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要旨
本研究は、高齢者虐待の防止に関する日本と韓国の法制度の比較研究である。日本法は高
齢者虐待の防止に関する単独法が2006年に施行された。韓国では老人福祉法の改正時に高齢
者虐待の関連条項が挿入され2004年に施行された。この研究のために韓国法の日本語訳を作
成し高齢者虐待の定義と責務、調査、処罰などに焦点をあて比較した。その結果を基に高齢
者虐待防止をめぐる両国の考え方の違いを整理し、権利擁護のあり方などについて考察を行
った。韓国法のように罰則により家族関係を断ち切る方向での解決ではなく、日本のように
高齢者の自立支援や成年後見制度の導入が望ましいこと、また、両国とも本人が住み慣れた
自宅や地域での生活を再び取り戻せるよう市町村において高齢者虐待に関する相談機関を拡
充するとともに、必要時には法的介入と支援が遅滞なく行えるようにすることの必要性など
について論じた。
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Ⅰ．はじめに
日本と韓国では、極めて短期間のうちに多産多死から少産少死へという人口構造の変化が
生じ、経済の発展と共に高齢化に影響を与えた。日本の高齢者率は、1970年７％から1994年
14％に、2005年は20％に、2050年は35.7％に達すると推定される（内閣府 2006：４）。一方、
韓国の高齢者率は2000年7.1％から2019年14％に、2026年は20％に、2050年は37.3％（韓国統
計庁 2007）に達すると予想されている。高齢化は、世界でも例のない速度で増加を続け、
高齢者を取り巻く家族環境も大きく変わっている。
日本での高齢者虐待は、
「老人虐待」（金子 1987）により社会問題として注目されるよう
になった。それまでは、
「姥捨て山」の昔話に語り続けられていたように、実際に高齢者虐
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待があっても、実態が明らかにされることは少なかったと推定される。
日本で、高齢者虐待の問題が国会の場で最初に議論されたのは、1994年５月で、その後
2002年１月から法制定にむけた動きが強まり、「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」
（以下、日本法という）が、2006年４月１日から施行された。
韓国でも高齢者に関する扶養、虐待問題は、古くから存在している問題であり、高齢者を
山に捨てる内容の昔話もある。社会福祉分野における重要なテーマのひとつであったが、関
心が高まったのは、1990年代に入ってからである（キム 2006：４）。その後、「老人福祉法」
の中に高齢者虐待の防止に関する条項を盛り込む改正案が2003年12月に国会を通過し2004年
１月29から施行された（以下、韓国法という）。
日本と韓国には、高齢者虐待の防止に関する法律が成立しているが、十分な法律の運用と
高齢者虐待防止への支援体制など、サービスの構築はこれから積み上げて行く必要がある。
日本では、実態調査、介入方法や日本法の見直しなどの研究が行っているが、韓国では、
韓国法の見直しにおいては、あまり研究されてない。
本稿では、韓国法の日本語訳が見当たらなかったので、日本語に訳したうえで、日本法と
韓国法の比較を通して高齢者虐待防止をめぐる両国の考え方の違いを整理し、考察し、提言
を行うとともに、高齢化社会における権利擁護のありかたについて考察する。
Ⅱ．研究方法
本研究では、韓国法の法文を日本語に翻訳した。そして、高齢者虐待防止関連条項を法文
から引用し、カテゴリ別に比較検討した。
日本法は高齢者虐待の防止に関する単独法であるのに対し、韓国法は2003年老人福祉法の
改正時に高齢者虐待防止の関連条項が挿入された。対等な法律概念として比較することはや
や無理があるが、高齢者虐待防止と関連がある条項の中で、共通する部分と重要であると思
われる部分を中心に比較する。
日本法は、主として高齢者虐待防止法に関する解説文献を参照し、議論されてきた様々な
理論を整理するとともに、研究報告書等の資料も活用した。一方、韓国法に関する議論は少
なかったので、意見を収集することは困難であった。
韓国の老人福祉法の高齢者虐待関連条項に対して提言を行うため、主に筆者の考え方に基
づいて日本法を参考にしながら理論を整理した。
Ⅲ．結果
１．高齢者虐待に関する法律の成立背景
１）日本法の成立背景
日本は、1994年に「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」という高齢者介護対策
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本部の報告書に、高齢者虐待の問題が取り上げられたことを契機として、高齢者の虐待問題
