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　5.1．条約ないし障害者権利委員会の要請に沿った「意思決定支援」

　条約12条３項が要求する「法的能力の行使に当たって必要とする支援」が、

いわゆる「意思決定支援」（「支援付き意思決定」）を中核とするものであるこ

とは、すでにみた（2.2.3.参照）。なおその際、条約12条３項の「支援」が「代

理・代行決定」を完全に排除するものではないことについてはすでに確認した

が、かりに「代理・代行決定」が必要になる場合であっても、それに至る過程

においては、「意思決定支援」が最大限なされていなければならないこと、「代

理・代行決定」も「本人の意思・選好を尊重した」ものであること、すなわち

「本人を中心に置いた支援」（上山・菅）であって、しかも必要最小限のもので

あるべきことも、すでにみた。

　また、「意思決定支援」が、「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」107）であって、本人に自己決定してもらえる

ように、粘り強く丁寧な支援を継続することが想定されていることも、その際

に確認した。

　ところで、こうした「意思決定支援」のあり方について、柴田洋弥が、条約や

障害者権利委員会の一般的意見等を分析した後に、それに依拠しつつ、詳細か

つ体系的にそのあるべき姿を構想している108）。そこで、以下に、柴田の見解を

トレースしておこう。
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　まず、「意思決定支援」の定義に関して、「意思決定支援とは、機能障害によ

り判断能力に困難のある人が、他の人と平等に、日常生活や社会生活など生活

のあらゆる場面において、自らの意思と選好に基づいて法的能力を行使して行

動できるように、本人が判断能力を高めるよう支援すると共に、判断能力がな

お不足する場合にはそれを補う支援である。この支援は、公式・非公式の様々

な種類と程度の支援を含み、支援のニーズに応じて誰でも利用できるように、

国が責任をもって提供しなければならない。」とする109）。

　そして、障害者権利委員会の「一般意見書」（一般的意見第１号）パラグラ

フ29の意思決定支援に関する意見に依拠しつつ、「支援付き意思決定制度」に

必要な条件として、以下のような諸点を提言している110）。すなわち、（１）「本

人の法的能力を排除しないこと」、（２）本人の意思と選好（またはその最善の

解釈）に基づく支援、（３）本人推薦の支援者を法定代理人に選任できる旨の

明記、および本人による法定代理人の拒否、支援関係の終了・変更の権利の保

障、（４）支援ニーズに合致した意思決定支援、（５）法定代理人の行動に対し

第三者が異議申し立てできる制度の創設、（６）条約12条４項所定の保障（①

利益相反の回避・不当な影響の排除、②本人の変動する状況への適合、③短期

間の適用、④定期的審査）の適用が、必要だというのである。

　このように、柴田によれば、「意思決定支援」（支援付き意思決定制度）は、

本人の状況や支援のニーズに合わせたやり方で、徹頭徹尾本人の意思と選好を

尊重し、それを実現できるようにエンパワーメントし、意思表示を支援するも

のであり、そうしてもなお、本人に代わって決定（代理・代行決定）せざるを

得ない場合（柴田のいう「代理行為レベルの意思決定支援」の場合）にも、「本

人の『意思と選好の最善の解釈』に基づいて」（代理・代行）決定すべきだと

いうことになる。

　柴田は、そうした意思決定支援の方法と内容について、つぎのように説明し

ている111）。

　まず、本人が自ら当該法律行為をなし得るならば、法定代理人は代理・代行
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決定を控えるべきである（「本人行為レベルの意思決定支援」）。また、意思決定

支援を受けても本人が自ら法律行為を行なえない場合、または本人自身がその

行為を行なうことに不安がある場合であって、かつ（本人の意思と選好に基づ

いた）法定代理人の提案に本人が同意する場合には、本人と法定代理人が共同

して法律行為を行なうことになる。その場合は、本人に意思能力があれば本人

による行為、なければ法定代理人による行為とみなされることになる（「共同行

為レベルの意思決定支援」）112）。さらに、意思決定支援を受けても本人自ら法律

行為をなし得ず、しかも本人が法定代理人の提案に対して賛否の意思を表明で

きない場合に、はじめて法定代理人は、「本人の意思と選好の最善の解釈に基

づいて」代理・代行決定を行なうことになる（「代理行為レベルの意思決定支

援」）。

　柴田は、より具体的に、それぞれのレベルにおける「意思決定支援」のあり

方について、以下のように説明する113）。

　まず、「本人行為レベルの意思決定支援」においては、「判断能力を高める支

援」が必要になる。「判断能力を高める支援」として、何をおいても重要なのが

「情報提供の支援」であり、本人の状況に合わせたさまざまな方法により、本人

が理解できるようにわかりやすく情報を提供する必要がある。これは、意思疎

通支援でもある。これに次いで重要なのは「エンパワメントの支援」、すなわち、

「まず本人がそのような選択をしようとするときの『真意』（本当の思い）をく

み取ることが大切であり、本人にとってあまり不利益とならない方法で、その

『真意』が実現できないかを、本人と一緒に考え、最終的には本人が心から納得

して、本人にとってよりよい意思決定をするというような支援」である。この

場合、支援者は、必ずしも法定代理人である必要はない114）。こうした「判断能

力を高める支援」によって、本人自ら法律行為を行なうことが可能なときは、

「判断能力を補う支援」は当然不要になる。

　つぎに、「共同行為レベルの意思決定支援」においては、「判断能力を補う支

援」が必要になる。つまり、それまでの段階で行なわれた「判断能力を高める
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支援」（すなわち、「情報提供の支援」と「エンパワメントの支援」）によっても

なお本人の判断能力が不十分であれば、さらに「判断能力を補う支援」が必要

になるのである。この段階では、「法定代理人が本人の意思と選好を考慮して、

具体的な提案を行い、本人がそれに同意する場合に、法定代理人と本人が共同

して、法律行為を行う」ことになるが、こうした支援を「本人同意による意思

補充支援」と呼ぶ115）。

　最後に、「代理行為レベルの意思決定支援」においては、「本人意思解釈によ

る意思補充支援」が必要となる。すなわち、「判断能力を高める支援」によって

も本人意思が明確にならず、また「本人同意による意思補充支援」により法定

代理人が本人の意思と選好に配慮した具体的な提案をしても、本人が賛否を表

明できない場合には、法定代理人は、本人の「意思と選好の最善の解釈」に基

づき、さらなる「判断能力を補う支援」により、代理行為を行なうことになる。

これを、柴田は「本人意思解釈による意思補充支援」と呼ぶ。

　この最後の段階は、法定代理人による「代理行為」として位置づけられてお

り、そこでは、柴田のいう「意思決定支援としての法定代理」が行なわれるこ

とになる。それはまた、法定代理人による（本人の「意思と選好の最善の解釈」

に基づく）「代理・代行決定」という形式に該当し、まさに、ラスト・リゾート

として位置づけられることになるのであろう116）。

　以上のように、柴田は、「意思決定支援」のあり方をきわめて詳細かつ体系的

に説明している。そこには、要支援者本人の「意思と選好」にギリギリの段階

まで寄り添いながら、可能な限りそれを実現するための粘り強い支援の形が示

されているように思われる。こうした「支援」の仕方に徹する限り、障害者権

利委員会が一般的意見において要請する「意思決定支援」のあり方に抵触する

ところはほとんどない、ということになるのだろう。

　そして、「代理・代行決定」を含む、然るべき「成年後見制度」は、この最後

の「代理行為レベルの意思決定支援」の段階、すなわち「本人意思解釈による

意思補充支援」を前提とする「意思決定支援としての法定代理」として位置づ
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けられることになろう。

　こうした柴田の構想は、意思決定支援を中核としつつも、最後の段階に「代

理・代行決定」を想定する統合的な支援システムだということができよう。そ

の理想型を実現していくにはかなりの困難が伴われようし、（本人の意思決定

が重大な不利益を生じさせる切迫した事態をもたらした場合など）個々の論点

については、まだ解明すべき点があり得るとしても、条約が要請する「意思決

定支援」のあり方に、おおむね応え得るものだということができるのではなかろ

うか。いずれにせよ、従来の成年後見制度を中核とする、判断能力弱者の権利

擁護のあり方からすれば、まさにパラダイム転換といえるほどの、決定的な変

革ということになろう。

　5.2．現行成年後見制度下の支援ないし福祉の現場での支援の現実

　それでは、現実には、「意思決定支援」（判断能力が十分ではなくなってきた

本人の意思決定の支援）はどのように行なわれ（てい）るのだろうか。

　筆者も、これまでにいくつかの権利擁護のためのネットワークを見聞し、自

らもそうした地域のネットワークに参加・活動してきたが、これぞまさしく条

約12条３項が想定する「意思決定支援」だといえるような「支援」が行なわれ

た例は、残念ながらそれほど多くは見聞できていないように記憶している。見

聞し体験したネットワークの多くは、現行成年後見制度を前提とし、後見人等

の支援者をバックアップする機能を果たそうとしているものがほとんどであっ

たので、いきおい後見人等の具体的な支援の仕方について検討・助言するケー

スが大方であり、その際、「被後見人本人の意思・選好」を考慮しつつも、結論

的には「本人の客観的利益・福祉」の追求になってしまう（結果的に、条約12

条３項の要請に沿った、「本人を中心に置いた成年後見」ではなくなってしま

う）可能性をはらむ場合が多かったように感じられる（しかも、そうしたケー

スを検討し一定の方向性を見出す際に、参加者のいずれにあっても、その結論

に、「本人の意思・選好の尊重」という観点からの疑問がほとんど抱かれていな
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かったように思われる）。

