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子どもの年齢と法（3)

米 沢 広 一
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第2章 全体的検討
む す び

第7節 労 働

労働基準法上，未成年者は，強制労働の禁止（5条），中間搾取の禁止（6

条）等といった成人と共通の保護を受けるのに加えて，未成年者固有の保護を

受けている。未成年者固有の保護の内容は，20歳，18歳，満15歳に達した日以

降の最初の3月31日が終了するまでの者（最低年齢）を境界線として，異なっ

ている。これらの固有の保護は，未成年者を劣悪な労働環境にさらさず，健全

に育成し権利を擁護することを目的としている1）。

1．労働契約・賃金

民法上，親権者又は後見人は，未成年者の同意を得て財産上の契約を締結で

きる（824条，859条）。しかし，労働基準法は，民法の原則を修正し，親権者

又は後見人は，たとえ未成年者の同意を得ても，「未成年者に代わって労働契

約を締結」できない（58条1項）としている。代理して労働契約を締結した場

合には，親権者又は後見人が罰せられる（30万円以下の罰金―120条1号）。そ

の結果，未成年者は，親権者又は後見人の同意を得て労働契約を締結するとい

う方法でしか，有効な労働契約を締結できないことになる（未成年者が法律行

為をするには，法定代理人の同意が必要である（民法5条1項））。このように

して締結された労働契約については，親権者ないし後見人又は行政官庁は，未

成年者に不利であると認める場合，将来に向かって解除することができる（労

論 説
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働基準法58条2項）。

未成年者が親権者又は後見人の同意を得て労働契約を締結した場合2）は，未

成年者が営業を許された場合の規定（民法6条）を準用して，労働契約上の諸

行為につき未成年者は「成年者と同一の行為能力を有する」と解すべきであ

り3），労働組合の加入や役員就任についても，労働契約締結の際に同意を得て

いるので，あらためての同意は必要でない4）と解されている。

民法824条は，「親権を行う者は，子の財産を管理し，かつ，その財産に関す

る法律行為についてその子を代表する」と規定するが，労働基準法は，未成年

者は独立して賃金を請求することができ，親権者又は後見人は，「賃金を代

わって受け取」ってはならない（59条）としている。59条違反の責任を問われ

る（30万円以下の罰金―120条1号）のは，親権者又は後見人であるが，使用

者は，労働基本法24条1項の直接支払の原則に違反した責任（30万円以下の罰

金―120条1号）を問われることになる。

労働基準法58条，59条の趣旨は，神戸地判昭和 34・3・28 労民集10巻2号

168頁によれば，「親が子を自己の所有物と心得てこれを食いものにする封建的

因習」の廃棄，更には「労務の給付ということが元来事実的にも観念的にも労

働者の人格と分離し得ないものである」ことから「他人意思による人格支配」

の排除にある，とされる。

2．就 業 制 限

憲法27条3項は児童の酷使の禁止を規定しているが，労働基準法はこれを受

けて，18歳未満の者の労働条件を特別に保護している5）。それは，以下のよう

に，労働内容・場所に関するものと，労働時間に関するものとに区分される。

前者としては，危険有害業務（年少者労働基準規則7条～9条）の就業制限

（62条），坑内労働の禁止（63条）がある。62条に違反した使用者は，6ヶ月

以下の懲役又は30万円以下の罰金（119条），63条に違反した使用者は，1年以

下の懲役又は50万円以下の罰金（118条）に処せられる。

62条は，抵抗力が弱く，危害を十分には自覚しえない成長過程の18歳未満の
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者について，安全衛生・福祉の見地から，これらに就業させるを禁止したもの

である6），63条は，坑内労働が成長過程の18歳未満の者にとって不適切である

ことから，坑内労働を全面的に禁止したものである7）とされる。

後者としては，深夜業の原則禁止（61条）―使用者は，原則として，午後10

時から午前5時までの間において「満18歳に満たない者」を使用してはならな

い。ただし，交替制で使用される満16歳以上の男性については，この限りでは

ない。満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまでの者を，56条2

項により例外的に使用する場合は，深夜業禁止時間は，午後8時から午前5時

までとする―，時間外・休日労働の原則禁止・変形労働時間制・フレックスタ

イム制の原則不適用（60条）―変形労働時間制，フレックスタイム制は，二つ

の例外を除いて，適用できない。また，労働基準法33条に基づく非常事由およ

び公務による場合等を除いて，時間外・休日労働をさせることはできない―，

がある。これらに違反した使用者は，6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

に処せられる（119条1号，118条1項等）。

交替制で使用される満16歳以上の男性について深夜業をさせることができる

としたのは，「満16歳以上の男性であれば体力もかなり強く，深夜業務による

消耗を昼間勤務で回復することができると考えられたため」である8）とされる。

18歳未満の者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合，使用者は必要な旅費

を負担しなければならない，ただし，18歳未満の者の責めに帰すべき事由に基

づいて解雇される場合は，行政官庁の認定を条件として負担義務が免除される

（64条）。違反した場合，30万円以下の罰金に処せられる（120条1号）。

18歳未満の者の使用者は，その年齢を証明する戸籍証明書を事業所に備え付

けなければならない（57条1項）。違反した場合30万円以下の罰金に処せられ

る（120条1号）。

年齢不知規定は，児童福祉法，風営法には存するが，労働基準法には存しな

い。この違いにつき，判例は，労働基準法違反の罪には，児童福祉法60条3項

の如き年齢不知規定がないから，右罪の成立には18歳（15歳）未満のものであ

ることの認識もしくは未必の認識で足りるとしている（鹿児島家判昭和 41・

論 説
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4・23 家月19巻2号153頁・確定，福岡家判昭和 39・7・24 家月17巻2号99頁）。