が衆議院の1994年の決算委員会において初めて議論された。
その後、高齢者虐待の防止等の法制化に向けた動きがはじまり、各種の委員会や参議院の
代表質問にも取り上げられ、徐々に関心が広がってきた。しかし、高齢者虐待の問題が政
治、政策問題として捉えられ、具体的な動きを見せ始めたのは、つい最近のことである（角
田 2006a：６）
。
日本法は、議員立法として2005年10月に衆議院で、11月１日には、参議院において可決・
成立し、2006年４月１日から施行されることが決定された。法律のタイトルに「高齢者虐待
の防止」と「高齢者の養護者に対する支援」が並列して示されているように、日本法は虐待
者を処罰や取り締まることが主たる目的ではなく、家族などの介護者を支援することが高齢
者の虐待防止につながるとの福祉的な思想が込められた法律である。
２）韓国法の成立背景
1997年に制定された「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法」の中に家庭暴力の定義、介
入根拠、処罰、調査規定が明記された。しかし、この特例法は主として、配偶者による暴力
に焦点を当てたものであり、高齢者虐待の防止に十分な対応が出来ているとはいいがたかっ
た。
しかしながら、2001年に、韓国在宅老人福祉協会関連機関とカリタス修女会関連機関が、
社会福祉共同募金会の支援を受け、老人虐待予防相談センターが創設された。2002年12月か
らは社会福祉共同募金会の企画事業として老人虐待予防相談センターが運営される等、高齢
者虐待に対する世間の認知と関心が高まって対策とサービスに対する要求が増えた（ソ
2006）
。その後、2003年５月16日に国会議員10人が老人福祉法改正案の共同発足議論を行い、
同12月の国会の老人福祉法の改正で、高齢者への虐待防止に関する条項が老人福祉法に盛り
込まれ、2004年１月29日に施行された。この施行令と施行規則に関しては、保健福祉部で準
備を行った（キム 2006：37）
。
２．高齢者虐待防止法の構成と逐条比較
１）日本法の構成
日本法は、５章30条からなっており、第１条には、高齢者の尊厳の保持、高齢者の虐待の
防止、養護者に対する支援策に関する施策を促進、高齢者の権利・利益の擁護という内容の
目的が掲げられている。第２条には、高齢者虐待の定義に、対象の範囲（65歳以上）、養護
者、養護者による高齢者虐待及び要介護施設従事者による高齢者への虐待が明記されてい
る。又、国及び地方公共団体の責務、国民の責務、高齢者虐待の早期発見、相談、指導及び
助言、通報及び措置、立ち入り調査、高齢者の保護、養護者を含む支援に関する項目ととも
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に、区市町村が中核的役割を果たすことなどが謳われている。要介護従事者等による高齢者
虐待の防止も明記されており、その他、警察を含む関係機関との連携、市町村の連絡・調整
的機能の重要性、関係職員の研修、さらに成年後見制度の活用、調査研究の必要性などが明
記されている。付則には、３年後の見直しについて規定されている。
２）韓国法の構成
韓国法は、単独の高齢者虐待防止法ではなく、老人福祉法に高齢者虐待の防止に関する条
項（老人福祉法第１条の内容の一部、第39条４〜11項、第55条２〜４項、第57条）が含まれ
ている。老人福祉法第１条は、高齢者の心身の健康を維持し、老後の安定生活の為、必要な
措置を講じるという老人福祉の目的が明記されてある。また、第１条２項には、扶養義務者、
保護者、老人虐待（以下、高齢者虐待という）という定義が明記されているが、この法の対
象になる高齢者という年齢の範囲は規定されてない。高齢者虐待の定義は明記されているが、
高齢者虐待の類型に関する具体的説明の明記は保健福祉部（日本の厚生労働省に相当する）
の老人虐待予防センター業務遂行指針に明記されている。その他の条項は、緊急電話の設
置、高齢者保護専門機関の設置、通報、立ち入り調査、高齢者の保護が明記されている。ま
た、警察を含む関係機関との連携、補助人の選任を行うことが出来ることなどのほか、禁止
行為が規定されている。この禁止行為には罰則があるものが多く、罰金と懲役に処すると明
記されている。
３）高齢者虐待防止関連法の日韓逐条比較
（１）目的
日本法では、その目的が第１条に明記されてあり、高齢者虐待が深刻であるので、高齢者
虐待を防止するために、高齢者の尊厳を守ることが重要であり、国の責務や虐待を受けた高
齢者の保護措置と養護者の支援が重要であるとの内容である。高齢者の人権を保護し、養護
者の高齢者への介護負担などを軽減することで、地域生活が保たれて、高齢者虐待の防止を
図ることに基本的枠組を設定している。