　こうした事情は、個別の後見人等の支援においてもあまり異ならないように

思われる。もちろん、個別具体的なケースをみれば、判断能力が備わっていた

当時の被後見人の「意思・選好」を家族等から確認し、可能な限りそれを尊重

しつつ「代理・代行決定」すべく地道な努力をしている後見人は、少なくない。

しかし、それも、あくまでも包括的に認められた代理権・同意権・取消権を踏

まえたうえでの、その後見人の個人的な問題関心や能力に裏づけられたものに

すぎないように思われる。これは、日本の現行成年後見制度（および、その下

で活動している後見実務者自身も）が、およそ「意思決定支援」という概念は

もとより、そうした発想それ自体をほとんど持ち合わせていなかったことに起

因するからにほかならない。むしろ、後見的支援の現状は、「本人の意思・選

好」をとことん尊重し徹底的にそれに寄り添うというよりは、本人の「客観的

利益・福祉」の実現のために、きわめてパターナリスティックに「代理・代行

決定」をしてしまっており、むしろ、そのことにいささかの疑問も感じないまま

それに頼っているというのが実態ではなかろうか。

　これは、障がい者福祉における実務の現状についても同様で、たとえば、障

がい者の「意思決定支援」に関するアンケートへの回答のなかで全国知的障害

者施設家族会連合会は、「意思決定支援」の現状について、つぎのように指摘し

ている117）。まず、支援のあり方に関して、言葉による意思決定・意思表示が困

難な人については、支援者が「選択補助ツール」を用いて本人とのコミュニケー

ションをとる必要があるが、そのためには、支援者の側に十分な時間的余裕が

あり、かつ本人に選択した結果についての「失敗体験」の可能性が許容されて

いることが重要である。しかし、「障害者支援施設の現状を見る限り、支援者

は意思決定以外の支援にいわば手一杯で時間的余裕は殆どなく、また失敗経験

を許容する環境も整っていない」というのが実態である118）。また、支援者に関

しては、家族（親）の場合、「『子供のことは親が一番よくわかっている』とい

う思い込みのもとに、ややもすると本人の意思決定を尊重するのではなく、一
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方的な『家長的決定』や『干渉的決定』になってしまう懸念が多分にある。」と

され、施設職員の場合は、従来、「障害者本人の意思よりも支援者の考え方や

判断が優先する『説得的コミュニケーションによる決定支援』が多かった」と

指摘している119）。

　また、日弁連も「総合的な意思決定支援に関する制度整備を求める宣言」の

なかで、つぎのように指摘している。高齢者や障がい者の、「自分のことを自分

抜きに決められない」という意味での、自らの生活のあり方や自分らしい生き

方に関する自己決定については、従来、「自己決定の尊重」、「利用者本位」など

の理念として掲げられてはきたものの、「その理念を実現するための法制度や

支援体制の整備はいまだ不十分であり、実践においても、『自律』の保障に向け

られた『意思決定の支援』に焦点を当てた意識的な取り組みがなされてきたと

はいえない。……実際には当事者の意思に基づく支援よりも介護・福祉サービ

スを提供する側や周囲の家族等の『保護的』視点が重視され、多くの場面で、

家族等が本人の意思を十分に確認することなく処遇を判断し、提供しているの

が実情である。」と120）。そして、こうした「保護的」視点に基づく「支援」のあ

り方として、介護・福祉サービス利用時の生活プラン策定に際し、本人の意向・

希望を斟酌せずに支援者や家族等だけで本人の健康や安全等（つまり、本人の

「客観的利益」）を配慮したプランを立て、家族が当事者として利用契約を結ぶ

といった例や、医療行為における医師のインフォームド・コンセント実践が

「意思決定に困難を抱えた高齢者・障がい者については、家族等に対して行わ

れることが多く、本人に対しその特性に応じて理解できるような説明と同意が

試みられる実践は限られている」という例をあげ、さらに、後見活動に関しても

「後見人等が地域で暮らす権利や本人の意思を十分に尊重しないまま、施設に

入るか、地域で暮らすかを決定したり、本人の意思決定能力がある領域につい

てまで代理をせざるを得ない事例」を指摘しているのである121）。

　さらに、2012年11月から翌年１月にかけて北九州市のいくつかの知的障がい

者関連施設において行われた調査研究122）は、つぎのような８点の課題を析出
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している。（１）説得的コミュニケーションやパターナリズムによる対応が非

常に多いこと123）。すなわち、「利用者の選択が必ずしも本人にとって良いもの

ではないことが予測されるとき、あらかじめ（職員にとって）望ましい結果が

得られるような説明の仕方、結論への誘導的な対応が多く見られた」という。

しかも、とりわけ金銭や健康が絡むケースでは、「時に本人の決定とは違う対

応を、職員が実施している実態」すら認められたという。（２）利用者の意思を

尊重しなければならないという職員の意識が低いこと。こうした意識不足が、

周囲に流される「主体性のない対応」の背景になっていると指摘されている。

（３）意思決定支援についての知識・スキルが不足していること。（４）障がい

特性によっては、「より良い意思決定」への努力が困難な場合があること。（５）

複数の職員間の対応の方向性が不統一で混乱しているケースが見られること。

これに対して、職員の個人的価値観の押しつけを防止するためにも、チームと

しての統一した対応が必要であることが指摘されている。（６）職員に「意思

決定支援」を行なうだけの時間的余裕がないこと。本来、本人の意思を尊重し

ようとすれば、その意思決定を待つ時間的余裕が必要のはずだが、職員はいつ

も時間に追われ、いきおい「説得的コミュニケーション」で「結論を急ぐ傾向

がある」といわれる。（７）利用者の理解度や障がい特性に応じた選択肢を提示

して意思決定を引き出す必要があるが、そのための準備や情報提供のための知

識・スキルが不足していること。（８）「失敗できる環境設定」が用意されてい

ないこと。利用者本人の選択を尊重するには、取り返しの効く範囲内での失敗

を許容する環境設定が必要だが、そのための時間的・精神的ゆとりがないとい

う。

　そして、2013年度に実施された「全日本手をつなぐ育成会」の「意思決定支

援並びに成年後見制度の利用促進に関する基礎的調査研究」は、その成果とし

て、「意思決定支援の必要性は、広く当事者および職能団体に認識されている。

しかしながら、意思決定支援に対する考え方や実践における具体的な支援の方

法は様々であり、個々の団体（または支援者）が手探りで実施している状態で
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ある。また、支援の濃淡も団体（支援者）間で大きい。そのため、本人の意思

決定支援に基づく日常生活の支援や福祉サービスの利用は必ずしも十分とは言

えず改善が必要である。」と指摘している124）。

　以上のように、現行成年後見制度や福祉の現場は、条約が想定するような

「意思決定支援」を成立させ得るにはほど遠い状況にある、というのが現実のよ

うに思われる125）。もっとも、本人意思に寄り添い、それを尊重しつつ、本人の

利益・権利擁護に従事するという観点からは、むしろ、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支援のなかに、そうした実践の実例を見出す

ことができるかもしれない。同事業は、支援を受ける本人の自己決定を前提と

し、その自立した日常生活の支援を目的としているが故に、徹底的に本人の

「意思・選好」を探り、本人の自己決定に基づいた支援に徹しようとして、関係

者のネットワークを構築したうえで極めてきめの細かい支援活動を展開してい

るケースも少なくないからである。その意味では、日常生活自立支援事業のな

かに、「意思決定支援」のひとつのあるべき姿が示されているといえないことも

ない。

　いずれにせよ、条約や、その批准を前にした障がい福祉法分野における「意

思決定支援」の法制化等を受けて、障がい福祉分野や成年後見制度関連分野を

中心として、「意思決定支援」の具体的なあり方や現行法制を前提としつつ「意

思決定支援」制度をどのように構築すべきか等の点について言及する論者が目

立ってきている。そこで、以下においては、そうした提案や構想のいくつかを

みるとともに、そうした提案・構想に基づいて「意思決定支援」制度を構築し

ようとする場合の課題を析出してみたい。

　5.3．「意思決定支援」の具体像の提案とその課題

5.3.1．先進的な法制度の紹介から

　「意思決定支援」の具体的なあり方については、最近、国内外の先進的な法制

度や取り組みなどを参考にいくつかの構想や実践例が紹介されている。そこで、
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そうしたもののうち若干の例を取りあげ、論者が「意思決定支援」の実践の仕

組みや方法を具体的にどのようなものとして構想しているのかをみてみよう。

そして、理論的・体系的に構想された「意思決定支援」像と併せて、そうした

構想を実現していくうえでの課題を探ってみたい。

Ａ．カナダ・マニトバ州の法制度126）における「自己決定支援」

　木口恵美子が「主に代行決定に関する法律」とするマニトバ州法においては、

「精神に障害を持つバルネラブルな人（Vulnerable Persons：傷つきやすい人）」

の「支援を受けた意思決定」について重要な役割を果たすのが「サポートネッ

トワーク」だとされているようである。「サポートネットワーク」とは、「短期、

長期にわたって、本人の希望またはニーズに応じてアドバイスや支援や手助け

を提供する、一人もしくはそれ以上の人たち」であり、「家族、友人、サービス

提供者、本人に選ばれた人など、主にバルネラブルな人と個人的なつながりの

ある人たちで構成される」という。その役割として重要なのは、（本人の）「選

択と決定の支援」、（本人が）「一人ではできないことの実行の手助け」、「理解

とコミュニケートの手助け」、「本人をより広いコミュニティとつなげ、支援の

輪を強化すること」などであるとされる127）。そして、「バルネラブルな人が、彼、

彼女のサポートネットワークのメンバーから提供されるアドバイス、支援、手

助けを通して、自分自身のケアや財産を顧慮した意思の決定をし、伝えること

を可能にするためのプロセス」が、「支援を受けた意思決定」だと定義されるこ

とになる。

　木口は、こうした「サポートネットワーク」による「支援を受けた意思決定」

のいくつかの実践例について紹介している128）。それによると、大方の実践にお

いて、両親・兄弟・いとこ・友人・職場の知人や、契約により本人の日常生活

を支援する「パーソナル・アシスタント」等から成る「サポートネットワーク」

が、本人の健康、金銭管理、余暇活動、人間関係、「パーソナル・アシスタント」

の雇用、就労、職場関係の調整、コミュニケーション、危険予防等々の日常生
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活上や人生の多様な場面で、必要に応じ、きわめて丁寧かつ細部にわたる「支