行政解釈も，使用者が労働者の年齢を確認するにあたっては一般に必要とされ

る程度の注意義務を尽くせば足り，その年齢を必ずしも公文書によって確認す

る義務はないとする9）。学説上も，手続的にも容易なことであり，年齢の確認

は公文書によって行わなければならず，それを怠って使用した場合には，すべ

て労働基本法62条等（56条）違反を構成するとの見解10）も存するが，労働基

準法には年齢不知規定がないので，違反者に年齢の知情すなわち故意のない限

り処罰はできないとの見解11）が有力である。なお，立法論としては，「年齢不

知に関する規定が……使用者である者の特別の立場にかんがみて必要なもので

あるとすれば」「労働基準法の年少者保護の規定にも，年齢不知に関する条項

が必要ではなかろうか｣12）との指摘がある。

3．使 用 禁 止

使用者は，児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで，

児童を使用してはならない（労働基準法56条1項）。違反した場合は，1年以

下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる（同法118条1項）。これは，義務

教育の終了を念頭に置いたものである（保護者の就学義務違反（17条），雇い

主の就学妨害（20条）には，学校教育法上の罰則がある―保護者10万円以下の

罰金（144条），使用者10万円以下の罰金（145条））。使用者への学校教育法上

の罰則と労働基準法上の罰則との関係では，労働基準法上の罰則の方が厳しく

なっている。

具体的にどのような行為が，学校教育法20条の「使用によって……妨げる」

ことになるのかは，必ずしも明瞭でない。むしろ，労働基準法の年少者の保護

の規定によって，実質的には，学校教育法20条の趣旨が実現されているといっ

てよい13）とされる。

ただし，例外として，① 非工業的事業における職業であって，児童の健康

及び福祉に有害でなく，かつ，労働が軽易なものについては，行政官庁の許可

を受けて，修学時間外に使用することができる。② 映画の製作又は演劇の事

子どもの年齢と法（3）（米沢)
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業については，13歳未満の児童についても，①と同様の手続によって使用する

ことができる（労働基準法56条2項14））。例外的に使用する場合には，戸籍証

明書に加えて，修学に差し支えないとの学校長の証明書，および，親権者又は

後見人の同意書を，事業所に備え付けなければならない（同法57条2項）。違

反した場合は30万円以下の罰金に処せられる（同法120条）。

1) 金子征史・西谷 敏（編）『基本法コンメンタール・労働基準法［第5版］』256
頁［内藤恵執筆］（2006年）。

2) 個別法として船員法84条1項は，「未成年者が船員となるには，法定代理人の許
可を受けなければならない」，2項は「前項の許可を受けた者は，雇用契約に関し
ては，成年者と同一の行為能力を有する」と規定している。

3) 菅野和夫『労働法［第9版］』355頁（2010年）。
4) 下井 隆『労働基準法［第4版］』421頁（2007年），安枝英訷「年少労働者の保
護」労例763号92頁（1999年）。

5) 個別法として船員法85条2項は，18歳未満の船員を危険・有害な作業に就ける
ことを禁止し，86条1項は，18歳未満の船員を午後8時～午前5時の作業に従事
させることの原則的に禁止している。労働基準法とは禁止の時間帯が異なる。

6) 厚生労働省労働基準局（編）『労働基準法（下）』692頁（平成22年版）。
7) 厚生労働省労働基準局，前掲・註(6)714頁。
8) 金子他，前掲・註(1)266頁［大場敏彦執筆］。
9) 厚生労働省労働基準局，前掲・註(6)668頁。
10) 片岡 昇他『新労働基準法論』423-4 頁［安枝英訷執筆］（1982年）。
11) 本多義光「年少者使用事犯における年齢の不知」警察学論集25巻3号94頁
（1972年），有泉 亨他（編）『基本法コンメンタール労働基準法［第3版］』263頁
［加藤俊平執筆］（1990年）。

12) 本多，前掲・註(11)。
13) 鈴木 勲編著『逐条学校教育法［第7次改訂版］』184頁（2009年）。
14) 労働基準法56条2項によって使用が認められる13歳未満のように労働契約の何
たるかを理解する意思能力がない者の場合が問題となる。学説は，その場合の契
約を，労働契約ではなく，第三者のためにする契約たる性格を有する使用者と親
権者との間の特別の無名契約であるとしている。また，賃金受領については，同
法59条の適用はなく，親権者等の代理受領が認められるとしている。（金子他，前
掲・註(1)262頁［大場敏彦執筆］）。

