施行さ
消費者関係教育については 消費者教育の推進に関する法律が２０１２年１２月から施行さ
れ，消費者教育として「消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育（消
費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を
深めるための教育を含む）」がなされるべきとされており，同法下での施策の在り方が上記消
費者関係教育の実現に大きく影響することとなる。
• 消費者教育推進法に基づく「消費者教育の推進に関する基本方針」は２０１３年６月に閣議決
定されたばかりである。そのため，同法に基づく消費者教育は，関係各機関の努力にも関わ
らず 未だ十分に国民に浸透しているとは言い難い状況にある
らず，未だ十分に国民に浸透しているとは言い難い状況にある。
• 消費者教育推進法は，都道府県及び市町村に対して消費者教育推進計画の策定を求め，
消費者教育推進地域協議会の設置を求めている。しかし，全４７都道府県及び全２０政令市
のうち 消費者教育推進計画を策定したのは３４都府県及び１０政令市に留まり（２０１６年５
のうち，消費者教育推進計画を策定したのは３４都府県及び１０政令市に留まり（２０１６年５
月２５日時点），消費者教育推進地域協議会を設置したのは４２都道府県及び１２政令市に
留まる（２０１６年３月２３日時点）。
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第７ 成年年齢引下げの問題点①【未成年者取消権の喪失】
問題点と解決する施策 消費者関係教育②
• 内閣府が２０１５年１月に実施した「消費者行政の推進に関する世論調査」によれば，「消費
内閣府が
年 月に実施した「消費者行政の推進に関する世論調査 によれば 「消費

者教育の機会が確保されることについて守られていると感じるか。」という質問に対し，「感じ
る」「どちらかといえば感じる」の合計は１９．５％，「どちらかといえば感じない」と「感じない」
の合計は実に６８．４％にも上った。

第７ 成年年齢引下げの問題点②【親権の対象年齢引下げ】
自立に困難を抱える若年者の困窮の増大
• 現代の若年者の中には，いわゆるニート，フリーター，ひきこもり，不登校など，経済的に自
現代の若年者の中には いわゆる
ト リ タ
ひき もり 不登校など 経済的に自

立していない者が増加しているとし，このような状況の下で民法の成年年齢を引き下げ，親権
の対象となる年齢が引き下げられると，自立に困難を抱える若年者が親の保護を受けられな
くなり，ますます困窮するおそれがあることが指摘されている（最終報告書）。
• また，法律上の成年年齢と精神的な成熟年齢が乖離し，若年者のシニシズム（法律上の成
年年齢を迎えてもどうせ大人になれないという気持ち）が蔓延し，「成年」の有する意義が失
われる懸念も示された（最終報告書）。
• 「若年者の自立を援助するための施策の充実」として、シティズンシップ教育、ワンストップ

サービスセンターの設置、社会参画プログラム等を指摘する（最終報告書）。
• 今日までに上記施策は十分実行されているとは言い難い。
• 例えば，若年者の自立を支援する施策として，２０１０年に子ども・若者育成支援推進法が施
行され，地方公共団体は，子ども・若者支援地域協議会や，子ども・若者の相談に応じる子ど
も 若者総合相談センタ の設置に努めるものとされたが これらが設置された地方公共団
も・若者総合相談センターの設置に努めるものとされたが，これらが設置された地方公共団
体は未だ一部に留まっており，その効果は困難を抱える若年者に広く及ぶには至っていな
い。
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第７ 成年年齢引下げの問題点②【親権の対象年齢引下げ】
高校教育における生徒指導を困難化するおそれ
• 「民法の成年年齢を１８歳に引き下げると，高校３年生で成年（１８歳）に達した生徒について

は，親権者を介しての指導が困難となり，教師が直接生徒と対峙せざるを得なくなり，生徒指
導が困難になるおそれがある。」という点も指摘する（最終報告書）。
• 高校入学時に在学中の指導等は親権者を介して行う旨の約束をするなどの対策を挙げる

（最終報告書）。
• 実際に教育現場に立つ高校教師や親，生徒からの事情聴取を綿密に行い，十分な議論を重
ねる必要がある。
• 高校３年生の学級の内部において、消費者被害（マルチ商法等）が蔓延するリスクがある。
• 高校３年生の学級の内部において、成年と未成年が混在する状況が生まれる。

第７ 成年年齢引下げの問題点③
【養育費の支払終期の繰上げのおそれ】
• 現在，離婚において，母が親権者になる割合が高いが，母子家庭の平均所得は２４３万円
現在 離婚において 母が親権者になる割合が高いが 母子家庭の平均所得は ３万円

（厚生労働省国民生活基盤調査（２０１３年））と低く，全世帯平均の半分に満たず，ひとり親
家庭，特に母子家庭の貧困が問題となっている。
• 養育費の支払終期については，理論的には経済的に自立していない子（「未成熟子」概念）を
養育費の支払終期については 理論的には経済的に自立していない子（「未成熟子」概念）を
基準とすべきであり，成年年齢を基準とすべきでない（民法第７６６条第１項も「子の監護に要
する費用」と規定し，「未成年者の監護に要する費用とは規定していない」）。したがって，仮
に，民法の成年年齢の引下げがなされたとしても，本来未成熟子に対し負担すべき義務であ
る養育費等の支払終期には影響を及ぼさない。
• しかし，実際には，養育費に関する調停条項として，本来であれば，未成熟子概念を用いる
べきであるにも関わらず，「子が成年に達する日の属する月まで」等と未成年者概念を用いて
合意する例が後を絶たない。
合意する例が後を絶たない
• そして，このような運用を前提とする場合には，少なくとも事実上は，成年年齢の引下げが養
育費支払終期の繰上げに直結してしまうのではないか，という疑念を拭い去れない。それが
離婚を契機として母子家庭となった家族の経済的事情を悪化させ その貧困化の傾向に更
離婚を契機として母子家庭となった家族の経済的事情を悪化させ，その貧困化の傾向に更
に拍車をかけることになるのではないかという危惧が指摘される。
•
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第７ 民法の成年年齢引下げの問題点④
【労働契約の解除権の喪失】
• 労働基準法第５８条第２項は「親権者若しくは後見人又は行政官庁は，労働契約が未成年者
労働基準法第 条第 項は「親権者若しくは後見人又は行政官庁は 労働契約が未成年者

に不利であると認める場合においては，将来に向ってこれを解除することができる」と規定
し，未成年者の労働契約について，民法の未成年者取消権とは別個に，未成年者にとって不
利な労働契約（親権者等の同意に基 いて成立した契約も含む）の解除権を認めている。
利な労働契約（親権者等の同意に基づいて成立した契約も含む）の解除権を認めている。
• 民法の成年年齢を引き下げた場合，１８歳，１９歳の若年者は，民法の未成年者取消権によ
る保護だけでなく，労働基準法第５８条第２項の解除権による保護も受けられなくなる可能性
が高く，解除権による抑止力が働かなくなる結果，労働条件の劣悪ないわゆるブラック企業
等による労働者被害が１８歳，１９歳の若年者の間で一気に拡大する可能性がある。
• ２０１５年１１月９日に厚生労働省が発表した「大学生等に対するアルバイトに関する意識等
調査」によれば，回答者のうち６０．５％の者が労働条件について何らかのトラブルがあったと
回答し そのうちには 賃金不払や 労働時間が６時間を超えても休憩がない等 法律違反
回答し，そのうちには，賃金不払や，労働時間が６時間を超えても休憩がない等，法律違反
のおそれがあるものもあったということである。

