
障害者権利条約１２条（法的
能力）実施の国際的課題 

東京アドヴォカシー法律事務所 

弁護士 池原毅和 

E-mail; bipola21@gmail.com 



障害者権利条約１２条 
の要請 

 

 



General Comment No.1, para6 

法律の前における平等の権利は、また、他の
中核となる国際人権条約及び地域人権条約に
も反映されている。女子に対するあらゆる形
態の差別の撤廃に関する条約第15条では、法
律の前における女性の平等を保障し、男性と
の平等を基礎として、契約の締結、財産の管
理及び司法制度における権利の行使に関して、
女性の法的能力を認めることを義務付けてい
る。 



General Comment, para12 

法的能力は、権利と義務を所有し（法的地
位; a holder of rights）、これらの権利と
義務を行使する（法的主体性; an actor 
under the law）能力である。 
Legal capacity to act under the lawは、
その者を、取引を行い、法律関係を形成、
変更、終了させる権限を持った 者と認める
ことを意味する。 



General Comment No.1, para14 

法的能力は、・・・二つの要素から成る。第一の
要素は、権利を有し、法律の前に法的人格(legal 
person)として認められる法的地位（legal 
standing）である。・・・第二の要素は、これら
の権利に基づいて行動し、それらの行動を法律で
認めてもらう法的主体性(legal agency)である。
障害のある人が、しばしば否定され、あるいは制
限されるのは、この要素である。たとえば、障害
のある人の財産の所有は法律で認められているが、
その売買に関する行動は必ずしも尊重されていな
い。 



General Comment No.1, para26 

障害者権利委員会は、第12条に関する総括所
見において、関係締約国は「後見人制度及び
信託制度を許可する法律を見直し、代理人に
よる意思決定制度を、個人の自律、意思及び
選好を尊重した支援付き意思決定に置き換え
る法律と政策を開発する行動を起こす」必要
がある、と繰り返し述べてきた。 



General Comment No.1, para28 

代理人による意思決定制度を支援付き意思決定
に置き換えるという締約国の義務では、代理人
による意思決定制度の廃止と、支援付き意思決
定による代替策の開発の両方が義務付けられて
いる。代理人による意思決定制度を維持しなが
ら支援付き意思決定システムを開発しても、条
約第12条の順守には十分ではない。 



障害者権利委員会の 
Concluding Observation 

現在までのConcluding Observationで権利
委員会は、各国政府に対して代行決定制度
を支援付き決定制度に完全に置き換えるこ
とを求め、成年後見制度をラストリゾート
としても残すことを認めていない。 

代行決定制度をラストリゾート（必要最低
限度）に限定することは２０世紀を通じて
できなかったという歴史的経験を踏まえ、
成年後見があることの不利益は、それがな
いことの不利益を超えると判断したと理解
できる。 



障害者権利条約と権利委員会の 
徹底した立場の基本にある考え方 



個人モデルの決定論から 
社会モデルの決定論への転換 



民法の意思主義・個人意思自治モデル 
近代資本主義イデオロギーの法技術化 

動機→内心的効果意思→表示意思→表示上の効果意思 



地域の小学校 

地域の中学校 

 普通科高校 

大学 

就職 

結婚 

支援を受けた 

考える人 

趣味や地域活動 



自己決定の構造 

【熟慮のプロセス】 

             最終決定 

熟慮のプロセス 
家族 
友人 
学校の先輩 
教師・教授                    
職場の同僚・上司 

地域やサークルの
仲間 



能力の不均衡の原因は 
際立って社会的支援の不均衡にある 

非障害者 障害のある人 

素質 

社会的 

支援 

能
力
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素質 

社会的
支援 
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ある課題の解決に 
１００の力が必要だとしたら 

非障害者 

素質  ５０ 

支援  ５０ 

合計 １００ 

障害のある人 

素質  ２５ 

支援  １０  ＋ ６５ 

合計  (３５) １００ 



能力概念の非科学性と差別性 

能力を客観的、科学的に 

判定することはできない。 



能力は正確に測定できず、その最低基準は 
科学的に客観的に確定できない。 

「社会的及び政治的文脈に左右される」政策判断para１５ 

自己決定権 

保護の必要性 

非障害者の独
りよがり！ 
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General Comment No.1, para15 