論 説
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第8節 資格・免許等

1．欠 格 事 由

各種の資格・免許等につき，欠格事由を「未成年者」と規定するものが，多

数みられる1）。すなわち，司法書士法5条2号（司法書士となる資格―以下同

様），公認会計士法4条1号，税理士法4条1号，弁理士法8条9号，行政書

士法2条の2第1号，土地家屋調査士法5条2号，社会保険労務士法5条1号，

医師法3条（免許を与えない―以下同様），歯科医師法3条，獣医師法4条1

号，薬剤師法4条，大麻取締法5条2項3号，建築士法7条1号，不動産の鑑

定評価に関する法律16条1号（登録を受けることができない），あへん法13条

1号（けし栽培の許可を与えない），宗教法人法22条1号（宗教法人の役員と

なることはできない―以下同様），海事代理士法3条1号（海事代理人），信託

法124条1号，7条（信託管理人，受託者），公証人法12条1項1号（任セラル

ルコトヲ得ズ）等がある。

その理由としては，たとえば，司法書士につき「司法書士の業務は，国民の

権利義務に密接に関連するから，法律上，判断能力が不十分であるとされてい

る『未成年者，成年被後見人又は被保佐人』が司法書士の業務を行うことは相

当でない」からである2）とされる。なお，婚姻による成人擬制については，

「未成年者が婚姻したときは，成年に達したものとみなされる（民法753条）

が，未成年者である以上は，本条2号の欠格事由に該当する｣3）とされる。

欠格事由を「20歳に満たない者」と規定するものとして，鳥獣保護及び狩猟

の適正化に関する法律［鳥獣保護法］40条1号（狩猟免許を与えない）等があ

る。

欠格事由を「18歳未満の者」と規定するものとして，教育職員免許法5条1

項1号（免許状を授与しない。ただし，大学等で教職単位を修得することが必

要である），毒物及び劇物取締法8条2項1号（取扱責任者となることはでき

ない），警備業法14条1項（警備員となってはいけない）等がある。

種類によって欠格年齢をたがえているものが，幾つかみられる。たとえば，

子どもの年齢と法（3）（米沢)
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船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の4（二級・特殊小型船舶操縦士免許に

あっては16歳未満，その他の免許にあっては18歳未満の者には免許を与えな

い），道路交通法4）88条1項（大型免許にあっては21歳（政令5）で定める者に

あっては，19歳），中型免許にあっては20歳（政令で定める者にあっては，19

歳），普通免許・大型特殊免許・大型二輪免許・牽引免許にあっては，18歳，

普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許にあっては，16歳に満たない者には，

免許を与えない）等がある。その理由としては，たとえば，自動車運転免許に

つき，「国際的には，条約6）にも規定されているように，概ね二輪の自動車に

あっては16歳以上，それ以外の自動車にあっては18歳以上とされている。した

がって，わが国においても，このような国際慣習に準拠しつつ，事故実態等を

踏まえ，免許の資格年齢を普通二輪免許，小型特殊免許及び原付免許について

は16歳以上，普通免許，大型特殊免許，大型二輪免許及び牽引免許については

18歳以上としている，大型免許については，かつて普通免許等と同じく18歳以

上としていたが，大型自動車による事故実態等を踏まえ，昭和42年の法改正に

より，原則として20歳以上とされ，さらに平成16年の法改正において中型免許

を設けるに当たり，中型免許については原則20歳以上に，大型免許については

原則21歳以上とされた｣7）ことがあげられている。

銃砲刀剣類所持等取締法8）は，銃砲刀剣類の所持が許可される年齢の一般的

基準を，18歳としている（5条1項1号）。かつては，14歳が基準年齢とされ

ていたが，昭和37年改正により，18歳を基準年齢とすることとされた。その後，

渋谷の少年ライフル魔事件を契機に，猟銃については昭和41年改正によって基

準年齢が20歳に引き上げられた（5条の2第2項1号）。18歳を基準としたの

は，社会常識からみても低きに失し，危害予防上適当でないこと，火薬類取締

法（火薬類の取扱者），毒物及び劇物取締法（毒物劇物取扱責任者）のように

危険物の規制に関する取扱者の制限年齢は一般的に18歳を基準にしていること，

産業用の銃砲刀剣類については18歳以上の就業者が使用する必要性があること

（満18歳に満たない労働者は，労働基準法62条により，危険有害業務に就業す

ることが制限されている）等による9）とされる。ただし，5条1項1号の例外
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が2つある。ア，空気銃（空気けん銃を含む）については，国際的な規模で開

