歳成人問題

﹁成人年齢を 歳にすることに関して︑法務省が広く国民の意見を求める﹂
と聞くと︑ 新聞を 読ん でいない人 は驚く かも しれない︒ しかも ︑法 務省が求め
ているのは︑成人年齢を 歳にすることについての是非︑つまり︑賛成か反対
かではない︒その答えはすでに出ている︒
今回︑法務省が求めている意見は︑成人年齢を にするための具体的な施行
方法につい てだ︒ 例え ば︑法律を 改正し てか ら実際に施 行する まで の周知期間
は 年程度でいいと思うか︒施行日は 月 日がいいか︑ 月 日がいいか︑
それ以外の日がいいか︒
そう︑成人年齢を 歳にすることは政府の既定方針なのだ︒そのうえで︑具
体的な手続きについて意見を募集している︒
では︑なぜ︑今︑成人年齢を 歳に変える必要があるのか︒これまでの経緯
をおさらいしておこう︒
選挙権年齢が﹁ 歳以上﹂から﹁ 歳以上﹂に引き下げられたのは記憶に新
しい︒﹂今年 月に公職選挙法の改正が施行され︑ 月の参院選では︑改正公
職選挙法に基づいて 歳と 歳の新しい有権者が投票した︒
若者にも 積極的 に政 治に参加し てもら おう という狙い や︑少 子高 齢化の進展
で有権者に占める若者の比率が低下していること︑国際的に見ても 歳選挙権
が標準的になっていることなどが理由として挙げられた︒
選挙権年齢に先立って︑２０１４年に成立した改正国民投票法では︑憲法改
正の手続きに必要な国民投票の年齢も﹁ 歳以上﹂になっている︒
国民投票や選挙の年齢を議論していた当時から︑
﹁選挙や国民投票に参加でき
る年齢を 歳にするということは︑ 歳を大人として大人と認めることだ︒そ
れなら︑ほかの分野でも︑ 歳を大人として扱うべきだ﹂
﹁投票の権利だけを与
えるのでは なく︑ 成人 としての義 務も負 って もらう必要 がある ﹂と いう議論は
盛んだった︒
法相の諮問機関である﹁法制審議会﹂は︑２００９年の時点で︑
﹁民法が定め
る成年年齢を 歳に引き下げるのが適当である﹂という答申を申し出ている︒
なお︑法 律の条 文や ︑この答申 のよう な政 府の公式文 書では ﹁成 人﹂ではな
く﹁成年﹂という表現を使うことが多いが︑﹁国民の祝日に関する法律﹂では︑
月の第 月曜日を﹁成人の日﹂と定めている︒
一般的には︑
﹁成人式﹂
﹁成人教育﹂
﹁成人病﹂
﹁成人向け﹂など︑
﹁成人﹂と表
現することのほうが多い︒新聞やテレビで︑この問題を報道するときも︑
﹁成年
年齢﹂と表記することが多い︒
その成人年齢を国際的に見ると︑ 歳が主流のようだ︒法制審議会の専門部
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会がまとめ た０９ 年報 告書による と︑デ ータ がある国・ 地域１ ８７ のうち１４
１の地域が 歳以下を成人年齢と定めている︒
日本の歴史を振り返ってみよう︒現在の成人式に近いものとして︑男子の﹁元
服﹂が考えられるが︑奈良時代から江戸時代までを通して︑ 歳前後で元服す
るのが︑一般的だったようだ︒一方︑８世紀初めに制定された大宝律令では︑
歳以上の男子が納税や兵役の義務が課せられていた︒
現在の 歳成人の規定は︑明治政府が大宝律令の規定や︑当時は今より高か
った海外の 事例な どを 参考に︑１ ８９６ 年の 民法で定め たもの だ︒ それ以来︑
日本では 歳が成人年齢として定着していた︒
皇室典範では︑
﹁天皇︑皇太子及び皇太孫の成年は︑ 年とする﹂
︵ 条︶と
定められている︒
成年と未 成年︑ 大人 と子供など ︑年齢 を区 別する基準 はほか にも たくさんあ
る︒
現在の結婚可能年齢は男性が 歳︑女性が 歳以上だ︒自動車や船舶や航空
機の運転︑操縦免許は規格によって︑ 歳や 歳から取得できる︒労働基準法
や風俗営業法では 歳や 歳で線を引く規定がある︒
民間の区 分にな れば ︑さらに様 々だ︒ 交通 機関の運賃 などは ︑中 学生になる
