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　2014年１月、日本は、国連総会において全会一致で成立し７年強経過した後

に、ようやく障害者権利条約（以下、単に「条約」と呼ぶ。）を批准した。中国

や韓国など近隣諸国が相次いで批准するなかで、日本は、署名からでも６年半

もかけ、準備万端整え満を持して批准した格好である2)。

　アジア諸国のなかでも「人権先進国」を自認する（？）日本が、準備段階に

ここまで日数をかけたのには、それなりの理由がある。その最大の理由は、条

約が前提とする「障がい」概念が、「医学モデル」から「社会モデル」に変わっ

たことに伴い、条約自体がきわめてラジカルな要求を締約国に突きつけている

からにほかならない。

　すなわち、従来、日本では、「機能障がい」（どこに機能不全があるか）・「能

力障がい」（何ができないか）の種類と程度に応じて「障害者手帳」を交付し、

それに基づいて各種の障がい福祉サービスを提供する仕組みが構築されてきた。

したがって、行政も障がい福祉関係者も、もっぱら障がいの「医学モデル」（医

学的・生物学的に、いかなる機能が十全でなく、それによりいかなる社会的ハ

ンディキャップを受けているかに着眼する。）をよりどころに、政策を考えサー

ビスを提供してきたとされる3）。また、改正前の障害者基本法の「障害者」の定

義も、「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は

社会生活に相当な制限を受ける者をいう」としており、「医学モデルに基づく典

型的な定義」とされていた4）。

　これに対して、条約は「障がい」を、従来のような「機能障がい」「能力障が

い」「社会的不利」といった３つのレベルでの「障がい」に対応していかなる支

援・サービスを提供すべきかを考える、いわば「静的な発想」（世界保健機関

（WHO）の1980年「国際障害分類（ICIDH）」がこうした発想をとる。）を採ら

ない。

　「障がい」を、医学的・生物学的レベルでの「機能障がい」とそれに起因する

個人生活レベルでの「活動の制約（能力障がい）」、さらに社会生活レベルでの

「社会参加の制約」という３つのレベルに分析する点は従来の「医学モデル」と
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同様だが、それを固定的に捉えるのではなく、そもそも「障がい」は、建物・道

路などの環境要因や人間関係などの人的要因、文化・教育などの社会的要因と

いった多様な因子が複雑に絡み合って作り出されてくるものであり、そうした

因子を変動させることにより、「障がい」の内容や程度は可変的に動きうるもの

だと理解する。つまり、条約が前提とする「障がい」概念は、「社会モデル」な

いし「相互作用主因論」に基づいているのである5）。

　こうした条約の観点からは、かりに現時点で「判断能力」が「著しく不十分」

であったとしても、それが、たとえば、子どもの頃からの「機能障がい」を理由

とした不十分な生育・教育環境に由来するものであれば、事後的にそうした面

での環境を補正し、十分な教育環境を整えたり、懇切丁寧な粘り強い支援を継

続することによって、「著しく不十分」とされていた「判断能力」が改善される

ことは大いにありうるということになる。そうなると、障がい者もそうでない

人も、当然、法の前にはひとしく行為能力を認められるべきであるし、障がい

者の場合は、そうした行為能力を発揮できるように個別に適切な支援を十分に

受ける必要があり、むしろ、そうした権利を有するということにもなる。

②　障がい者の自己決定権の強調

　こうして条約は、あらゆる「障がい者」には、判断能力ないし自己決定能力

がある、しかも、その点で障がい者もそうでない人も、法の前では平等だとい

う前提に立つのである。また、同時に、すべての障がい者がその「自己決定能

力」を行使し得るように、支援者には、徹底的に、丁寧で粘り強い「意思決定

支援」が求められることになる。そうした支援の結果として、障がい者も、いず

れは「支援付き自己決定」ができるようになるというのである。

　こうした考え方に基づいて、条約は障がい者にもそうでない人と同様に「完

全な自己決定権」が保障されるべきことを要求する。別言すれば、障がい者で

あることを根拠とする行為能力制限制度（支援者への同意権・取消権の付与）

や法定代理制度についてはきわめて否定的であり、それが認められ得るとして

も極限的な場合に限定されることになる。したがって、「障がい者」であること
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を理由に、一律かつ画一的にその行為能力を奪ったり、自己決定（能力）を否

定ないし無視したりすることは、明らかに条約の考え方と齟齬を来すことにな

る。

③　条約と抵触することが予想される法制度 

　このように考えてくると、日本の障がい者に関わる法制度のなかには、前述

したような条約の基本的考え方と明らかに矛盾・抵触するのではないかと思わ

れる点が少なくないことに気づかされる。そして、条約の成立・批准が話題に

のぼり始めた頃から、こうした懸念は、少なからぬ論者により多様な観点から

表明され、今後の是正の方向性が示され続けている。

　たとえば、現行成年後見制度については、本人の同意に基づかずにその行為

能力を否定する後見類型や保佐類型については、強い疑問が提起されることに

なる。また、本人の同意を得ることなく（それ以上に、本人の意思に反しても）

入院を強制する「措置入院」「医療保護入院」を制度化している精神保健福祉

法についても、条約の基本的な考え方との矛盾・抵触が懸念される。さらに、

本人の意向とは無関係に、指定入院医療機関や指定通院医療機関への入・通院

を強制し、入院期間を無限に更新できる仕組みを伴う医療観察法についても、

同様に条約との抵触が懸念される。

　さらに、直接的にその行為能力を制限されるというわけではないが、成年被

後見人となる（後見開始の審判を受ける）ことにより、たとえば、選挙権を奪

われたり（これについては、2013年３月14日東京地裁判決が公選法の当該規

定を憲法14条違反と判断したのを受けて、同年５月27日、「成年被後見人の選

挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が成立（同年５月

31日公布、６月30日発効）し、成年被後見人の選挙権の制限は解消された。）、

各種専門職の資格を失ったりするなど、自動的に資格や権限を奪われたり制限

されたりすることになる法制度は枚挙にいとまがない。こうした成年被後見人

等になったことに伴い、法律上資格や権限を奪われたり制限されたりすること

に加えて、たとえば、印鑑登録制度の利用排除や6）、保佐開始の審判を受けた
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被保佐人等の預金口座は凍結されることになるなどという慣行など、実務にお