第７ 民法の成年年齢引下げの問題点⑤
【児童福祉における支援の後退のおそれ】
• 成年年齢の引下げによって，児童養護施設を退所したばかりの１８歳，１９歳の若年者に対
成年年齢の引下げによ て 児童養護施設を退所したばかりの 歳
歳の若年者に対

する支援が後退することが懸念される。
• 児童福祉法第４条第１項は「この法律で，児童とは，満十八歳に満たない者をいい」と規定し
ているため 例えば １８歳に達した若年者は原則として児童養護施設を退所しなければなら
ているため，例えば，１８歳に達した若年者は原則として児童養護施設を退所しなければなら
ないなど，同法による保護を受けられないとされている。しかし，児童福祉法第３１条等にお
いて，児童養護施設等の児童福祉施設での措置や里親委託等は２０歳まで延長することが
できるとされている。仮に民法の成年年齢が引き下げられた場合，これに伴って２０歳までの
延長ができなくなるなどの影響が及ぶことが懸念される。
• 児童福祉法改正に向けて厚生労働省が設置した専門委員会の作業部会は、１８、１９歳でも
児童養護施設や里親の下で暮らせるよう、児童福祉法の対象年齢を現行の１８歳未満から２
０歳未満に引き上げるべきだとの意見が大勢を占めた 成人年齢を巡 ては 公職選挙法改
０歳未満に引き上げるべきだとの意見が大勢を占めた。成人年齢を巡っては、公職選挙法改
正で来年６月に選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられるのに合わせ、自民党は民法でも
「成人」を１８歳とするなどの法改正を目指している。作業部会では「成人年齢がどうなろうと、
児童福祉法の対象年齢引き上げは必要だ」とする意見の一方「成人年齢が引き下げられた
場合は児童福祉法の対象も１８歳未満に戻すべきだ」との主張もある（２０１５年１１月１３日
毎日新聞） 。
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第７ 民法の成年年齢引下げの問題点⑥
【少年法ほか他法の成人年齢引下げへの影響】
• そもそも民法の成年年齢と少年法の成人年齢は，それぞれの立法目的は異なるので、同
そもそも民法の成年年齢と少年法の成人年齢は それぞれの立法目的は異なるので、同一
•

•

•
•

•

でなければならないという関係にはない。
しかし，２０１５年９月１７日付けの自由民主党政務調査会の「成年年齢に関する提言」にある
ように，民法の成年年齢を１８歳に引き下げることにより，その影響を受け，少年法の「成人」
年齢も２０歳から１８歳に引き下げられるべきとの議論が強まることが懸念される。
１８歳で自立している若者は少数である上，少年法においては，家庭裁判所を経由した少年
院送致や保護観察，保護的措置等を通じ，少年の更生のための働きかけが行われている。
少年法の成人年齢の引下げによ て まだ可塑性の高い１８歳 １９歳の年長少年に再犯防
少年法の成人年齢の引下げによって，まだ可塑性の高い１８歳，１９歳の年長少年に再犯防
止の支援がなされなくなるとすれば極めて重大な問題であり，公職選挙法等他の法令におけ
る成人年齢の如何に関わらず，少年法の成人年齢は引き下げられるべきでない。
その他 民法の成年年齢が引き下げられると 成年年齢を定めた多くの関連法令についても
その他，民法の成年年齢が引き下げられると，成年年齢を定めた多くの関連法令についても
成年年齢が引き下げられることが予想される。
未成年者喫煙禁止法，未成年者飲酒禁止法のように，未成年者の健康被害を防止する法律
について安易な引下げを実施すると，１８歳，１９歳の若年者の健康被害が増加する可能性
があると指摘されている（公益社団法人日本医師会の２０１５年９月９日付け「飲酒及び喫煙
年齢の引き下げに対する見解」）。競馬法，自転車競技法等のように，若年者の健全育成の
観点の問題もある。
このように 民法の成年年齢の引下げの是非を検討するに当た ては 民法のみでなく他法
このように，民法の成年年齢の引下げの是非を検討するに当たっては，民法のみでなく他法
に与える影響も検討の対象とすべきであるが，このような検討は未だ十分になされていると
はいえない。

第８ 一般国民の議論や周知①
• 民法の成年年齢引下げの条件として，「施策が実現されること」，「これらの施策の効果が十
民法の成年年齢引下げの条件として 「施策が実現される と 「 れらの施策の効果が十

分に発揮されること」に加えて，「それが国民の意識として現れた」ことを挙げている。その上
で，「民法の成年年齢の引下げが行われる場合，何が変わることになるのか，国民生活にど
のような影響を及ぼすのかなど， 般国民，特に大きな影響を受ける若年層にとって理解し
のような影響を及ぼすのかなど，一般国民，特に大きな影響を受ける若年層にとって理解し
やすい形で，周知徹底を図る必要がある。（最終報告書）
• 民法の成年年齢を１８歳に引き下げることについては，メリットとデメリットの双方が存在する
ところ、そのメリットとデメリットが国民の間で十分に検討議論されているとはいえない。何歳
を「大人」として扱うのかという問題については，若年者から高齢者まで全ての国民の間で十
分に時間をかけて議論をし，国民のコンセンサスを得た上で慎重に進めるべきである。
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第 一般国民の議論や周知②
第８
般
議論
知②
• 民法の成年年齢の引下げについて，読売新聞が全国世論調査（郵送方式）を実施したところ
民法の成年年齢の引下げについて 読売新聞が全国世論調査（郵送方式）を実施したところ

（２０１５年１０月３日付け読売新聞），成年年齢を１８歳に引き下げることには「反対」が５３％
で，「賛成」の４６％を上回った。反対する理由（複数回答）は「１８歳に引き下げても，大人とし
ての自覚を持つと思えないから」の６２％がトップで，「経済的に自立していない人が多いか
ら」（５６％），「精神的に未熟だから」（４３％）などの順だった。
• なお，読売新聞の調査を年齢別にみると、「反対」は２０歳代で６６％，３０歳代で５９％，４０歳
代でも５７％となり，成年に達したばかりの２０代からの反対が最も多いという結果となった。