催される一定の運動競技会に参加する選手又はその候補者として関係団体から

推薦された者に限り，14歳が基準年齢となる。（5条1項1号かっこ書）。空気

銃は，危険物としての威力が比較的低く，また高等学校の射撃部等においてス

ポーツ教育の一環として射撃競技に使用されている実態もあることから，年少

射撃資格認定制度（9条の13）を設け，14歳以上の年少者が，射撃指導員が所

持許可を受けた空気銃を使用して射撃練習等を行う余地を例外的に認めている

が，国際的な運動競技会に参加する年少者については，射撃指導員が同行する

とは限らないため，さらに例外的に，年少者自身が空気銃の所持許可を受ける

ことが認められている。イ，猟銃については，原則として，20歳が基準年齢と

なる（5条の2第2項1号）。狩猟免許の基準年齢が20歳であること（鳥獣保

護法40条1号），有害鳥獣駆除及び標的射撃の用途であっても装薬銃砲の危険

性は高いこと等による10）とされる。

「営業11）について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」を欠格事

由とするものも，みられる。たとえば，質屋営業法3条1項4号，古物営業法

4条6号，風営法4条1項8号，宅地建物取引業法5条6号，警備業法3条8

号が，それにあたる。「営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者」

とは，未成年者のなかで親権者または後見人から営業を営むことについて許可

された者（民法6条，823条，857条），婚姻をして成年者とみなされた者（民

法753条）以外の者をいう12）とされる。

未成年者が営業を許可されてその行為能力の解放が認められるのは，営業に

関連して生起する取引行為についていちいち許可を要求することは，煩雑に過

ぎ，またその営業を発展させるゆえんとならないからである13），質屋営業の許

可は対人的なものであるから，民法上の相続財産の対象とはならないが，しか

し，先祖から伝えられてきた老舗を承継し，より発展させようとするのは人間

自然の感情であるので，こうした社会的実情を考慮して，このような例外を認

めたものである14）とされる。

なお，商法5条は，「未成年者が前条の営業を行うときは，その登記をしな
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ければならない」と規定している。相手方は，未成年者が営業の許可を受けて

いるか否かによって異なる立場に置かれるので，これを公示することが望まし

いと考えられてためである15）とされる。しかし，それに対して，右の営業が

商業である場合には，登記をしなければならない（5条）ことになっているが，

その他の営業については公示する方法がないのは問題である16）との批判があ

る。

2．受 験 資 格

これらの資格等の取得は，多くの場合，資格試験の合格を要件としている。

資格取得の際の欠格要件と受験の際の欠格要件との関係は，① 資格取得には

年齢による欠格要件を設けているが，受験にも学歴・職歴等による欠格要件を

設けているもの，② 資格取得には年齢による欠格要件を設けているが，受験

には欠格要件を設けていないもの，③ 資格取得には年齢による欠格要件を設

けていないが，受験には（事実上も含めて）学歴等の欠格要件を設けているも

の，④ 両者とも，年齢等の欠格要件を設けていないもの，とに大別される。

①としては，医師（医師法11条），税理士（税理士法5条），薬剤師（薬剤師

法15条），建築士（建築士法14，15条），社会保険労務士（社会保険労務士法8

条）等がある。たとえば，薬剤師法15条は，「薬学の正規の課程」を「修めて

卒業した者」等でなければ，試験を受けることができないと規定している。

②としては，司法書士，行政書士，弁理士（もっとも，学歴による科目免除

がある―弁理士法11条），公認会計士（もっとも，職歴による科目免除がある

―公認会計士法9，10条）等がある。その場合，例えば，司法書士試験の受験

資格についての制限はないので，未成年者でも受験できるが，その者は，試験

に合格しても，成人になるまで司法書士の登録を受けられないことになる17）。

この場合，試験合格に加えて，なぜ，成人年齢まで要求しているのかが，問題

となる。それは，これらの職業にとって，専門的知識だけでなく，一定の社会

経験も必要であると考えたためであろう。

③としては，クリーニング師，弁護士等がある。たとえば，クリーニング師
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の受験資格は「高等学校に入学することのできる者」（中卒以上）とされてい

る（クリーニング業法7条3項）。司法試験の受験資格は，法科大学院の課程

を修了した者もしくは司法試験予備試験に合格した者とされている（司法試験

法4条1項）。もっとも，司法試験予備試験には，受験資格の制限はない。

④としては，危険物取扱者18）乙種・丙種（消防法13条の2第3項），気象予

報士（気象業務法24条の4，20条，21条），不動産鑑定士（不動産の鑑定評価

に関する法律8条以下），通訳案内士（通訳案内士法3条以下）等がある

（もっとも，なかには，学歴によって，受験科目を免除しているものがある）。

これらの場合，試験に合格すれば，何歳でも資格が付与されることになる。た

とえば，消防法13条の2第3項は，「危険物取扱者免状は，危険物取扱者試験

に合格した者に対し，都道府県知事が交付する」と規定しており，そこには未

成年者欠格条項はない（成年被後見人，被保佐人も欠格事由とされていない）。

1) 欠格事由として，未成年者とともに，成年被後見人・被保佐人を規定するもの
が，ほとんどである（公認会計士，税理士，行政書士，医師，薬剤師法等）。例外
的に，公証人法12条1項は，欠格事由として未成年者を規定するが，成年被後見
人・被保佐人は規定していない。逆に，弁護士法7条，保護司法4条は，欠格事
由として，成年被後見人・被保佐人を規定するが，未成年者は規定していない。