援を受けた意思決定」に関わっている。基本的に、本人意思を徹底的に尊重し

ており、本人意思に従った場合に、本人に、客観的には不利益が生じ、最善の

結果には至らないおそれがあったとしても、本人意思を尊重する支援を行なっ

ている。ただ、本人に不利益が生じる可能性があるような場合には、「サポート

ネットワーク」は、本人が不利益を回避するような意思決定をできるように、

十分に説明したり、別の視点を提示したりすることにより、時間をかけて支援

しているようである。しかし、本人が医療拒否することで生命に関わるような

事態が生じ得ると予測されたケースでは、「サポートネットワーク」は、緊急に

「代行決定人」選任の申立てを行ない、選任された「代行決定人」が、「本人の

最善の利益」を守るために、（マニトバ州法に則り、本人の意思に反して）手術

を受ける「代行決定」を行なっている129）。そして、このケースは、木口によっ

て「サポートネットワークの限界」と評されている130）。

　以上のようなマニトバ州法の下での「サポートネットワーク」による意思決

定支援のあり方については、つぎのような特徴を指摘することができよう。す

なわち、第１に、意思決定支援に関わる支援者として、本人と親密な関係にあ

る家族・親族や、友人・知人、さらには、本人との契約により雇用される「パー

ソナル・アシスタント」等の、（裁判所や然るべき公的機関によって選任され

たのではない）本人との個人的なつながりのある人によるインフォーマルな

ネットワークが想定されていること、第２に、支援の対象・範囲としては、金

銭管理や就労だけではなく、健康・余暇活動やコミュニケーションなどといっ

た事実行為の分野に至るまで、日常生活上のかなり広い範囲が想定されている

こと、第３に、意思決定支援の方法としては、徹底して本人意思を尊重すると

いう建前がとられており、客観的には本人に不利益が生じ得るとしても、本人

意思を尊重した支援を行なうこと（もっとも、そうはいっても、そうした事態

に立ち至らないように、本人自ら不利益を回避する意思決定を行なえるよう、

説明を尽くしたり別の視点を提示して時間をかけて支援し、本人による不利益
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回避の意思決定を待つことは行なっている）、第４に、そうした支援を通じて

も、本人が医療許否して生命に関わるような危険が生じ得ると予測されるなど、

本人の健康や安全上の問題が生じるときには、「本人の最善の利益」を考慮し

た「代行決定」が優先されること、などである。

　こうしたマニトバ州法の下での「サポートネットワーク」による意思決定支

援については、若干の指摘をしておく必要があろう。ひとつには、「サポート

ネットワーク」が本人との「個人的な関係」に根ざしたいわばプライベートな

ものだとすると、そこで行なわれる意思決定支援が真に本人意思を尊重したも

のとなることを、どのようにして担保するのか、ということである。ネットワー

クを構成する各メンバーのチェックアンドバランスによって「本人意思の尊重」

が担保されるということになるのかもしれないが、それが、かえって「本人の

客観的な利益・福祉」を重視した結果をもたらすのではないかとの懸念を払拭

できない。ふたつ目として、本人意思を尊重したときに、その健康や安全上の

問題が生じ得る場合には、「代行決定」に移行することが想定されており、実際

にそうした例が増加しているとのことだが131）、その「代行決定」は、本人意思

の尊重を旨とした意思決定支援を先行させ、かつ、「代行決定」に当たっても、

本人の希望・価値観や信念などを考慮することになってはいるとしても、結局

は、本人意思に反しても、その「最善の利益」132）が優先されることを想定して

いる点である。こうした場合、想定されているのは、意思決定能力の残された

（だからこそ、医療許否の意思を表明できる）本人であろうから、「ラスト・リ

ゾート」としての「代行決定」と言えるのかとの疑問を含めて、条約との抵触

が問題となろう。こうした理解が誤解に基づいていないとすれば、そこには、

条約を推進しようとする立場からは嫌悪され批判されているきわめてパターナ

リスティックな従来の支援の仕方の残像が垣間見えるように思われる。

Ｂ．インフォーマルな課題解決方法としての FGC（Family Group Conference）

　池原毅和は、FGCを、障害者権利委員会の一般的意見の考え方に応え得るも
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のと評価している。FGCとは、ニュージーランドのマオリ族に端を発し、その

後欧米各国に広がったコミュニティにおける問題解決方法であり、池原によれ

ば、「家族や友人、その他本人と親しい関係にある人、本人が当面している課題

の解決にかかわりや関心がある人など本人をとりまくインフォーマルなコミュ

ニティーの関係者が一定のルールのもとで課題解決のための話合いをして解決

策を策定していく当事者参加型の意思決定の方法」133）である。その特徴として、

池原は、フォーマルな介入を特徴とする成年後見制度に対して、「FGCは、友

人や家族、学校や地域の知人などの自然発生的でインフォーマルなコミュニ

ティーの関係者の支援力を維持・復権（empower）させ、普遍的（universal）

で差別のない支援のあり方を構築しようとする」点をあげる134）。

　そして、池原はFGCにおける解決方法の特徴ないしメリットとして、つぎの

３点をあげている。第１に、「課題そのものやそれに関連した状況を変化させる

ことで課題を解消していく」という点に「従来にはない発想がある」。つまり、

実生活の中で生じる課題は、人のかかわり方などにより前提条件を変えること

で、課題が問題でなくなったり、その内容が深刻でなくなることがあるとす

る135）。第２に、「参加するメンバーが本人を長年よく知っている人である場合

が多いので、本人の独特なコミュニケーションのとり方を理解して意思疎通が

できたり、本人の考え方や選好もよく知っていて本人の希望を引き出したり、

敷衍することができる」ことをあげている136）。第３に、メンバーの非専門性を

メリットとみている。すなわち、「FGCのメンバーは非専門家であり、公的な立

場の者ではないので、誰かが強い権限をもって強制的に介入するということは

できない」から、条約が要請する「差別のない普遍性のあるかかわり方」が可能

になるとするのである137）。

　こうした、徹底的に本人意思に寄り添う（だからこそ、インフォーマルな）

仕組みを高く評価する池原は、「ラスト・リゾート」としての「代行決定」につ

いても、つぎのように説いている。すなわち、障害者権利委員会は、遷延性意

識障害、最重度の知的障がい、自閉症等のため意思疎通できない場合などにお
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いても、単なる「最善の利益」による代行決定ではなく、「本人の意思・選好の

最善の解釈」によるべきだと要請するが、それは、「意思はすべての人に存在し、

ただ、社会はそれを読み取る技術が足りていないだけ」だから、「いかなる場合

でも本人のあるはずの意思と選好を究極まで探り当てようとする最善の解釈を

すべきである」という考え方に立っているのである。したがって、「代行決定」

においても、「必要なのは表示行為を代行する機関」であって、「内心的効果意

思の内容を定めるのではなく、あくまでも表示行為を代行するだけのもの」に

とどまるべきだとするのである。そして、そうした機関としてのFGCの有効性

に期待しているのである138）。

　以上のように、池原は、条約の要請を踏まえてかなり徹底した本人意思中心

主義を提唱しており、その主張が現実化されるならば、条約の要請をほぼ充た

す意思決定支援が出現することになろう。ただ、問題は、やはり、インフォー

マルな関係の下に成立するネットワークが、真の本人意思尊重の実効性をいか

にして担保し得るのか、という点にあろう。さらに、その点に関わって、そう

したインフォーマルな支援ネットワークの「質」に、地域的・マンパワー的・

財源的等々に起因する「ネットワーク間格差」が不可避ではないか、というこ

とも問題になろう。

Ｃ．「市民代弁人」の提案

　菅富美枝は、すでにかなり詳細にみたように、上山泰とともに本人中心主義

に立った「小さな成年後見」の構築を提案している。そして、その構想は、代

行決定を含む成年後見を中心とするよりも、むしろ、意思決定支援を優越させ、

最後の手段として代行決定を含む成年後見を想定する、いわば統合的な権利擁

護システムとして構想されていた。

　そうしたなかで、意思決定支援の位置づけは決定的に重要なものとなるが、

その意思決定支援の「実行主体」として、菅は、イギリス2005年意思決定能力

法制下のIMCA139）を参考に「市民代弁人」を提案している。すなわち、「格段
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の専門知識や経験を有せず、また、それまで本人との面識のない一般人が、そ

