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４．問題克服の方向性 ～「代理・代行決定」から「支援付き意思

決定」へ～

　障害者権利条約を批准した各国は、それぞれが整備・運用している現行の成

年後見制度の相当大幅な改定を迫られることになった。そうした近年の状況を

上山泰は、「近年、世界各国で成年後見法再改正の嵐が吹き荒れている。」と表

現している54）。

　また、菅富美枝は、各国の状況と比較しつつ、日本の課題についてつぎのよ

うに述べている。「現在、国連障害者の権利に関する条約を批准した国々は、条

約の趣旨・目的に適った法制度を整備すべく何を行うべきか、まさに手探りの

状態にある。こうした世界的状況の中、日本国あるいは日本社会としては、支

援付き意思決定を成年後見制度の中にどのように取り込んでいくのか。あるい

は、単なる取り込みにとどまらず、いずれは支援付き意思決定こそが『後見＝

代行決定』の発想を凌駕し、成年後見制度をいわば自己決定（意思決定）支援

制度へと全面的に転換させていくべきものなのか。2014年２月に同条約を批准

したばかりのわが国は、将来的な方向性をめぐって、まさに国民的議論の渦中

にあるといえよう」55）。

　いずれにせよ、障害者権利条約は、従来の「障がい」理解ないし「障がい者」

支援のあり方についての、まさに「パラダイム転換」と称し得るようなドラス

ティックな変更の要求（しかも、障害者権利委員会を先頭にきわめて厳しい要

求）を各国に突きつけることになっており、モニタリングを受けた各国は、軒
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並みそれぞれの現行成年後見制度の抜本的な改定勧告を受けているのである。

まだモニタリングを受ける段階に至ってはいない日本に関しても、事情は、む

しろ各国よりもいっそう厳しいものであるといってよい。

　ここでは、そうした日本の、各国の制度と比較してもいわば後進性が際立っ

ている現行成年後見制度を、どのようにして条約の要請に応えるに足る仕組み

へと変革していくべきか、その方向性について、先行研究を参照しながら探っ

ていくことにする。

　

　4.1．基本的な考え方

　「判断能力弱者」の支援ないし権利擁護についての今後の方向性を探求する

前提として、確認しておくべき基本的なことがらがある。

　①まず、各国における制度改革について、上山泰は「大筋では、共通する改

革の方向性を確認できる。その最も中核となる基本理念が、『制度設計におい

て本人の意思・意向を最大限に重視すること』である。」56）として、重要な点で

差異はあるものの、本人意思（自己決定）の重視という点では共通した方向性

が認められることを確認している。これは、いうまでもなく、条約12条４項の

「意思および選好の尊重」の要請（2.2.4参照）を受けたものであることは明ら

かである。

　②また、いずれの国においても、成年後見制度を利用せざるを得ない場合の

基本原理として、「必要性の原則」（ドイツ世話法）すなわち「必要最小限の範

囲における介入の原則」が採用されることになり、その結果、支援者（後見人）

への代理権付与や本人の能力制限が、個々のケースにおける支援にとって必要

最小限の範囲に限定されることとなったとされる。

　③さらに上山は、各国の改正動向から、「成年後見制度を単なる財産管理制

度から、身上監護面の支援を含む総合的な権利擁護制度へと組み替える動き」57）

をも看取している。そして、このことによって、成年後見法の法的性格が変化

することを指摘する。すなわち、「身上監護権を成年後見制度に取り込んだ場
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合、利用に対するニーズは本人の資産の多寡とは無関係に生じうることになる。

この結果、成年後見制度は、従来型の財産管理に特化した私法上の制度である

ことを超えて、判断能力不十分者の包括的な権利擁護の一翼を担う公的な社会

保障制度としての性質をも帯びていくことになる。」58）と。

　従来、とかく成年後見制度は、（かつての禁治産制度と同様に）本人（被後

見人等）の財産管理・保全を主要な目的とするものであり、その意味で、取り

立てて守るべき財産のない者には無縁な制度だと捉えられる傾向が一部に根強

くあったが59）、（現行成年後見制度ですら、じつは、すくなくとも社会福祉士な

どの関係する後見実務上は、身上監護をその重要な役割のひとつとして説明さ

れていたのであるが）「身上監護権を成年後見制度に取り込む」ならば、成年後

見制度は、単なる財産管理・保全制度にとどまることなく、いっそうその社会

保障・社会福祉制度としての性格が際立つことになろう。その意味では、成年

後見制度は、財産管理・保全と身上監護を併せ持つ総合的な権利擁護の仕組み

にほかならないといえる。まさにこれは、日本の現行成年後見制度の制度理念

に合致したものでもあったはずである60)。なお、上山は、こうした身上監護を

その重要な要素として包含する基本的な動向は、「現代型成年後見制度の理念

型」を各国の状況に適合させつつ受容しようとする結果だとみている61)。

　

　4.2．画一的・包括的な行為能力制限から個別的かつ必要最小限の制限

へ

　①すでに3.2で確認したように、現行成年後見制度の最大の問題点は、画一

的・包括的な行為能力制限（すなわち、とりわけ、画一的・包括的な、後見人・

保佐人への同意権・取消権付与および後見人への代理権付与）であるが、この

点に関し、すでに2013年11月に、日本自閉症協会の会長提案が、後見人等は、

まずは本人に対する意思決定支援を行い、それでも本人が意思決定できない範

囲に限って代行決定する仕組みに改変すべきと提案し62）、日弁連会長も、2013

年末に、「個々人に応じた必要最小限の制限にとどめ、当事者が可能な限り自
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己決定しうる環境に配慮した制度に改められるべき」との声明を出している63）。

さらに、日弁連は、2014年10月３日の「障害者権利条約の完全実施を求める

宣言」の中で、「現行の画一的かつ包括的な制限を、個々人に応じた必要最小

限の制限にとどめ、当事者が可能な限り自己決定しうる支援と環境整備を原則

とする制度に改めるべきである。」と主張している。

　そして、そもそも、「法的能力の行使に関連する措置」については、その濫用

防止の観点から、支援を受ける本人の個別具体的状況への対応性・適合性、お

よび可能な限り短時間の適用が要請される（条約12条４項）が、その観点から

は、成年後見制度を利用する場合も、「障害のある人のニーズに比例したもの

（比例性原則）」、「より制限の少ない手段があればそれを利用しなければならな

い（Less Restrictive Alternative：LRA原則）」といった原則に基づいて運用さ

れなければならないことになる64）。

　②問題は、現行成年後見制度を、個別的かつ必要最小限の制限を前提とする

制度へと改変する場合、どのような考え方に基づいて、どのような仕組みとし

て構想するかである。この点に関して、すでにいくつかの見解が公表されてい

る。

　成年後見制度（代行意思決定制度）を存置するにせよ、現行制度のままでは

条約に抵触することは明らかであるから、基本原理として導入されるべき「支

援付き意思決定（意思決定支援）」の仕組みとの関連で、いかなる範囲・内容で

成年後見制度を存続させるべきなのかを検討しておく必要が出てくる。これは、

改正後の障害者基本法23条１項が、「国及び地方公共団体は、障害者の意思決

定の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、

成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適

切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。」（下線は筆者）と

規定し、成年後見制度の利用に当たっても、「意思決定支援」に配慮すべきこと

を求めていることからも、必要不可欠なことなのである。

　こうした観点から、池原毅和もつぎのような課題を提示している。すなわち、
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ⓐ「代行意思決定に代わるべき支援付き意思決定としてどのような方法が考え