成年年齢を１８歳に引き下げ
ること

反対する理由（複数回答）

1%
「精神的に未熟だから」

賛成
46%

成年年齢を１８歳に引き下げることには「反対」

70%

反対
53%

65%

66%

60%

「経済的に自立していない
人が多いから」

59%

55%

57%
5
%

50%

「１８歳に引き下げても、大
人としての自覚を持つと思
えないから」

２０歳代

３０歳代

４０歳代

0% 20% 40% 60% 80%

第８ 一般国民の議論や周知③
• 内閣府が２０１３年１２月１４日に発表した「民法の成年年齢に関する世論調査」の結果によ

れば、「１８歳～１９歳」の回答は，「議論されていることを聞いたことがあり，議論の内容も
、
歳
歳」
議
議
知っている」が１４．８％，「議論されていることを聞いたことがあるが，議論の内容までは知ら
ない」が５５．６％，「議論されていることを聞いたことがない」が２９．６％であった。このよう
に，議論の内容を知らない者の割合が８５％を占めている。
• 内閣府の上記世論調査によれば，「成年年齢引下げの議論」に関心があるかという質問に対
内閣府 上記世論調査によれば 「成年年齢引 げ 議論 に関心があるかと う質問に対
して，「１８～１９歳」の回答は，「関心がある」が１８．５％，「ある程度関心がある」が２９．
６％，「わからない」が１．９％，「あまり関心がない」が４０．７％，「関心がない」が９．３％で
あった。このように 「関心がない」「あまり関心がない」を合計すると５０％に達し
あった。このように，
関心がない」 あまり関心がない」を合計すると５０％に達し，「関心があ
関心があ
る」と「ある程度関心がある」を合計しても４８．１％と半数に満たない。
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第８ 一般国民の議論や周知④
• ２０１５年に内閣府が実施した「消費者行政の推進に関する世論調査」によれば，「消費者教

育の機会が確保されていることについて守られていると感じるか」という質問に対し，「感じな
育の機会が確保されていることについて守られていると感じるか
という質問に対し 「感じな
い」「どちらかといえば感じない」という回答者の合計は，６８％にも上っている。
• 読売新聞の調査によれば、契約を一人ですることができる年齢を１８歳にすることの賛否に
ついて「反対である」もしくは「どちらかと言えば反対である」と回答した者（全年齢）に対して
「どのような条件を整備したら，契約を一人ですることができる年齢を１８歳に引き下げてもよ
いとお考えですか。」という質問がなされたが，これに対しては，「どのような条件が整備され
たとしても，年齢を引き下げることには反対である」と回答した者が最多（４３．８％）であった。

主な参考文献
• 新版・注釈民法（１）（高梨公之／高梨俊一）
新版 注釈民法（１）（高梨公之／高梨俊 ）
• 成年年齢と若者の『精神的成熟』－民放と少年法の改正をめぐって（広井多鶴子）
• 民法４条をめぐる立法論的覚書－年少者法（こども・わかもの法）への第一歩（大村敦志）
• 民法成年年齢引下げについて
民法成年年齢引下げについて－未成年者取消権を中心に
未成年者取消権を中心に （山下純司）
• 選挙権年齢及び民法の成年年齢等の引下げ問題 ～国民投票の投票権年齢を１８歳以上とすることに伴
•
•
•
•
•
•
•
•
•

う引下げ～ （宮下茂）
成年年齢引下げに関する論点整理（民主党政策調査会）
成年年齢
成年年齢に関する提言
す 提
（自由民主党政務調査会）
自由 主党政務 査会
主要国の各種法定年齢－選挙権年齢・成人年齢引下げの経緯を中心に （国立国会図書館調査及び立
法考査局）
成年年齢引下げ検討対象法に基づく項目 覧（衆議院調査局）
成年年齢引下げ検討対象法に基づく項目一覧（衆議院調査局）
諸外国における成年年齢等の調査結果（法務省）
年齢条項の見直しに関する検討について（内閣官房）
民法の成年年齢引下げに関する意見書（２００８年・日本弁護士連合会）
民法の引下げの議論に関する会長声明（２００９年・日本弁護士連合会）
民法の成年年齢引下げに関する意見書（２０１６年・日本弁護士連合会）
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＊金利知識の欠如。例：30 万円を年利 18％で一年借りたら、いくら返済するか？➡正解

ならない。

版会）
。

1

考える～』（共著、慶應義塾大学出版会）
、
『大学生が知っておきたい生活のなかの法律』（慶應義塾大学出

東京家政大学家政学部でも兼任講師を務める。最近の著書に『新しい消費者教育～これからの消費生活を

の「法律とは何か」
、
「女性と法律」の講義を担当。現在、立教大学法学部、お茶の水女子大学生活科学部、

2

年者が未成年者取消権（民法第５条第２項）を喪失することである。現行民法においては、

成年年齢を１８歳に引き下げた場合に最も大きな問題となるのは、１８歳、１９歳の若

３．消費者としての大学生と成人年齢引き下げ問題

ビング払いだと１か月後の利息はいくらか？➡１％

率７０％。1 か月借りたら、いくら返済するか？➡正解率３０％。毎月 5000 円のリボル

い。

2004 年から日本女子大学家政学部勤務。
「消費生活論」
、
「消費科学」などの専門教育のほか、教養科目

まガス台に乗せお湯を沸かす。ポットのマグネット式のコードの意味を知らない・考えな

べきであり、
「国法上の統一性や分かりやすさ」といった単純な理由で安易に決められては

*

＊科学的思考能力の欠如。例：フラシュを焚いて星の写真を撮る。湯たんぽの栓をしたま

考えが及ばない。

じた年齢区分が設けられている。

どもや若者の最善の利益と社会全体の利益を実現する観点から、個別具体的に検討される

える。月謝なのか、借金の返済なのか、利息はいくらか、総額の支払いはいくらかにまで

点から未成年者の勝馬投票券（馬券）、車券等の購入を禁止しており、それぞれの目的に応

このように、法律における年齢区分はそれぞれの法律の立法目的や保護法益ごとに、子

＊思考が発展しない。例：月 5000 円で外国語学校に通えると言われえるとそれだけを考

は２０歳を年齢区分としているほか、競馬法、自転車競技法等は、若年者の健全育成の観

●消費者力の欠如

買い物とすべて済む（イオニスト）
。クルマ、バイク、海外旅行にも関心なし。

対応策も未だ十分に採られていない。

また、若年者の健康被害の防止の観点から、未成年者喫煙防止法、未成年者飲酒禁止法

スマホとイオンがあれば幸せ。スマホで友達と交流し、デートはイオンで映画、食事、お

権の喪失、親権対象年齢の引下げ、養育費支払終期の繰り上げ等）があり、それに対する

出世したいと思う若者の割合はアジア諸国の中で日本が一番低いといわれる。

●幸福感

しかしながら、現時点においては、成年年齢引下げによる多くの問題点（未成年者取消

や身だしなみにはお金をかけており、従来の貧困層とは言えない。

●問題点

査）。当然、奨学金借り入れ者が増えているし、アルバイトに頼る学生も多い。在学中はア

ことができるなど、民法の成年年齢の引下げには積極的に評価できる面もある。また、国

ルバイトに追われ、卒業後は奨学金の返済に追われる大学生の現状がある。一方でスマホ

ーク)であったのが 2014 年は 26,900 円にまで減っている（首都圏私立大学生対象の調

１８歳に引き下げることで、自己決定権を早期に十分に実現し、大人としての自覚を促す

成年年齢の引下げは、かかる国際社会に適合する制度を実現する点においても意義がある。

る大学生の仕送り額から家賃を引いた生活費でみると 1990 年には 73,800 円（過去のピ

が必要となっており、その自己決定権が制約されていることは否定できない。成年年齢を

際的にも、欧米諸国やロシア、中国等多くの国が、１８歳を私法上の成年年齢としており、

個人差はあるが、貧困層は確実に増加していると感じる。東京地区私立大学教職員組合
連合が実施した「私立大学新入生の家計負担調査 2014 年度版」によと、自宅外通学をす