の素人的感覚を発揮して本人情報の収集（例 本人の意向表明を手助けしたり、

本人の感情や好みや趣向を見つけ出すこと）に徹することも、本人の『意思決

定主体性』を維持する上では極めて重要であり、そのためには、むしろ、包括的

な代理権限を有する『市民後見人』ではなく、時間をかけて本人を観察する余

裕のある『市民代弁人』として期待することが有効であると考える。そして、

公式の後見人が任命されている場合にも、市民代弁人は、本人の立場になるこ

とに徹するという意味で、後見人とは異なる、独自の視点を有するという点で

重要な役割を担い得ると考える。」として、「市民代弁人」の役割に大きな期待

を寄せている。

　ただ、イギリスのIMCAの場合、とりわけ本人が意思決定をしえない場合に関

わるのであり、したがって、「本人の瞬きの動き、目の動きから本人の意向や感

情を探る」など「要求されるスキルも高い」。しかし、菅は、「そこまでの専門

的な『代弁スキル』を有していないとはいえ、本人の意思決定能力が限定され

ており、独力での意思表明に困難を抱えているような場合において、市民感覚

をもって、友人のように接しながら本人の意向表明を手伝う『市民代弁人

（citizen advocate）』は、本人の意向表明を支える上で大きな役割を果たしうる」

というのである140）。

　以上のように、菅にあっては、意思決定支援において、とりわけ本人の意思

の表明や本人とのコミュニケーションのとりにくい場合などに、本人の意思・

意向・選好を親しい関係のなかで時間をかけて見極め、それを代弁する「市民

代弁人」がきわめて大きな働きをするものと期待されているのである。ただし

かし、「専門的な『代弁スキル』を有していない」、「市民感覚をもって、友人の

ように接しながら本人の意向表明を手伝う市民代弁人」であればこそ、「市民代

弁人」が独りよがりの思い込みで本人の意思・意向・選好を一定方向に決めつ

け、「代弁」と称して、じつは本人の真の意思・意向・選好に反するような「支

援」になってしまったのでは元も子もない。まさに、菅もいっているように、
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「自己決定（意思決定）支援の外形をとることによって、判断能力の不十分な

人々に『自己責任』を押し付け、代行決定を隠蔽するものであってはならない

…。自己決定（意思決定）支援の実践の背後には、他者による操作・不当な圧

力による、脱法的な『代行決定』が潜みうる可能性を常に直視しなければなら

ない」141）ということに常に細心の注意を払わなければならないのである。

5.3.2．障がい関連団体が提案する「意思決定支援ガイドライン」

　つぎに、障がい福祉の現場で支援に当たっている人や専門職向けに策定・提

案された、日本発達障害連盟による「意思決定支援ガイドライン」142）における

「意思決定支援」の構想をみていこう。

　①まず、ガイドラインは、その目的ないし位置づけについて「本ガイドライ

ンは主として、障害福祉サービス事業者等が利用者にサービスを提供する際に

生じる、利用者への意思決定支援の枠組みを示すものであるが、その基本的考

え方は、家族、友人、ボランティア、医師、教員、保育士など障害者の意思決定

支援に関わる多くの人々に意思決定支援に関する考え方等を示すものでもあ

る。」と述べて、主として事業者向けに策定されたものであることを明確にして

いる143）。

　「意思決定支援」については、「知的障害や精神障害（発達障害を含む）等で

意思決定に困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活等に関して自分自身が

したい（と思う）意思が反映された生活を送ることが可能となるように、障害

者を支援する者が行う支援の行為及び仕組み」と定義する144）。また、「障害者

の意思決定においては、支援者に大きな影響を受ける」から、「支援の客観性を

確保するために意思決定の根拠を明確にすることや、本人を中心に置きそれぞ

れの内容においてチームを形成して意思決定を支援していく体制を構築してい

くことが極めて重要」だとして、テーマ毎に本人を中心に置いたチームないし

ネットワークを組んで支援することを重視している145）。

　そして、支援する際の基本原則として、イギリス2005年意思決定能力法の５
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原則を参考にしつつ、つぎのような５つの点を強調している。すなわち、（１）

「すべての障害者は、意思決定を行う能力があることを出発点として支援を開

始すべき」こと。（２）「本人が自分自身で決定ができるよう可能な限りのあら

ゆる支援を行うことが重要」（エンパワメントの観点）であって、また、支援に

当たっては「あらゆる可能性を追求したという証拠が必要となる」こと。（３）

本人が「客観的には不合理に見える意思決定を行った場合においても、そのこ

とをもって意思決定能力がないとみなされてはなら」ず、「本人の意思決定を尊

重する姿勢が重要であり、愚行権（他人から見て愚かな行為でも、他人に迷惑

をかけなければ、自由に出来る権利）についても保障していく視点が必要」で

あること。（４）「可能な限りのあらゆる支援を行っても本人が決定することが

困難な事案」にあっては「代行決定」が必要になるが、「その際、本人の最善の

利益に適うように行わなければならない、関与は最小限のものに限定する必要

がある」こと。（５）「代行により意思決定を支援していく場合には、必要最小

限の介入を原則」とすべきであり、本人の権利・自由の制限がもっとも少なく

なるよう考慮して支援すべきこと146）。

　②また、「意思決定支援」の対象領域ないし範囲、および支援者に関しては、

要支援者本人の「意思決定」に関わる領域を、「生活の領域」、「人生の領域」、

「生命の領域」の３つに分けて、以下のように論じている147）。まず、「生活の領

域」とは日常生活領域を指し、具体的には、「食事・更衣・移動・排泄・整容・

入浴など生活を営む上で不可欠な基本的行動、余暇及び社会参加等を行う際の

決定の領域を含む」ものとする。したがって、そこでは「日常生活に関わり、

本人を良く知る家族・障害福祉サービス事業所の職員等」による直接的な支援

が行なわれることになる。ただ、障がい福祉サービス事業所等に入・通所して

いる利用者の場合は、（事案により）利用者をよく知る人が単独または少数で

「意思決定支援」に関わることが想定され、そうした場合には、外部の第三者も

交えた複数の人による「支援会議」等を設定して支援する必要性を指摘してい

る148）。つぎに、「人生の領域」とは、「人生におけるさまざまな社会生活上ので
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きごとに関する決定の領域」のことであり、具体的には、施設やグループホー

ム等への入所・その継続、地域生活への移行等の「住む場所や働く場の選択、

結婚、障害福祉サービスの利用など」である。ここでは、「家族・障害福祉サー

ビス事業所職員等の本人を良く知る人々」のほか、本人の意思決定能力によっ

ては、「相談支援専門員等第三者による関与が必要」とされている。さらに、地

域生活移行等のケースにあっては、友人、地域住民、自立支援協議会の職員等

の「支援会議」への参加も必要となろうとされる149）。そして、最後に「生命の

領域」である。これは、「健康上の事項や医療措置などの生命に関する領域」を

指し、そこでは、本人による意思決定に際して「医療従事者等の専門的な意見」

が必要になる。したがって、医療従事者のほか、弁護士等の第三者が関与する

「支援会議」を構築することが必要になろうとされる150）。そして、いずれの領域

にあっても、「支援会議」には、本人の参加を原則とし、必要に応じ保護者の参

加も求めつつ、とりわけ「同じ立場にたつピア（ピアサポーターを含む）の

チームへの参加」が重要であるとされている。

　また、障がい福祉サービス利用者を実際に「意思決定支援」する場合、「意思

決定支援」に関わるチームの「共通言語」を形成するためにも「意思決定支援

計画」を策定する必要性が強調されているが、その際および実際に「意思決定

支援」をしていく過程における専門職ないし各種関連機関等との連携の重要性

が指摘されている151）。それによれば、利用者本人は、相談支援事業所の専門員

が作成するサービス等利用計画とサービス提供事業所のサービス管理責任者が

作成する個別支援計画との整合性に配慮しつつ「意思決定支援責任者」152）によ

り策定された「意思決定支援計画」に従って、チームによる「意思決定支援」

を受けることになる。したがって、相談支援事業ないし事業所との連携はきわ

めて重要だということになる。また、利用者に医療的ケアの必要性が生じたと

きに備えて、医療機関・医師等との連携体制を構築しておく必要もある。利用

者の就労支援が必要な場合には、ハローワーク、障害者職業センター等との連

携も必要になる。さらには、地域生活移行の場面では、自立支援協議会と連携
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することで、地域が受け入れに積極的でない場合でも、その本人の最善の利益

の観点に立った調整により、地域生活移行がよりスムーズに実現する可能性が

出てくる。本人に後見人等が付されていれば、後見人等は、当然意思決定支援

に関わるチームの一員としての役割を果たすことになる。また、本人の意思決

定のエンパワーメントの観点からは、当事者団体、とりわけピア・サポーター

との連携はきわめて重要だといわれる。情報の提供・把握・伝達については、

ピア・サポーターを活用することが重要だという。以上のように、障がい福祉

サービスの利用者においても、きわめて多様な支援者・機関等との連携ないし

意思決定支援チームへの参加が、場面毎に、多様な形態で必要になるとされて

いるのである。

　③つぎに、ガイドラインは、「意思決定支援」の具体的手法について、以下の

ように説いている153）。まず、要支援者本人の（発達年齢を含む）年齢、障がい

の態様・特性、意向・信条・信念・好み・価値観、過去から現在の生活様式等

への配慮、とりわけ、生活等の継続性への配慮をしつつ意思決定支援をしなけ

ればならない。また、意思決定支援を要するその時々の課題について、十分に

説明し、結果を含めて情報を伝え、あらゆる可能性を考慮したうえで「判断」

すべきである。「判断」に当たっては、親しい友人、家族、身近な支援者、後見

人等の見解を考慮に入れなければならない154）。そして、本人自ら意思決定に参

加し主体的に関与できる環境を整備することも重要である。さらに、とくに重

要なのは、情報の伝達であり、本人が決定する際に必要と思われる情報を、「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、柔軟かつ