2) 小林昭彦・河合芳光『注釈司法書士法』147頁（2003年）。
3) 小林他，前掲・註(2)。
4) 成人間での年齢区分として，道路交通法99条の2第4項2号は，技能検定員の
欠格事由を25歳未満の者とし，同法99条の3は，教習指導員の欠格事由を21歳未
満の者としている。また，高齢者につき，同法101条の4は，免許証の更新日に年
齢が70歳以上の者は，講習を，75歳以上の者は，認知機能検査を受けなければな
らないとしている。

5) 道路交通法88条1項1号・2号での政令で定める者は，道路交通法施行令32条
の7によって，自衛官と定められている。自衛隊用車は厳重な規律と監督下のも
とで運転されるので，事故の発生が少ないという理由による（伊藤榮樹・小野慶
二・荘子邦雄（編）『注釈特別刑法第6巻』493頁（1989年）。

6) わが国が1964年に批准した「道路交通に関する条約」（ジュネーブ交通条約）24
条及び付属書8は，国際運転免許につき，自動車を運転することができるための
最低年齢は18歳とする，もっとも，締約国は，他の締約国が18歳未満の者に対し
て発給した二輪の自動車の運転免許証を認めることができる，と規定している。

7) 道路交通法研究会（編）『最新注解道路交通法［全訂版］』549頁（2010年）。
8) 申請日に年齢が75歳以上の者は，認知機能検査を受けなければならない（銃砲
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刀剣類所持等取締法4条の3）。
9) 辻 義之（監修）・大塚 尚（著）『注釈銃砲刀剣類所持等取締法』169～70頁
（2011年）。

10) 辻，前掲・註(9)。
11) 民法6条の「営業」と823条の「職業」との関係については，通説は，「営業」
を，営利を目的とする事業，「職業」を，営利を目的とするか，自営か雇用されて
いるかを問わず，広く，継続的な業務ととらえ，単に雇用されている未成年者は，
使用者の指図に従って行動しているだけであり独立して取引するのではないので，
親権者が職業を営むことを許可したからといって直ちに民法6条の営業の許可を
与えたということはできないとする。他方で，営業をもって職業と同視し（もし
くは民法6条を類推適用し―幾代・総則62頁），雇われる場合も含むとする説（中
川）もある（遠藤浩・良永和隆（編）『基本法コンメンタール民法総則［第6版］』
32頁［平井一雄・橋本恭宏執筆］（2012年））。

12) 小堀 旭・堺野正治『改正質屋営業法逐条解説』60頁（1963年）。
13) 於保不二雄・中川 淳（編）『新版注釈民法（25)』315頁［高梨公之・高梨俊一
執筆］（2004年）。

14) 小堀他，前掲・註(12)61頁。
15) 服部榮三・星川長七（編）『基本法コンメンタール商法総則・商行為法［第4
版］』14頁［豊崎光衛・佐藤幸夫執筆］（1997年）。

16) 我妻 榮・有泉 亨・川井 健『民法1［第3版］』43頁（2008年）。
17) 佐藤 均『詳解司法書士法』62頁（2004年）。
18) ただし，危険物取扱者甲種の受験資格は，大学，高専等で化学を修め卒業した
者とされている（消防法13条の3第4項）。

第9節 医 療

1．手術に際しての輸血

未成年者の医療における同意年齢については，直接規定する法令は存在しな

い。一般的には，原則として，判断能力の未成熟な未成年者については親が，

成熟した未成年者については本人が，医療上の決定を行うことができるとしつ

つ，ガイドラインにおいて，年齢を一応の目安としている。年齢で一律に決め

ないのは，同意能力は，治療行為の態様や危険性，また，結果や予後など患者

を取り巻く個別的な事情に応じて，そして何よりもまず，個人の理解力や判断

能力に応じて変わりうるからである1），医療に対する同意も，家族法上の行為

と同様，取引の安全の保護という要請が働かないため，画一的に処理する必要
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がないためである2）とされる。

手術に際しての輸血の同意について，国内５学会によるガイドライン（平成

20年）は，18歳と15歳を境界線としている。それによると，18歳以上は成人と

同じ扱いがなされる。15歳以上18歳未満は，親権者と本人ともが輸血を拒否す

る場合はそれを認め，本人が輸血を拒否するが親権者が輸血を希望する場合は

輸血を行う。15歳未満は，本人の意思を考慮せず，親と話し合い，必要な場合

は，親権喪失宣言および審判前の保全処分を求める等の法的な措置をとること

となる3）。18歳，15歳との年齢区分につき，ガイドラインは，18歳は，児童福

祉法4条の「児童」の定義，15歳は，民法797条の代諾養子，民法961条の遺言

能力，「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針による臓器提供意思を

斟酌して定めた，と説明している。

2．不 妊 手 術

母体保護法3条1項は，本人と（配偶者がある場合には）配偶者の同意を得

て医師が不妊手術をなしうる者を定めているが，但書により，そこから「未成

年者」は除外されている。他方，人工妊娠中絶を定める14条1項では，未成年

者除外規定は置かれていない。

3．臓 器 移 植

臓器の移植に関する法律［臓器移植法］6条は，提供者の生前の書面での意

思表示がある場合に臓器の摘出を認めている（もっとも遺族の拒否権が認めら

れている）が，提供者の年齢の下限を規定していない。厚生労働省ガイドライ

ン（「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針・平成 9・10・8 健医発

1329通知）が，「臓器提供に係る意思表示の有効性について，年齢等により画

一的に判断することは難しいと考えるが，民法上の遺言可能年齢等を参考にし

て，法の運用に当たっては，15歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り

扱うこと」と通知したことから，実質的には15歳未満の者からの臓器提供がで

きないとされていた。しかし，平成21年の臓器移植法改正により，本人の意思

子どもの年齢と法（3）（米沢)