られるのか」、ⓑ「支援付き意思決定によって遷延性意識障害にある人なども

含めてあらゆる場合を代行によるものではなく本人による決定というパラダイ

ムの範囲内で解決できるのか」、ⓒ「例外的であったとしても本人以外の者に

よる決定を認めざるを得ない場合があるとしたら、それは行為能力の平等性を

求める障害者権利条約12条２項の要請との関係でどのように正当化されるの

か」と65)。

　ところで、そもそも「支援付き意思決定」ないし「意思決定支援」とは、いか

なるものなのであろうか。その実務に根ざした具体的なあり方をめぐる諸見解

については後に検討するとして、一般論的には、たとえば、日本法制下での「意

思決定支援」とは、「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」というように説明されている66)。いずれにせよ、それは、

権限に基づいて「代行意思決定」をするといった“簡単な作業”ではなく、本

人の個別具体的な状況に対応しつつ、懇切・丁寧に、粘り強く本人の意思・選

好を探り、それを自発的に表現できるまで、徹底的に本人の意思に寄り添って

支援する、というきわめて忍耐強く困難な（しかし、やりがいのある）作業の

はずである。

　こうした「支援付き意思決定」を前提としつつ、上山泰と菅富美枝は以下の

ような考察をしている。まず、「支援付き意思決定」に関して、「成年後見人が、

本来、まず第１に行うべきことは、本人がその意向を自ら表現できるように支

援すること、すなわち、『本人自身による自己決定のための支援』である。言い

換えれば、我々が、成年後見制度の枠組みの中で、真に本人の自己決定の尊重

を重視しようとするのであれば、『代理・代行決定的支援［他者決定型支援］』

に対する『自己決定支援［自己決定型支援］』の優越性（エンパワーメントの

最優先という視点）を確認すべきではないだろうか。」として、「自己決定支援」
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すなわち「支援付き意思決定（意思決定支援）」の優越性を明確に肯定する。

つぎに、「代行意思決定」が例外的に肯定される場合はあるのか、またその際の

正当性如何については、「少なくとも、生来的な重度知的障がいの事案や、遷延

性意識障がいの事案といった極限的な事例においては、適正な代理・代行決定

の必要性もなお残ると思われることから、従来型の成年後見制度をすべて廃止

して、自己決定支援の仕組みと完全に置き換えてしまうのは、あまり現実的な

対応とはいえない」し、また、障がい当事者団体が「０から100％の支援」とい

う場合、「100パーセントの支援とは支援者の代行決定に他ならないのではない

か」と考えられることに加えて、とくに日本の現状からして、「これが自己決定

支援の名を借りた、支援者の恣意的な濫用的代行決定の温床となる懸念を払拭

することは難しい」67）から、「むしろ、保護の手法として、自己決定支援の優越

性を明確に規定した上で、代理・代行決定の仕組みを必要最小限の範囲で補充

的に組み込んでいき、統合的な成年後見制度の構築を図るほうが好ましいので

はないか」と主張している68）。

　そして、こうした主張の方向性は、この問題に関して発言している多くの論

者のおおむね一致するところであるように思われる。

　4.3．現行成年後見制度改定の具体的な提案

　現行成年後見制度と障害者権利条約の抵触問題について明確に意識している

論者は、ではどうすべきかについて、具体的に多様な提案をしている。ここで

は、それらを検討してみよう。

4.3.1．保佐類型を中核とした制度設計（田山説）

　①田山輝明は、保佐類型を「必要性原則」により限定し、一定領域について

個別・具体的に代理権・同意権（取消権）を認めるよう法改正することにより、

保佐類型を中核とした「成年者保護制度」を構築すべきであると説く。

　まず、法定代理に関して、「権利条約は、障害者の意思を尊重することを大
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原則としているから、法定代理制度のような『他人による決定』は、排除され

るのが原則である。」との認識を示している69)。そして、それが本人意思に対し

て「抑圧的」に行使される可能性のあることを認め、その限度で一定の法改正

の必要性を肯定する。しかし、法定代理制度それ自体を全面的に廃止すること

には否定的で、むしろそうすることは、条約の趣旨に反して本人保護の手段を

奪ってしまうことにつながると、警戒的である70)。

　そのうえで、現行成年後見制度改定の方向性について、「法定代理権と同意

権（取消権）の利用を必要最小限にとどめ、基本的に本人意思のサポートシス

テムに変革する必要がある。そのためには、狭義の成年後見制度を縮小し、保

佐制度と補助制度を充実する必要がある。」とする71)。そして、より具体的に、

「日本の広義の成年後見制度は、保佐制度を中心とした制度に再編成されるべ

きである。そのためには、３類型のすべてについて、必要性の原則を明記する

必要がある。特に、保佐人には、必要性の原則を前提として、一定領域につい

て個別・具体的に（民法13条所定の行為の一部及び同条を超える行為の）権

限が与えられるように改正することによって、保佐制度が成年者保護制度の中

核となるようにすべきである。」72）として、保佐類型を中核とし、同意権・代理

権を一定程度承認することを前提とした制度への改変を主張している。

　②そして、現行成年後見制度について、それぞれの類型ごとに、以下のよう

に改定すべきだと説いている。

　まず、補助類型について、基本的には「必要性に関する定期的な再審査（権

利条約12条４項）の問題を除いて（被補助人の判断能力は常に低下するとは

限らないから）制度上の『抵触』問題はほとんどない。」という認識を示してい

る。ただ、そうした補助類型にしても、条約の趣旨に反することがあってはな

らず、そのためには、「必要性の原則を重視した運用」が不可欠であり、とりわ

け「本人意思の尊重義務の規定（民法858条）が重視されるべき」だとする73)。

　しかし、補助類型についても、それを「司法制度」として位置づけることを根

拠に、法定代理権ないし同意権（取消権）とのかかわりを否定しようとはしな
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い。すなわち、「補助制度も『司法』の枠内に存在する制度である以上、法定代