細心の配慮をもって提供すること」が必要である。その際、情報提供のあり方・

内容は、支援者の態度・方法・技術により大きく左右されることに留意すべき

である。したがって、「手話、伝達装置、絵文字、コミュニケーションカード、

スケジュール等構造化環境等を含む」できるだけ分かりやすい方法・手段で伝

達すべきであり、それも、「ステップを踏んで確認しながら行う」必要がある。

そして、予想されるリスク等の副次的結果や、決定についての責任についても
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伝達すべきだとされる。さらに、本人が意思決定結果を表出・表現しやすいよ

うに支援することも重要である。そうして表明された本人の意思決定結果を

サービス提供者等の支援者に正確に伝達すること、および本人意思と思われる

ものを「代弁」することも、きわめて重要である。

　この「代弁」という点に関して、ガイドラインは、重度の知的障がい者等に

あっては、「本人の最善の利益を考え判断することしかできない場合もある」

が、そうした場合には、「本人とのコミュニケーション手段をどのようにしたら

相互に理解ができるのかを工夫することや、現在及び過去の様々な場面におけ

る表情（うれしそうだった、楽しそうだった、安心していた等）や感情（喜ん

だ、怒った、悲しんだ、 落ち着いていた等）、行動（遠ざかった、近づいた、身

体接触があった等）などから、事実を根拠として本人の意思を丁寧に理解し、

代弁する」必要があるとしている。そして、代弁者（支援者）に対しては、本

人が意思決定を必要としている課題について、「本人と向かい合って考えるの

ではなく、本人と同じ側に立ち、本人と同じ方向から課題を見て考えることが

求められる。また、本人のために権威のある人たち（例えば、施設長や医師、

行政職員等）に対しても、本人の代弁者として主張できることが求められる」

と要求している。また、代弁者（支援者）が家族や本人をよく知る知人である

場合も想定できるが、その場合も「あくまでも本人の代弁者であることが求め

られ、家族等の希望を述べるのではないことに留意する必要がある」と注意喚

起している155）。

　④障がい福祉サービス提供事業所等における日常の支援場面での「意思決定

支援」について、ガイドラインは、つぎのように説いている。すなわち、障がい

福祉に関する各種サービス等の担当職員は、利用者に対する直接的な支援のす

べてにおいて「意思決定支援」の要素が含まれている。日常の支援の場面ごと

に156）、「本人の意思を確認し、確認が難しい場合は工夫し、それでも難しい場

合は過去の本人の表情や感情、行動等に基づいて根拠をもって考え、…支援を

行うよう努めることが求められる」としている。そして、その結果がどうだった
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かについて記録し、「今後の根拠を持った意思決定支援に役立てることができ

る」よう検討しておくことが有用だという157）。

　また、たとえば、施設やグループホーム等への入所、入所の継続、やむを得

ず身体拘束・行動制限をせざるを得ない場合の緊急性・非代替性・一時性が本

人の最善の利益の観点から妥当か否か、生命・身体に重大な影響のある医療行

為を選択すべきか否か等々の「人生の大きな選択」の場面における、本人の意

思確認が難しい人の「意思決定支援」は、本人の意思の確認に最大限の努力を

払うことはもちろん、それに加えて、「本人に関わる関係者が集まり、現在及び

過去の本人の日常生活の場面における表情や感情、行動などの支援機関におけ

る記録等の情報やこれまでの生活歴、人間関係等様々な情報を交換し判断の根

拠を明確にしながら、より自由の制限の少ない生活への移行を原則として、本

人の最善の利益の観点から意思決定支援を進める必要がある」としているので

ある158）。

　なお、障がい福祉施設等の利用者の「意思決定支援」については、意思決定

支援責任者159）の配置、意思決定支援会議の開催、意思決定支援計画の作成と

いった、少なくとも３つの要素を含む意思決定支援の仕組みを構築しておくこ

とが、最低限必要だとされている160）。

　⑤以上のように、この「意思決定支援ガイドライン」は、障がい福祉サービ

ス事業所向けの「ガイドライン」という性格上、「意思決定支援」に関する広

範・多様な論点について、網羅的に構想されており、とりわけ、直接的な名宛

人とされている障がい福祉施設職員にとっては、職務としての「意思決定支援」

を実践する際の重要な拠り所となろう。また、可能な限り本人の決定を引き出

すべきだとしたり、「意思決定支援」のチームに本人を加えるべきだとしたり、

いわゆる「愚行権」の視点を強調したり、「客観的な最善の利益」ではなく、「本

人の（意思に沿った）最善の利益」に依拠すべきとしたり、本人中心主義を徹

底しており、条約の趣旨に適合的だと評することができる。ただ、ここでも、

生命・身体に重大な影響のある医療行為を選択すべきか否かなどの「人生の大
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きな選択」の場面で、本人意思の確認が困難な者の場合には、最後の手段とし

ての「代行決定」の可能性は肯定されており、その際にも、必要最小限の原則

を強調している。

5.3.3．後見人に求められる「意思決定支援」のあり方

　沖倉智美は、比較的早い時期に、被後見人の意思に寄り添う後見活動、言い

換えれば、後見活動における意思決定支援とでもいうべき支援のあり方につい

て詳論している161）。そこでは、被後見人を中心としたネットワークの構築、そ

こにおける後見人の役割やあり方が、支援の実態に即した形で詳論されている。

　もともと被後見人のニーズはきわめて多岐にわたり、後見制度単独で対応し

切れるわけではない162）。そうした前提に立って、沖倉は、後見人の役割を、ま

ず被後見人のニーズを丁寧に把握し、被後見人とともに計画的にそれを実現す

るため、各種の社会資源を適切にコーディネートすることだとしている。

　その際、後見活動のあり方について、つぎのように述べている。「後見活動と

は、後見人と被後見人との二者間における、後見人の一方的な説明や説得によ

る被後見人の同意ではなく、被後見人のニーズと後見人の支援可能性とをコ

ミュニケーションを通じて交換し、両者で意思決定に向けた合意を形成してい

く実践過程である。」163）。そして、このプロセスを後見人が単独で支援すること

は困難だとし、とりわけ意思決定内容の実現を支援する過程には多数の事実行

為が含まれ、多様な社会資源との連携・協働が不可欠になる。つまり、「後見

活動においては、多数の支援者との多次元的な合意形成が必要となる」という

のである164）。このことは、個人後見人であるケースが多数を占める現状では、

とりわけ「後見人が下す決定において個人の恣意性を完全に排除することはで

きず、だからこそ決定を抱え込まず、守秘義務の遵守を約束したネットワーク

に関与する各支援者からもたらされる情報や専門的見解を考慮したうえで、客

観的に判断していくことが望ま」しいと指摘する。

　沖倉は、「多次元的な合意形成」とは、「被後見人のニーズを充足するために、
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コミュニケーション能力や、他者からの期待・家族への依存心といった周囲と

の人間関係から、自己の価値観に基づく自由な主張が困難な被後見人とともに、

被後見人の意思を踏まえた二者間で得られた合意をネットワークにおいて各支

援者に周知し、さらなる共有を促すこと」と意義づけ、被後見人と後見人の共

同作業に基づいて形成された意思（「合意」）を重視する。そして、その「合意」

を、ネットワークに関与するメンバーの各員に共有させることで、「ネットワー

ク総体として『本人の最善の利益』と信じるものに近づいていく過程を共有す

ること」が可能になり、「決定の先に得られる結果とそれに伴う責任を分かち合

う意味でも有効」だというのである165）。

　こうした考え方に立つ沖倉は、後見人の役割ないし立ち位置を、被後見人と

後見人との「二者間の合意形成に基づくチーム」の一員だと位置づける。した

がって、後見人は、「決してネットワークの中に埋もれて被後見人の意思を見

失うようなことがあってはならない」のであり、場合によっては「仲介者とし

て家族に被後見人の意思を伝え」ることや、他の支援者からもたらされる被後

見人にとり有用な情報を「被後見人が理解しやすいように加工・通訳すること」

等を通じて、家族や各支援者と後見人との「双方向の理解を促進し、被後見人

を中心とした合意形成とそれに基づく支援方針が明確化されるよう努力」しな

ければならない。それどころか、「各支援者の被後見人に対する支援の不備に

ついて率直に指摘し、改善をはたらきかけること」も、重要な後見人の役割だ

とする。それは、「社会資源の未整備により被後見人の意思の実現可能性が低

い場合、他の支援者の意向が優先し被後見人の意思が矮小化されてしまう場合

も往々にしてあるが、むしろ被後見人の意思の実現に向け、新たな社会資源の

開発にネットワークとして取り組んでいくことこそが重要」だという認識があ

るからである。このような沖倉の考え方からすれば、後見人は、ネットワーク

における「最終決定者として被後見人の意思に寄り添い続ける存在であるべ

き」だということになる166）。

　以上のように、沖倉は、後見活動は、被後見人を中心に置いた各支援者によ
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るネットワークを構築してなされるべきこと、そのなかで、後見人は、被後見

人の「代弁者」としての役割を果たすべきこと等を当初より強調していた。と

りわけ「代弁者」としての後見人の役割の強調は、成年後見制度のなかに「意

思決定支援」の方法を広範に取り込むことにつながり、そこには、本人意思の

尊重、「本人の（意思に沿った）最善の利益」の追求の立場（本人中心主義）

が一貫していることが看て取れよう。

5.3.4．実効性のある意思決定支援の体制整備

　最後に、意思決定支援の実効的な実施を確保するために、（中央・地方双方

の）政府が為すべきことについて論じている日弁連の見解をみておこう。

　①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」

において、障害者権利条約に関連するこの間の政府の動向および日本における

権利擁護実践の現状ついて、以下のような認識を示している。

　日本政府は、2007年９月の障害者権利条約署名後、その批准に向けて一連の

手を打ってきた。すなわち、2009年12月に、内閣に「障がい者制度改革推進本

部」を設置し、その下に「障がい者制度改革推進会議」を設置した。そして、同

会議（障害者基本法改正後は、「障害者政策委員会」）およびその下に設置され

た部会の意見に基づいて、条約批准のための国内法整備として、2011年に障害

者基本法を改正し、2012年の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」（総合支援法）、および翌2013年の「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律」（差別解消法）の制定、さらには、労働政策審議