(法雑 ’15）61―3―13

七
九
八



が不明な場合（拒否していない場合）においても，遺族の承諾により臓器の摘

出が可能となり，これにより，臓器を提供することに関する有効な意思表示が

認められない15歳未満の者についても，遺族の承諾による臓器提供が可能と

なった4）。その際に，本人の意思をあくまで尊重するという枠組みをそのまま

残しながら，意思表示ができる年齢を初等教育が終わった12歳以上にするとい

う対案は，採用されなかった5）。

なお，改正法では，虐待を受け死亡した18歳未満の児童からの臓器提供がな

いよう，虐待が行われた疑いがあるかどうかを移植従事者が確認する必要があ

るとされている（平成 21・7・17 附則5）。

4．AID（非配偶者間人工授精）

AID により出生した子の出自を知る権利につき，厚生科学審議会「精子・

卵子・胚の提供等による生殖補助医療の在り方についての報告書」（平成12年）

は，成人した子は，提供者を特定できないものについて，提供者が承認した範

囲内で知ることができる，自己が結婚を希望する人と結婚した場合に近親婚に

ならないことの確認を求めることができるとしていた。その後，厚生科学審議

会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」

（平成15年）は，見解を変更し，15歳以上の子は，提供者を特定できる内容を

含め提供者の情報の開示を請求することができる，男性は18歳，女性は16歳以

上の者は，自己が結婚を希望する人と結婚した場合に近親婚にならないことの

確認を求めることができるとした。15歳という年齢については，「アイデン

ティティクライシスへの対応という観点から思春期から開示を認めることが重

要であること，民法における代諾養子や遺言能力については15歳を区切りとし

ていること等を踏まえ，15歳とした」と説明している。

5．医療費補助

児童福祉法21条の5に基づく「小児慢性特定疾患医療費助成制度」は，治療

が長期間にわたり治療費が高額になる特定の疾患の自己負担分を補助するもの
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であり，対象者は，18歳未満であるが，18歳未満で認定を受け，引き続き治療

が必要な場合は20歳未満まで延長が可能である。

6．健康診査・予防接種

母子保健法12条1項は，市町村は「満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼

児」と「満3歳を超え満4歳に達しない幼児」を対象とした健康診査を行わな

ければならないと規定している。親の義務規定は存しない。

予防接種法8条は，政令で定める一定の疾病につき，接種を受ける努力義務

を課し，16才未満の者の場合には，「保護者」に受けさせる努力義務を課して

いる。16歳未満と成年被後見人は「意思表示の能力を欠く者であることから，

保護者が予防接種を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ないこととするものである｣6）とされる。

1) 寺沢知子「『承諾能力』のない人への治療行為の決定と承諾」私法63号187頁
（2001年）。
2) 永水裕子「未成年者の治療決定権と親の権利との関係」桃山法学15号201頁
（2010年）。

3) 永水，前掲・註(2)209頁。
4) 厚生労働省（監修）『臓器移植法』31頁（2012年）。
5) 厚生労働省，前掲・註(4)16頁。
6) 感染症法研究会（編）『予防接種法詳解』66頁（2007年）。

第10節 家 族

1．民法上の「成年」年齢

民法4条は，「年齢20歳をもって，成年とする」と規定している。

明治9年の太政官布告41号が成年年齢を20歳とし，明治29年に公布された明

治民法がそれを引き継ぎ，現行民法がそれを引き継ぎ，今日に至っている。実

際の理由は，欧米諸国の近代的な経済取引秩序を導入することが急務であった

ので，欧米諸国の多くが採用していた21歳以上の成年年齢に近付けるため，20

歳以上にしたと指摘されている1）。もっとも，民法4条が20歳で成年とするの

は，主として財産上の判断能力を考えてのことである。他方，身分的法律行為
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は，本人がその行為の意義を理解する能力があれば単独でやれるのが本則だと