韓国法では、目的が第１条に明記されてあり、国は高齢者の健康のため、疾患を予防又
は、早期発見し、安定した生活が出来るようにするとの内容である。
以下に、両国の比較を述べる。
・日本法は高齢者虐待が深刻であることを明確したうえで、高齢者虐待の防止のため、養
護者の支援や高齢者の権利を主張している。比べ、韓国法は高齢者虐待防止に関する条
項が新設されたにも関わらず、高齢者虐待の予防や高齢者の権利に関する内容が盛り込
まれていない。
高齢者虐待を防止するための法律の目的は大きな意味を付与する。韓国法も、高齢者虐待
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の実態と現状を踏まえたうえで、今後の高齢者の問題、社会の問題として認識して、高齢者
虐待の問題を明確に法律の目的に盛り込まれることが重要である。
（２）高齢者虐待の定義
日本法には、定義（第２条）を「高齢者」「養護者」「高齢者虐待」に分けて明記されてい
る。同法で「高齢者」を、65歳以上の者として年齢範囲を規定している。65歳未満の人は、
同法の適用対象ではないと解釈できる。「養護者」は、高齢者を養護するものとして定義し
ている。
「高齢者虐待」の定義には、虐待を行った人の規定もあって、養護者と養介護施設
従事者等を高齢者虐待の行為者として規定されている。また、養護者による高齢者虐待の行
為（２条４項）と養介護施設従事者による高齢者虐待の行為（５項１号）を明記し、それぞ
れ高齢者虐待に対して５つに分けて説明している。
一方、韓国法には、定義を第１条２項に「扶養義務者」｢保護者｣「高齢者虐待」に分け明
記されている。本法での「扶養義務者」は、扶養の責任がある者で直系卑属にまで及んでい
ると明記されている。｢保護者｣は、家族・施設従事者を問わず、現に高齢者を保護するもの
として定義している。また、
「高齢者虐待」の類型に関しても述べている。
以下に、両国の比較を述べる。
・高齢者の定義に関しては、日本法には規定されてあるが、韓国法には規定されていない。
日本法の65歳以上の高齢者が虐待を受けた場合は、支援などのサービスが提供される
が、65歳未満の高齢の人が虐待を受けた場合は、法の規定にある支援サービスは提供さ
れない。対象以外の高齢者の虐待の発見や支援の遅れを招くことにかねない。
・扶養義務者の定義は、韓国法のみ規定され、高齢者を扶養するものとして家族・親族が
優先され、扶養の責任を負わせている。
・高齢者を養護・保護する存在として、日本法では高齢者の生活を尊重する意味として養
護の文言が使われている。一方、韓国法での保護者は、高齢者を保護する存在として家
族や従事者が登場している。
・高齢者虐待の対応出来る場所として、日本法では在宅に限定せず、入所施設も対象とし
た。しかし、高齢者が入居生活する全ての老人福祉施設・介護保険制度の適用施設、病
院を含む医療機関が対象となっているわけではない。一方、韓国法では、一定の地域や
空間を限定した高齢者虐待ではなく、全ての地域・空間の中で起きる高齢者虐待として
の定義だと解釈できる。
（３）高齢者虐待の類型と具体的な例
日本法は、高齢者虐待の類型と類型に関する定義が、第２条４項１号イ・第２条５項１号
イに身体的虐待、第２条４項１号ロ・第２条５項１号ロに放任、第２条４項１号ハ・２条５
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項１号ハに精神的虐待、第２条４項１号二・第２条５項１号二に性的虐待、第２条４項２号・
第２条５項１号ホに経済的虐待がそれぞれ明記されている。これに対する具体的な例が、厚
生労働省発行の「市町村・都道府県における高齢者虐待の対応と養護者支援について」平成
18年版と東京都発行の「高齢者虐待防止に向けた体制構築のために」平成18年版などに明記
されている。
韓国法は、第１条２項３号に高齢者虐待を身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、経済的虐
待、遺棄・放任として定義している。これに対する具体的な例は、保健福祉部「老人虐待予
防センター業務遂行指針」に高齢者虐待が定義している。
日本法と韓国法では、高齢者虐待の類型は、児童虐待防止法の児童虐待を参考にした４つ
の類型に、高齢者の財産を守る考え方に基づいた経済的虐待が追加されて、５つに分類して
いることは、両国同じである。しかし、類型ごとの内容においては、共通点、相違点が存在
している。
以下に、両国の比較を述べる。
・身体的虐待においては、外傷や暴力によるものを規定されていることで、両国同じであ
ると判断される。
・精神的虐待においては、その行為により、高齢者本人に屈辱を感じさせ、高齢者の心理
面においての権利侵害を行ったことを精神的虐待とみていることは、両国似ていると判
断される。