会障害者雇用分科会の意見を受けて「障害者の雇用の促進等に関する法律」

（雇用促進法）の改正と、少なくとも、当面必要になる最低限度の法整備を矢

継ぎ早に行なった。

　しかし、日弁連のみるところでは、「これらの法整備によっても、今なお、日

本の障がいのある人たちは、本条約が目指す『あらゆる人権及び基本的自由の

完全かつ平等な享有』を保障されておらず、本条約を実効あらしめる国内法整
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備は不十分である。」167）。それは、日本の判断能力が十分でない人の権利擁護の

実践や支援者が、以下のような状況の下にあるからである。

　「2000年以降、介護保険制度・障害者総合支援法等の契約型福祉利用制度の

導入が行われたが、認知症高齢者や知的障がい者・精神障がい者等が意思決定

をするために、周囲の家族や支援者等が行うべき支援のあり方やその際の諸原

則・基準などが定められていないため、家族等によって多くのことが決定され

る結果となっていることが少なくない。これらの人々が生活の様々な場面にお

いて自ら意思決定を可能とするための支援に関する法制度や体制整備はいまだ

不十分である。」168）。すなわち、「確かに、『利用者本位』や『対等なサービス利

用』を目指して、介護保険制度や支援費制度（その後、障害者自立支援法から

障害者総合支援法に改正）が導入され、措置から契約へと福祉サービスの提供

方法は大きく変わったものの、実際には、当事者の意思に基づく支援よりも介

護・福祉サービスを提供する側や周囲の家族等の『保護的』視点が重視され、

多くの場面で、家族等が本人の意思を十分に確認することなく処遇を判断し、

提供しているのが実情である。例えば、介護・福祉サービスの利用による生活

プランを立てるに当たり、本人の意向や希望を酌み取らず、支援者や家族等だ

けで本人の健康や安全等を配慮したプランを立て、家族が契約当事者となって

利用契約をすることも、依然として行われている。医療行為が必要な場面にお

ける医師の十分な説明に基づくインフォームド・コンセントの実践においても、

意思決定に困難を抱えた高齢者・障がい者については、家族等に対して行われ

ることが多く、本人に対しその特性に応じて理解できるような説明と同意が試

みられる実践は限られている。……後見人等が、地域で暮らす権利や本人の意

思を十分に尊重しないまま、施設に入るか、地域で居住するかを決定したり、

本人の意思決定能力がある領域についてまで代理をせざるを得ない事例も見ら

れる……。これらの現状は、日本においては、個人の『自律』を保障するため、

必要な意思決定の支援を可能な限り行うべきことについて、支援の諸原則や指

針、仕組み等を定める法制度や実効性のある実施のための体制整備が図られて
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いないことに起因している。例えば、介護・福祉サービスにおいて、『利用者本

位』といっても、対等な契約関係に立てるような意思決定における支援は義務

付けられていない。医療行為におけるインフォームド・コンセントは実務に浸

透してきているとはいえ、意思決定が困難な患者の場合のあり方については明

確な指針もないために、主に家族の代諾により対応せざるを得ない状況である。

精神科病院の長期入院や障がい者入所施設での長期の生活についても、地域生

活移行に向けた本人の意思決定の支援が義務付けられていない。そのため、本

人の自己決定は、それが現に表明されている限りにおいて尊重されるにすぎな

い。」169）。

　②こうした日本における権利擁護の現状認識と、他方で、徹底した意思決定

支援の体制整備の必要性認識のうえに立って、日弁連は、政府には、「意思決

定支援の原則、指針や仕組みなどの法制度を含む制度設計と、教育・研修の実

施や専門的相談・調査・助言機関の設置などの実効性のある実施体制の整備」

を進めるべき責任と、現行成年後見制度に関して、「意思決定支援の理念に基

づき、包括的ではなく事柄ごとに代理・代行の権限を開始すべき点、期限を定

め、定期的な見直しの機会を設けるべき点などにつき、運用改善と制度改革」

のための具体的な制度設計を早期に行う責任があることを宣言する170）。

　具体的には、まず、意思決定支援は生活上の様々な場面においてなされる必

要があるから、本人の意思決定が必要な場面ごとに、本人に関わる様々なあら

ゆる人の支援が求められることになる。本人に関わるそうした人々が、必要と

される場面ごとに適切な支援をなし得るためには、「契約行為、財産管理、介

護・福祉サービス利用、医療行為、居所の決定、日常生活上の決定などそれぞ

れの具体的な場面ごとに、国が明確な支援方法の指針を定め、これをすべての

国民に広く周知・啓発を図るとともに、誰もが意思決定支援が必要な場合に実

践できるためのトレーニングの機会を、学校教育課程や地域における研修等、

様々な場面で提供すること」が必要である。加えて、自ら意思決定を行う本人

に対しても、そのエンパワーメントが必要であり、「必要に応じて、意思決定の
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ために必要な支援（必要な情報提供や特性に応じた説明、判断に当たっての相

談や助言）を自ら求めることのできる力を発達段階に応じて習得できる教育の

機会を設けること」が求められるという171）。

　さらに、本人の意思決定の支援者のなかには、本人の身近でその生活を支え

る人が少なからず含まれており、そうした人は必ずしも専門職とはいえず、支

援方法の指針が提供されただけでは適切な支援がなされるとは限らない。した

がって、個々のケースに応じて支援者をバックアップできるように、一定のエ

リアごとに「相談機関」を設置しておく必要がある172）。

　また、「代理・代行行為における判断基準は、本人の権利、意向及び心情等

の尊重という極めて個別的なものであり、その洞察には時に専門的な経験と知

見が求められる」173）から、イギリスの「独立意思代弁人」（IMCA）のような

「代理・代行決定に当たり必要な相談・調査・助言のできる独立した専門的機

関」を設置する必要があるとされる174）。

　③もっとも、日弁連は、ここで「代理・代行決定における判断基準は、本人

の権利、意向及び心情等の尊重という極めて個別的なもの」と述べているが、

本人の権利・意思・意向・選好を尊重すべきなのは、何も「代理・代行決定」

に限られず、それを含んで、およそ本人の意思決定支援の全般にわたり基本と

すべきものであろう。

　いずれにせよ、日弁連も指摘しているように、条約を批准した現在、認知症

高齢者が450万人強、軽度認知障がい者が400万人と、まさに「65歳以上の４

人に１人が認知症あるいはその予備軍」とされ、さらに知的障がい者・精神障

がい者が394万人いる状況にあって、認知障がい者や、知的障がい者・精神障

がい者等が、地域で自立した生活を送ることができるということが、切実な課

題となっている175）。そうした人々が、生活のあらゆる場面において、その意思・

意向・選好を尊重されつつ、意思決定支援を受けながら自己決定（「支援付き

意思決定」）をしていくことを真に保障し得るような仕組みをつくる責任は、ま

さに政府にある。
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　　［注］

　107）菅・前掲（注19）253頁以下。

　108）柴田洋弥「意思決定支援と法定代理制度の考察　障害者権利委員会一般意見

書に適合する成年後見制度改革試論」（2015年11月２日）

　　 http://homepage2.nifty.com/hiroya/151102houteidairikousatu.html。

　109）「意思決定支援」には、「非公式な支援」が含まれるとしつつ、「誰でも利用で

きるように、国が責任をもって提供しなければならない」とされるのは、若干理

解しがたいが、インフォーマルに形成される支援ネットワークや支援者の日常的

な活動に対する阻害因があれば、政府にはそれを排除する責任がある、という意

味で理解すべきか。

　110）なお、一般的意見は、パラグラフ29において、「29．支援付き意思決定制度

は個人の意思と選好に第一義的重要性を与え、さまざまな支援の選択肢から成

る。支援付き意思決定システムは、障害のある人の生活を過剰に規制するもので

あってはならない。支援付き意思決定制度は、多様な形態をとる可能性があり、

それらすべてに、条約12条の順守を確保するための特定の重要な規定が盛り込ま

れなければならない。」とし、その「重要な規定」すなわち「『支援つき意思決定

制度』に必要な条件」の内容として、以下の諸点を挙げている。（a）支援付き意

思決定は、すべての人が利用可能でなければならない。個人の支援ニーズのレベ

ル（特にニーズが高い場合）が、意思決定の支援を受ける上での障壁となっては

ならない。（c）個人のコミュニケーション形態は、たとえそのコミュニケーショ

ンが従来にないものであっても、あるいは、ほとんどの人に理解されないもので

あっても、意思決定の支援を受ける上での障壁となってはならない。（d）個人に

よって正式に選ばれた支援者の法的承認が利用可能であり、かつ、これを利用す

る機会が与えられなければならず、国は、特に孤立しており、地域社会で自然に

発生する支援へのアクセスを持たない可能性がある人々のために、支援の創出を

促進する義務を有する。これには、第三者が支援者の身元を確認する仕組みと、

支援者が当事者の意思と選好に基づいた行動をしていないと第三者が考える場

合、支援者の行動に対して第三者が異議を申し立てられる仕組みを含めなければ

ならない。（g）人は、いかなる時点でも、支援を拒否し、支援関係を終了し、あ

るいは変更する権利を持つものとする。（h）法的能力と、法的能力の行使におけ

る支援にかかわるあらゆるプロセスについて、保障が設けられなければならない。
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保障の目標は、個人の意思と選好の尊重を確保することである。（i）法的能力の