ける制度運用上の制限・資格剥奪も数多くあるといわれる7）。

　これらは、いずれも条約の基本的な考え方や条約の規定と明確に矛盾・抵触

する可能性が濃厚であるが、本稿では、これらの諸問題のうち、現行成年後見

制度や精神保健福祉法・医療観察法等と条約をめぐる問題等に論点に絞って、

その議論の状況を概観しつつ、条約に適合的な今後の方向性を探ることとする。

［注］

１）本稿においては、原則的に「障がい」と表記するが、「障害者権利条約」ないし

その条文については、原則的に政府訳に依拠するので、「障害」ないし「障害者権

利条約」の表記を用いる。また、各種文献や法令の引用に際しては、その文献ま

たは法令上の表記に従う。

２）実際に、条約採択後、日本政府は直ちに批准・承認手続にはいろうとしたが、

当事者団体や日弁連等からの、丁寧な準備作業を求める意見提起等を受けて、

「障害者基本法」「障害者差別解消法」等の国内法整備に努めたうえで、ようやく

批准するに至ったのである。これについては、たとえば、2013年12月４日の日弁

連「『障害者の権利に関する条約』の批准に際しての会長声明」参照。

３）佐藤久夫「障害の概念」松井亮輔・川島聡編『概説障害者権利条約』（2010

年）43頁。

４）日弁連の第57回人権擁護大会シンポジウム第２分科会基調報告書『障害者権

利条約の完全実施を求めて』（2014年10月）41頁。

５）佐藤久夫・前掲（注３）42頁。また、条約の策定過程の事情を踏まえたうえ

で、条約が前提とする「障がい観」である「社会モデル」について詳論するのは、

東俊裕「障害者権利条約と日本障害法の構造的問題」社会関係研究15巻１号

（2010年１月）」３頁以下。ちなみに、多くの論者は、条約は「医学モデル」から

「社会モデル」にパラダイム転換したものと解説する。たとえば、石渡和美「『障

害』概念の変遷と障害者権利条約への道程」実践成年後見41号（2012年４月）

10頁、新井誠「障害者権利条約と成年後見法」実践成年後見41号（2012年４月）

15頁など。

６）たとえば、「朝霞市印鑑事務取扱要領」（2012年７月９日施行）では、印鑑登
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録資格対象者から成年被後見人を除外しているが、その根拠として、①成年被後

見人は心神喪失の状況にあるところから、印鑑登録の際に客観的に当該者の意思

能力を確認することが困難であること、②成年被後見人には後見人が付され、後

見人が財産上の行為を代表することになり（民法第859条）、成年被後見人が自

ら契約行為等を行うことがなくなることにより、印鑑登録をする必要がないと考

えられるため、の２点をあげている。

７）上山泰は、こうした点について「転用問題」として、その問題性を指摘してい

る。たとえば、上山「制限行為能力制度の廃止・縮減に向けて」成年後見法研究

第８号（2011年４月）29頁。

１．障害者権利条約の批准

　障害者権利条約は、外務省のHPによると、「障がい当事者の声『“Nothing 

About Us Without Us”（私たちのことを，私たち抜きに決めないで）』を受け

て、障がい者の人権や基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊

重を促進するため、障がい者の権利の実現のための措置等を規定している国際

条約」であり、障がいに基づく（「合理的配慮の否定」を含む）あらゆる差別の

禁止、障がい者が社会に参加し包摂されることの促進、条約の実施を監視する

枠組みの設置等を規定している。　

　条約は、2006年12月13日の国連総会で採択され、2008年５月３日に発効し

ている。締約国は、EUを含む157カ国（地域）という多数にのぼる（2015年８

月24日現在）。日本は、2007年９月28日に署名したものの、批准までに６年半

の時間をかけて国内法整備等をしたうえで、昨年2014年１月20日にようやく

批准するに至った。そして、１ヶ月後の2014年２月19日から日本国内におい

て発効している。

　条約は締約国に対して、国内における発効から２年以内に、条約上の義務履
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行のためにとった措置およびそれによりもたらされた進歩に関する報告を義務

づけており（条約35条１項）、その後は４年ごとに報告義務を課している（同

35条２項）。締約国政府からの報告を受けた障害者権利委員会は、それを検討

し、適宜必要な提案および一般的な勧告をすることになっている（モニタリン

グ：同36条１項）。

　したがって、日本政府は、2016年１月までに報告を提出し、モニタリングを

受けなくてはならないことになるわけである8）。

　このようにして成立し、日本も批准した条約の意義については、たとえば「こ

の条約は、障害者を、従来の慈善・医療・保護の客体から、人権の主体と明確

に位置づけるとしたパラダイムシフトが大きな特徴である。」9）とする理解が一

般的である。すなわち、従来、障がい者は、もっぱら保護の対象（客体）とさ

れ、医療ないし福祉の提供が障がい者政策の中心を形作っていた。これに対し

て、条約は、障がい者を、そうでない人と同様に人権・権利の享有主体と位置

づけることによって、従来の障がい者理解に重要なパラダイム転換をもたらし

たとされるのである。

　そして、それにとどまらずにさらに進んで、先述の「障がい」理解を反映し

て、とりわけ判断能力が十分でない障がいのある人への支援の仕方についても、

「他者決定（代理・代行決定）モデル」から、懇切丁寧で粘り強い情報提供や説

明に基づく「意思決定支援（支援付き意思決定）モデル」へと、重要なパラダ

イム転換がもたらされたのである（後述）。

［注］

８）内閣府障害者制度改革担当室上席政策調査員である青木千帆子によれば、現在、

日本政府は2016年２月までの政府報告の提出に向けて精力的に作業を進めてい

るということである（青木「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方

針の概要と今後の取組み」実践成年後見59号（2015年11月）63頁）。

９）長瀬修「障害者の権利条約批准に向けた日本の障害者法制の課題」実践成年
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後見41号（2012年４月）47頁以下。

２．障害者権利条約が求めるもの

2.1．「障害に基づく差別」とその禁止

　条約は、２条に定義規定を置いている。そのなかで、「障害に基づく差別」に

ついて、「障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、

社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基

礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害

し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あ

らゆる形態の差別（合理的配慮の否定を含む。）を含む。」（日本政府公定訳）

と定義している。

　そこに言う「合理的配慮」の意味については、「障害者が他の者との平等を

基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保する

ための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされ

るものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と

定義する。つまり、たとえば、聴覚障がい者への手話通訳や視覚障がい者への

音声による情報提供、車いす利用者のためのスロープ設置、精神障がい者の就

労時間の変更や短縮、知的障がい者への分かりやすい情報提供などは「合理的

配慮」の典型例ということになる10）。

　条約は、さらに５条（平等および無差別）において、「締約国は、全ての者

が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかなる差別もなしに

法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。」（１項）

として、障がいの有無を問わず、すべての人が法の下に平等でありいかなる差

別も受けることなしに法による保護・利益を享受する権利を認めることを締約
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国に要求する。さらに、締約国に対して、「障害に基づくあらゆる差別を禁止」