・性的虐待においては、性的羞恥心、わいせつ行為などがこれにあたることは両国間にお
いて似ていることの見解である。
・経済的虐待においては、韓国では日本法の内容を含めて、労働に関する説明も高齢者虐
待として規定している。両国において相違点が見られた。国や行政が労働に関して対策
や政策を立てるべきであり、養護者に高齢者の労働保障を求めるのは適切ではないと思
われる。
・放任および放棄においては、両国には高齢者の放置や、養護や保護を怠りすることの見
解なので、同じであると判断される。
（４）国及び公共団体の役割と責務
日本法には、国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護、養
護者に支援を行うため、同法３条１項に関係省庁と関係機関の連帯強化、民間団体の支援等
の体制整備を行うことが努力義務として明記されている。民間団体が支援を行う時には連帯
強化が必要であり、それに適切な体制を整備するよう、国や自治体に働きかけている。また、
同法３条１項には専門的知識を備えた人材の確保が必要であり、その人材の資質の向上のた
めに職員研修等必要な措置を講ずると努力義務として明記されている。尚、同法３条１項に
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は通報と救済に関する必要な事項など広報を通して啓発活動を行うと明記されている。
一方、韓国法には、第39条４項１号に国や地方自治団体は緊急電話の設置を義務に定めて
おり、第39条４項２号と大統領令第20条２項１号には、老人保護専門機関は24時間相談体制
の構築に関する義務などが明記されている。第39条５項１号には、高齢者虐待の予防及び、
防止の為の広報、虐待を受けた高齢者の発見・相談・保護と医療機関に治療依頼及び老人福
祉施設に入所依頼をすることが出来る老人保護専門機関の設置に関する事項が明記されてい
る。第39条５項２号には、その老人保護専門機関の職員など設置、運営に関するものは大統
領令と保険福祉部令で定めると明記されている。
以下に、両国の比較を述べる。
・関係機関との連携や協力を促している日本とは違って、韓国では相談ができる設備のみ
が強調されている。
・高齢者虐待に関する業務を行う専門職が必要であり、継続した職員の資質の向上が求め
られている日本法と比べ、韓国法では、職員の資質の向上に関する内容は明記されてい
ない。韓国法には、老人保護専門機関の設置の規定はあるものの、その機関での業務を
行う専門職の資質向上に関する内容は存在しない。
・高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護、養護者に支援を行うため、早期発見や
早期対応のため通報や救済に関する啓発活動を行うと明記されている日本法に比べ、韓
国法にはその内容は明記されていない。高齢者虐待が深刻な状況に達することを防ぐた
めには、早期発見や早期対応が重要であり、その高齢者虐待事例の発見を行う方法とし
ては、通報は最も重要な発見手段である。
（５）国民の責務
日本法第４条に、国民に対して、高齢者虐待の防止や養護者の支援には、国や自治体の施
策への国民の理解と協力が不可欠であることが明記されてある。
韓国法には、国民の責務は定められていない。
以下に、両国の比較を述べる。
・両国の法文の対等な比較はできないが、日本法は高齢者虐待の防止や養護者の支援の体
制を構築するための協力体として、国民は欠かせない存在であることを認識させている。
韓国も国の政策は勿論、地方公共団体の政策を広め、国民に協力を求めることは重要で
ある。
（６）相談、指導及び助言
日本法第６条に、市町村は高齢者虐待の防止、高齢者の保護等のため、高齢者や養護者に
対して、相談及び助言を行うと明記されている。
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韓国法には、市町村の役割は明記されていない。
以下に、両国の比較を述べる。
・今後、市町村の役割は最も重要であり、日本では高齢者虐待の防止に対して、行政最前
線の仕事をこなせることになった。地域に密着した支援などが行われることが出来ると
思われる。韓国では地方自治体という概念が市・郡・区であり、邑面（日本の町村に相
当する）は地方自治体に属していないことで、地域に根付いた資源を活用するだけで高
齢者の虐待を防止するには、限界がある。地域に密接した支援体制である相互扶助は住
民同士で行なっているものの、身近な行政の相談窓口は設置されてない。
（７）通報
日本法第７条には、養護者の高齢者虐待の通報に関する事項が明記されており、同法第７
条１項、２項に発見者は市町村へ通報の規定があり、同法第７条３項には、虐待の程度に関
わらず、高齢者への虐待を発見した者に、義務や努力義務を定め、積極的な態度で市町村に