行使における支援の提供は、判断能力の評価に左右されるべきではない。法的能

力の行使における支援の提供では、支援のニーズに関する新しい非差別的な指標

が必要とされている。柴田・前掲（注108）。

　111）柴田・前掲（注108）。

　112）なお、柴田・前掲（注108）は、現実には、「その法律行為について、本人の

意思能力があるかどうかは、はっきりしないことが多い」としており、そうした

場合のために、このように解釈できるようにしておけば、現実的な対応が可能に

なるとしている。

　113）なお、柴田は、「意思決定支援」の具体的なあり方に関して、これまで、いく

つかの論稿においてかなり詳細な説明をしている。その「支援」の実体として構

想されている中身には大きな差異はないようであるが、しかし、用語ないしその

説明の仕方に改良が加えられ、いっそう体系的かつ詳細なものになっている。

　　　たとえば、柴田「障害者権利条約と意思決定支援」いとしご（日本自閉症協会）

2013年11月号では、「意思決定支援」には、「意思形成支援」「意思疎通支援」

「意思実現支援」の３つがあるとし、「意思形成支援」とは「本人にとってより良

い意思決定を、本人自身が心から納得してできるように支援すること」であり、

「意思疎通支援」とは「わずかにまた形を変えて表現された真の意思を支援者が

感じ取り、それに応える支援」、「意思実現支援」とは「本人が表現した意思を実

現する支援」とされる。そして、いずれにせよ、「意思決定支援」の前提には、①

支援者との安心感・共感に基づく信頼関係、②わかりやすい情報提供、③説得で

はなく納得、④チームでの支援などが必要だとしている。

　　　さらに、柴田・前掲（注27）156頁では、「意思決定支援」には、「意思形成支

援」と「意思実現支援」という２つのプロセスがある。「意思実現支援」とは、

「『こうしたい』という本人の意思があり、その意思の実現が本人に大きな不利益

とならず、環境条件からも実現可能であるが、本人が単独では実現できないとい

う場合に行う意思決定支援」であるのに対して、「意思形成支援」は、本人の意思

表示通りにすると、本人に重大な不利益が生じる可能性があったり、本人の意思

表示を実現することは現実社会では不可能だという場合に、本人の表示された意

思をそのまま実現するよう支援するのではなく、「まず本人が自身にとってより

よい意思を自ら形成するように支援を行うこと」だとする。後者の場合には、と

りわけ本人との間の信頼関係を醸成したうえで、本人の表明した意思を実現する
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ことによりかえって本人に不利益な結果が生じ得ることまたはそもそも実現不可

能であることを、本人が理解できるよう分かりやすく説明・情報提供する。また、

奥に隠された「本当の願い」や現実的な環境条件を考慮し、「本人にとっての最

善の利益」に配慮した解決策を、わかりやすく提案する。話し合いを通じて、本

人が自ら新たな意思を形成できるよう支援する。その際、支援者が自分の提案を

押しつけようと説得してはならず、決定するのはあくまでも本人だということが

重要であり、そのようにして形成・表出された「新たな意思」を、かりに支援者

の目から見て次善の策だったり多少の失敗を含んでいたとしても、本人に重大な

不利益が生じなければ「よしとする」。そして、その後は、「意思実現支援」のプ

ロセスに移行する。

　　　いずれにせよ、柴田においては、可能な限り本人意思に寄り添い、それを徹底

的に尊重しようとする姿勢で一貫している。しかし、文字通りラスト・リゾート

としての「他者決定」の可能性は排除されておらず、また、本人意思を尊重した

ときに、本人の客観的利益の観点からは次善の策だったり、失敗する可能性が

あっても、本人に重大な不利益が生じない限り、その意思を尊重するという姿勢

は維持されている。

　114）柴田・前掲（注108）。もっとも、柴田も言っているように、「現実には、そ

の法律行為について、本人の意思能力があるかどうかは、はっきりしないことが

多い」のであるから、本人が意思決定できなかった場合には、支援者が代理・代

行決定せざるを得ないことになり、しかも現実には、そうした事態が断絶して生

じるのではなく連続的に生じるのであろうから、やはり、法定代理人がいた方が、

遅滞なく「意思決定」がなされ得ることにはなろう。

　115）そしてこの場合、契約であれば、本人と法定代理人の両者が署名することに

なるが、 柴田によれば、２つの場合が考えられ得るとされる。すなわち、本人に

独力で契約できる意思能力が残っていれば、本人の署名は有効であり、契約は本

人が行い、法定代理人の署名は、念のため本人に対して同意を表示するものと解

されることになる。しかし、本人に独力で契約できるような意思能力が残されて

いないときには、本人の署名は有効ではなくなり、むしろ、法定代理人の署名が

有効となり、本人の署名は、本人が法定代理人の代理契約に同意を表示するもの

と解されることになるとされるのである。そして、「現実には、その法律行為につ

いて、本人の意思能力があるかどうかは、はっきりしないことが多い」から、こ

のような解釈が可能であれば、「『共同行為』方式は現実的な方法である」として
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いる。柴田・前掲（注108）。

　　　もっとも、柴田のいうように、こうした場合を「共同決定」といえるかどうか

は、疑問の余地がある。「共同決定」ということで、実質的には支援者の決定で

あったという実態を覆い隠してしまってはなるまい。

　116）柴田・前掲（注108）。なお、こうした各段階での支援のあり方を、柴田は、

以下のように図表化している。

意思決定支援

のレベル

その行為に必要な判断能力
契約行為者

０％　　　　　　　　　⇔　　　　　　　　　100％

自己決定 支援を受けない判断能力 本人

支
援
つ
き
意
思
決
定

本人行為

レベル
支援前の判断能力

支援により高め

られた判断能力
本人

共同行為

レベル

支援前の

判断能力

支援により高められた判断能力 本人または

法定代理人支援により補充された判断能力

代理行為

レベル

支援前の

判断能力

支援により高め

られた判断能力

支援により補充された

判断能力
法定代理人

　117）社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会「意思決定支援の在り方並びに成年後

見制度の利用促進の在り方に関する基礎的調査研究について」（2014年３月）

45頁。

　118）だから、「国として施設の職員配置を見直し、時間的余裕等が持てるようにし

なければ『意思決定支援』は法律上規定しただけで終わってしまう」との懸念を

示している。

　119）したがって、家族に「意思決定支援」の基本的な考え方を理解させるために、

また施設職員の「意識改革」を求めるために、いずれも研修等が必要であると指

摘している。

　120）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）５頁以下。

　121）日弁連・前掲（注120）６頁。

　122）松崎貴之ほか「知的障害者へのより良い意思決定支援に関する調査研究」14

頁。

　123）報告書は、意思決定支援のためのコミュニケーションの手法として、「説得的

コミュニケーション」と「リスクコミュニケーション」という２つのアプローチ
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があるとする。そして「説得的コミュニケーション」は、「あらかじめ用意された

結論に本人を導いていくように展開されるコミュニケーション」であり、「リス

クコミュニケーション」は、医師の患者に対するインフォームド・コンセントの

ように、「その選択の結果予測されるリスクを説明した上で、本人の選択を引き

出していくアプローチ」であるとしている。松崎ほか・前掲９頁以下。

　124）日本発達障害連盟「意思決定支援の在り方並びに成年後見制度の利用促進の

在り方に関する研究」（2015年３月）５頁。

　125）もっとも、全日本手をつなぐ育成会や日本自閉症協会などにおいては、障が

い者本人の主体性や自己決定を尊重し励ます支援は、従来から活発に行なわれて

いるとのことであり、用語としては、2008年の「国際育成会連盟」総会のポジ

ションペーパーの赤十字奉仕団による「意思決定支援システムの主要素」という

訳語が日本における初出ではあるが、「意思決定支援」の考え方や実践自体は、

すでに以前より存在していたといわれる。「障害者の意思決定支援に関するアン

ケート調査」日本自閉症協会のアンケートへの回答より。社会福祉法人全日本手

をつなぐ育成会「意思決定支援の在り方並びに成年後見制度の利用促進の在り

方に関する基礎的調査研究について」（2014年３月）50頁。

　126）精神に障害を持つバルネラブルな人の法律：The Vulnerable Persons Living 

with Mental Disability Act.（以下、マニトバ州法と呼ぶ）。木口恵美子『知的障

害者の自己決定支援―支援を受けた意思決定の法制度と実践―』（2014年６月）

53頁以下。

　127）木口・前掲（注126）57頁以下。

　128）木口・前掲（注126）84頁以下。

　129）マニトバ州法は、「サポートネットワーク」による「支援を受けた意思決定」

と並んで、「代行決定」についても規定する。そこでは、「代行決定」は、「個別ケ

ア」（誰とどこで暮らすか、健康・仕事・教育等の問題、社会活動・余暇活動に

関連した問題、本人に関わることがらについての事務、日常生活上のことがら等）

と「財産管理」という大別して２つのジャンルについて想定されており、「代行

決定人」が、他者の意思決定に関与する際に守るべき重要な義務として、以下の

ようなものが規定されている。すなわち、法律等の遵守義務や誠実義務はもちろ

ん、代行決定人の権限と義務について本人に説明すべくしかるべき努力をするこ

と、本人の自立を目指すこと、本人に代行決定への参加を促すこと、最小限の制

限と最小限の干渉方法を選択することなどが規定され、さらに、代行決定する際
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には、本人の希望・価値観や信念を考慮すべきであり、そうした希望等を確認す