し、「いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者

に保障する」こと（２項）、および「平等を促進し、及び差別を撤廃することを

目的として、合理的配慮が提供されることを確保するための全ての適当な措置

をとる」こと（３項）を求めている。そして、「障害者の事実上の平等を促進

し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約に規定する差別と解し

てはならない。」（４項）と念押ししているのである。

　すなわち、条約は、たんに平等をうたい、「差別」を禁じるのにとどまらずに、

個々の障がい者に対応した適切な配慮・措置を講じないこと自体が、「合理的

配慮の否定」として、「障害に基づく差別」に当たることを明示した点で、画期

的なものといえるのである。「合理的配慮の否定」を「差別」に当たるとするの

は、まさに、「障害」が「医学的・機能的要因」と「社会的要因」との相互作用

により規定されるとする条約の基本的発想に由来するものであり、「社会的要

因」の除去・改善を各国政府ないし一般社会の責務であると捉えるからにほか

ならない。

2.2．条約12条（法律の前にひとしく認められる権利）の要請

　条約12条は、障がい者の自己決定権の徹底的な尊重を求め、かつ懇切丁寧な

支援に基づいて障がい者自らが意思決定するシステムの構築を求めるなど、各

国政府に対し、従来の成年後見制度とは明確に対立する仕組みの導入を求める

根拠規定となるため、条約の核心となる規定といってよい。そこで、以下、各

項に沿って、その趣旨を確認していくことにする。

2.2.1．法律の前に人として認められる権利（１項）

　条約12条１項は、障がい者も、あらゆる場所において「法律の前に人として

認められる権利」を有することを「再確認」している。この規定は、一般に、

「法的人格」を認めたものと解されている（しかし、日本政府は、この規定を人
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間の尊厳に由来する人権を意味する、と解釈している）。ただ、条約の起草段階

で、「行為能力」概念は、もっぱら「法的能力」（２項）の文脈で議論されてき

た経緯があるため、「法的人格」のなかに「行為能力」概念は含まれないと解さ

れている11）。

2.2.2．「法的能力」の意味（２項）

　条約12条２項は、締約国に対し、障がい者があらゆる生活場面において、他

者との平等を基礎として「法的能力」を享有することを認めるよう求める。

　「法的能力」という文言にどのような内容を読み込むかについては、条約の策

定過程においてきわめて厳しい対立があったようである12）。論点は、「法的能

力」に「行為能力」も含まれるか、それとも、たんに「権利能力」だけを意味す

るものと解すべきか、というものであった。

　条約により既存の制限行為能力制度（同意権・取消権）が全面的に禁じられ

ることを懸念する諸国の政府は、「法的能力」のなかに「行為能力」までも読み

込むことを否定し、限定的に「権利能力」のみを指すものと主張した（ロシア、

中国、アラブ諸国等）。日本政府も、この立場（川島によれば「権利能力説」）

を採った（もっとも政府は、３項の「法的能力の行使」という文言には「行為

能力」が含まれる、と解している）。こうした諸国の政府に対して、フランス政

府は「行為能力説」を採り、１項の「法的人格」を「権利能力」、２項の「法的

能力」を「行為能力」に相当するものと解釈した。また、ドイツ政府は、国連障

害者権利委員会の一般意見１号と同様「権利能力行為能力説」に拠っている、

と川島は分類している13）。

　だが、この論点については、いずれの説を採ったとしても、実際の結論にそ

れほど違いはないと解されている。なぜなら、どの立場にあっても、条約によ

り、各国政府が行為能力に関する障がい差別を禁止すべき義務を負うことに変

わりはないわけだし、また、日本政府のように、「権利能力説」の立場に立つ政

府にあっても、少なくとも３項・４項の「法的能力の行使」については、「行為
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能力」を含めて解釈する立場をとっていたため、条約下で、国内法による無制

約の行為能力制限規定が可能だとは考えられていなかったからである。さらに、

どの立場に拠ったとしても、「条約の命ずる差別禁止の概念が、厳格な基準の

下で、合理的な区別を許容している（不合理な区別を禁止している）と解され

る限りにおいて、行為能力制限（取消権・同意権）はいっさい許容されないと

の単純な結論を下すことはできない」とも考えられるからである14）。

　ただ、２項の「法的能力」の意味を論じる学説の多くは、「権利能力行為能

力説」に依拠している15)。たとえば、池原毅和はつぎのように説いている。すな

わち、「法的能力」という文言は女性差別撤廃条約15条２項にも用いられてお

り、それと同様に解釈すべきだが、「女性差別撤廃条約は契約締結や財産管理

に関して差別的な能力制限が行われやすいことに鑑みて法的能力の獲得および

行使についての［男女の］平等性の保障を確認したもの」だから、「法的能力」

には、契約や財産管理に関係する以上「単に権利能力だけでなく行為能力が含

まれると解さなければ意味がない」し、「権利能力は権利義務の帰属点となる法

的地位を意味するにすぎないから、そもそも行使の対象となるようなものでは

なく、行使が予定される法的能力とは法律行為を形成できる能力あるいは法的

効果を生じさせる行為を行う能力［したがって、行為能力］を意味すると理解

すべき」であるとするのである16）。

2.2.3．「法的能力の行使に当たって必要とする支援」の意味（３項）

　①条約12条３項は、条約の障がい理解に依拠した規定であるといえよう。そ

こでは、障がい者が、法的能力を行使しようとするときに、そのために必要と

する支援を利用できるよう、締約国が適当な措置をとるべきことを要請してい

る。すなわち、障がい者が、自ら意思決定をし、その意思決定に基づいて行動

することにより一定の法的効果を生じさせようとする場合、そうした能力が十

分でない状態にあることがありうるが、それは、条約の「障がい」理解によれ

ば、その人に固有の「機能障がい」により規定された、固定的・不変的な「能
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力障がい」というようなものではなく、その人をとりまく環境要因・人的要因・

社会的要因といった多様な因子が成育過程を通じて複雑に絡み合って作り出し

てきたものだから、そうした因子を変動・除去することにより「障がい」の内

容や程度を軽減することが可能である。そして、そうするための支援を利用で

きるように、締約国は適切な措置を講じるべきだとしているのである。

　つまり、障がい者にとって、意思決定とは、そうした「支援付き意思決定」

なのである。否、ひとり障がい者のみにとどまらず、そうでない人の場合でも、

たとえば十分な情報を受けたり、独力では理解しにくい事柄を他者から解説し

てもらったり、解決法を助言してもらったりしながら、その時々の意思決定を

しているというのが実態である。したがって、「支援付き意思決定」は（ひとり

障がい者のみならず）すべての人にとって必要になりうるのである。

　こうした事情を、たとえば池原毅和は、以下のように説明している。「障害が

あっても適切かつ十分な支援があればその人なりの自己決定ができるはずであ

り、従来の社会はその支援の欠如や不適切さに気づかず、障害のある人が自己

決定できないのはその人に障害（機能障害）があるからであると思いこんでき

た。また、とりわけ精神障害や知的障害があると自己決定ができない、自己決

定能力が一般の人より低下しているという固定観念が強く残っている。そもそ

も自己決定と私たちが呼んでいるものは他からの支援を受けながら実現されて

いるものであり、それは障害のない人においても同様の構造を持っている。障

害のない人は過去における教育や現在における社会関係の中で豊富な支援を受

けながら自己決定をしているが、障害のある人は公平で十分な教育の機会を与

えられず、また、社会関係においても孤立化されていて十分な支援を受けられ

ない状態に置かれており、障害のある人の自己決定には社会的支援の欠損が認

められる。したがって、その社会的支援の欠損を補充すれば障害のある人も自

己決定が可能になるはずであり、支援を受けた自己決定はこの社会的支援の欠

損、言いかえれば自己決定を支える合理的配慮の欠如を補充し、障害があって

もなくても同じように自己決定が行えるようにしようとする考え方である。…
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障害者権利条約は判断能力の障害が社会環境要因によって大きく影響されてい