いってよい2）ので，民法上，親族法・相続法上の一定の行為については，遺言

能力（961条）等，能力に関する特別規定がある。そこにおいては，15歳3）を

境界年齢とするものが多い。

2．親 権

民法は「成年に達しない子は，父母の親権に服する」（818条1項）と規定し，

親権の章で，親権者に，監護・教育権（820条），居所指定権（821条），懲戒権

（822条），職業許可権（823条），財産管理権・法定代理権（824条）を認めて

いる。

年長の未成年者につき，「未成年者といっても，満18歳に達した大学生とも

なれば，自己の行動に対する意思決定の自由は，相当程度尊重されるべきで

あって」として，親権者による保護関係を限定的に捉え，未成年者を親権によ

る保護関係から離脱させる旨の親権者への通知が，脅迫罪を構成しないとした

刑事裁判例がある（大阪高判昭和 62・9・18 判タ660号251頁・確定）。

以前，親権喪失の申立人は「子の親族又は検察官」と規定されていたが，親

権喪失・停止（停止が新設された）の申立人に「子」が明示，追加されるに

至っている（民法834条，834条の2）。年長の未成年者が虐待の被害者になっ

た場合，子自身が救済を求める余地を残しておく必要がある4），直接の影響を

受けるのは子どもであるため，意思能力があれば年齢にかかわらず，申立をし

うる5）とされる。

3．婚 姻

民法は，「男は，18歳に，女は，16歳にならなければ，婚姻をすることがで

きない」（731条），「未成年の子が婚姻をするには，父母の同意を得なければな

らない」（737条1項），「父母の一方が同意しないときは，他の一方の同意だけ

で足りる」（737条2項）と規定している。

配偶者の選択を誤らしめないように，監護の地位にあり，愛情の最も深い父
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母に同意権を与え，未成年者の保護をはかっている，いずれか一方の同意があ

れば，子の保護のための制度としては十分であるとの趣旨であろう6）とされる。

外国では，婚姻適齢の男女差を無くし，成人年齢と婚姻年齢を一致させる傾

向にある7）。わが国でも，両者を一致させるべきとの見解が有力である8）。ち

なみに，平成8年の法制審議会民法成年年齢部会答申は，婚姻適齢については，

男女とも18歳以上とすべきであるとしている。その理由としては，① 社会

的・経済的成熟度に重きを置いて定めるのが相当，② 高校教育が事実上義務

化されている実態からすると，高卒程度の年齢を婚姻適齢とするのが相当であ

ることがあげられている。なお，児童の権利委員会から，男女差を無くすよう

勧告を受けている9）。

民法753条は，「未成年者が婚姻をしたときは，これによって成年に達したも

のとみなす」と規定している（成年擬制）。

婚姻生活にたいする外部からの干渉を廃止することによって，婚姻の独立を

志向したためである10），婚姻家庭の独立を守り，親権者等の介入によって円滑

な婚姻生活の遂行を妨げられないようにするためである11）とされる。

成人擬制は，私法上の行為能力に関するものであるから，公法上の問題には

及ばない12）。私法上の問題については，成年擬制の効果を広く私法上のすべて

の行為について認めるのが通説であるが，これをより制限的に解する立場（実

質的な能力の成熟を要する行為―後見人，後見監督人，保佐人，証人になる資

格―に関しては成年擬制の効果は及ばない）もある13）。

20歳になる前に離婚したり配偶者と死別した場合，擬制された成年者として

の地位を失うことになるかについて，学説は肯定説と否定説とに分かれてい

る14）。

なお，婚姻・離婚届には，「成年の証人」が必要である（民法739，764条）。

4．養 子 縁 組

普通養子縁組につき，民法は，「養子となる者が15歳未満であるときは，そ

の法定代理人が，これに代わって，縁組の承諾をすることができる」（797条1
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項），「未成年者を養子とするには，家庭裁判所の許可を得なければならない」

（798条）と規定している。その反対解釈により，15歳になれば，意思能力が

あることを前提とした上で，縁組をする能力があるということになる15）。ただ

し，家裁の許可は必要である。

協議離縁につき，民法は，「養子が15歳未満であるときは，その離縁は，養

親と養子離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする」（811条

2項）と規定しており，その反対解釈により，15歳以上であれば，意思能力を

有している限り，単独で協議の当事者となりうる。家裁の許可は必要とされて

いないが，縁組の場合と同様，家裁の許可を要件とすべきとの見解16）がある。

養子をとることのできる年齢（養親年齢）として，民法792条は，「成年に達

した者は，養子をすることができる」と規定している。養子縁組は嫡出子たる

身分を養子に取得させ，かつ養親は親権を行使するなど，身分関係に重大な影

響を与える身分行為であるため，養親となるためには十分な判断能力が要求さ

れるためであるとされる17）。成人擬制を受けた未成年者が養親となりうるかに

ついて，戸籍実務と通説はその点を肯定する18）が，少数説は，成人擬制は日

常の夫婦生活を行うための必要から便宜的に認められた規定であるとして，そ

の点を疑問とする。

特別養子縁組の場合19），養子は縁組申立時に6歳未満であることが必要であ

るが，6歳未満の時から引き続いて養親となる者に監護されている場合は，8

歳未満であればよい（民法817条の5）。養子となるべき者が実親に強く愛着を

持つ以前に養親による養育が開始されるのが望ましいためである20），養親を唯

一の親として実親によると同様の監護養育がなされることを目的としているか

ら，就学年齢である6歳に達する前に，申立をすることが必要であるが，縁組

の決断をするのに日時を要する場合もあることから，例外的に2年間の猶予期

間を設けたのである21）とされる。なお，広島家審昭和 63・3・12 家月40巻7

号192頁は，8歳3ヶ月の縁組申立を，年齢要件を満たさないとして却下して

いるが，その理由として「例外的に2年間の猶予期間を設けて，申立て時に8

歳未満であってもよいこととした法の趣旨からすると，更になおそれ以上の例
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外を認める訳にはいかない」ことをあげている。