と﹁大人﹂ になる こと が多いし︑ 遊園地 やテ ーマパーク などの 施設 ごとに﹁大
人﹂の年齢がことなるのはご承知の通りだ︒
もちろん︑政府はこうした様々な﹁成人﹂や﹁大人﹂の基準をすべて 歳に
しようとし ている わけ ではない︒ 新聞報 道を 元に︑政府 が検討 して いる案を整
理してみよう︒
政府は︑ まず︑ 民法 を改正しよ うとし てい るので︑民 法で定 めて いる成人の
規定は︑原則として 歳から 歳に引き下げられることになる︒
例えば︑ 歳になれば︑親など法定代理人の同意がなくても契約の主体にな
れる︒ロー ンを借 りた り︑自分名 義の携 帯電 話を持った り︑ク レジ ットカード
を作ったり するこ とが できるよう になる ︒親 権に服さな くなる から ︑自分の判
断で民事訴訟を起こしたりすることも可能になる︒
わかりや すく言 えば ︑契約行為 をはじ まと するさまざ まな分 野で ︑親から独
立した﹁一人前の大人﹂として扱われることになる︒
ただし︑民法の規定でも︑ 歳に引き下げず︑ 歳のまま据え置く方向で検
討されてい るもの もあ る︒養子を 取るこ とが できる年齢 ︵養親 年齢 ︶だ︒養子
を取るとい うこと は︑ 他人の子を 法律上 自分 の子として 育てる とい う重い責任
を伴うものであり︑現行通り 歳以上のままでいいという考え方だ︒
成人年齢 の﹁引 き下 げ﹂と書い てきた が︑ 一部には﹁ 引き上 げ﹂ の可能性も
ある︒女性の婚姻年齢だ︒現在は 歳以上だが︑成人年齢の見直しに合わせて︑
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男性と同じ 歳に統一したほうがいいという意見があり︑政府が検討をすすめ
ている︒
民法が改正されれば︑他の法律にも大きな影響が及ぶ可能性がる︒民法の﹁成
年﹂の概念を利用している法律が２００本前後あるからだ︒民法を改正すれば︑
これらの法 律を個 別に 改正しなく ても︑ 成人 年齢が自動 的に引 き下 げられるこ
とになる︒
政府は︑現在進めている意見募集の結果などを参考に︑ 年の通常国会に民
法の改正案を提出する構えだ︒
意見募集 では︑ 改正 法の成立後 ︑３年 程度 の周知期間 を設け るこ とを予定し
ているが︑支障はないかとか︑施行日は﹁１月１日﹂﹁４月１日﹂︑﹁それ以外﹂
のいつがいいかなどを質問している︒
この予定通りに進めば︑早ければ２０２１年の１月か４月に︑その時点で 歳
と 歳の約２００万人が一斉に新成人になることが予想される︒成人式の開催
なども対応が必要になりそうだ︒
一方︑民法の規定を利用せず︒独自に年齢制限を定めている法律についても︑
民法改正に合わせて︑別に議論が進められている︒
最も注目を集めているのが飲酒と喫煙の解禁年齢だ︒現在は︑ 歳未満の飲
酒︑喫煙は︑
﹁未成年者飲酒禁止法﹂と﹁未成年者喫煙禁止法﹂で禁止されてい
る︒
この解禁年齢を民法の改正とあわせて 歳に引き下げるかどうかについては︑
政府︑与党内でも意見が割れている︒
﹁ 歳にも大人としての人格を認めることにする以上︑飲酒や喫煙の判断も
本人に任せるべきだ﹂︑﹁海外では︑ 10
代から飲酒や喫煙を認めている国が多い﹂
という賛成論がある一方で︑
﹁青年期に喫煙を始めると肺がんなどにかかるリス
クが高まる﹂
﹁飲酒を始める年齢が低いほど︑アルコール依存症になる確率が高
まる﹂といった反対論︑慎重論も根強い︒
競馬や競 輪など 公営 ギャンブル の馬券 ︑車 検などの購 入年齢 制限 を引き下げ
るかどうか につい ても 議論が分か れてお り︑ それぞれの 担当官 庁が 検討してい
る︒ 歳未満を﹁少年﹂として︑成人とは異なる刑事手続きを定めている﹁少
年法﹂の扱いぼ別途検討中だ︒
政府は﹁ 歳成人﹂に向けて着々と準備を進めているが︑国民の意見はまだ