年者として扱われる結果、居宅の賃貸借契約等の生活上必要な契約行為にも親権者の同意

●経済状況

ない。

おとなしい。他人の言うことを疑わない。お金をあまり使わない。関心が広がっていか

●気質

２．大学生の現状（私見）

齢や行為能力の有無と選挙年齢とは、別個に考えられるべきであることは明らかである。

上の行為能力が制限されているが選挙権は認められていることからみても、民法の成年年

があるかという点が正面から論じられるべきである。例えば、成年被後見人について私法

民法の成年年齢引下げについては、私法上の行為能力を付与するにふさわしい判断能力

●議論の核心

もたちにとっては、成人と同様の社会生活を営み、納税の義務を果たしていながら、未成

自己決定権は十分に尊重されるべきである。特に、中学や高校の卒業後に働いている子ど

もとより未成年者であっても、人として、成人と同様の基本的人権を有しており、その

●積極的評価

選挙年齢の引下げに伴って民法の成年年齢の引下げが課題とされてきた。

●なぜこの問題が提起されたか

１．問題の所在（日弁連意見書より抜粋）

日本女子大学教授 細川幸一*

消費者としての大学生の現状と成年年齢の引き下げ議論について

資料２
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ていくプロセスを消費者教育による疑似的体験等によって補う必要性は大きい。

3

護策がなくなったときに大きな失敗をする可能性がある。小さな失敗を積み重ねて成長し

人間は失敗から学んでいくものであり、過剰な保護により失敗する機会を喪失すると、保

最後に、保護することが自立を阻害しているという批判については、同様な見解を持つ。

る。

か。未成年であっても独立心が強く親元を離れて独り立ちする者などへの活用が期待でき

よってだけでなく、親権者の同意のもと本人の申し出により認める制度を創設してはどう

子の親権者になったりすることが「成年擬制」により認められている。この効果を婚姻に

よう、２０歳前に結婚したときには成年に達したものとみなし、単独で契約したり、自ら

結婚生活を送るうえで不便を強いられる。そこで、未成年者も独立した結婚生活が送れる

限行為能力者」として扱うと、賃貸借契約や、子どもに関する事柄を単独で処理できず、

律行為は親権者などが監督することになっている。しかし、結婚後も 20 歳になるまでは「制

で行える能力が備わっていない存在（制限行為能力者）だと考えられているため、その法

法 753 条）。そもそも、未成年者は心身ともに未熟であり、基本的にまだ法律行為を単独

は、成年擬制の拡張を提案したい。現在、結婚した未成年者は成年者として扱われる（民

者の同意が必要となっており、その自己決定権が制約されている」といった意見について

「未成年者として扱われる結果、居宅の賃貸借契約等の生活上必要な契約行為にも親権

４．自立を妨げているという意見について

意味があるという結論にもなろう。

し、これらは簡単なことではない。むしろ、成人年齢をこのまま維持した方が政策的には

規制の強化、クーリングオフ制度の拡大など）と、消費者教育の充実が必要である。しか

見えている。仮に引き下げる方向で検討に入るのであれば、消費者保護施策の強化（行政

した状況のまま、成年年齢を引き下げることとなれば、若年層の消費者被害の増大は目に

いう意見もある。２０歳代の若者の消費者教育の充実も急務である。いずれにしてもこう

ていないことも問題であり、成年年齢を引き下げるのではなく、むしろ引き上げるべきと

一方、大学生の半数近くは 20 歳以上の成年であり、彼らには未成年者取消権が付与され

１９歳にまで拡大することは必至と思われる。

き下げられることにより未成年者取消権が喪失すれば、そのターゲットとなる層が１８歳、

者が２０歳の誕生日を狙って取引を誘いかける事例があることから、民法の成年年齢が引

事実、日弁連の意見書によれば、２０歳になると消費者相談の件数が増加し、悪質な業

ては強い抑止力となっている（日弁連報告書）
。

かつ、未成年者を違法もしくは不当な契約を締結するよう勧誘しようとする事業者に対し

違法もしくは不当な契約を締結するリスクを回避するに当たって絶大な効果を有しており、

あることのみを理由として取り消すことが出来るため、この未成年者取消権は未成年者が

１８歳、１９歳の若年者を含む未成年者が単独で行った法律行為については、未成年者で
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2016.６.2５（土）

シンポジウム
民法の成年年齢引き下げを考える

～消費者の視点から～

「小・中・高等学校の消費者教育の現状と課題」

大阪教育大学
大本 久美子
はじめに
■

消費者教育推進法

１．消費者教育の学習内容

２．成年に必要な資質能力って？

３．海外の事例紹介

４．コンシューマー・リーガルリテラシーを育む消費者教育の推進
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民法の成年年齢引き下げを考える
～消費者の視点から～
消費者の視点から
ー小・中・高等学校の消費者教育の現状と課題ー

大本 久美子（大阪教育大学）
日本弁護士連合会シンポジウム

2016.6.25（土）

本日の報告
本
報告
－引き下げのためにはどのような消費者教育が必要か
➤消費者教育の学習内容
➤成年に必要な資質能力
➤海外の消費者教育事例
➤コンシューマ―・リーガルリテラシーを育む
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はじめに
• 次期学習指導要領の骨格案(平成27年8月）
指導内容の検討、指導方法・評価方法の改善
(アクティブラーニング・学習評価の充実）
高等学校公民の新設科目｢公共｣(仮称）

• 道徳の教科化（特別の教科）

• 「公共」の学習内容
「公共
学習内容
➤学習・メディア
学習 メディア
➤社会・生活 ⇒ 生活安全・消費者問題
➤経済・経営
➤政治 行政
➤政治・行政
平成34年（2022年）高等学校入学者から
公民の必修科目に？

• 特別の教科「道徳」

新しい教科書による授業
小学校 2018年開始
中学校 2019年開始
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「消費者教育って何？」 Aらいふ 生活情報リポート№155 平成28年

28 / 51

①現行の学習指導要領
②消費者庁

体系イメージマップ

③海外（北欧）の新ガイドライン

学習指導要領に見る消費者教育
小学校
D身近な消費生活と環境

家庭
科

・物や金銭の大切さに気づき、計
物や金銭の大切さに気づき 計
画的な使い方を考えること。
・身近な物の選び方、買い方を考
え、適切に購入できること。
・自分の生活と身近な環境とのか
かわりに気付き、物の使い方な
どを工夫できること。

社会
科

中学校
技術・家庭科（家庭分野）
D身近な消費生活と環境
・家庭生活と消費―自分や家族の消費生活に関心を
もち、消費者の基本的な権利と責任について理解
すること。販売方法の特徴について知り、生活に
必要な物質・サービスの適切な選択、購入及び活
用ができること。
き
と
・家庭生活と環境―自分や家族の消費生活が環境に
与える影響について考え、環境に配慮した消費生
活について工夫し、実践できること。

公民的分野

高等学校
家庭基礎
・生活の自立及び消費と環境―消費生
生活の自立及び消費と環境 消費生
活と生涯を見通した経済の計画

家庭総合
・生活における経済の計画と消費―生
生
け 経済 計画と消費 生
活における経済の計画。消費行動と
意思決定。消費者の権利と責任。

現代社会

・私たちと現代社会―現代社会をとらえる見方や考 ・現代社会と人間としての在り方生き
え方
方―現代の経済社会と経済活動の在
・私たちと経済―市場の働きと経済。国民の生活と
り方
政府の役割