る点に着目して社会的支援の欠損を最大限に補充させることによって自己決定

を行えないという状態をなくしていくことを目指したものである。」17）。

　このように、条約12条３項は、障がい者に対する従来の支援のあり方（制限

行為能力制度ないし代理・代行決定制度により、保護することに重点が置かれ

た。）を、懇切丁寧な粘り強い支援により本人の自己決定を引き出そうとする

やり方（「意思決定支援」ないし「支援付き意思決定」）へと抜本的に変革する

ものであり、それこそが、まさに「障害者権利条約第12条３項が意味するパラ

ダイムシフト」なのである18）。

　②なお、「意思決定支援（支援付き意思決定）」について、菅富美枝は、「意思

決定支援とは、主として、懇切丁寧な情報提供などの周囲の努力によって、本

人自身が決定できるように環境整備を行うこと」、「決定を行うにあたって必要

だと考えられる情報を、本人が十分に理解し、保持し、比較し、実際の決定に

活用できるように、柔軟かつ細心の配慮をもって提供すること、また、本人が

自己の意思決定を表現・表出できるよう支援すること」だと説明している19）。

　また、日弁連の「総合的な意思決定支援に関する制度整備を求める宣言」

（2015年10月２日）は、例示を含むかなり詳細な説明をしている。そのなかで、

次のように定義する。すなわち、「意思決定の支援とは、その人が『意思決定す

ることができない』という判断をする前に、本人と信頼関係を築いている身近

にある支援者や家族等が本人に寄り添い、本人が自分で意思決定ができるよう

に必要な情報をその人の特性に応じて提供し、選択とその結果を見通せるよう

な工夫された説明や体験の機会を作る等を通じて、本人が意思決定をすること

が可能となるように、様々な『合理的配慮』を尽くす実践の総体である。」と。

そして、「意思決定支援」の対象事項に関しては、条約12条２項が「生活のあ

らゆる側面において」と規定しているのを受けて、「法律行為に限定されず、医

療行為や居所の決定、身分上の行為などの人生における重要な意思決定が含ま

れるだけでなく、日常的・社会的な生活を送る上で必要とされる場面における
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意思決定全般が含まれる。」とするのである20)。

　③では、このような理解の下での条約12条３項は、判断能力が不十分な障が

い者に対する支援としては、今後は「意思決定支援」に限定し、（法定代理人・

法定代行権者による）「代理・代行決定」の仕組みを完全に排除することを要

求しているのだろうか。条約の策定過程において、これも激しく争われた点で

あった。

　条約の策定過程を詳細に検証した上山泰によると、この点についての見解は

３説あったという。すなわち、第１説が「法定代理人・代行決定権者のラスト・

リゾートとしての必要性を強調し、条文中に“personal representative”21）の

文言を残しておくべきだ」とする見解。第２説が、自己決定支援型へのパラダ

イム転換を強調するため、「法定代理人・代行決定権者のラスト・リゾートと

しての必要性は認めつつも、“personal representative”という文言を条文中に

明示することは避けるべきだ」とする見解。第３説は、「０から100％の支援」

という考え方を背景に、「判断能力不十分者の意思決定に対する支援は、完全

に支援付き意思決定に一元化できるのであり、代理・代行的意思決定の仕組み

（つまりは、他者決定型の仕組み）である法定代理人・代行決定権者は全面的

に廃止されるべきだ」とする見解。ちなみに、第１説と第２説は各国政府の見

解、第３説は当事者団体であるNGOの主流の見解である。そして、激しい議論

の結果、最終的には、少なくとも12条の文言上は、「基本的に第２説の方向で

落ち着いた」とみられる22)。ただ、双方の妥協の結果成立した12条の文言は、

各国政府も含めた共通理解としての「自己決定支援型へのパラダイム転換」が

明瞭に読み取れる文言とはならなかった。すなわち、３項「法的能力の行使に

あたって必要とする支援」からは「支援付き意思決定」が想起されるのに対し

て、４項「法的能力の行使に関連するすべての措置」からは、むしろ、従来型

の法定代理人による支援手法を含みうる幅広い表現になっているからである23)。

　こうした経緯に鑑みて上山は、「権利条約12条の沿革からみる限り、少なく

とも、ラスト・リゾートとしての代理・代行的意思決定の仕組みまでをも同条
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が完全に排除したという見方を採ることは難しい」と解している24)。かくして、

「最後の手段」としての法定代理人は、かろうじて残される形になった25)。

　川島聡もまた、条約12条が「代行意思決定」を完全に排除していると解釈す

るのは困難だとみている。その理由として３点あげている。すなわち、第１に、

条約の差別禁止概念は、自由権規約におけると同様、合理的区別は許容（不合

理な区別を禁止）する趣旨だと解されるが、代行意思決定制度も、「厳格な基

準の下で、合理的な区別として許容される余地がある」こと。第２に、支援付

き意思決定（意思決定支援、自己決定支援）が０％から100％までの幅がある

ものだとすると、「100％の意思決定支援は実質的に代行意思決定に相当する

ため、障害者権利条約12条は最後の手段としての代行意思決定を許容せざるを

得ないことになる」こと。第３に、条約の起草過程において、12条の解釈とし

て、「支援付意思決定制度を代行意思決定制度に優越させている」が、同時に

「最後の手段としての代行意思決定制度を許容している条文」だと解する見解が

各国政府間で支配的だったこと、がそれである26)。

　このようにして、条約12条の文言ないし策定過程からは、条約が、判断能力

の不十分な障がい者に対する支援を「意思決定支援」に限定し「代理・代行決

定」を完全に排除している、とは言えないというのが、妥当な解釈だということ

になりそうである。

2.2.4．権利・意思・選好の尊重、利益相反の排除、状況対応性・適合性、短期

間の適用、独立・公平な司法機関による定期的審査（４項）

　条約12条４項は、締約国に対して、「法的能力の行使に関連する全ての措置」

について、その濫用を防止するための適当かつ効果的なセーフガードを保障す

べきことを求めている。加えて、そのセーフガードは、「法的能力の行使に関連

する措置」が、当該障がい者の権利・意思・選好を尊重すること、利益相反を

生じさせたり不当な影響を及ぼさないこと、当該障がい者の状況に応じ、かつ

適合すること、可能な限り短期間の適用に止めること、権限のある独立・公平
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な当局または司法機関による定期的審査を受けることを保障するよう求めてい