理権にも同意権（取消権）にも関係がない単なるサポートシステムに変更する

ことはできない」。したがって、法定代理権または同意権（取消権）の双方また

はいずれかを利用ということになるが、その場合でも「必要性の原則」を前提

とすべきだから、「法改正に当たっては、原則として代理権（民法876条の９）

を廃止し、同意権と取消権のみを残すべき」だと主張する74)。

　このような田山の主張には、疑問がないわけではない。田山は、補助人への

代理権付与（民法876条の９）を原則廃止し、同意権・取消権を存置すべきと

する。しかし、同意権・取消権の対象が個別の法律行為に限られていたとして

も、とりわけ取消権については、被補助人のした個別具体的な自己決定がそれ

により完全に否定されることになるが、それは、条約12条２項、４項に抵触す

ることになるのではないかとの懸念が残らざるを得ない。「被補助人の判断能力

は常に低下するとは限らない」のであれば、なおのことである。また、実態とし

て、「意思決定支援」を尽くしたうえで、被補助人の程度の自己決定能力のある

人に「同意権・取消権」を想定しなければならない場合があるのか、という疑

問も残ろう75)。この意味では、むしろ、「原則廃止」すべきとされる（本人同意

を前提とし、個別の法律行為を対象とする）法定代理権のほうが、まだ本人の

「意思及び選好」に沿った「支援」になる可能性が残されるといえるのではなか

ろうか。ただ、個別的な法定代理であっても、本人の意思・意向に対して、そ

れとは異なる「代理決定」をする限りにおいて、本人意思に反する形は残らざ

るを得ない。

　③つぎに、保佐類型について田山は、行為能力の一律・自動的な制限になっ

ている部分の改定を主張する。そして、保佐開始の審判に当たり、家裁が、民

法13条所定の行為から当該被保佐人に必要な行為を選択する制度へと改変す

べきだと説く。理由は、「必要性原則」の重視という点にある。さらに、13条所

定の行為にとどまることなく、それ以上に、必要な行為を追加することができ

る制度（民法13条２項）も存続すべきだとする。また、「必要性原則」を前提



行政社会論集　第 28巻　第４号

－　　－94

に、代理権付与の制度も存続すべきだとしている。つまり、同意権・代理権の

いずれについても、「必要性原則」に基礎づけられた制度に改変すべき（必要性

原則の明記）だとするのである。ただし、代理権付与については、条約の趣旨

を尊重して、厳格な要件を要求すべきだとしている。

　さらに、保佐人の同意権・取消権に関して、つぎのように注意喚起している。

すなわち、「保佐人は被保佐人の一定の行為（13条）について、同意権を有し

ているが、これは被保佐人の利益を守るための行為であって、被保佐人に代

わって行為を行うものではない。行為自体は本人が行うのであるから、サポー

トの一種であると解することができる（他益保佐）。もちろん、保佐人としては、

実質的に他人決定にならないように注意すべきである。『他益保佐』を実現する

ために保佐人に取消権が付与されているのであるから、保佐人は制度趣旨に

沿った権利行使をしなければならない。」と76)。

　このように、田山は、保佐類型に関しては、「必要性原則」で制約しながらも、

代理権、同意権・取消権のいずれをも存続させることを主張しているのである。

　しかし、こうした田山の構想は、条約の要請を充足し得るだろうか。田山は、

代理権に制限を加えながらも、同意権・取消権には「他益保佐」ということを

根拠に一定の役割を与えているようにも思われる。しかし、同意権は、本人の

判断・決定に対して、同意しない限り法的効果は確定させない制度であるし、

取消権に至っては、たとえ個別的な法律行為についてであっても、本人の決定

を事後的に完全に否定することになるのだから、また、「他益保佐」とはいって

も、それは、まさに本人の「客観的な利益」の保護を目指すことになるわけで

あり、個別具体的な本人の「自己決定」が否定される限りにおいて、条約12条

２項に抵触するのではないかとの懸念を払拭しえないように思われる。

　④さらに、後見類型に関しては、保佐類型を前述（③）のように修正するこ

とを前提に、その適用範囲を「抜本的に縮小すべき」だとする。後見類型の対

象者を、「単独ではおよそ法的な意味を有する行為を行うことはできない者の

み」に限定し、したがって当然のこととして、支援者には法定代理権が付与さ
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れることになる77)。成年後見人への法定代理権の付与も、こうした場合に限定

して認めるならば、被後見人「本人に対する支援制度として機能しうる」のだ

とする。そして、そのためには、必要性原則を大前提に、後見類型を、「本人の

意思を確認するのが難しいほどに判断能力が低下してしまっている者のみが利

用できる制度」に限定すべきだとする。これに関連して、民法９条但書（「ただ

し、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」）

について、「同条ただし書が適用されるような行為をなしうる者の多くは、成年

被後見人ではなくなるであろう。同上ただし書きは残してよいと思われるが、

あまり適用されなくなることが望ましい。」として、後見類型を、必要性原則に

則りきわめて限定的に用いることを前提に、存置すべきものとしている78)。

　以上のような田山の構想は、明言されてはいないものの、後見類型について

は、実質的に「ラスト・リゾート（最後の手段）」として機能させるにとどめる

という趣旨にも読み取ることができそうであり、その限りで妥当なものだとい

えよう（ただし、民法９条但書を存置する必要性は、田山自身もいうように、

ほとんどないように思われる）。

　ただ、いずれの類型にせよ、一定の範囲（ないし、種類）の行為については、

あらかじめ後見人等に対して同意権・取消権および代理権を付与することが想

定されている（つまり、かりにそのときに本人に自己決定能力があったとして

も、その意思は無視され得ることになる）ため、状況対応性・状況適合性（条

約12条４項）の観点からも、然るべき機関によるきめ細かな定期的審査・可能

な限り短期間の適用ということ（条約12条４項）、つまり、そうした審査を受

けた既存の決定の迅速な変更可能性の保障が必須の前提となろう。また、縮小

すべきだとされるものの、３類型を維持することが基本とされているようであ

り、その限りでは、類型化を廃して、支援を受ける本人の個別具体的な状況に

可能な限り対応しようとする他の論者の見解とは異なっているように思われる。

4.3.2．３類型廃止と補助類型を中核とした制度設計（新井説）
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　①新井誠は、成年後見制度がその存在意義を見いだし得るのは、意思決定支

援（支援付き意思決定）では不十分で、代行意思決定が必要になる場合におい

てこそだとする。すなわち、「支援では不十分で、意思決定の代行が必要な場合

こそが成年後見制度の核心であると考える。支援付き意思決定が機能しないと

きに、代行意思決定が機能することになる。」とするのである。そして、「代行

意思決定においては原則として被後見人の権利制限・能力制限があってはなら

ず、本人保護のために裁判所が必要と判断する場合に限り、能力制限がなされ

ることになる」から、現行の後見類型と保佐類型は「明白に条約に抵触してい

る」と断じている79)。

　「代行意思決定」（つまり、他者決定）というのであれば、それが実際に行わ

れる場合には、その反射効果として、本人の（自己決定の）権利および能力の

制限が不可避的に随伴する可能性があるのだから、「代行意思決定においては

原則として被後見人の権利制限・能力制限があってはならず」というのは、い

かなる趣旨かやや理解に苦しむが、最終的に（ラスト・リゾートとして）「代行

意思決定」に至る場合でも、そこまで立ち至る過程にあっては徹底的に「意思

決定支援」（権利制限・能力制限を回避）がなされなければならないという趣

旨であるならば、そのとおりである。また、「能力制限」がなされるとしても、

その前提として、裁判所がその必要性を（個別に）判断しなければならないと

されるのだから、それが、個別・具体的なケースごとに裁判所が判断するとい

う意味であれば（現状における裁判所の実務がこのようなことを許容しうるか、

かなり疑問だが）、一律・自動的に権利制限・能力制限（後見人・保佐人への

同意権・取消権付与）を予定している現行の後見類型・保佐類型（その意味

で、条約に抵触する）とは異なり、条約に適合的であるということができよう。

ただ、この場合にも、然るべき機関によるきめ細かな定期的審査が必須となろ

う。

　②こうして、新井誠によれば、条約の趣旨に合致した制度を構想するに際し

て現行成年後見制度は大幅な改定が不可避ということになる。その具体的な方
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向性に関して、新井はつぎのように構想する。

　第１に、現行法定後見制度の「３類型を廃止し、一元化して補助類型のみを

存続させ、そのうえで本人の同意という要件（民法15条２項）を外し、同意

権・取消権の付与を例外的なものとし、補助人に医療同意権等を承認すべき」

だとする80)。つまり、補助類型に一本化し、補助人に、医療同意も含めて同意

権・取消権を付与し得るものとするが、それも例外的にのみ肯定するという形

になる。そして、このように構想すれば、現行成年後見制度の全面否定を回避

しつつ、条約の趣旨に合致したものとなるというのである。

　第２に、新井は、条約の趣旨を実現するために、現行成年後見制度の対象と

して、財産管理と並んで「身上監護」を明示すべきことを強調している81)。

　しかし、その実現可能性については、きわめて悲観的である。それは、「民法

学界の有力説」が成年後見制度を財産管理のための制度だと捉えており、法務

省・裁判所も民法学界も、いずれも法改正に「消極的」だと考えられるからだ

とする82)。数年前に新井が「悲観」していたように、日本の民法学界の大勢が、

成年後見制度を財産管理を第一義とするというように捉えているにせよ、後見

実務においては、身上監護面がその重要な柱のひとつとして機能しており、実

際にも、とりわけ単身高齢者等の利用者などにおいては、そのニーズは極めて

高いというべきである。学界の動向がどうであれ、ニーズが制度を作っていく

ものであることに間違いはないのであるし、条約の要請の実現という観点から

も、大幅な改定は不可避のように思われる。

4.3.3．「総合的な支援付き意思決定制度」の構築（柴田説）

　①先にみた（3.2.③）ように、柴田洋弥は、民法９条（成年後見人の取消権

承認）、13条（保佐人の同意を要する行為と保佐人の取消権承認）が後見人・

保佐人に同意権・取消権を付与（被後見人・被保佐人の行為能力を制限）して

いる限りで、条約12条２項に違反していること、さらに、本人同意の下にでは

あっても、民法17条（補助人の同意を要する旨の審判と補助人の取消権承認）
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も、補助人に対して同意権・取消権を付与しており、その限りで同様に条約12