政治 経済
政治・経済
・現代の経済―現代経済の仕組みと特質
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出典：消費者教育の体系イメージマップ～消費者力ステップアップのために～平成25年1月 消費者教育推進のための体系的プログラム研究会 消費者
庁ホームページ（ http://www.caa.go.jp/information/pdf/130122imagemap_4.pdf ）

「消費者教育って何？」 Aらいふ 生活情報リポート№155 平成28年
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「消費者教育って何？」 Aらいふ 生活情報リポート№155 平成28年

①18歳と20歳の違い
②「成年になる」ために必要な力
③高校生に身につけさせたい力
（シティズンシップ育成を図る4つの力）
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18歳と20歳の違い
• 高3のクラスに成人と未成年が混在する
• 20歳になってから「可能」とされている
｢飲酒｣｢喫煙｣｢親の承諾なしの契約」について、
※｢飲酒・喫煙」は18歳以下でも経験者がいる
※「親の承諾」が必要な契約はあまりしていない
• 高校卒業後の「2年間」が重要な意味を持っている
（この2年は大学や社会で多様な経験ができる期間）

「成年になる」ために必要な力とは？
• 「大人」の条件
金銭的・精神的・身体的に自分をコント
ロールして、考えて物事を決断・実行し、
その結果を受け止める
自分の人生を自分で引き受けていくことができる
（堀内かおる他「人生の答えは家庭科に聞け！」 岩波ジュニア新書 2016
2016）
）
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シテ ズンシ プ育成を図る つの力
シティズンシップ育成を図る4つの力
「高校家庭科におけるシティズンシップ教育」 『生活経営学研究』第45号（大本ら

2010）

①自己管理（基本的生活）力
②生活設計（創造）力
③人間関係形成力
④地域・社会活動などに参画できる
行動力 実践力
行動力・実践力
• 個人差がある
(健康・金銭管理
(健康
金銭管理、生活設計、家事遂行…など）
生活設計 家事遂行 など）
• 分野領域の得意・不得意がある
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新しい学習指導要領が目指す姿

教育課程企画特別部会

論点整理

補足資料

文部科学省

消費者はどのような役割と責任があるのか
―消費者として何を知っていなければならないのか―
• 消費者の定義があいまい
• 消費者って誰のこと？
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①研究の背景

概要

②「コンシューマー・リーガルリテラシ―」
に関わる概念
③各学校段階の教育課題と学習内容
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平成25年より4年間

科研費（基盤研究（Ｃ））による研究

※平成22年より3年間 近畿地区司法書士会との共同研究
「“法教育”としての消費者教育」の発展

（規範、正義公正、権利義務、連帯、倫理的配慮）

コンシューマー・リーガルリテラシー

概念

要素

小学校
低学年

行 動 に 責 ・ 約束や
任をも
任をもつ
きまりを守
り、みんな
が使うもの
を大切にす
る。

中学校
中学年

高学年

・ 約 束 や き ま ・ ル ー ル や マ ・法やきまりの
り を 守 る 意 味 ナーを守りなが
ナ を守りなが 意義を理解し、
意義を理解し
を 理 解 し 、 公 ら様々なコミュ 順守するととも
共 の 場 を 意 識 ニティと関わり、に、自他の権利
し て 行 為 す る 。自他の権利を理 を重んじ、義務
を重んじ 義務
解して、義務を を果たす。
果たす。

社 会 参 画 ・みんなと
みんなと ・ 公 平 な 判 断
力
仲良く助け の 大 切 さ を 理
合う。
解し、相手の
ことを思いや
り実践する。
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・公正公平に振
公正公平に振
舞おうとし、相
手のことを理解
し実践する
し実践する。

・正義の意義を
正義 意義を
理解し、差別や
偏見の無い社会
実現への意欲を
持つ。
・集団の一員と ・周りの人に思
しての役割と責 いやりを持って
任を自覚する。 行動する。

2013年6月 『食品表示法』成立
• 「ＪＡＳ法」「食品衛生法」「健康増進法」が一元化
• 「食品表示法」の存在、内容をどのくらいの人が知って
いるのだろうか
• 食品の購入から廃棄まで多様な法律が制定されている
例

容器包装リサイクル
容器
装
消費者の分別排出 事業者の再商品化 市町村の分別収集
3者の責任によってはじめて成立
事業者や生産者の義務を知ることも重要（他者への理解・共感）
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法的・倫理的・道徳的
なものの見方、考え方

新しい学習指導要領が目指す姿

教育課程企画特別部会

論点整理

補足資料

文部科学省

学習内容の具体例
・消費生活に関連する法律や制度の本質を正しく理解した上で、
消費生活に関連する問題を法的・倫理的・道徳的に認識し評価する
消費生活に関連する問題を法的・倫理的・道徳的なものの

見方や考え方で解決する
・消費生活に関連する問題を予見し、リスクを回避できるよう行動する
（啓発活動を行政やNPOなどと共に行うことなども含む）
・消費生活に関連するトラブル（被害）は、相談機関や専門家に相談する
消費生活に関連するトラブル（被害）は、相談機関や専門家に相談する
・論理的に行政や事業者・生産者に意見や要望を伝える
具体的な行動・態度（例）

使える

消費生活に関連した法律の概念、
消費生活に関連した法律の概念
相談の概念、発信の概念
できる

わかる

知識 技術を活用するために
知識・技術を活用するために

概念を理解
消費生活に関連する
法律や制度の知識・理解
生活上の安全を確保する
法律や制度の知識・理解

知識・技術の習得
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『消費者教育』第35冊

今後の課題
➤学校教育における消費者教育の充実
①消費者の責任のみならず企業・事業者・生産者・販売者などの責任
②消費者の定義を明確に

➤生涯学習としての消費者教育の学習機会の提供
生涯学習としての消費者教育の学習機会の提供
幼児期、小学生期の新たな学び方

➤家庭教育を含め、基本的な自己管理力、人間関係形成力
➤家庭教育を含め
基本的な自己管理力 人間関係形成力
の育成
➤あらゆる機会をとらえて
「法的かつ倫理的、道徳的なものの見方、考え方」の育成

結論
• 成年年齢引き下げの議論に対応する教育の在り方を早
急に検討する必要がある
社会のさまざまな問題や議論を知り、それらに対す
る多くの情報や知識を得て、自分なりの判断と意見が
持てるような教育が必要

当面の課題
18歳・19歳の未成年取り消し権は一定期間継続？
契約概念を高1段階でより 層しっかりと学習する
契約概念を高1段階でより一層しっかりと学習する
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ご清聴
清聴
ありがとうございました
シンガポールの中学校の校庭
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資料４

若者の消費者トラブルの実態
―相談現場からの報告―

独立行政法人国民生活センタ 総括主任相談員
独立行政法人国民生活センター総括主任相談員

吉松 恵子

１．ＰＩＯ－ＮＥＴのデータ分析

※PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国
民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、
消費生活に関する相談情報を蓄積しているデーターベースのこと（以下のデータ
は全て2016年3月31日までのPIO-NET登録分データ、2015年度より経由相談の件
数を含んでいない）。
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契約当事者18歳～22歳における
相談件数の推移
（件）