通報を促している。同法21条１項、２項、３項には、養介護施設従事者の高齢者虐待の通報
に関する事項が明記されており、発見者は、市町村への通報義務や努力義務が課されている。
同法21条４項には、当事者である高齢者も市町村に届け出ることができる。同法21条６項、
７項には、高齢者への虐待を発見した従事者に、積極的に通報を促している。
韓国法第39条６項１号に、高齢者虐待の通報に関する事項に、老人保護専門機関若しくは
捜査機関に申告ができると明記されている。同法９条６項２号の従事者の高齢者への虐待に
は、申告義務が課されている。
以下に、両国の比較を述べる。
・養護者や従事者による通報において、日本ではその生命の危険度によって、通報の義務
なのか、それとも努力義務なのかが異なる。一方、韓国では高齢者虐待が実際に行われ
ていて、緊急のことが前提である。
・通報先としては、日本では中心的な役割を行うのが市町村である。しかし、韓国では市
町村ではなく、全国に18か所の老人保護専門機関と捜査機関（監察官、司法警察職員）
である。今後、身近な行政機関としての市町村が通報や申告の窓口になることが必要で
ある。
・高齢者虐待の通報者に関しては、日本では被害高齢者の秘密漏示罪や守秘義務規定の適
用にはならないと規定されている。通報を受け調査したところ、高齢者虐待ではなかっ
たと判明された場合でも、秘密漏示・守秘義務違反規定が適用されないと解釈できる（日
本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員会 2006：98）。韓国では秘密漏示罪
や守秘義務規定はあるが、従事者が通報したことにより解雇その他の不利益な取り扱い
を受けないことの規定はない。
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・高齢者虐待を早い段階で発見することは、高齢者を虐待から保護するのみならず、予防
することにも繋がる。高齢者への虐待が深刻になってからの対応は、介入困難や複雑な
状況が多く、長い時間を費やされる場合がある。少しでも早い段階で解決するための通
報の仕方は、日本法が有効であると思う。
（８）通報等を受けた場合
日本法第９条の通報を受けた市町村は、速やかに高齢者の安全確認を行い、必要な措置を
とるとともに高齢者虐待対応協力者と対応について協議を行うと明記されている。また、生
命や身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められるときには、市町村は高齢者を
一時保護として老人短期入所施設等への入所が可能である。この他に、医療機関への一時的
に入院させることや市町村の権限で一時保護の措置をとることができる。第24条には、虐待
の通報・届出、その報告に対する市町村長又は、都道府県知事の措置としては、高齢者への
虐待の防止と当該高齢者保護の為の養介護施設の業務・養介護事業の適正運営の確保により、
老人福祉法又は、介護保険法に定められた権限を適切に行使すると定められたにとどまって
いる。
韓国法第39条６項の申告を受けた老人保護専門機関の職員、司法警察官吏は、高齢者虐待
の現場に駆け付け、虐待を受けた高齢者と加害者を分離又は、必要に応じては老人保護専門
機関、医療機関に身元を引き渡す義務が明記されている。
以下に、両国の比較を述べる。
・通報や届出の対応として、日本法では市町村が関係機関と連携を行い、高齢者の安全が
優先される場合は、保護又は、分離させる。高齢者の心身の安全を確保するため、老人
福祉法と介護保険法を適切に利用できる。一方、韓国法では高齢者の安全確認が優先と
されている日本法とは違って、１次的対応手段として虐待を受けた高齢者と加害者を分
離してから、高齢者虐待の状況に応じて支援を行うかどうかの判断がされる。
虐待を受けた高齢者すべてが分離を望んでいるわけではない。分離をさせられるより、現
況の地域生活を営みながら心身の安全の保障ができる社会を望んでいる。特に、韓国では老
人福祉施設の数と施設の生活空間としての整備が問題視されているなかで、一方的な分離を
行うのは、高齢者の生活の質を低下しかねないと思う。
（９）調査
日本法第11条には、市町村が重大な危険が生じていると判断した際には、地域包括支援セ
ンターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員に立ち入り調査を認めてる
という規定がある。地域包括支援センターの職員による立ち入り調査は、市町村が設置した
地域包括支援センターのみである。地域包括支援センターが委託運営されている場合は、立
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ち入り調査は出来ない（池田 2006：13-14）。
韓国法第39条10項には、関係公務員や老人福祉専門員（老人保護専門機関従事者含む）