条２項に違反しているとする83)。その当然の結論として、民法９条、13条、17

条は直ちに廃止すべきであり、したがって、後見類型は廃止し、保佐類型・補

助類型についても、同意権・取消権および本人同意の要件を廃止したうえで、

保佐・補助類型を統合して新たに「総合的な支援付き意思決定制度」を構築す

べきだとしている。

　すなわち、民法13条と17条の廃止によって、保佐人・補助人の役割は、裁判

所から付与された特定の法律行為についての代理権行使のみとなり、両者の違

いは、保佐または補助開始の審判にあたり本人の同意が必要かどうかの点に尽

きることになる。しかし、本人が同意意思を表明できるか否かを判別すること

は実際には困難だから、保佐類型と補助類型を統合して、「総合的な支援付き

意思決定制度」を構築すべきである。ここで「総合的な支援付き意思決定制度」

とは、法定代理人が意思決定支援として機能するための要件を満たす制度であ

り、法定代理開始の審判に当たっても、個別の法定代理人の選任についても、

本人の拒否権を認める84）。そうすることで、補助類型・保佐類型にあった「本

人同意」の要件を廃止しても、本人権限の縮小にはならないだろうというので

ある85）。

　そして柴田は、このような構想の下では条約12条に抵触することはないとし

て、以下のようにまとめている。「わが国の成年後見制度については、まず成年

後見類型を廃止し、保佐・補助類型を統合し、同意権・取消権と本人同意要件

を廃止して、そのうえで、本人が選ぶ支援者を法定代理人に選任でき、本人が

いつでも支援を許否・終了・変更でき、第三者が異議申し立てできる規定を設

け、条約12条４項の保護措置を完全に実施するなら、条約12条の求める『本人

の意思と選好に基づく支援付き意思決定制度』としての法定代理制度に改革す

ることが可能である」86)。

　②以上のように、柴田の提案は、現行成年後見制度における同意権・取消権

を全廃して法定代理制度だけを残すのだが、それも、本人の選任した支援者が
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法定代理人に就くことができ、かつ、その支援を本人がいつでも許否・終了・

変更でき、第三者が異議申し立てできる規定を設けたうえで、条約12条４項の

保護措置を完全に実施するということになれば、たしかに、条約12条の要請は

ほぼ充足されるということができるように思われる87)。しかも、このシステムに

あっては、「ラスト・リゾートとしての代理決定」の可能性も担保されていると

みることができようから、たとえば、「本人の意思と選好」を確認できない程度

の最重度知的障がい者や現に遷延性意識障がい下にある人の場合も、その権利

を擁護することが可能になるように思われる。もちろん、こうした制度の大前

提として、真の意味での「意思決定支援」が前置され、そのことを保障する何

らかの法的根拠が定められている必要があることは、当然である。

4.3.4．「小さな成年後見」の提唱（上山・菅説）

　①上山泰と菅富美枝は、条約と適合的なシステムを構築するため、「小さな

成年後見」を目指すべきだとする88）。そして、「小さな成年後見」とは、「自己

決定支援」（意思決定支援、支援付き意思決定）とラスト・リゾートとしての

「本人のベスト・インタレスト」実現のための代理・代行決定を統合した「必

要最小限の範囲における介入」を目指す仕組みであるとする89）。すなわち、「保

護の手法として、自己決定支援の優越性を明確に規定した上で、代理・代行決

定の仕組みを必要最小限の範囲で補充的に組み込んでいき、統合的な成年後見

制度の構築を図る」90）という方向性である。

　②そして、そうした「小さな成年後見」を実現していくうえでの課題として、

以下のようないくつかの点をあげる。

　まず、制限行為能力制度に関する課題として、第１に、成年後見利用と本人

の能力制限の分離をあげる。つまり、現行成年後見制度では、後見・保佐類型

は、審判を受けると本人は当然制限行為能力者とされ（本人の行為には、同意

権・取消権が付される）、能力制限の範囲も画一的である。「小さな成年後見」

の観点からは、本人の行為能力制限をできるだけ回避することが望ましいのだ
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から、成年後見利用と行為能力制限を原則的に分離し、本人の行為能力制限を

伴わない後見的支援の可能性を模索すべきだというのである91)。第２に、類型

論からの離脱をあげる。本人の適正な保護のため成年後見利用と連動した能力

制限が必要とされる場合でも、その範囲は必要最小限にとどめられるべきであ

る（ラスト・リゾートとしての能力制限）。ところが、本人の個別具体的な「意

思決定能力には無限の多様性がある」にもかかわらず、現行制度のように類型

論（３類型）をとる限り、そのグラデーションのある意思決定能力を、無理矢

理「有限個の鋳型」92）に振り分けてはめ込むことが必要になり、当の本人の個

別具体的なニーズに適合しない、過剰な能力制限が生じる恐れがある。つまり、

類型論をとる限り、必要最小限の範囲を超えた過剰な能力制限が生じる危険性

を否定できないというのである。第３に、転用問題の解消をあげている。すな

わち、現行制度では、成年後見による支援を受けるのと引き換えに、デュー・

プロセス的保障もないまま、行為能力制限に加えて、二重三重に過剰な自由の

制約を受けることになる（転用問題）ため、そうした不当な制限は解消する必

要がある93)。

　③つぎに、法定代理権の問題である。制限行為能力制度（同意権・取消権付

与）と並んで、法定代理権制度も見直すべきだという。両者は、いずれも本人

にその意に反する法律効果を押しつける危険性があるという点で共通だからで

ある。ただ、法定代理権制度を全廃することは現実的ではない、ともいう。ま

さに、「法定代理権もまた、本人の具体的な支援や保護にとって必要最小限の

範囲でのみ、その行使が正当化されるというべき」であり、すなわち、「法定代

理権の付与は、基本的にラスト・リゾートとして位置づけるべきであり、その

対象範囲は、時間的な側面も含めて、必要最小限に留めなければならない。」の

である。そして、「自己決定支援の優越性の観点」からは、「法定代理人といえ

ども、自らに与えられた代理・代行権限の行使に先だって、まずは本人自身に

よる自己決定に向けた支援（＝意思決定支援、あるいは、より広い意味でのエ

ンパワーメント）を最大限に試みることが求められるというべき」だが、この
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観点から、最も問題になるのは、後見類型における包括的代理権付与だとする