14,000
12,000
,
10,000

18歳

8,000

19歳
20歳

6,000

21歳

4,000

22歳

2,000
,
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

（年度）

※「20歳」の中には、20歳代との申し出のあった相談を含む場合がある。

分析

20歳～22歳の相談件数は、各年度において
18歳や19歳の相談件数よりも多い傾向が見
られる。

未成年者の苦情相談も寄せられている中、成人
未成年者
苦情相談も寄
れ
る中、成
を機に契約等に係る苦情相談が多く発生してい
ることがうかがえる。
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契約当事者18歳、19歳における
商品 役務等の内容（上位20位）（2010年度 2015年度）
商品・役務等の内容（上位20位）（2010年度～2015年度）
19歳
歳（総件数：33,745）

18歳
歳（総件数：31,891件）
件数
,
件
順位
商品・役務
1 アダルト情報サイト
2 テレビ放送サービス（全般）
3 出会い系サイト
4 デジタルコンテンツ（全般）
5 他のデジタルコンテンツ
6 賃貸アパート
7 携帯電話サービス
8 新聞
9 自動車運転教習所
10 相談その他（全般）
11 普通・小型自動車
12 オンラインゲーム
13 商品一般
14 財布類
類
15 携帯電話
16 他の健康食品
17 専門・専修学校
18 光
光ファイバー
ァ
19 オートバイ
20 脱毛エステ

件数
順位
商品・役務
11,767 1 アダルト情報サイト
2,279 2 出会い系サイト
1,940 3 テレビ放送サービス（全般）
1,287 4 デジタルコンテンツ（全般）
942 5 賃貸アパート
878 6 他のデジタルコンテンツ
575 7 新聞
534 8 携帯電話サービス
476 9 相談その他（全般）
420 10 普通・小型自動車
341 11 光ファイバー
319 12 商品一般
317 13 インターネット接続回線（全般）
296 14 携帯電話
287 15 財布類
262 16 オンラインゲーム
258 17 他の健康食品
244 18 貸衣装
187 19 自動車運転教習所
169 20 専門・専修学校

件数
9,442
2,473
1,612
1,347
1,087
957
682
643
549
538
534
426
321
317
314
271
268
256
254
241

契約当事者20歳～22歳における
商品 役務等の内容（上位20位）（2010年度 2015年度）
商品・役務等の内容（上位20位）（2010年度～2015年度）

20歳（総件数：65,205件）
順位
商品・役務
1 アダルト情報サイト
2 賃貸アパート
賃貸アパ ト
3 出会い系サイト
4 デジタルコンテンツ（全般）
5 他のデジタルコンテンツ
6 商品一般
7 フリーローン・サラ金
フリ ロ ン サラ金
8 携帯電話サービス
9 脱毛エステ
10 普通・小型自動車
11 テレビ放送サービス（全般）
12 相談その他（全般）
13 痩身エステ
14 光ファイバー
15 携帯電話
16 新聞
17 美顔エステ
美顔
テ
18 医療サービス
19 モバイルデータ通信
20 他の内職・副業

21歳（総件数：42,592件）

件数 順位
商品・役務
11,521 1 アダルト情報サイト
3 441 2 出会い系サイト
3,441
3,174 3 賃貸アパート
2,312 4 フリーローン・サラ金
1,749 5 デジタルコンテンツ（全般）
1,437 6 脱毛エステ
1 426 7 他のデジタルコンテンツ
1,426
他のデジタル ンテンツ
1,335 8 携帯電話サービス
1,278 9 商品一般
1,180 10 普通・小型自動車
1,046 11 痩身エステ
981 12 美顔エステ
美顔 ステ
888 13 医療サービス
783 14 光ファイバー
770 15 テレビ放送サービス（全般）
693 16 モバイルデータ通信
674 17 他の内職・副業
他の内職 副業
665 18 携帯電話
626 19 相談その他全般
601 20 エステティックサービス（全般）

22歳（総件数：44,596件）

件数 順位
商品・役務
6,534 1 アダルト情報サイト
2 490 2 賃貸アパート
2,490
賃貸アパ ト
1,928 3 出会い系サイト
1,496 4 フリーローン・サラ金
1,320 5 デジタルコンテンツ（全般）
1,060 6 携帯電話サービス
1 007 7 他のデジタルコンテンツ
1,007
他のデジタル ンテンツ
993 8 脱毛エステ
892 9 商品一般
862 10 普通・小型自動車
788 11 痩身エステ
700 12 美顔エステ
美顔 ステ
611 13 光ファイバー
602 14 相談その他（全般）
549 15 テレビ放送サービス（全般）
520 16 医療サービス
517 17 モバイルデータ通信
バイ デ タ通信
506 18 エステティックサービス（全般）
478 19 携帯電話
465 20 ネックレス

※「20歳」の中には、20歳代との申し出のあった相談を含む場合がある。
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件数
6,102
3 545
3,545
2,291
1,675
1,440
1,017
982
954
952
904
721
622
593
586
584
541
491
472
456
420

契約当事者20歳～22歳における
男女別商品 役務等の内容（上位20位）
男女別商品・役務等の内容（上位20位）
（2010年度～2015年度）
女（総件数：78,490）

男（総件数：73,285件）
順位
商品・役務
1 アダルト情報サイト
2 賃貸アパート
賃貸 パ
3 出会い系サイト
4 フリーローン・サラ金
5 普通・小型自動車
6 デジタルコンテンツ（全般）
7 商品一般
8 携帯電話サービス
9 他のデジタルコンテンツ
10 テレビ放送サ
テレビ放送サービス（全般）
ビス（全般）
11 光ファイバー
12 相談その他（全般）
13 新聞
14 携帯電話
15 他の内職・副業
16 教養娯楽教材
17 モバイルデータ通信
18 インターネット接続回線（全般）
19 パソコンソフト
20 ネックレス

件数
順位
商品・役務
12,849 1 アダルト情報サイト
4,374 2 賃貸アパート
賃貸 パ
4,136 3 出会い系サイト
3,100 4 脱毛エステ
2,400 5 デジタルコンテンツ（全般）
2 340 6 痩身エステ
2,340
1,816 7 他のデジタルコンテンツ
1,733 8 美顔エステ
1,519 9 携帯電話サービス
1 196 10 エステティックサ
1,196
エステティックサービス（全般）
ビス（全般）
1,163 11 フリーローン・サラ金
1,034 12 商品一般
937 13 医療サービス
903 14 相談その他（全般）
893 15 テレビ放送サービス（全般）
881 16 モバイルデータ通信
807 17 携帯電話
797 18 光ファイバー
784 19 他の健康食品
763 20 財布類

件数
11,251
4,487
3,807
3,145
2,716
2 380
2,380
2,208
1,956
1,587
1 499
1,499
1,475
1,435
1,265
990
960
825
816
807
768
765