に、必要に応じて高齢者虐待があった場所又は、第39条９項の高齢者虐待の禁止行為を違反
する恐れがあるところを訪問し、高齢者又は、関係がある人に対して調査と質問をすること
が出来る。
日本法と韓国法の立入調査・質問権は、犯罪捜査のためのものでないことに注意する必要
がある。立入調査・質問権に関する権限は裁判所の令状によるものではないことと司法審査
を経たものではないことから、立ち入りは慎重に行わなければならない。
（10）守秘義務
日本法第17条２項３項と23条には、職務上知り得た個人情報に係る事項や当該通報又は届
出をした者を特定させるものを漏らしてはならないと明記されている。
韓国法第39条６項には通報者の身分保障、同法39条11項には、職務上、知り得た秘密を漏
らしてはならないと明記されている。
守秘義務に関しては、日本法と韓国法はほぼ同様である。
高齢者虐待に関する情報を収集する際に、個人情報であるということを理由に、高齢者へ
の虐待があったことを隠したりすることが考えられるので、情報を収集するときは、当事者
の気持ちで、情報を扱うべきである。情報により高齢者への虐待と判断された場合は、早期
に対応が求められるケースがあるので、高齢者やその家族の生活に侵害しないことと、知り
得た情報を外部に漏らさないように注意が必要である。高齢者虐待というものは、家族も、
当事者も、非常に繊細な問題であるので、支援に当たる関係者は、高齢者やその家族の個人
情報やプライバシーの保護について、特に配慮する必要がある。
（11）成年後見制度
日本法の第27条の財産上の不当取引が行われ、権利侵害として認められた場合に、被害を
防止し救済するため、日本法第28条で成年後見制度の利用促進の規定が明記され、高齢者の
財産などの権利がある程度確報できるようになった。国や地方公共団体は、成年後見制度が
広く利用されるように周知させなければならない。
日本で成年後見制度の活用が、法律に明記されたのは初めてのことである。権利侵害防止
の具体策としては、この法律では成年後見制度の活用を示唆しているが、それ以外の制度に
関しては、示されていない（池田 2006：12）。
韓国法には、捜査機関及び、裁判所の高齢者虐待に対しての事件審理を行うときは、裁判
所の許可を得て、高齢者が補助人を選任し、高齢者虐待の内容や事実を把握する。
以下に、両国の比較を述べる。
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・日本法は高齢者の権利を守るための保護と財産の保持のための成年後見制度の利用を促
しているが、一方、韓国法は高齢者虐待の事件を素早く、適切に処理するために補助人
を置くことができる規定の内容である。
・韓国では、成年後見制度はないが、禁治産、限定治産制度がある。禁治産は心身喪失の
状態にある者、限定治産は心身薄弱者と財産の浪費により自己や家族の生活を窮迫させ
るおそれがある者であり、民法上判断能力が不十分な成年者を保護するためのものであ
るが、用語が与える差別的な意味あいが強く、判断能力が不十分であるため、財産を失
うことを防止するために、行為能力を制限することを主たる目的とした制度であるとい
える。
（12）処罰
日本法第29条には、高齢者虐待対応協力者等が秘密保持義務を違反した場合、罰則が定め
られている。また、同法第30条には、養護者による虐待において、立入調査・調査・質問に
対し、正当な理由がなく拒否等をした場合に処罰の規定が定められている。
韓国法第57条第２号にも、虐待を受けた高齢者の保護と高齢者虐待に関連する業務に従事
した、又は従事している者に、職務上、知り得た秘密を漏らした場合には、処罰の規定が定
められている。また、同法第55条第２項と第３項には、身体的虐待に当たる禁止行為を違反
したときは、その身体的虐待の程度を２区分してあり、その区分により処罰の内容も異なる。
また、同法第55条第３項に高齢者に乞食をさせる、又は乞食に利用する行為、同法第55条第
４項に経済的虐待を行った場合も処罰の規定がある。
以下に、両国の比較を述べる。
・日本法には秘密保持義務の違反と立入調査・調査・質問に対し、正当な理由がなく拒否
した場合に処罰の規定があって、高齢者への虐待を行った場合の処罰の規定は存在しな
い。一方、韓国法には秘密保持義務の違反と身体的虐待、精神的虐待、経済的虐待の場
合は処罰の規定があるが、性的虐待と放任・放棄の場合は、処罰の規定が存在しない。
性的虐待と放任・放棄の事実を判断するとき、当事者の気持ちや判断機関や判断者の主
観に影響されやすいので、程度区分の判定が難しくなる。一律的な判断基準を備えるこ
とが必要である。
Ⅳ．考察
高齢者虐待の類型の身体的虐待、性的虐待、経済的虐待、放任・放棄は、虐待というもの
を判断する基準が物理的な証拠に基づいたものであるのに対して、精神的虐待は、心理的に
