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報告の背景と目的

日本の障害者福祉の法制度に現れた「意思決定支援」は，海外で用

いられる「SUPPORTED DECISION MAKING」の訳・解釈として用

いられている傾向があるように思われる。

しかし，成年後見制度を前提としていることや，専門家が行うことと

考えられているなど，疑問点も多い。

SUPPORTED DECISION MAKINGを理解するために，経緯と広が

りの中で確認する。



報告のアウトライン

1. 障害者の権利条約とSUPPORTED DECISION MAKING（SDM)

2. 障害者の権利条約以前のSDM

－ C.A.C.L特別委員会報告書，カナダの成年後見制度

3. 障害者の権利条約以降のSDMの議論と各国の動向

－ カナダ，オーストラリア，アメリカ，

まとめ



障害者の権利条約と
SUPPORTED DECISION MAKING（SDM)

障害者の権利条約の成立

2001年12月 第56回国連総会で、メキシコ提案の「障害者の権利

及び尊厳を保護・促進するための包括的総合的な

国際条約」を検討する決議案を採択。

以降，計８回の会合を実施。

2006年12月 第61回国連総会において採択。

2008年 5月 20か国が批准し発効。



日本の動き

2003年 障害者支援費制度施行

2006年 障害者自立支援法施行

2007年 権利条約に書名

2008年 障害者自立支援法違憲訴訟

2010年 障害者制度改革推進会議設置，総合福祉部会設置

2011年 改正障害者基本法成立「意思決定の支援」が盛り込まれる。

「総合福祉部会骨格提言」発表

2012年 総合支援法成立 「意思決定の支援」が盛り込まれる。

2013年 差別解消法成立，公職選挙法，障害者雇用促進法，精神保

健福祉法，道路交通法など改正

2014年 国連事務局で世界で１４０番目に批准承認（国内では2013年12月批准）



障害者の権利条約と
SUPPORTED DECISION MAKING（SDM)

障害者の権利条約の目的

第１条「この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完

全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の

尊厳の尊重を促進することを目的とする」

障害者のための新たな権利を求めているのではなく，障がいを持たない人が当

たり前に享受してきた人権や基本的自由を、障害を持つ人にも平等に実質的に

保障する。



SDMを考える視点

代行決定を認める後見制度の代替。（権利）

法的能力をすべての個人に認め，行使が困難な場合は支援を得ること

ができる。（支援）

個人の尊厳を尊重し，信頼関係に基づく支援を重視する。（関係性）

権利条約は，地域社会での自立した生活を求める。（地域生活）

障害者の権利条約と
SUPPORTED DECISION MAKING（SDM)