分析

20歳～22歳では、18歳、19歳で上位にあまり見られ
20歳
22歳では 18歳 19歳で上位にあまり見られ
なかった「脱毛エステ」や「痩身エステ」などといった
美容関係 「他の内職 副業 「フリ ロ ン サラ
美容関係、「他の内職・副業」、「フリーローン・サラ
金」の相談が上位にみられる。
20歳～22歳の男女別では、男性は「他の内職・副
業 の他 「教養娯楽教材 （多くは投資用教材）に
業」の他、「教養娯楽教材」（多くは投資用教材）に
関する相談が多く寄せられているが、多くは「マルチ
取引 に関するものであり 18歳 19歳に比べて「マ
取引」に関するものであり、18歳、19歳に比べて「マ
ルチ取引」の影響が大きいとみられる。
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契約当事者18歳、19歳、20歳～22歳における
販売購入形態上位5位（2010年度～2015年度）

18歳
販売購入形態
通信販売
店舗購入
訪問販売
電話勧誘販売
その他無店舗
その他

19歳
件数（％）
20,464(67.9)
,
(
)
5,469(18.2)
3,692(12.3)
232(0.8)
136(0.5)
134(0.4)

販売購入形態
通信販売
店舗購入
訪問販売
マルチ取引
電話勧誘販売
その他

20歳～22歳
件数（％）
19,265(61.5)
,
(
)
7,167(22.9)
3,900(12.4)
413(1.3)
348(1.1)
258(0.8)

販売購入形態
通信販売
店舗購入
訪問販売
マルチ取引
電話勧誘販売
その他

件数（％）
62,528(44.8)
,
(
)
48,386(34.7)
14,640(10.5)
9,040(6.5)
3,097(2.2)
1,759(1.3)

（「不明・無関係」を除く）

契約当事者18歳、19歳、20歳～22歳における
男女別販売購入形態の割合の比較
（2010年度～2015年度）

（％）
販売購入形態
通信販売
店舗購入
訪問販売
電話勧誘販売
マルチ取引
その他

18歳
69 6
69.6
16.2
12.7
07
0.7
0.4
0.5

男
19歳
20～22歳
61 4
61.4
46 1
46.1
21.1
30.5
13.8
10.6
12
1.2
27
2.7
1.7
8.9
0.9
1.3

18歳
66 0
66.0
20.9
11.5
09
0.9
0.2
0.6

女
19歳
20～22歳
61 6
61.6
43 8
43.8
25.0
38.5
10.7
10.4
10
1.0
18
1.8
0.8
4.3
0.8
1.2
（ 不明 無関係」を除く）
（「不明・無関係」を除く）

45 / 51

分析

18歳、19歳では「通信販売」がそれぞれ約62%、約68%
を占めるが 20歳～22歳では約45%になり
を占めるが、20歳
22歳では約45%になり、他の販売
他の販売
購入形態の割合が増加している。

18歳、19歳では、「電話勧誘販売」及び「マルチ取引」
18歳
19歳では 「電話勧誘販売」及び「マルチ取引」
は１％程度に過ぎないが、20歳～22歳では、それぞ
れ2 2% 6 5％に増加している 特に「マルチ取引」で
れ2.2%、6.5％に増加している。特に「マルチ取引」で
は男性の増加が著しく、20歳～22歳では18歳の20
倍 19歳の5倍となっている
倍、19歳の5倍となっている。
18歳、19歳の「店舗購入」は20％程度であるが、20歳～
22歳では34.7%を占める。特に女性で増加率が高い。
歳では
を占める 特に女性で増加率が高い

契約当事者18歳、19歳、20歳～22歳における
契約購入金額の平均金額
（2010年度～2015年度）
（万円）

45
約39万円

40
35
30

約27万円

25
20

約21万円
約16万円 約16万円

女

約17万円

15
10
5
0
18歳

19歳
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男

20歳～22歳

契約当事者18歳、19歳、20歳～22歳における
既支払金額（1円以上）の平均金額
（2010年度～2015年度）
（万円）

30

約28万円

25
20

約18万円
約16万円

15

男

約14万円
約13万円

女

約13万円

10
5
0
18歳

19歳

20歳～22歳

分析

契約購入金額の平均金額は、男女ともに20歳～22歳に向け
契約購入金額の平均金額は
男女ともに20歳～22歳に向け
て金額が上がっていく傾向がみられる。

20歳～22歳における契約購入金額の平均金額では、店舗購
入が約 万円と最も高額である その他 訪問販売が約 万
入が約54万円と最も高額である。その他、訪問販売が約47万
円、マルチ取引が約37万円と高額になっている。
既支払金額の平均金額は、男性は20歳～22歳に向けて金額
が上が ていく傾向であるが 女性は各年齢とも大差はない
が上がっていく傾向であるが、女性は各年齢とも大差はない。

20歳～22歳における既支払金額の平均金額は、「マルチ取
引」 約
引」が約41万円で最も高額となっており、契約の際に多額の
最も高額 な
おり、契約 際 多額
金銭を支払っている実態がうかがえる。
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２．事

例

紹

介

【事例１】
ＳＮＳで知った女性に連れて行かれた事務所で自己啓発セミナーの契約を勧めら
れ借金で会費を払うよう言われた。
れ借金で会費を払うよう言われた

人見知りの性格について、悩み等を書き込んだら、女性が共感の書き
込みをしてくるようになった。先月から実際に会うようになり、性格改善に
詳しい人を紹介すると言われた。昨日、その女性に、ビル内の事務所に
連れて行かれた。そこで代表者の男性を紹介され、セミナーの受講を勧
められた。入会金約９０万円を払えば、自己啓発セミナーをすべて無料
で受講できるという。同席した女性も話に加わり「いいじゃない。この機会
に全額払っちゃおうよ」などと言った。「学生だから、そんな大金は払えな
い」と言ったところ、男性が「銀行でローンカードを作れ。その際は、申込
書には当社の正社員と記入するように」と言った ２人から強く言われ断
書には当社の正社員と記入するように」と言った。２人から強く言われ断
りきれず、しかたなく女性同行で銀行に行った。しかし申込書に「勤続１
年」と書いたため与信限度額は５０万円と言われた。女性が事務所と連
絡を取り 他の銀行で残り約４０万円分の与信を受けろと言う これ以上
絡を取り、他の銀行で残り約４０万円分の与信を受けろと言う。これ以上
カードは持ちたくない。女性にセミナーは契約しない旨伝え終電で帰宅し
た。お金は１円も借りていないが、業者にはどう対処すべきか。
（ 歳 男性 学生）
（20歳、男性、学生）
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【事例２】
エステの体験に行ったら痩身コースを勧められて契約したがクーリング・オフした
い。手続きの仕方を教えてほしい。
続き 仕方を教

以前利用したという友人から評判を聞いて自分でもネット広告を見て、
痩身エステの体験のために店に行った。体験後のカウンセリングの時に
感想を聞かれ 「良か た と答えたら か月間 回 痩身
感想を聞かれ、「良かった」と答えたら、２か月間２０回の痩身コースを勧
を勧
められた。高額だったため、「学生で払えないのでまた考えてから来る」
と断ったが、毎月の支払額が約１万３０００円の分割にできると言われ、
断りきれなかった。クレジットカードは持っていたが、「新しいカードを作り
ましょう」と言われ書類にサインした。クレジット会社名はわからない。頭
金として約
金として約９０００円を現金で支払い、領収書だけもらった。他の書類は
円を現金で支払い、領収書だけもらった。他の書類は
何ももらっておらず、契約内容もはっきりわからない。明日の予約をとり、
書類は明日渡すと言われた。２９万円くらいの契約だと思う。商品などの
契約はしておらず何も受け取ってもいない。
（20歳、女性、学生）