る。

　このうち、「意思および選好の尊重」および、障害者権利委員会の一般的意見

第１号（21）の「意思と選好の最善の解釈」の意味ないしその方法については、

つぎのような柴田洋弥の説明が参考になる。すなわち、「最重度知的障害や重

症心身障害・遷延性意識障害等のある人については、明確な意思を読み取れな

い場合が多い。しかし多くの場合は、どういう環境なら心地よさそうだとか、

逆に嫌なようだとか、その感情や好みを表情や体の動きで読み取ることができ

る。このような本人の選好を元に、本人がより楽しく感じる日常生活を送れる

ようにさまざまな日常生活の支援を組み立てていくならば、『本人の意思と選

好の最善の解釈』による支援が可能となろう。」というのである27)。つまり、言

語によるコミュニケーションがとれない状況にあっても、また、障がいのゆえ

に本人の意思や選好が読み取りにくい場合にあっても、言語以外の何らかのサ

インを見逃すことなく「最善の解釈」を施すことによって、本人の「意思」や

「選好」を正しく読み取ることができるし、そうせねばならないことを、条約は

要求しているのである。

　また、４項は、「障害者の状況に応じ、かつ、適合すること」すなわち「状況

対応性・状況適合性」をも求めている。この文言の意味について池原毅和は、

本人の「自己決定の困難性の度合いに応じて支援を充実させることを意味し

て」おり、「ゼロから100％までのスペクトラムに対応した支援」が求められて

いる。つまり、「支援制度がその人の個別の状態に合わせたオーダーメードの

ものでなければならないことを要請するもの」だという理解を示している28）。支

援者は、被支援者の個別具体的な状況に即応しつつ、注意深く懇切丁寧できめ

細やかな支援を求められることになろう。

2.3．小　　　括

　このように、条約12条が障がい者への支援に関して要求していることのいく
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つかをみただけでも、条約が、従来の「判断能力弱者」に対する「支援」のあり

方とはまったく異なる、まさにパラダイム転換した新しい「支援」の仕方を構

想し、各国政府にそれを構築・実現するよう要求しているということが明らか

になる。そして、その「支援」は、４項が求める「障害者の意思及び選好の尊

重」といった、従来の支援技術では十分には対応し難いことがらも含んでいる。

しかも、それが条約の核心部分に位置づけられている。

　こうした観点に立って、池原毅和は、条約12条は、発展途上の支援技術を前

提とした、不断の努力とダイナミックな展開を求めているとして、つぎのよう

に指摘しているのである。「支援システムには現代の技術の限界という被制約

性があり、現在の科学があらゆる人の自己決定を引き出し読み取るだけの技術

を持ち合わせていると言い切ることは難しい。そうした意味では障害者権利条

約第12条は可能な限りの技術と支援の充実によって、すべての障害のある人が

ひとしく自己決定を認められる新しい地平に向けた不断の躍進とダイナミズム

を求めているものだともいえる。」29)。

　こうしてみると、まさに障害者権利条約は、「権利擁護」概念に新たな地平

を切り拓く端緒となるものといえるのではなかろうか。

［注］

10）長瀬・前掲（注９）51頁。

11）川島聡「障害者権利条約12条の解釈に関する一考察」実践成年後見51号

（2014年７月）72頁。

12）その詳細については、たとえば、上山泰「現行成年後見制度と障がいのある人

の権利に関する条約12条の整合性」菅富美枝編著『成年後見制度の新たなグラ

ンド・デザイン』（2013年２月）56頁以下、川島・前掲（注11）72頁以下など

参照。

13）川島・前掲（注11）72頁以下。

14）川島・前掲（注11）74頁。

15）たとえば、池原毅和「法的能力」松井亮輔・川島聡編『概説障害者権利条約』
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（2010年）188頁以下、田山輝明「障害者権利条約からみた日本の成年後見制度

の課題」季刊福祉労働143号（2014年６月）22頁。

16）池原・前掲（注15）188頁以下。なお、日弁連「総合的な意思決定支援に関

する制度整備を求める宣言」（2015年10月２日）は、条約制定の経過や上記のよ

うな各論者の議論を受けて、「法的能力」を、「自らの意思決定によって他者との

法律関係を形成する能力（行為能力）を有することを保障したもの」と解してい

る（４頁）。

17）池原・前掲（注15）189頁以下。

18）池原・前掲（注15）190頁。

19）菅富美枝「『意思決定支援』の観点からみた成年後見制度の再考」菅編著『成

年後見制度の新たなグランド・デザイン』（法政大学出版局2013年２月）253頁

以下。

20）日弁連・前掲（注16）７頁。

21）personal representativeは、法定代理人・代行決定権者を指すが、これについ

て、日本政府は「人格代理人」と訳して、日本にはこうした制度はないと主張し

たということである。上山泰「現行成年後見制度と障がいのある人の権利に関す

る条約12条の整合性」菅富美枝編著『成年後見制度の新たなグランド・デザイ

ン』（2013年２月）84頁。

22）NGOが説く第３説の主張の通りpersonal representativeという文言は削除され

たものの、同時に強く要求していたsupported decision-making（支援付き意思決

定）の明文化の主張は容れられなかった。上山・前掲（注21）92頁。

23）上山・前掲（注21）91頁以下。

24）上山・前掲（注21）93頁。

25）もっとも、締約国のモニタリングの過程で障害者権利委員会（国連）は、各国

政府に宛てたその総括所見において、従来の代理・代行決定システムを、支援つ

き自己決定システムに転換すべきとの勧告を出し、さらに、条約12条関連で、代

理・代行決定システムを最後の手段として残すべく「留保」や「解釈宣言」を行

なった国に対しても、それを撤回する方向で見直すよう勧告しており、その強硬

な姿勢があらわになってきたといわれる。上山は、こうした障害者権利委員会の

急進性が、委員の多数が障がい当事者であるという委員会の構成に起因している

とみている。上山・前掲（注21）43頁脚注６。ちなみに、日弁連・前掲（注４）

基調報告書24頁によると、2014年現在、18名の委員のうち17名が障がい当事者
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だということである。

　　また川島は、こうした障害者権利委員会が「やや無理ともいえる代行決定禁止

説（前衛的な解釈）」を各国政府に「突きつける」理由を、代行決定許容説（条

約は、原則的には代行意思決定を禁止しているが、例外的に、厳格な基準の下で

のみ代行意思決定の制度化を許容している、とする立場）が、各国において「歴

史的に構築された堅牢な代行意思決定制度の前では、名目上のレトリックとなり、

実際上の影響力を大きく欠くかもしれない」との懸念から、各国における条約12

条の実効性を担保するためにあえて「前衛的な解釈を突きつけている」のだ、と

いう点にみている。川島・前掲（注11）77頁。

26）川島・前掲（注11）75頁以下。

27）柴田洋弥「意思決定支援に基づく成年後見制度改革試論―障害者権利条約12

条についての権利委員会意見書をめぐって―」成年後見法研究第12号（2015年

１月）158頁。

28）池原・前掲（注15）193頁。

29）池原・前掲（注15）195頁以下。

３．現行成年後見制度の問題性 

　すでに、障害者権利条約が成立し、日本の批准が課題とされ始めて以降、成

年後見法学会などを中心に、各国の成年後見制度の紹介に当たっている研究

者・実務家等から、日本の現行成年後見制度の救い難い後進性がたびたび指摘

されるようになっていった。そうしたなかで、「判断能力弱者」本人を中心に

置いた「意思決定支援」の法制度として世界の最先端を行っているとも言われ

る、イギリス2005年意思決定能力法の詳細な紹介も行われるようになっていっ

た。

　そうした先行研究を目の当たりにした日本の研究者たちは、日本の現行成年

後見制度が、各国の成年後見制度と比較しても、きわめて後進的（その制度理
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念は、保護を中心とした発想に捕われており、きわめて古典的な法制度の類型