機能に基づくアプローチでは、意思決定能力の評価と、そ
の結果としての法的能力の否定が試みられる。（ある決定
の性質と結果を理解できるかどうか、及び／又は関連情報
を利用したり、比較検討したりできるかどうかによって決
まることが多い。）機能に基づくこのアプローチは、二つ
の重要な理由から誤っている。第一に、それは障害のある
人に対して差別的な方法で適用されている。第二に、それ
は人間の内なる心の動きを正確に評価できるということ
と、その評価に合格しない場合、法の前における平等な承
認の権利という、中核となる人権を否定できるということ
を前提としている。 



どっちの権利を制限すべきなの？ 

騙す人・弱みにつけ込む人 騙される人・つけ込まれる人 



成年後見制度における本人の経済的負担 

利用者総数 

 約１８万５千人 年間１７５億円    

後見類型総数 

 約１５万人 

第三者後見 

 約６５％ 

基本報酬月額 

 月額２万円 

 

オレオレ詐欺H２６被害額 

 

  年間２３４億円後見人の報酬 

       

横領被害５６億円 



決定支援のあり方と実践 



【１２条３項】「締約国は、障害者がその
法的能力の行使に当たって必要とする支援
を利用する機会を提供するための適当な措
置をとる」ことの内容（その１） 
 
さまざまな種類と程度の非公式な支援と
公式な支援の両方を含む 

1人又はそれ以上の信頼のおける支援者
を選び、特定の種類の意志決定にかかわ
る法的能力の行使を援助してもらうこと
や、ピアサポート、（当事者活動の支援
を含む）権利擁護、あるいはコミュニ
ケーション支援など、その他の形態の支
援 
 



その２ 

理解しやすい情報の提供や専門の手話通
訳者の提供を義務付けるなど、ユニバー
サルデザインとアクセシビリティに関す
る措置 

特に意思と選考を表明するために非言語
型コミュニケーション形式を使用してい
る者にとっては、従来にない多様なコ
ミュニケーション方法の開発と承認 

非差別原則に基づいてさまざまな形の事
前の計画の仕組みの選択肢を、多様な選
好に合わせて提供すること 

 



【１２条４項】の原則 

意思・選好の尊重；著しい努力がなされた
後も、個人の意思と選好を決定することが
実行可能ではない場合、「意思と選好の最
善の解釈」が「最善の利益」の決定に取っ
てかわらなければならない。 

利益相反・不当影響の禁止 

状況比例；個別性、多様性の重視 

最短期間性；必要最小限度性、ピンチヒッ
ター原則、「能力」の回復性、保全性 

独立機関の定期審査 



さまざまな支援付き決定の実践が教え
る自己決定のあり方 

自己決定力の社会性と相互依存性 

問題の社会関連性と問題状況の可変性 



FGC, SDM, Micro Board, ect. 
決定組織と手続について 

本人の親密圏の関係者and/or身近な地域の福祉
介護の専門家が本人を支える小集団を形成 

本人の意見や意向が無視されないためのアド
ヴォケート役の小集団への参加 

小集団の民主的な会議運営 

課題解決に向けての関係者の役割分担とその実
行、レヴュー、必要なら再度の調整と実行とい
う動的プロセスを重視し、課題を固定的、静的
なものと見ないこと。 

具体的個別的解決課題に必要な時期・範囲で支
援し不必要に拡大しないこと。 

 

 



決定内容の限界について 

将来の自己決定を不可能にする決定は許さ
れない。 

本人の意向が明確化できないときは 

 * 本人の意向が明確になることを目指した暫
定的・保全的な内容であること。 

   * 自由が最大化されること（The Least 
Exclusive Alternative） 

 * 包容化が最大化されること（The Least 
Exclusive Alternative） 

 

 



代行決定と支援付き決定の対比 

 原則として一人の後見人
が決める。 

 決定が独断的になる危険
性 

 公的or専門家後見人は、
親密圏外の人で本人のこ
とを知らない。 

 障害のある人だけの特別
な決定方式 

 権利制限に伴う司法関与
による硬直化 

 コミュニティーの脆弱化
の進行 

 

 親密圏の小集団とアド
ヴォケートがかかわって
決める。 

 本人中心に民主的に結論
を引き出す。 

 本人の生き方や好みを身
近で知っている。 

 非障害者の決定の仕方と
同質でユニバーサル 

 Full/half informalで支援
濃度に柔軟に対応 

 コミュニティーの復興 