のである94)。

　④さらに上山・菅は、「小さな成年後見」の要請として、必要最小限の後見継

続期間という点を挙げている。この点で、現行成年後見制度は、審判時に後見

期間についての明確な限定が付されることはなく、「すべての後見が無期限な

ものとしてスタートする」。しかも、規定上（民法10条、14条１項、18条１項）、

本人の判断能力の改善により後見等開始の審判を取り消さなければならないこ

とになってはいるが、現実には、ほとんどの後見事例で、本人死亡まで後見類

型が終了することはない95)。「小さな成年後見」を実現するうえで、本人の状況

に対応させた必要最小限の後見継続期間は、必須の課題となろう。

　⑤以上のような考察のうえに、上山は、「小さな成年後見」の核心を、「判断

能力不十分者の基本的な位置づけを、保護とケアの対象でしかなかった法的客

体から、自ら意思決定する一般的な法的主体へと転換すること」96）という点に

見いだしている。

　そしてその帰結として、「判断能力不十分者」に対する支援にあたりもっとも

重要な、つぎの３点を導き出すのである97)。すなわち、第１に、「本人の意思・

意向を最大限に尊重すること（本人を中心に置いた支援の原則)」が要請される

こと。第２に、「［後見人等の］支援者の介入を必要最小限の範囲に留めること

（必要最小限の介入原則)」が肝要なこと。すなわち、「支援のための介入は、本

人のまさにその時点での現有能力との兼ね合いで、常に必要最小限の範囲でな

ければならない…（比例（均衡）性の原則)。また、介入の方法は、本人にとっ

て最も制約の少ない手段を選ぶ必要がある（最も制約の少ない介入手段の原

則)」。ただし、「判断能力不十分者」は適正な支援を享受する権利を有している

のだから、これらは、あくまでも「過剰な干渉」を防止することに力点があり、

ただ介入しなければよいというものではない。求められているのは、「過不足の

ない支援」である。第３に、「他者決定型支援（代理・代行的意思決定）から自

己決定支援（支援付き意思決定［supported decisionmaking］）への構造転
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換」。すなわち、「判断能力不十分者に対する支援方法を、支援者の広い裁量権

を前提としたパターナリスティックな他者決定型の仕組みから、支援者の適切

なエンパワーメントを通じて、本人自身による自己決定の可能性を最大限に追

求する自己決定型の仕組みへと移し替えていく（自己決定支援のパラダイム・

シフト）ということ」が必要である。もっとも、このような主張の趣旨は、「あ

くまでも自己決定支援の代理・代行的意思決定に対する優越（優先）性の強調

であり、ラスト・リゾートとしての他者決定の仕組みまでを完全に排除しよう

とするわけではない。むしろ、後者の社会的意義を十分に踏まえた上で、『小さ

な成年後見』の第１原理というべき『本人の意思・意向を最大減に尊重するこ

と（本人を中心に置いた支援の原則)』という視点を、自己決定支援の場面とラ

スト・リゾートとしての他者決定の場面の双方に貫徹させることを通じて、市

民社会による判断能力不十分者への適正な対応（市民社会へのインクルージョ

ン）を達成できる」という点にある98)。

　⑥以上のように、「本人を中心に置いた支援の原則」を、自己決定支援（意思

決定支援・支援付き意思決定）の場面はもちろん、ラスト・リゾートとしての

他者決定の場面にも貫徹させるという「小さな成年後見」の観点から、上山は、

法定代理権（したがって、とりわけ成年後見類型）の方向性について、つぎの

ように説くことになる。

　すなわち、現行法定代理権の「課題は、主にその量的過剰性の点にある」。こ

うした観点からは、「保佐人と補助人の代理権は、『本人の同意』に基づいて、

特定の法律行為に限定した形で付与されていることから、比較的問題は少ない

と思われる。…代理権の設定に対する本人の意思的関与がある以上、ここでの

法定代理権は任意代理権に近い性質を有しており、本人の自己決定権との関係

において正当化しやすいといえるからである。したがって、ここでも問題の焦

点は、成年後見類型における包括的法定代理権ということになる。『小さな成

年後見』の視点である必要最小限の介入原則からすれば、成年後見類型の法定

代理権についても、保佐や補助と同様に、本人の具体的なニーズ（能力面のみ
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ならず、資産の構成状況等の環境要因も含む、個別具体的な必要性）を踏まえ

て、代理権の範囲を特定して付与することが求められているというべきだろう。

…権利条約12条が容認するのは、あくまでもラスト・リゾートとしての法定代

理権であるから、この範囲の絞り込みは相当に厳格なものでなければならない。

また、法定代理権の行使よりも、本人自身による自己決定への支援が優先すべ

きことも、12条に関する国際的な共通理解であるから、…法定代理人の代理権

行使に関する裁量権の範囲は、現在の基準よりも、狭く捉えるべきことになる

だろう。」99）として、主として後見類型における法定代理権の限定に問題関心が

向くことになる。

　⑦以上のように、上山によれば、「保佐人と補助人の代理権は、『本人の同意』

に基づいて、特定の法律行為に限定した形で付与されていることから、比較的

問題は少ない」とされ、肯定的である。たしかに、包括的に代理権（代行意思

決定）が法定されるわけではなく、個別的な法律行為ごとに限定的に代理権が

設定される限りで、「問題は少ない」といえよう。

　しかし、たとえ個別的・限定的ではあっても、かりにそのときの本人に自己

決定能力が回復し、本人なりの意思決定がなされたとしても、制度的には、法

定代理権に基づいて「他者決定」され、結果として、そのときの本人の意思決

定が無視される可能性を排除できないという側面は残らざるを得ない。そうし

た懸念を可能な限り払拭するためには、まさに「自己決定支援の代理・代行的

意思決定に対する優越（優先）性」の徹底的な尊重が不可欠となろう。すなわ

ち、「自己決定支援（意思決定支援）」を徹底的に行い、本人が意思決定しうる

ようにエンパワーメントし、そうした「支援」を尽くしても本人の意思決定が

得られない段階にいたってはじめて、まさに「ラスト・リゾート」としての「代

理・代行決定」がなされることになる。しかも、その「決定」は、本人の「意思

及び選好」を尊重したもの、すなわち「本人を中心に置いた決定」であらねばな

らない。「小さな成年後見」が、こうした仕組みを想定しているのであるとすれ

ば、そこではもはや条約12条との抵触問題は、ほとんど生じないように思われ
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る。

　⑧なお、「小さな成年後見」の構想にあって特徴的なのは、後見人に対する支

援の重要性を強調する点にある。つまり、「本人を中心に置いた支援の原則」を

他者決定（後見人による決定）にも貫徹する趣旨からは、成年後見（代理・代

行決定）においても「本人のベスト・インタレスト」を追求することが肝要だ

ということになる。そうなると、実践の結果が「本人にとってのベスト・イン

タレスト」に合致していたか否かだけを事後的に評価し、それにより当該成年

後見の良否を判断することにもなりかねず、結果として、成年後見人に対して

「過度の萎縮効果」を与えることにもなりかねない。「成年後見人は、事後的な

非難を恐れるあまり、結果の妥当性を確保すべく管理する（すなわち、後見人

が後から非難されずにすむように、無難な決定を本人に押し付ける）という姿

勢で臨まざるをえなくなる」。そうして、もはや「本人を中心に置いた姿勢」は

みられず、結局「成年後見人に対する過度の責任追及を伴う管理体制が、…成

年後見人による本人の管理を強めてしまうという悪循環」を創出する危険性が

顕在化してしまう。したがって、「こうした負の連鎖を断ち切るためには、本人

に対するエンパワーメントに加えて、支援者である成年後見人に対するエンパ

ワーメントを促進すること、すなわち、二重の支援体制の構築が最良の処方箋」

だということになるわけである100)。

　「意思決定支援」を徹底的に追及し、したがって、「代行決定」に至るまで「本

人を中心に置いた支援」に徹するためには、きわめて丁寧で注意深い観察と的

確な本人意思・選好の読み取りが前提となろう。そうした意味において、支援

者（現行制度における後見人等）が単独で支援活動をすることはきわめて困難

で荷が重い作業になることは容易に想像できる。であればこそ、要支援者本人

はもちろん、支援者に対するネットワーク等を通じたエンパワーメントが必要

不可欠ということになる。今後の「支援」は、支援を受ける本人をよく知る人

や本人の意思や選好を的確に読み取ることのできる専門職等により形成される

ネットワークによる支援という形に移行していくことになろう。
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　4.4．小　　括