るために「合理的に努力した後」には、本人の「最善の利益」を考慮すべきであ

る。また、本人または他者の健康・安全を損なうことなしには、本人の希望等に

添うことができない場合の「健康に関する最善の利益」については、必要とされ

るヘルスケアにより本人の状態・ウェルビーイングが改善されるか、必要とされ

るヘルスケアが無くても本人の状態・ウェルビーイングが改善されるか、必要と

されるヘルスケアにより期待される本人の利益が他者の損害の危険性を上回るか

どうか、制限や介入がより少ないヘルスケアが代替可能かどうかを考慮すべきだ

と規定されている。木口・前掲（注126）60頁以下。

　130）木口・前掲（注126）90頁。

　131）木口・前掲（注126）59頁によると、マニトバ州法施行後10年で行なわれた

調査報告書は、近年代行決定を活用する例が増えており、「代行決定」が「最後

の手段」としてではなく「唯一の手段」として機能しかねないとの懸念を示して

いるという。

　132）木口・前掲（注126）62頁の「他者の決定に関与する際には本人の希望、価

値および信念の順で優先されるが、健康や安全上に問題があるときは、本人の最

善の利益を考えた代行決定が優先されることが分かる。」との文脈上、ここでの

「本人の最善の利益」が、「本人意思を中心に置いた最善の利益」ではなく、「本

人の客観的な最善の利益・福祉」が想定されていることは、明らかだろう。

　133）池原・前掲（注65）220頁。

　134）池原・前掲（注65）221頁。池原は、こうした観点から、藤沢市の市民後見

活動の前提を構成する、地域の他職種・多様な機関等で作られるネットワークを

取り上げている。

　135）池原・前掲（注65）222頁。

　136）池原・前掲（注65）222頁以下。

　137）池原・前掲（注65）223頁。

　138）池原・前掲（注65）225頁。

　139）菅が、「第三者代弁人」と訳している制度で、Independent Mental Capacity 

Advocateのことである。菅によれば、IMCAの役割は、「医療行為に対する同意・

不同意や、医療上の入院、施設入所に際して、家族や友人に代わって本人のベス

ト・インタレストを『代弁』する」こと（意思決定自体は行わない）であり、「法

的にIMCAの関与が要請されるのは、NHS（National Health Service）や地方自治
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体（local authority）によって、社会保障サービスや健康・福祉サービスの給付

の中で、特に、①『重大な』医療行為（例 抗癌剤の使用、癌の摘出手術、腕足の

切断、視覚や聴覚を失う恐れのある手術、不妊手術、妊娠中絶など）を施す／中

止する／中断する必要があるにもかかわらず、本人が意思決定能力を有さず有効

な同意を行えない場合、または、②（28日以上の長期にわたって）病院や介護施

設に入所させたり、あるいは、（８週間以上の長期にわたって）入居施設に入所

させる必要があると考えられているにもかかわらず、本人が意思決定能力を有さ

ず同意できない場合であって、かつ、本人の周囲に、本人の意思決定を支援した

り本人の意思や利益を代弁してくれる後見人や家族、友人がない場合である

（2005年法37、38、39条）。こうした状況において、NHSや地方自治体は、本人

の生命に関わるような緊急の場合を除き、IMCAから提出された報告書を十分に

参考にすることによって初めてサービス提供を行うことが法的に認められる

（Code of Practice, paras 10. 40-10. 58）。さらに、ケアプランの見直しがなされ

る場合や、虐待が疑われる場合にも、IMCAは関与することができる（Code of 

Practice, paras 10. 59-10. 68）。…このように、IMCAは、サービス提供者や機関

に対して、当該状況におけるベスト・インタレストを、本人に代わって表明

（represent, advocate）したり、本人のためになんらかの意思決定がなされたり

サービス提供が行われようとしている場合に異議を申し述べたり、さらに、本人

の『ベ スト・インタレスト』の特定をめぐって関係者間で見解が分かれ、時間を

かけた議論によっても解決できない場合には、保護裁判所に審判の申立てを行う

権限を有している。」ということである。菅富美枝「障害（者）法学の観点からみ

た成年後見制度 ――公的サービスとしての「意思決定支援」」大原社会問題研究

所雑誌No.641（2012年３月）72頁以下。

　140）菅・前掲（注19）256頁。

　141）菅・前掲（注55）184頁以下。

　142）2013年度の厚労省・障害者総合福祉推進事業の補助事業として「日本手を

つなぐ育成会」が「意思決定支援並び に成年後見制度の利用促進に関する基礎的

調査研究」を実施したが、翌年度、事業を引き継いだ「日本発達障害連盟」が、

調査研究のまとめとして策定・提案したものである。以下、「ガイドライン」と呼

ぶ。

　143）日本発達障害連盟「意思決定支援の在り方並びに成年後見制度の利用促進の

在り方に関する研究」（厚労省平成26年度障害者総合福祉推進事業・2015年３
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月）27頁。

　144）日本発達障害連盟・前掲（注143）29頁。

　145）日本発達障害連盟・前掲（注143）31頁。

　146）日本発達障害連盟・前掲（注143）30頁以下。

　147）日本発達障害連盟・前掲（注143）30頁。

　148）日本発達障害連盟・前掲（注143）38頁。

　149）日本発達障害連盟・前掲（注143）38頁。

　150）日本発達障害連盟・前掲（注143）39頁。

　151）日本発達障害連盟・前掲（注143）41頁以下。

　152）「あくまで意思決定に関する支援会議の企画・運営、意思決定支援計画作成

及び支援計画のプロセス管理等の責任者であり、利用者の意思決定を代行する責

任者ではない」とされている。日本発達障害連盟・前掲（注143）37頁。

　153）日本発達障害連盟・前掲（注143）32頁以下。

　154）ガイドラインは「判断」と言っているが、これは、支援者が「他者決定」する

という意味での「判断」ではなく、本人の意思や理解の程度・内容等についての

「判断」のことであろう。

　155）日本発達障害連盟・前掲（注143）35頁。

　156）ガイドラインは、「食事であれば、食べたいのか食べたくないのか、何が食べ

たいのか、何から食べたいのか、何が食べたくないのか、なぜ食べたくないのか

等」を例示している。日本発達障害連盟・前掲（注143）35頁。

　157）日本発達障害連盟・前掲（注143）35頁以下。

　158）日本発達障害連盟・前掲（注143）36頁。

　159）「意思決定支援計画作成に中心的にかかわり、意思決定支援のための会議を企

画・運営し、事業所内の意思決定支援の仕組みを作る等の役割を担う」のがその

役割だとされる。日本発達障害連盟・前掲（注143）37頁。

　160）日本発達障害連盟・前掲（注143）36頁以下。

　161）沖倉智美「『障害者の権利に関する条約』と日本の成年後見制度」新井・赤

沼・大貫編『成年後見法制の展望』（2011年）241頁以下。

　162）被後見人の個別的なニーズについて、沖倉は、「衣食住だけではない、ライフ

サイクルに応じた、恋愛［出会い］・結婚、出産・育児、日中活動や就労、生涯学

習や趣味、生きがい活動、そして親なき後の生活など」と具体的にあげている。

　163）沖倉・前掲（注161）242頁。
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　164）沖倉・前掲（注161）242頁。

　165）沖倉・前掲（注161）242頁。

　166）沖倉・前掲（注161）243頁。

　167）日弁連「障害者権利条約の完全実施を求める宣言」（2014年10月３日）。

　168）日弁連・前掲（注120）１頁。

　169）日弁連・前掲（注120）５頁以下。

　170）日弁連・前掲（注120）２頁。なお、日弁連は「意思決定支援」について以

下のような理解を示し、基本的には、柴田洋弥の定義や日本発達障害連盟のガイ

ドラインと同様の理解に立っているように思われる。すなわち、「意思決定支援

の対象は、障害者権利条約第12条第２項が『生活のあらゆる側面において』とす

るとおり、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意思決定全般が含まれる。そこにおける意思決

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。例えば、言語だけでの理解は困難でも、絵や図を使うなど、

その人に伝わりやすい方法で情報を伝えたり、あることを選択した結果がどのよ

うになっていくかを順番に図示することで伝えたり、細かな選択を順を追って重

ねることで最終的に決めたい事柄に到達できるようにしたり、居所の決定や外出

先の決定について経験がなければいくら説明されても決めかねることを何度も体

験を重ねることで選択できるようになるなど、本人の特性に応じた様々な手法や

知見が支援の現場では積み重ねられてきている。このような支援を本人の特性を

十分に理解した上で、本人と様々な関わりを持つすべての者、すなわち、家族や

友人であり、福祉・介護従事者や医療従事者であり、専門的機関等や代理・代行

権者等が、それぞれの立場から意思決定が必要とされる事項に応じて本人に十分

な検討の機会を提供することで、これまで意思決定が難しいとされてきた人で

あっても、多くの場合に意思決定を導くことができるようになるのである。」と

（日弁連・前掲（注120）７頁以下）。

　171）日弁連・前掲（注120）８頁。
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　172）日弁連・前掲（注120）８頁。

　173）日弁連・前掲（注120）９頁。

　174）日弁連・前掲（注120）９頁。日弁連のいう「独立意思代弁人」（IMCA）と

は、菅富美枝が「第三者代弁人」と訳している制度と同一であり、本稿5.3.1.のＣ

参照。なお、その他の菅による紹介としては、新井誠・赤沼康弘・大貫正男編

『成年後見法制の展望』（2011年４月）88頁以下、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）217頁以下等参照。さら

に、スー・リー（菅富美枝訳）「イギリスにおける本人を代弁する公的サービス」

菅編著・前掲書265頁以下参照。

　175）日弁連・前掲（注120）７頁。