に属する。）であり、したがって、圧倒的にパラダイム転換を遂げた条約の基本

構想とは、根本的に相容れない状況となっていることに気づき始めた。現に、

こうした観点から、現行制度の抜本的改定・徹底的批判を表明する論考も少な

くない状況に立ち至っている。

　したがって、以下においては、現行成年後見制度の今後の方向性を探る資料

として、指摘されている現行成年後見制度の問題点、とりわけ条約と抵触する

に至っている諸論点を、先行研究を参照しながら整理しておきたい。

3.1．総論的な問題性

　①「医学モデル」への依拠：日本の現行成年後見制度に対する根本的な批判

のひとつに、それが、障がいの「医学モデル」に依拠している点についての批判

がある。たとえば、池原毅和によれば、「日本の成年後見制度は律儀な医学モデ

ルの制度であり、精神の障害により事理弁識能力が損なわれていれば、社会的

基盤のことを考慮せずに当然に成年後見開始」となってしまうと批判する30）。

「社会的基盤を考慮しない」というのは、「どのような自己決定支援がなされれ

ば成年後見を使わずにすむか、あるいは、本人の現状においてそれなりの自己

決定支援が得られているから成年後見開始の必要性が乏しい、などの社会的基

盤との関係」を考慮しないということである31）。

　こうしたあり方は、民法７条（後見開始の審判）、11条（保佐開始の審判）、

15条（補助開始の審判）の規定ぶりからも明らかである。すなわち、後見・保

佐・補助の３類型いずれもが、「精神上の障害により事理を弁識する能力」がい

かなる状態にあったかという医学的な観点だけを基準として、それぞれの類型

の開始の審判ができることになっており、その際に、「社会的基盤」の状況を考

慮に入れて判断する必要性は、少なくとも法文上からは明確ではない。手続的

にも、後見開始の審判をする場合には、裁判所は、原則的に、精神鑑定を前置

することが定められているのである32)。
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　②過剰なパターナリズム：成年被後見人とはいっても、常時まったく判断能

力が欠けているというわけではない。民法７条も想定しているように、被後見

人とは「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」なのであって、「常況にあ

る」とは、「多くの時間はその状況にあるものの、そこから離脱して能力を回復

することがある者を含む」といった意味であり（2013年３月14日東京地裁判

決）、判断能力を回復する場合もありうるのである。まして、条約が依拠するよ

うな「障害」観に立ち、条約が想定するような「意思決定支援」が行なわれれ

ば、本人の判断能力が改善され、それなりの意思決定がなされる可能性は十分

にある。

　ところが、現行成年後見制度においては、かりに本人の判断能力が改善され

自らの価値観に基づいた意思決定がなされたとしても、後見人が、そうした本

人の意思決定の結果を無視して、客観的に本人の利益になると考えた後見人自

身の判断を押しつけることも、制度上は許容されることになっている。すなわ

ち、「本人と成年後見人の価値観とが対立する場合には、『本人の客観的保護』

の美名のもとに、実際には成年後見人側の価値観に依拠した、本人の管理・支

配が行われるリスクすら生じうる。この意味において、現行制度は、運用次第

では、かつての禁治産宣告制度と同レベルのパターナリスティックな仕組みと

して、本人の自由を過剰に抑圧してしまう恐れがある」のである33）。

　③後見類型の固定的な運用実態：現行成年後見制度、とりわけ後見類型につ

いては、ひとたび後見開始の審判が下りてしまうと、それが後に、被後見人本

人に対する支援状況の改善やそれに起因する被後見人自身の判断能力の改善等

を考慮して見直される、というケースは、実務上はほとんど無いようである。

　こうした運用実態に対して、池原毅和は、「知的障害等の機能障害は変化し

ないから取り消しにならないのは当然と考えられていると思われるが、社会的

基盤の状態は改善でき、自己決定支援が充実化することはありえるし、そのよ

うに努力すべきものであるから、事後に自己決定支援の手だてが充実して本人

なりの判断が支えられるようになったら、本来は成年後見は終了させるべきも
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のである。」34）と述べているが、きわめて適切な提言である。

　しかも、成年後見制度利用には、本人の利益・権利を擁護するためというよ

りも、むしろ本人とかかわりのある関係者の利益保護のためとしか思えないよ

うな実態も少なくない。成年後見人を付さなければ、施設入所も銀行等の金融

機関も保険会社も契約してくれないというのは、支援の現場ではよく聞く話だ

が、まさに、これこそ本人の利益保護というよりは、相手方の利益保護のため

（後に、契約の効力が争われる等の事態を回避するため）に後見人を付すこと

を求めるといった現実の反映であろう。このように、現行成年後見制度が現実

に果たしている役割は、本人の利益・権利の擁護という点にあるのではなく相

手方の利益保護のためにあるというほうが、むしろ運用実態、ないし制度利用

に現に頼っている関係者の思いに合致しているのではなかろうか。

　池原が適切にも指摘するように、「問題のある現行成年後見制度であっても、

その目的は本人の保護にあるのであって、契約の相手方の便宜のためにあるの

ではない」35）ことを再認識すべきである。

　

3.2．画一的・包括的な行為能力制限の問題性

　①現行成年後見制度が、ひとたび後見開始の審判がおりてしまうと、後見人

に対し、画一的・包括的に同意権・取消権が付与され、代理権が承認される仕

組みになっている点に関しては、条約との抵触を指摘し改訂を求める多くの見

解が表明されている36）。

　②この点に関して、介護保険制度導入（より大きな枠組みとしては、社会福

祉基礎構造改革の実現）を目前にした成年後見制度の改訂（禁治産制度から現

行成年後見制度への改訂）が、まさに相当程度の時間的制約下で行われたこと

もあり、旧制度（禁治産制度）の基本的枠組み（後見類型や保佐類型、後見人・

保佐人の権限等）を引きずったものとなっている点を「大きな成年後見」と名

づけて、その過剰な干渉・介入性という問題点を指摘する見解があることも注

目に値する。すなわち、上山泰と菅富美枝は、「本人に対する過剰な干渉とい
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う意味では、多元論（３類型）の制度設計に起因する成年後見人の職務範囲