【事例３】
顔の脂肪溶解注射の初回お試し注射を受けに行った当日に、高額なコースをローン
で申し込んでしまった。解約したい。
申
解約

インターネットで調べ、小顔になれる脂肪溶解注射のトライアル（注射１
本１ｃｃ通常８０００円が４０００円という施術）を受けに行ったところ、カウン
セラ から 「１度の注射では効果がない ５回受けてすごい効果が出た
セラーから、「１度の注射では効果がない。５回受けてすごい効果が出た
人がいる」と言われた。しかし、全部で約２０万円と聞き、学生なので無理
だと伝えたが、「月１万円でできる」と言われて申し込んでしまった。アルバ
イト収入を「多く 年 万円ぐら と うと 「審査が通らな かもしれな
イト収入を「多くて年５０万円ぐらい」というと、「審査が通らないかもしれな
い。９０万に盛ろう」と言われ、その通りにした。その後注射を１０本、両方
の頬骨の辺りと両えらに打った。翌日頬骨に青痣ができ、顔全体が痒く腫
れていた。１週間ぐらいで治ったが、体に合わないと思った。両親に叱られ
たこともあって解約したいと電話で伝えたが「できない」と言われた。仕方
なくもう 度注射した やはり腫れ しま た
なくもう１度注射したがやはり腫れてしまったのでもう受けたくない。施術を
もう受けたくな 。施術を
受けていない分は支払いたくない。
（20歳、女性、学生）

49 / 51

【事例４】
同僚に勧められ新しいアフィリエイトサービスへの入会に同意し会費を振り込んだ
がやめたい。

１７日前の休業日に、勤務先の同僚に誘われ、セミナーがあるというの
で繁華街のオフィスビルへ行った。３０～４０人が集まっており、同僚の上
位の人が説明をし、約１時間くらい聞いた。 今までにないアフィリ イト
位の人が説明をし、約１時間くらい聞いた。「今までにないアフィリエイト
のサービスを広めていくものだ。会員になって利用者を紹介すれば手数
料を得られる。」という内容だった。無料会員と有料会員があり後者は約
２０万円の会費を払うが無料会員であれば紹介数に制限があり少数とな
るのに対し、制限なく紹介できるということだった。その場の雰囲気から
同僚にも断りきれず同意してその場で自分のスマートフォンで申し込み
サイトを開き名前 住所 電話番号 付与されたＩＤ番号などを入力し登
サイトを開き名前、住所、電話番号、付与されたＩＤ番号などを入力し登
録した。またそのまま金融機関の自動預け払い機に行って会費を振り込
んだ。その後インターネットでこのサービスについて調べたところ、不審
であるという書き込みを見 けた 消費者セ タ に相談すれば会費の
であるという書き込みを見つけた。消費者センターに相談すれば会費の
返金を受けられるとあった。やはり入会をやめ返金してもらいたい。
（20歳、男性、給与生活者）

【事例５】
息子が知人から誘われ８台のスマートフォンと通信を契約し１６万円で売却してい
息子
知人 ら誘われ 台
ォン 通信を契約し 万円 売却し
た。相手と連絡が取れないが、どうすればいいか。

息子は２０歳の大学生で、友人の知人から「スマートフォンを契約して
息子は２０歳の大学生で
友人の知人から「スマートフォンを契約して
売却すれば、お金がもらえる」と誘われ、７月に大手携帯電話通信会社
３社の各販売店で合計８台のスマートフォンを分割で購入し、通信契約
をした 知人と会い シムカ ドを抜いてスマ トフォン８台を渡し １６万
をした。知人と会い、シムカードを抜いてスマートフォン８台を渡し、１６万
円を受け取ったと言う。その知人とはＳＮＳで連絡を取っているため、電
話番号は不明である。スマートフォン８台の利用料金は月々約６万円
で、すべて２年間は解約できず、中途解約をしても機種代金と違約金で
ず
約８０万円がかかる。どのように対処すればいいか。
（20歳、男性、学生）
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【事例６】
モバイルルーターやゲーム機等をプレゼントすると言われモバイル通信契約等を申
モバイルル
タ やゲ ム機等をプレゼントすると言われモバイル通信契約等を申
込んだが、不要なので全てキャンセルしたい。

友人と大通りを歩いていると、ティッシュ配りをしていた人に「今モバイ
ルルーターをプレゼントしている」と声を掛けられた。足を止めると１、２
メートル先のブースまで連れて行かれ別の担当者から説明を受けること
になった。２人で別々に申込書を書いているうちに、「タブレット、ゲーム
機
機、ウォーターサーバーも無料でつける」と言われたが、説明を聞いてい
るうちに毎月通信料がかかることが分かった。そこで「今から解約した
い」と申し出ると、「申込途中でキャンセルはできない」と言われた。
「ウォ タ サ バ だけ外してもらいたい」と伝えたが「すべてセットで
「ウォーターサーバーだけ外してもらいたい」と伝えたが「すべてセットで
の申込になる」と言われ断られた。その間数枚書面を書いたり担当者が
操作したタブレット画面の同意ボタンを押したりしたが何の申込みかは分
からなかった その後「モバイルルーターやタブレット ウォーターサー
からなかった。その後「モバイルルーターやタブレット、ウォーターサー
バーは後日自宅に発送する」と言われゲーム機だけ持ち帰ったが、よく
考えたら不要な物を契約してしまったので全てキャンセルしたい
（20歳 女性 学生）
（20歳、女性、学生）

【事例７】
ＳＮＳサイトで知り合った女性に誘われ、待ち合わせた喫茶店で芸能活動のコンサ
ＳＮＳサイトで知り合った女性に誘われ
待ち合わせた喫茶店で芸能活動のコンサ
ルタントを紹介され、契約をした。信用できるか。

ＳＮＳサイトで自身の芸能活動に関するブログを載せている女性か
ら、突然「芸能活動の話をしたい」とメールが来た。某テレビ局近くの喫
茶店で詳しい話を聞くことになった。当日はその女性の他にプロデュー
サ だという女性が同席し 「ある芸能関係者にお金を払えば オ
サーだという女性が同席し、「ある芸能関係者にお金を払えば、オー
ディションを受けず、テレビ番組に出演できる。ブログの女性もそうして
芸能活動を有利に行なっている」と言われた。その後、女性プロデュー
サーが携帯電話で関係者という男性を呼び出し、すぐに２５歳くらいの
が携帯電話 関係者と う男性を呼び出 すぐ
歳くら
男性が来た。その人は個人で事務所をしているといい、「仕事はたくさ
ん回す。コンサルティング費用が約５０万円必要だが最初に１万円を払
い、あとはギャラの中から少しずつ返済すればよい」と言って契約書を
出して来た。「親に相談したい」と言ったら「芸能活動が軌道に乗り、有
名になったら話せばよい」と３人から口ぐちに言われた。契約書に記載
された確認事項に言われるままに○を付け、その場で契約書に署名を
した。昨日再度女性に会い１万円を払ったが、仕事のためにお金を払う
のはおかしいと思う。
（18歳、女性、学生）
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