特別養子縁組の離縁の場合，養子も申立権者と規定されており（民法817条

の 10），15歳未満でも意思能力があれば申立は可能である22）。

5．氏 の 変 更

民法は，「子が父又は母と氏を異にする場合には，子は，家庭裁判所の許可

を得て，戸籍法の定めるところにより届け出ることによって，その父又は母の

氏を称することができる」（791条1項），「子が15歳未満であるときは，その法

定代理人が，これに代わって，前2項の行為をすることができる」（791条3

項）と規定している。そこから，15歳以上の子は子本人が自ら氏の変更決定で

きるということになる。ただし，家裁の許可は必要である。

民法791条4項は，未成年の子の氏を変更した場合には，成人に達した時か

ら1年以内に届け出ることによって，従前の氏に復することができると規定し

ている。氏が個人の呼称である側面を重視して，子本人の自己決定を担保する

ためである23）とされる。

戸籍法21条1項は，「成年に達した者は，分籍をすることができる」と規定

している。成年者に限ったのは，親の養育監護を要する間は親と戸籍を同じく

するのが望ましいと考えられたためであろう24）とされる。

6．認 知

民法780条は，「認知をするには，父又は母が未成年者又は成年被後見人であ

るときであっても，その法定代理人の同意を要しない」と規定している。未成

年であっても，意思能力さえあれば，法定代理人の同意を要せず，単独で認知

できる。認知が形成的身分行為であるから意思能力で足りるとか，父性の事実

を知る者が本人以外にいないからと説明される。未成年者の認知能力につき，

戸籍実務は15歳以上を能力者として扱っているが，養子縁組（民法797条）や

遺言（民法961条）における扱いとの権衡が理由であろう25）とされる。

民法782条は，「成人の子は，その承諾がなければ，これを認知することがで
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きない」と規定している。子が最も扶養を必要とする未成年の間は認知せずに

放置し，子が成年に達した後，親としての扶養を請求するために認知すると

いった，認知者の利己的な行為を排斥するためである，その際に，未成年で

あっても，成人擬制をうけているときは，その承諾が必要である26）とされる。

7．遺 言

民法961条は，「15歳に達した者は，遺言をすることができる」と規定してい

る。その際，法定代理人の同意は必要ない（962条）。遺言の自由を認めたのは，

意思能力があれば，遺言の効力は死後に生じるので，特に未成年者の財産上の

保護を必要としないからである27），財産行為における意思能力は，およそ6歳

から7歳程度で取得するが，遺言には認知などの身分行為も含まれていること

から，身分行為における意思能力のおよその取得時期である15歳とした28）と

される。それに対して，財産行為における意思能力の取得時期を考慮して，も

う少し年齢を下げるべきだとの立法論がみられる29）。

民法974条1号，1009条は，未成年者は，遺言の証人又は立会人，執行者と

なることができないと規定している。未成年者をして遺言を執行させることは，

利害関係人に損害を与える危険が大きいからである30）。婚姻によって成年擬制

された者については，現実の管理能力を身につけたわけではないとして欠格者

に入れる説があるが，他方では，成人同様の能力者として民法上扱われる以上，

特に遺言執行者として排除する必要はないとして入れない説もある31）。

8．子どもの引渡

現在では，人身保護請求事件の多くが，未成年の子の引渡請求事件である。

判例は，9歳ないし10歳程度を子どもの意思を尊重する基準としているが，年

齢を機械的に適用しているわけではない32）。

9．離婚後の養育費

民法766条1項の「子の監護に要する費用」とは，未成熟子の養育に要する
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費用であるが，未成熟子の範囲については，「成年年齢」という形式基準で画

するべきでなく，「要扶養性」という実質基準で判断すべきであり，民法の成

年年齢と養育費支払義務の終期とは，法的には連動しない33）とされる。ちな

みに，東京高決平成 12・12・5 家月53巻5号187頁は，成人に達したことを

もって直ちに当該大学生が要扶養状態にないと断定することではないと判示し

ている。

10．性同一性障害者の性別の変更

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律［性同一性特例法］3条

によれば，性同一性障害者が性別の取扱いの変更の審判を家庭裁判所に請求す

るためには，①「20歳以上であること」，②「現に婚姻をしていないこと」，③

「現に未成年の子がいないこと」（平成20年の改正で「現に子がいないこと」

から改正された），④「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状

態にあること」，⑤「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分

に近似する外観を備えていること」の要件をすべて満たさねばならない。

①は，成人年齢が20歳であることや，ガイドライン上34）第3段階の治療

（手術療法）が20歳以上とされていること等を理由とする。③は，親子関係等

の家族秩序に混乱を生じさせ，あるいは子の福祉に影響を及ぼすことになりか

ねないことを理由とするが，憲法13条，14条に違反する，諸外国において例を

みない要件であるといった批判がある35）。
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