（法的権限）の包括性と画一性のデメリットを見落とすこともできないだろう。

しかも、現行制度は、旧制度と同様、法定後見による保護の開始と本人の能力

制限とを、原則として機械的に連動させているため、職務範囲の包括性と画一

性はそのまま本人の能力制限にまで反映している。いわば、わが国の現行制度

は『大きな成年後見』だといえる。」と指摘するのである37）。すなわち、とりわ

け後見類型と保佐類型において、後見人等に付与される包括的・画一的な職務

権限が、そのまま自動的・機械的に本人の行為能力制限の形で現れることによ

り、本人の現有能力に対して過剰・不当な干渉・介入がなされる可能性を制度

的に肯定している点を問題にしているのである。

　上山は、こうした論点について、より分析的にその問題性をつぎのように指

摘している。「現行制度の問題点を考えた場合、①法定後見開始と本人の能力

制限との機械的連動の原則性、②類型論（３類型）に起因する能力制限範囲の

画一性と硬直性の２点が、特に議論の対象となるだろう。まず最も問題となる

のは、成年後見と保佐の２類型において、法定後見による支援の開始と本人の

能力制限とが機械的に結びつけられている点である。加えて、これら２類型で

は、能力制限の範囲が原則として画一的なことが、本人の能力の程度に釣り合

わない過剰な能力制限を招くリスクを有していることは否定できないだろ

う。」38）。こうした上山の指摘の背景には、本来、個人の判断能力は固定的なも

のではなく、つねに揺れ動くきわめて可変的なものであるはずだが、現行制度

においては、後見類型以下の３類型を制度化したことにより、本人の「能力を

有限個の鋳型に振り分けて、押し込めていく作業が必要」となり、「類型への振

り分けが自己目的化してしまい、結果的に、人の能力を固定的・形式的に把握

しようとする傾向を強めてしまう」ことにつながるとする見方が存在する39）。

　そして、能力制限が個別的に加重しうる仕組みになっており、すくなくとも

制度上はある程度の柔軟性が担保されている補助・保佐類型に比して、そうし

た柔軟性がまったくなくきわめて硬直的な設計になっている後見類型において、
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こうした問題性が際立つことになる40）。

　③条約12条２項の「法的能力」が「行為能力」をも含むという見解に依拠し

つつ、後見・保佐・補助の３類型いずれにおいても、類型的に本人の行為能力が

制限される点を捉えて条約12条２項に違反すると断定する見解も有力である41）。

　たとえば柴田洋弥は、おおむねつぎのように説いている。民法９条は、後見

人に、被後見人の日常生活に関する行為以外の法律行為への取消権を、同13条

は、保佐人に、本人の重要な法律行為等への同意権・取消権を付与している。

その限りで、被後見人・被保佐人は、対応する行為能力が制限されることにな

る。これは、条約12条２項に違反していることは明白である。また、民法17条

は、たしかに本人の同意が前提だが、補助人へ同意権・取消権を付与している。

被補助人の同意が前提ではあるが、同意権・取消権により被補助人の行為能力

が制限されることに変わりはない。一部分とはいえ本人の行為能力を奪うこと

は、「法的能力」そのものを奪うことであり、障がい者が他の者と平等に法的能

力を享有すると定めている条約12条２項に違反しているのは明らかである42)。

　たしかに、補助類型の場合は、取消権付与についても本人の同意を前提とし

ているのだから、その意味ではむしろ本人の自己決定に依拠したものだといえ

るかもしれない。しかし、そうではあっても、本人が同意したうえで取消権を

与えた事柄について、個別具体的に本人がした「自己決定」を、取消権に基づ

いて補助人が取り消せば、結果的には本人の行為能力は否定されたということ

になろうから、その限りでこうした批判は妥当性を有するといえよう。

　なお、この点について、日本政府の解釈では、条約12条２項は「権利能力」

のみを指す規定だとしているから、12条２項違反とはいえないかもしれない。

しかし、条約12条３項の「法的能力の行使の支援」については、日本政府も

「行為能力」を含めて理解しているから、補助人が、取り消さねばならないよう

な意思決定を本人にさせてしまった点に関して、適切な「意思決定支援」をし

ていなかったことになり、いかに取消権を付与されているからといって、簡単

に取り消すことは「支援付き意思決定」の考え方に反することになろう。



障害者権利条約批准と権利擁護システムの再構築（１）（新村　繁文）

－　　－59

　④ところで、現行成年後見制度が判断能力弱者の「保護の拠り所」としてい

る「取消権型保護」の実効性について、疑問を呈する鋭い分析がある43）。

　その論拠について、たとえば上山泰はつぎのような諸点をあげる。（1）現実

に本人自身が行なう売買の対象の多くが日用品に該当することが多いため取消

権の対象から外れること、（2）取消権行使は、本人が少なくとも外形的には法

律行為をなし得る状況にある場合を想定しているが、本人が遷延性意識障がい

の状態にある場合などには、そもそも「射程外」であること、（3）計画的な悪

徳商法による被害を受けた場合なども、加害者の捕捉自体が難しかったり加害

者の財産状態などから現実の被害回復が困難だったりすること、（4）取消権行

使をするまでもなく、インフォーマルな交渉により原状回復がなされる可能性

もあること。こうした分析を通じて上山は、「取消権型保護の実効性」には疑問

の余地があることを指摘したうえで、「後見的支援において本人を中心に据え

た発想を押し進めていくならば、濃密な社会的支援や環境整備による被害予防

という観点こそが重視されるべきであって、取消権による原状回復はむしろ次

善の支援手法というべきではないだろうか。」と指摘している44）。

　同様に池原毅和も、取消権行使による保護よりも、一方で相手方に一定のサ

ンクションを科したり消費者保護法により保護することの、他方で後見人と被

後見人との間の強い信頼関係に基づく濃密なコミュニケーションの有効性を主

張して、つぎのように説いている。「取消権を使わなければならない場合という

のは、悪意のある相手が誤摩化したり騙したりして本人に不利な契約をさせた

場合か、本人が強いこだわり等から極端にバランスの悪い経済生活をして生活

が破綻に瀕するような場合である。しかし、前者は加害者を処罰したり、加害

者に契約解消による損害を与えても被害者である知的障害等のある人を保護す

べき問題である。成年後見制度は加害者に負担を負わせるのではなく、被害者

である知的障害等のある人の権利を制限するという方法でこの問題を解決する。

……負担や制裁を受けるべきは加害者であって被害者ではないはずである。そ

のためには消費者保護法などによる解決手法を知的障害や精神障害、認知症の
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ある人が契約をした場合にも広く柔軟に適用できるようにしていくことが必要