一つにまと まって いな いようだ︒ 各種の 世論 調査やヒア リング によ ると︑そも
そも︑成人 年齢の 変更 の議論をよ く知ら ない 人が多い︒ 賛否も 大き く割れてお
り︑反対が賛成を上回る調査結果も目立つ︒
賛成派︑推進派の意見はこうだ︒
﹁ 歳になった若者が︑自分で稼いだお金を
自分の判断で使えるようになれば︑大人として自覚が生まれる﹂
﹁政治の面で選
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挙権を持たせて以上︑経済の面でも自己責任を持たせるのは当然だ﹂
﹁若者が将
来の社会を支えていくという姿勢が明確になり︑活力が生まれる﹂︒
これに対して︑反対派︑慎重派はこう反論する︒
﹁現代の若者は大人としての
自覚に欠け ている とい う指摘もあ る︒民 法の 成人年齢を 引き下 げれ ば自然にこ
のような問題が解消されるわけではない﹂
﹁立候補や政策を選ぶ政治的な選択能
力やあるか らと言 って ︑自分が契 約の主 体と なるだけの 判断能 力や その責任を
履行するだけの経済力があるとは限らない﹂
﹁社会に活力が生まれるかもしれな
いが︑混乱や事件が多発して︑社会の活力が減退する恐れもある﹂︒
課題をもう少し詳しく見ていこう︒﹁ 歳と 歳の若者が自分の判断だけで
契約を結ぶことができる﹂と捕えれば︑前向きな印象があるが︑
﹁親の知らない
ところで勝 手に契 約す ると︑今の 民法な ら無 効にできる が︑改 正後 は無効にで
きず責任が発生する﹂と捕えれば︑危険なイメージが出てくる︒
歳や 歳の若者が︑悪質な業者の勧誘に乗せられて不当な契約を結ばされ
たり︑マルチ商法などの被害にあったりする恐れはないか︒
﹁ニート﹂﹁フリーター﹂﹁引きこもり﹂などの言葉に代表されるような経済
的に自立し ていな い若 者が︑親の 保護を 受け にくくなっ て︑ま すま す困窮する
恐れはないか︒
高校３年 生で成 人に 達した生徒 は親権 の対 象にならな いこと にな る︒現在︑
高校の生活指導などは親などの親権者を通して行っており︑混乱が生じないか︒
他にも様 々な課 題が 指摘されて いる︒ 成人 年齢を引き 下げる こと の意義や効
果を生かし ︑同時 に︑ 弊害や懸念 を払拭 でき る道はない のか︒ 弊害 や懸念だけ
をなくすような対策が立てられれば可能だ︒
賛成派︑推進派からは︑すでにいくつかの対策案が示されている︒
たとえば︑契約上の懸念に対しては︑ 歳︑ 歳の若者の経験不足や知識不
足につけ込 むよう な悪 質な取引が 行われ ない よう︑事業 者に重 い説 明責任を義
務付けるこ とや︑ 万一 ︑不当な契 約が結 ばれ てしまった 場合に は︑ 遡って契約
の取り消しができるような規定を別に設けることが検討されている︒
また︑若 者の自 立を 積極的に支 援する 対策 の重要性を 訴える 声も ある︒若者
が資格や技 能を身 に着 け︑経済的 に自立 でき るようにす るキャ リア 形成や︑困
ったり迷っ たりし てい る若者が気 軽に相 談で きる専門的 な窓口 の充 実︑若者に
大人としての自覚や責任感を持たせるための教育改革︱︱などだ︒
しかし︑ 単に教 育改 革といって も︑大 人に なるための 心構え だけ でなく︑法
律上の主体 となる こと に関する分 野︑消 費者 として必要 な知識 に関 する分野︑
金融や経済の取引に関する分野など︑教えなければならない範囲は広い︒いつ︑
どこで︑誰が︑どうやって教えるのか︒
こうした幅広い対策を着実に実現し︑ 歳の若者たちを安心して大人なの仲
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間入りさせるためには︑社会全体としての取り組みが欠かせない︒
﹁ 歳成人﹂に賛成か反対かを判断するときは︑こうした課題や対策につい
てもきちんと考える必要があるだろう︒
18