　①以上、条約を受けて、現行成年後見制度を含めて、日本における判断能力

が十分でない人に対する支援制度が、今後どのような方向に進んでいくことに

なるのかに関する、いくつかの考え方をみた。そして、4.3．において概観した

諸見解は、いずれも条約の要請を受けて、現行成年後見制度が大幅な改定を迫

られることになったとみる点で一致している。また、支援を受ける本人の意思・

意向ないし選好を尊重し、それを本人自ら表明しうるように徹底的に「意思決

定支援」すべきこと、さらに、そうした「意思決定支援」を尽くしても本人の意

思が判明しない場合の「最後の手段」として、かろうじて「代行決定」（他者決

定）の可能性が残されることについても、おおむね一致をみていると思われる。

　こうした基本的な点を確認したうえで、以下において、現行成年後見制度を

改定する際に必要となるであろういくつかの点について、今後の方向性を探っ

ておきたい。

　②まず、現行成年後見制度が基本的な制度設計としている、後見・保佐・補

助の３類型については、廃止されるべきであろう。

　条約が前提とする「社会モデル」に基づく「障がい」概念によれば、「障が

い」は、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つのレベルに分析できるが、それは決して固定的なもの

ではなく、環境要因や人的要因、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なものとなる。したがって、ひとりひとりの要

支援者の「障がい」は、まさに「ゼロから100％までのスペクトラムに対応した

支援」が求められるほどの多様性を呈するのであり、しかもその状態は変動す

るものなのである。その結果、支援のあり方も、要支援者ひとりひとりの状況

に応じてきわめて多様のはずであり、だからこそ、条約12条４項も、支援の状



行政社会論集　第 28巻　第４号

－　　－106

況対応性・適合性を要求しているのであろう。

　こうした「障がい」理解および条約12条４項の要請からすれば、現行成年後

見制度が想定する後見・保佐・補助の３類型は、その前提となる「障がい」理

解が医学的モデルに依拠したものである点、類型化およびそれに起因する要支

援者の現実の状態に個別に対応できない無理苦理の振り分けという点からし

て、もはや、条約とは基本的に相容れない制度だと断じざるを得ないのである。

　やはり、現行成年後見制度の大幅改定を主張する多くの論者がいうように、

類型化を排して、要支援者それぞれが置かれた状況・状態に応じて、可変的に

支援のあり方が決定できるような制度に変革することが必要であろう。

　③つぎに、支援者による「代理・代行決定」（他者決定）を直ちに完全に否

定することは現実的ではない、という点で、これもほとんどの論者の一致がみ

られた。

　ただ、障がい者を含むすべての人に判断能力・行為能力があることを前提と

し、その自己決定を可能な限り尊重し、すべての人が自己決定できるように支

援することを最重要視する条約の要請を受けて、「代理・代行決定」（他者決定）

が許容される場面を「生来的な重度知的障がいの事案や、遷延性意識障がいの

事案といった極限的な事例」のような、「意思決定支援」を徹底的に尽くしても、

なお本人の意思・意向や選好、さらには本人の「支援付き意思決定」を確認し

えない場合に限定しようとするのである。そうした意味で、「代理・代行決定」

（他者決定）は、「法的能力の行使に関連する全ての措置」（条約12条４項）の

なかでの「最後の手段」（ラスト・リゾート）として位置づけられることにな

る。

　そして、そうであるがゆえに、「代理・代行決定」（他者決定）の前提条件と

して「必要性原則」が措定される。すなわち、「必要最小限の介入」であること

（「過不足のない支援」、「時間的にも必要最小限の介入」であって、かつ、「本人

の現時点での現有能力との兼ね合いで、常に必要最小限の範囲」101）にとどめ

ること）が求められるのである。こうした限定が、12条４項の状況対応性・適
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合性や「可能な限り短い期間の適用」といった要請に合致していることはいう

までもない。

　なお、ラスト・リゾートとしての「代理・代行決定」（他者決定）を行なう

場合でも、本人の意思・意向ないし選好を尊重すること、可能な限り「本人の

ベスト・インタレスト」を実現しようとすること、すなわち「本人を中心に置

いた支援」（上山・菅）に徹することが必要であることもまた、いうまでもない。

　④また、制限行為能力制度（支援者への同意権・取消権の付与）と法定代理

制度については、現行成年後見制度におけるそれを、大幅に見直す必要がある

という点でも、おおむね一致がみられる。ただ、その具体的なあり方について

は、論者間に、考え方や制度設計、表現の仕方などにかなりの違いがみられる

ことも事実である。

　条約は、障がい者であっても、そうでない人と同様に自己決定能力（判断能

力)・行為能力を有していることを大前提とし、したがって、支援を受ける障が

い者本人の「意思と選好」の尊重を強く求めている。したがって、支援を受け

る本人の意思決定が、支援者の同意がない限り有効な法律行為とならない「同

意権」や本人のした意思決定を事後的に否定する「取消権」の存在が条約の基

本的な考え方と相容れないことは明らかであり、その意味で支援者への同意権・

取消権付与制度（制限行為能力制度）は、可能な限り縮減・廃止されるべきだ

ということになるのではなかろうか。

　これに対して代理権付与（法定代理制度）については、すくなくとも現行の

保佐・補助類型にあっては、代理権設定に関して本人の同意が前提とされてい

るうえ、その対象も「特定の法律行為」に限定されているため102)、条約との抵

触の度合いはより軽度であるといえるかも知れない。しかし、そうではあって

も、現に法定代理人（保佐人または補助人）が、本人が持ち合わせた特定の意

思・意向を否定してそれとは異なる「代理決定」をする可能性は、法制度上は

否定されてはおらず、その限りで条約の趣旨と抵触する側面は否定できない。

　制限行為能力制度（支援者への同意権・取消権付与）にせよ、法定代理権制
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度（代理・代行決定）にせよ、かりにそれが裁判所の審査を前提とする特定の

法律行為に限定された個別的な付与システムにするとしても、事前的に付与さ

れたそうした権限の行使により個々具体的な場面ごとに、（その時点で、あるい

は）回復していた本人の自己決定能力（現になされた自己決定）が無視される

可能性を伴わざるを得ない。そして、そのことが直ちに条約に抵触する可能性

があるのだとすれば（だからこそ、障害者権利委員会は、代理・代行決定に対

してきわめて否定的なのだろう。）、そうした可能性をできるだけ排除ないし限

定しうるシステムを構想する必要があるということになろう。そして、その場

合、最後の手段として、代理・代行決定の可能性を残すにしても、必要性原則

を前提とした、「過不足のない」、しかし「時間的にも必要最小限の介入」にと

どめる制度設計をすべきであり、さらに、然るべき機関による定期的な審査を

義務づけ、その結果が、即時的にそうした権限付与の限定・廃止等に反映され

る制度設計にすべきことになる。

　⑤そして、条約の要請により忠実な仕組みを考えようとするならば、「成年後

見制度」のような「支援制度」の利用と、制限行為能力制度ないし法定代理制

度とを分離することを前提とした制度設計が必要だということになろう。「成

年後見制度」利用と制限行為能力制度の分離という論点については、すでに、

その基本となる考え方や具体的な制度設計のあり方に関するいくつかの論考が

存在する。

　たとえば、ドイツ世話法における状況を日本の成年後見制度と比較対照させ

ながら分析した上山泰の論考がある。それによれば、ドイツ世話法においては、

世話人選任による世話の開始と被世話人の能力制限とは原則として連動せず、

ただ、被世話人の心情または財産に対する著しい危険を回避するために必要な

範囲に限定して、きわめて例外的に世話人に同意権が留保されるにすぎない。

したがって、そうした能力制限の必要な（すなわち、世話人に同意権を留保す

べき）範囲については、具体的に特定した形で明示されることになっていると

いわれる103)。　
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　また、菅富美枝は、2005年意思決定能力法制下のイギリスの状況を紹介し、