影響を与えることなので、判断が難しく、高齢者虐待防止法を適用するのにも簡単なもので
はない。著者が2007年度の行った日本の市町村と韓国の老人保護専門機関の高齢者虐待と判
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断された事例の実態調査（キム 2008）では、精神的虐待が、日本では60.5％、韓国では72.7
％で、両国ともに最も多かった。精神的な虐待が長く続いたり、深刻な状態になったりし
て、身体的虐待、性的虐待、経済的虐待にまで発展させることがある。最も重要で優先され
る対策としては、高齢者や養護者の心身の健康を保つことである。
日本法が制定され、地域包括支援センターが高齢者への虐待に関する総合相談業務を担う
こととなり、市町村と共に高齢者の総合相談や高齢者虐待の防止や支援の活動の拠点に位置
づけられた。しかし、地域包括支援センターは、介護保険に関する業務に追われ、高齢者虐
待の啓発や防止には準備ができていないところがある。市町村に専門的な高齢者虐待チーム
やセンターを設置し、地域包括支援センターと連携して高齢者と養護者の介護負担の軽減や
心理的なサポートをしなければならない。
韓国も同じであり、高齢者の虐待の防止のため国や公共団体は、設備や制度に力を注いて
いるだけでは虐待を予防できないだろう。身近な関係機関の協力が必要であり、地域に密着
した基礎公共団体が、地域の特性を生かし、高齢者と養護者の介護負担の軽減や心理的なサ
ポートをしなければならない。
日本法では通報受理・相談・事実確認は、基本的に市町村の役割である。市町村は、現地
調査と関係機関や周囲から情報収集を行い、複数の職種が連携して多面的に、高齢者虐待の
状況を確認すべきである。緊急度の判断により、緊迫性が高い事例への対応や早期介入のた
めに、できる限り24時間以内に事実確認をすることが望まれると考えられる。
韓国法に、申告義務条項は規定されているが、老人保護専門機関の調査（2005）による
と、申告義務者の申告比率が8.3％に満たない。その理由は、申告者自身が申告義務者であ
ることを知らない。または、通報をした場合には法廷に立たなければならないなどの面倒な
ことで申告が行われなかったためである（韓国保健福祉部中央老人保護専門機関 2006）。高
齢者虐待防止の関連条項が新設されたにも関わらず、国民の間には申告により、家族関係・
近隣関係が不調になることを懸念されていることは少なくない。通報・申告義務者と関係機
関に高齢者虐待の現状と今後高齢社会が招く高齢者虐待の問題を認識させ、意識の変化を求
める啓発運動をしなければならない。また、第39条７項緊急措置義務等は、緊急の場合のみ
であるので、高齢者虐待の防止のため、最も重要視されている早期発見や早期対応には、ほ
ど遠い条文である。高齢者虐待を防止できる機関として老人長期療養保険（日本の介護保険
にあたる）の関連機関の支援や従事者への啓発と協力が必要であり、本法律の改正を考えな
ければならない。
著者が2007年度に行った日本の市町村と韓国の老人保護専門機関の高齢者虐待と判断され
た事例の実態調査（キム 2008）では、認知症の虐待被害高齢者は日本では60.7％、韓国では
49.4％であった。日本の成年後見制度の利用は、2000年9,007件、2006年 32,629件に増え（最
高裁判所事務総局家庭局 2007）
、韓国の禁治産・限定治産（日本の禁治産・準禁治産にあた
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る）者の宣告件数が年間100件程度にとどまっている（韓国河南市知的障がい人福祉協会
2007）
。
韓国では、禁治産・限定治産制度が存在してはいるが、最近、成年後見制度への転換を求
めている団体などが現れ、高齢者の権利保障を主張している。日本では、2000年に民法の禁
治産・準禁治産制度が、成年後見制度への移行が実施された。韓国法には、禁治産・限定治
産、後見に関する規定は明記されてないが、広い意味での高齢者を代弁する機能として補助
人の指定ができる。しかし、高齢者虐待の未然防止としての機能は欠けている。高齢者が認
知症などにより判断能力が低下した場合、意思表示が出来なくなる可能性が高くなる前に、
高齢者の権利が守られる、維持できるように、日本のような任意後見を含め、成年後見制度
の導入が必要であると考えられる。
日本法は、高齢者の権利や被害者の保護と加害者である養護者の支援であるが、韓国法
は、家族の存在や家族構成員の結束を重視したものであり、高齢者への虐待を発見し、加害
者に処罰をすることに大きな違いがあって、福祉的な考えより、処罰に重みを置いた高齢者
虐待の防止条文である。高齢者虐待の再発防止の観点としては、自らの行為が刑事事件に相
当する行為である旨を知らせる側面としての効果はあるが、それより加害者の支援や教育、