であり、そのほうがノーマライゼーションの理念に適う解決と言える。後者は

成年後見人が本人とどれだけ信頼関係をつくり、コミュニケーションが取れて

いるかにかかっている。十分に信頼関係ができしっかり話し合いができていれ

ば、生活破綻するほどアンバランスな経済生活はほとんどの場合、本人なりの

判断でブレーキをかけることができるはずである。成年後見人は手っ取り早く

取消権を行使したり、同意権で押さえつけるのではなく、時間をかけて人間的

な対話を積み重ねることで、本人が本人なりのバランスで生活できるように支

援することが重要である。……成年後見人は本人の能力が回復し成長するよう

に支援すべきであり、成年後見人の権限を手っ取り早く行使してしまえば、本

人は自分自身の問題を考えたり経験することができなくなり、むしろ、能力は

衰え退行してしまう。代理権が必要な場面でも、時間をかけて人間的な対話を

積み重ねることで、本人が行動を起こす必要性を認識できるように支援するこ

とが重要である。」45)。

3.3．「支援付き意思決定」システムの欠如

　条約12条３項が想定している「法的能力の行使に当たって必要とする支援」

とは、すでに（2.2.3.で）検討したように、「障がい」とは、本人をとりまく環境

要因・人的要因・社会的要因といった多様な因子が成育過程を通じて複雑に相

互作用して作り出されてきたものだから、そうした因子を変動・除去すること

により「障がい」の内容や程度を軽減することは可能であり、その結果として

本人が自ら「自己決定」できるようになるはずで、そうするための支援という

ことである。条約12条３項が想定しているのは、まさにそうした支援（「意思決

定支援」ないし「支援付き意思決定」）であって、それにアクセスできるように

する措置を講じるよう各国政府に強く求めているのである。ただ、同条項は、

そうした支援を尽くした結果、どうしても必要な場合に「ラスト・リゾート」

としての「代理・代行意思決定」をかろうじて認めていると解されているので
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ある。その意味において、「代理・代行意思決定」をなす際にも、当然の前提と

して、「意思決定支援」が尽くされていなければならないことになる46)。

　ところが、条約12条３項が求めている「法的能力の行使に当たって必要とす

る支援」すなわち「支援付き意思決定」ないし「意思決定支援」は、日本におい

てはほとんど未整備である。条約の趣旨に従うならば、「本人を包む地域の支

援ネットワークによって本人の自己決定が支えられている場合には、不必要に

成年後見を開始するべきではない」し、最終的に成年後見制度に頼らざるをえ

ないとしても、「成年後見の開始の前に地域での支援を組み立てる工夫や可能

性はないのかを十分に吟味し、自己決定支援が尽くされていることを条件に初

めて成年後見が許容されるとすべき」47）であろう。だが、そうした、本人の意

思・選好にとことん寄り添い、懇切丁寧できめ細やかな配慮が行き届いた「地

域の支援ネットワーク」は、あるいは、社会福祉協議会が実施している日常生

活自立支援事業のなかで、個別具体的な支援の形で実現されている例があるか

もしれないが、しかし、後見類型が圧倒的に優勢を占める現在の日本の権利擁

護システムにあっては、ほとんど存在しないか、存在したとしてもきわめてレア

であろう。

　そうした「支援ネットワーク」が貧困な現況下で、地域の「支援ネットワー

ク」の構築を助成するなどの然るべき措置をとることなく、条約や国際的動向

に沿って直ちに、成年後見が開始される前提条件に「自己決定支援が尽くされ

ていること」を要求すると、そうした状況・環境に乏しい多くの障がい者・認

知症高齢者は、いつまでも後見人すら付されない状態に置かれることになるの

ではなかろうか。しかも、日頃から権利侵害的環境に置かれ、支援ネットワー

クも存在せず必要な配慮も受けられないでいる最弱者であれば、いっそうその

懸念は深刻なものとなろう。まして、日常的な「意思決定支援」が、公的支援

システムというよりもよりプライベートな関係のなかで構築されるシステムだ

ということであれば48）、そうした権利擁護環境に乏しい最弱者は、いつまでも

「救われない」ことになるのではないか。
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　「支援ネットワーク」の貧困な現況下での条約12条３項の「支援」ないし支

援のための「システム」の実現が、いかに困難な事業であることかが思いやら

れるのである。

3.4．状況対応性・適合性、可能な限り短期間、そして定期的審査

　①すでに（2.2.4.で）みたように、条約12条４項は、「法的能力の行使に関連

する全ての措置」が「障害者の状況に応じ、かつ、適合すること」すなわち「状

況対応性・状況適合性」を要求している。

　つまり、池原毅和が解説しているように、すべての措置は、本人のその時々

の個別具体的な「障がい」の状態、それに因る「自己決定の困難性の度合い」

に即応した、換言すれば「ゼロから100％までのスペクトラムに対応した支援」

ないし「その人の個別の状態に合わせたオーダーメードのもの」であることを

求められているのである。ところが、日本の現時点での自己決定弱者に対する

支援制度である成年後見制度は、「比喩的にいえばS・M・Lの３つのサイズし

か準備されていない既製服のようなもの」と、酷評されるようなものにとどまっ

ている49）。

　制度上も運用上も、現行成年後見制度は、いったん後見等開始の審判がおり

てしまうと一律に一定の行為能力制限が発動し、しかも、それが（補助から保

佐・後見へ、保佐から後見へ、というように）より制限が広範になることはあっ

ても、本人のその時々の具体的な能力状態に応じて制限を軽減化する方向には

動かないのがほとんどである。このように、現行成年後見制度は、条約の趣旨

からみると、きわめて硬直した制度設計になっているといわざるをえない。

　②また、条約12条４項は、「法的能力の行使に関連する措置」が「可能な限

り短い期間」に限って適用されるべきことを求めている。

　しかし、最高裁の成年後見事件の概況からは、後見開始決定の取り消し事例

の報告は認めることができず、実務上、被後見人の個別具体的な状況に応じた

取り消しが適宜行なわれているといった運用実態はみられない。こうした実態
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について池原毅和は、「過度な後見的配慮に傾斜した制度が不必要に長期の成

年後見の存続を招いている」と断じている50）。こうした実態が、条約12条４項

の、「可能な限り短い期間」に限って「法的能力の行使に関連する措置」を適用

すべきとする要請に逆行していることは、明白である。

　③さらに、条約12条４項は「法的能力の行使に関連する措置」を、「権限の

ある、独立の、かつ公平な当局又は司法機関」の「定期的な審査」に付すべき

ことを要請している。

　しかし、現行成年後見制度には「定期的審査」制度についての規定も発想も

ない。「日本の成年後見制度は、いったん審判がなされると、少なくとも定期的

な再審査は予定されていない」51）から、当然、そのための「権限のある、独立

の、かつ公平な当局又は司法機関」は存在しないのである。

　こうした「定期的審査」制度の欠缺は、条約12条４項の観点からは、まさに

「法の不備というべき」52）だろう。そして、「定期的審査」制度もその発想もな

いがゆえに、被後見人の個別具体的な状況に応じた取り消しが適宜行われると

いうこともなく、結果として、「可能な限り短い期間」の要請に逆行するような

運用がなされることになるわけである。

　いずれにせよ、条約12条４項が要請する、こうした（成年後見制度を含む）

「法的能力の行使に関連する全ての措置」の濫用防止のための「様々なセーフ

ガード」のいずれも、「日本の成年後見制度には全く盛り込まれていないもの」

である。したがって、批准後２年以内に提出することを義務づけられている障

害者権利委員会への政府報告（条約35条１項）に対して、「日本は制度改正を

直ちに迫られる」ことになるのは必至であろう53)。
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