日本法への示唆を読み取っている。それによれば、イギリスにはそもそも制限

行為能力制度は存在しないが、だからといって、「判断能力弱者」が「置き去

り」にされるというわけではない。「判断能力弱者」の「契約の自由」を守りつ

つ、しかし、彼らの判断能力の不十分な点が相手方に濫用された場合には契約

を取り消すという法運用によって、「判断能力弱者」が不当な仕方で不利益を

強いられることを回避する結果を導き出している（契約法上の「非良心的取引」

法理の修正）ということである104)。

　さらに、4.3.3．ですでにみたように、柴田洋弥は、条約12条４項の要請を完

全に実施するため、成年後見類型を廃止し、保佐・補助類型を統合して同意権・

取消権と本人同意要件を廃止したうえで、法定代理人の選任やその支援に対し

て本人の意思を反映させる（支援をいつでも許否・終了・変更できる）仕組み

（「総合的な支援付き意思決定制度」）を提案している105)。そこには、制限行為

能力制度を廃止し、残された法定代理制度に関しても、可能な限り本人の意思

を反映させることにより条約の要請に応えようとする姿勢が示されているので

ある。

　その実効性について（3.2．でみたような）鋭い批判を浴びながらも、制限行

為能力制度を維持することにより「判断能力弱者」を権利侵害から保護しよう

という指向性が強い、（パターナリスティックに過ぎるともいわれる）日本の

実務の状況や、民法理論上の基本的な論点をさらに詰める必要性が指摘される

なかにあって106)、制限行為能力制度の全廃や「成年後見制度」利用との連動を

断つという提案は、そう簡単には受け容れられにくい状況にあると言えよう。

　しかし、条約が要請する、「障がい」概念のパラダイム転換、それに基づく

「障がい者」の判断能力・行為能力の原則的肯定とそれを踏まえた制度設計を

実現していくためには、本人の意思決定を可能な限り尊重しつつ、しかし、「意

思決定支援」を徹底的に尽くしても、なお本人の意思・意向や選好、さらには

本人の「支援付き意思決定」を確認しえない場合に限って「代理・代行決定」
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の可能性を承認し、かつ、為された「代理・代行決定」に対して、本人の意思

をさらに事後的にでも反映させられるような制度設計を考案・工夫すべきであ

ろう。

　ただ、翻って考えてみると、支援を受ける本人において、同意や取消しまた

は法定代理の対象としての意思表示・意思決定が可能であるなら、より丁寧な

「意思決定支援」を貫徹することによって、「取消し」や「代理・代行決定」の

必要性のない意思決定を本人自らなし得るはずだし、逆に、そのような「意思

決定支援」を尽くすことが必要だということになろう。支援者としては、つねに

そのことを念頭に置き、まずは「意思決定支援」を尽くして、取消しや代理・

代行決定を不要とするような意思決定を本人自らなし得るように尽力すべきな

のである。

　⑥こうして、最後に「意思決定支援の優越性」という論点を取りあげること

になる。「意思決定支援の優越性」という場合、そこにはいくつかの側面がある

ように思われる。

　ひとつは、すでにみたように、「代理・代行決定」（他者決定）は「ラスト・

リゾート」（最後の手段）だという側面である。すなわち、判断能力が十分では

ない「障がい者」の支援にあたっては、主として「意思決定支援」の手法がと

られるべきであって、それが尽くされても要支援者本人の意思・意向ないし選

好が確認できず、彼の「意思決定」も到底得られそうもないときに限って、よ

うやく「最後の手段」として「代理・代行決定」（他者決定）をなすべきかどう

かが問題になるということである。この意味で、「意思決定支援」は「代理・代

行決定」（他者決定）に優越するのである。

　２つ目に、「支援」のあらゆる場面・段階で「意思決定支援」を通じた要支援

者のエンパワーメントに尽力すべきだ、その意味で「意思決定支援」が優先的

に行なわれるべきだ、という点がある。判断能力が十分ではない要支援者に対

する「支援」は、それを通じて、本人自ら、自分の意思・意向や選好を表明し

うるように、さらには「自己決定」できるようにエンパワーメントすることに徹
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するべきであり、条約もそうした「支援」（すなわち、「意思決定支援」）を求め

ているのである。そうした「支援」は、多くの場合、懇切丁寧に時間をかけてコ

ミュニケーションをとり、本人に分かりやすい仕方で情報等を伝え、信頼を醸

成しつつ、根気づよく本人の意思の確認をとり、その意思決定を獲得するべく

エンパワーし続けるということになろうが、まさにそうした活動のあらゆる場

面・段階を通じて「意思決定支援」が求められることになるわけである。

　３つ目は、「ラスト・リゾート」として行なわれる「代理・代行決定」に際し

ても、「意思決定支援」を尽くすべきだという点である。「ラスト・リゾート」

であるから、その場面に至る前の段階で「意思決定支援」のプロセスが置かれ、

それが尽くされているのでなくてはならないが、「ラスト・リゾート」としての

「他者決定」の段階に到達したとしても、最後の最後まで「意思決定支援」の手

法を尽くし、本人の何らかの意思表示を汲み取るべく努力しなければならない

のである。それでもなお、本人の意思および選好が確認できず、その意思決定

も得られる可能性がないと判断されたときに初めて「他者決定」の可能性が生

じるのである。この意味で、「代理・代行決定」(他者決定）に、「意思決定支

援」はつねに先行し、前置されなくてはならないということになろう。

　最後に、以上にみたように、「意思決定支援」においてはもちろん、「代理・

代行決定」（他者決定）にあっても、要支援者本人の意思・意向ないし選好に

沿った「決定」が求められるということ、すなわち、上山・菅の言葉を借りれ

ば、「本人を中心に置いた支援・決定」が肝要だということを強調する必要があ

る。本人の「ベスト・インタレスト」も、原則的には、あくまでも本人の意思・

意向ないし選好に沿ったそれであって、けっして、一般的・客観的な観点から

の「本人のベスト・インタレスト」ではない、ということに注意を要する。

　もちろん、本人の自己決定の結果が、当の本人に、看過できないほどの著し

い不利益・危険をもたらすようなケースもありえよう。しかし、本来的にいえ

ば、要支援者が自己決定をなし得る（本人が意思表示できるし、その内容を確

認できる）状態にあるのであれば、丁寧な「意思決定支援」（多様な手段方法



行政社会論集　第 28巻　第４号

－　　－112

による情報や判断材料の提供・丁寧な意思疎通・信頼感の醸成等々）を通じ

て、本人に著しい不利益ないし危険が生じうることを理解し、そうした意思決

定を自ら回避できるように「支援」（エンパワーメント）することが重要なの

である。そうした「意思決定支援」を尽くしてもなお、著しい不利益ないし危

険が生じるおそれのある意思決定がなされるという場合があるとすれば、その

ときには、きわめて例外的なケースとして「同意権・取消権」ないし「代理・

代行決定」（他者決定）の問題が生じるのかも知れない。

　いずれにせよ、日本の現行成年後見制度のような、本人の判断能力評価が単

発的で、その結果が固定的であるうえに、その効果も包括的・画一的な能力制

限を伴う制度は、より個別具体的で、対象ないし内容的にも時間的にも限定さ

れた、柔軟に見直しの効く制度に改変されなくてはならないし、その際、本人

の意思および選好を尊重した意思決定支援が貫徹されるようなシステム作りが

目指されなくてはならないのである。

　［注］

　 54）上山・前掲（注７）20頁。そこでは、イギリス（2005年）、ドイツ（2005年、

ついで2009年）、オーストリア（2006年）、フランス（2007年）、台湾（2008

年）、韓国（2013年施行）等の国名があげられている。

　 55）菅富美枝「支援付き意思決定と成年後見制度」成年後見法研究第12号（2015

年１月）177頁。

 　56）上山・前掲（注７）21頁。

 　57）上山・前掲（注７）22頁。

　 58）上山・前掲（注７）23頁。

　 59）新井誠によれば、民法学界の有力説はこうした考え方を採っているようであ

る。新井誠「障害者権利条約と成年後見法―前門の虎、後門の狼―」実践成年

後見No.41（2012年４月）28頁、同「障害者権利条約と横浜宣言」成年後見法

研究第10号（2013年３月）11頁。

 　60）身上監護に関して、民法858条は、後見人等の「身上配慮義務」を一般規定の

形で規定し、財産管理と並ぶ後見事務の重要な責務のひとつとして位置づけて
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いる。立案者も、こうした観点に立った解説をしている。小林昭彦・大門匡編