啓発の意識変化を図ることが大事であると考えられる。
Ⅴ．今後の課題
今回の研究を踏まえて、今後さらに日本と韓国の高齢者虐待の防止関連法の比較に関する
研究を深めるために、以下に課題を挙げる。
日本法は、単独法として存在しているが、韓国法は老人福祉法の一部分としての高齢者虐
待の関連条項であったので、両国に存在する法文を抜粋し、又は、重要であろうと思う内容
を比較した。韓国でも単独法に進展することを望んでおり、今後、同じ法的位置関係での深
層的な比較研究が必要である。
Ⅵ．おわりに
高齢者虐待防止の関連法が制定されて、高齢者への虐待は、個人、家族だけの問題ではな
く、社会的な問題として取り扱うことになったことに大きな意味がある。
日本では、自治体に地域包括支援センターが設立され、自治体とともに高齢者の権利擁護
や高齢者虐待の防止に力を注いでいる。韓国では、老人保護専門機関が設置された。今後、
高齢者の増加、高齢者を取り巻く環境の変化などにより、身近な地域で高齢者を支える政
策、高齢者虐待の防止に素早く対応できる法的環境整備が必要である。
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Comparative Study on Legal Systems to Prevent
Elder Abuse between Japan and Korea
KIM, Dongseon
This study compares how abuse of the elderly is protected against by the Japanese &
Korean legal systems. While a law specifically designed to protect the elderly against
abuse was established in Japan in 2006, similar Korean protections were amended to preexisting laws concerning elderly welfare in 2004. To conduct this study, I ﬁrst created a
Japanese translation of the relevant Korean laws. I then focused my comparison on how
the two systems diﬀer in their obligation to protect the elderly against abuse, as well as
their investigation and punishment of abusers. After laying out the differences in
approach to the prevention of abuse of the elderly used in the two countries, I analyzed
the effectiveness of the respective policies in actually preventing abuse. Based on this
analysis, I show that solutions that severe family relations through penal regulations, such
as those found in Korean law, are less effective than Japanese laws that support selfsuﬃciency and create adult guardianship systems. Finally, I argue that the expansion of
local counseling services, appropriate judicial intervention, and expeditious government
support are necessary in both countries to allow elderly persons to continue their lives in
the homes and areas in which they have grown accustomed to living.
Key words: elderly abuse, prevention of elderly abuse law, independent support, an adult
guardianship systems, punishment
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