著『新成年後見制度の解説』（2000年４月、金融財政事情研究会）141頁以下。

 　61）上山・前掲（注７）24頁以下。なお、上山自身の「成年後見制度」観は、民

法学界の多数説とは異なり、単なる財産管理制度にとどまることなく、「判断能

力不十分者」のための包括的な権利擁護システム＝自己決定支援システムとし

て位置づけている。上山「身上監護に関する決定権限」成年後見法研究第７号

（2010年３月）42頁。これについては、後述。

　 62）2013年11月12日の日本自閉症協会・会長提案「国連障害者権利条約の批准

に続いて成年後見制度の見直しを進めるよう提案します」。

　 63）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」。

　 64）池原・前掲（注30）19頁以下。

　 65）池原毅和「障害者権利条約と成年後見制度」成年後見法研究第12号（2015

年１月）216頁。

　 66）菅・前掲（注19）253頁以下。

　 67）上山・菅・前掲（注33）13頁注22。

　 68）上山・菅・前掲（注33）12頁。

　 69）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）21頁。

　 70）田山・前掲（注51）26頁。

　 71）田山輝明「障害者権利条約と成年後見制度に関するまとめ」田山編著『成年

後見制度と障害者権利条約』（2012年10月）170頁以下。なお、同・前掲（注

51）26頁も参照。

　 72）田山・前掲（注69）30頁。なお、同・前掲（注51）27頁、同・前掲（注71）

172頁以下も参照。

　 73）田山・前掲（注69）28頁。

　 74）田山・前掲（注69）28頁。

　 75）3.2 ③でみたように、柴田洋弥は、この旨明確に述べている。柴田・前掲（注

27）161頁。

　 76）田山・前掲（注69）28頁以下。

　 77）これは、ドイツ法の「被世話人のすべての法律行為につき権限を有する世話

人」をモデルとしたものである。田山・前掲（注69）29頁以下。
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　 78）田山・前掲（注69）29頁以下。なお、同・前掲（注51）28頁、同・前掲（注

71）173頁。ちなみに、田山は、「取引の安全」に関して、民法上の制度だから、

この観点は無視できないが、本文で構想しているような制度改革を前提とすれ

ば、被後見人と第三者が直接取引するような事態は「想定する必要はない」し、

むしろ取引しようとする第三者が、成年後見制度の利用の有無を確認すべきで

あって、その点では現在の取引実務と異なることはないとしている。同・前掲

（注51）28頁。

　 79）新井誠「障害者権利条約と横浜宣言」成年後見法研究第10号（2013年３月）

８頁。

　 80）新井誠「成年後見法の展望」新井・赤沼・大貫編『成年後見法制の展望』

（2011年）533頁以下。

　 81）新井誠「障害者権利条約と成年後見法―前門の虎、後門の狼―」実践成年後

見No.41（2012年４月）28頁。

　 82）新井は、つぎのように述べている。「この改正は容易ではない。なぜなら、民

法学界の有力説が成年後見制度を財産管理制度としてとらえており、改正には

消極的だからである。…現在においても、成年後見制定に携わった関係者は『そ

もそも能力制度は、その人の財産を管理するための制度です』（「成年後見制度

と立法過程――星野英一先生に聞く」ジュリ1172号６頁）との見解をなお維

持しようとするのであろうか。関係者の有力説がこのようなものである限り、わ

が国の司法界では、民法改正は事実上困難なのである。民法改正ではなく、特

別法による対応のほうが「条約」の理念・精神を生かす近道であろうか。」と。

新井・前掲（注81）28頁、新井・前掲（注79）11頁。さらに、また「わが国に

おいて、条約の理念は、はたして実現できるのであろうか。これは極めて困難な

ように思われる。まず法務省は、条約に理解を示していない。したがって、条約

に基づく改正ということは全く考えていないというのが実情であろうと思う。

2010年７月に民事法務協会により出された報告書は、事実上、法務省・裁判所

によってまとめられたものであるが、成年後見法の改正は必要なく、すべて運用

の中で対応できるという結論になっている。…また、民法学界も極めて消極的

であり、条約の理念を正しく理解するという立場に全くないように思われる。」

と述べている。新井・前掲（注79）12頁。

　 83）すなわち、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く、一部分とはいえ本人の行為能力を奪うこ
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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、との旨

述べている。柴田・前掲（注27）161頁。なお、柴田は、次稿（３）で言及す

る新たな論稿において、一定の条件の下で補助人の同意権・取消権を認める方

向で改説している。

　 84）この意味では、ドイツ世話法に類似した構想といえようか。ドイツ世話法にお

ける本人意思の尊重の観点については、上山泰「成年後見制度における『本人

意思の尊重』」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）369頁以下参照。

　 85）柴田・前掲（注27）162頁。

　 86）柴田・前掲（注27）163頁。

　 87）ちなみに、現行保佐・補助類型においても、法定代理権付与は、個別的かつ本

人の同意が前提である。民法876条の４の規定［保佐人に代理権を付与する旨

の審判］は、次のとおり規定する。１項：家庭裁判所は、第11条本文に規定す

る者［被保佐人］又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人の

ために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすること

ができる。２項：本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の

同意がなければならない。３項：家庭裁判所は、第１項に規定する者の請求に

よって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。また、民法876条

の９［補助人に代理権を付与する旨の審判］も、次のように規定する。１項：

家庭裁判所は、第15条第１項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人

の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を

付与する旨の審判をすることができる。２項：第876条の４第２項及び第３項

の規定は、前項の審判について準用する（下線は、筆者)。

　 88）これに対して、日本の現行成年後見制度は、「本人の客観的保護」の美名の下

に、じつは後見人の価値観に基づいた本人に対する管理・支配が行われる危険

性があり、後見人の職務範囲の包括性・画一性と、それに加えて後見人の職務

範囲の包括性・画一性がそのまま本人の能力制限と機械的に連動する仕組みと

なっているため、「大きな成年後見」というべきだとする。上山泰・菅富美枝

「成年後見制度の理念的再検討」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）４頁。

　 89）上山・菅・前掲（注88）５頁。
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　 90）上山・菅・前掲（注88）12頁。

　 91）上山・菅・前掲（注88）21頁。

　 92）上山・菅・前掲（注88）23頁。

　 93）「小さな成年後見」を実現するうえでこれらの課題を克服する必要があるが、

しかし現実には、そうした方向性への動きはあまりみられないという。その理由

を、上山・菅は、「能力制限による取消権型の保護こそが、判断能力不十分者の

支援にとって必須の手法」だとする、日本の実務家の「皮膚感覚」があるとみて

いる。しかし、取消権が機能する分野は、一般に想像されているほど大きくはな

いし、本人の行為を後に取り消すことよりは、「濃密な社会的支援や環境整備に

よる被害予防」が重要であり、取消権による原状回復は「次善の支援手法」とい

うべきだとされる。上山・菅・前掲（注88）24頁以下。

　 94）上山・菅・前掲（注88）26頁以下。
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