障害者の権利条約以前に現れた
SUPPORTED DECISION MAKING 

1,  C.A.C.L（※１） 特別委員会による

「後見人制度に関する代替策についてのレポート」

※ CANADIAN ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING （カナダ育成会）

2, カナダの成年後見法



「後見人制度に関する代替策についてのレポート」
（背景）

1992年 C.A.C.L（※１） 特別委員会 作成

（特別委員会結成の背景）

1991年4月，ピープルファースト・カナダの「個人の権利を奪う後見人制

度を法律は認めるべきではない」と決議し，それを受けて，1991年10月

にC.A.C.L内に後見制度の代替策を検討する特別委員会が結成された。

※１．CANADIAN ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING （カナダ育成会）



•単に既存の代行決定に手を加えることではない。

•障害を持つ人が自分の人生に影響する選択を行う権利を認める。

•他の人と共にコミュニティでの決定や活動への参加が難しいとされ

否定されてきた人々に権利を認める。

• インクルージョンを促進する。

• そのため，権利を認めてエンパワーする意思決定の新しい思考枠

組を提供する。

「後見人制度に関する代替策についてのレポート」
（目的・役割）



【相互依存的な意思決定】

これまでの自己決定の権利が、他者から干渉されず，独立してその

権利を行使できる個人を前提に考えられてきたことに対して，自己決

定は他者との関係を用いても表現され，相互依存の関係の下での

選択や意思決定も，正当で意義がある。

そのような共同で相互依存的な意思決定のプロセスを法的に認める

べきである。

「後見人制度に関する代替策についてのレポート」
（思考枠組み）



• すべての人は自己決定の権利がある。

• すべての人は意思を持ち意思決定できる。

• 意思決定の支援は，助言，情報提供，選択肢と結果の話し合い，希望を第三者

に伝えることを含む。

• 他者の支援を得ずに決定する権利が尊重されると同様に，特定の個人からの
支援を拒否する権利も持つ。

• 支援された意思決定の基礎は，信頼関係の存在にある。信頼関係を持たない疎

外された者には，国はインフォーマルな個人のネットワークを提供すべきである。

「後見人制度に関する代替策についてのレポート」
（原則）



• 法は，能力によって差別してはならない。むしろ，経済的バリアを含む地域参

加への法的バリアを除去すべきである。

• 第三者の利益と関与は、個人の選択の権利の侵害となってはならない。

• すべての個人は「能力」を決定するための評価をされるべきではない。個人の

決定は（A)個人の意思が尊重されているか，（B）その決定が不適切な影響の

もとで下されていないか，（C）支援を提供する者は、支援を受ける者が知らな

い間に許可なく知識と決定から利益を得ていないかの3点で評価される。

「後見人制度に関する代替策についてのレポート」
（原則）



カナダの成年後見法にあらわれたSDM

ロバートM.ゴードン（2000）による3類型

（Ⅰ）後見制度の具体的な代替

例 REPRESENTATION AGREEMENT ACT（ブリティッシュコロンビア州）

1996年制定，2000年より施行。 障害者権利条約で好事例と評価される。

（Ⅱ）後見制度の代替と認識され、法律で定義されるもの

例 THE VULNERABLE PERSONS LIVING WITH MENTAL DISABILITY ACT（マニトバ州）

1993年制定，1996年施行 SUPPORTED DECISION MAKINGを法律の中で定義した。

（Ⅲ）直接は認められず、代替として定義されない



法律の評価と課題

評価

• 自発的な社会的権利擁護の仕組みの重要性が強化された。

• 権利擁護者の役割は情報や助言、意思の伝達等を提供して自律を育むことと

認識された。

課題

• 非公式に行われてきた「支援された意思決定」の実際については調査が不十

分である。

• 後見制度の代替についての議論は不十分である。

• 支援された意思決定の提供が高齢者よりも知的、精神に障害のある人とその

家族に集中している。



実践の課題

• 知的障害を持つ人への支援された意思決定は、長期のコミットメントを要求す

る。

• 財政的な基盤がなくボランティアをベースで行うことは非現実的である。

• SUPPORTED DECISION MAKINGは新しいパターナリズムでしかないのでは

ないか。

• 放置や虐待の危険などへの対応。



障害者の権利条約以降の
SUPPORTED DECISION MAKING 議論
C.A.C.L副代表のマイケルバッハの2014年3月の講演資料

「EVOLUTION OF AN IDEA AND CANADIAN EXPERIENCE」から

障害者の権利条約が認める「法的能力」を可能にするには、

① 法的能力と精神能力が異なることを理解する。

② 個人の望みや希望や計画を中心に据える。

③ 支援や手助けに焦点を当てる。

④ 個人が何を望むか意見が分かれた時は、“最善の利益”ではなく、“意思と

好みに対する最適な解釈”を見つけ出すために話し合うことが大切である。



支援と手助け

【支援】

• 支援者：本人が決めた意思決定支援者、信頼する人，仲間など

• 支援の種類や方法：通訳やコミュニケーションの支援、簡単な言葉や代替の

書式・形式、独立した権利擁護など

【手助け】

• 医師や金融機関などが意思決定に時間をかけること

• 簡単な言葉による情報提供の義務化

• 意思決定のプロセスに支援者を含むこと など



新たなアプローチ

能力の推定 自立のための推定 

能力評価 支援や代替の方法の必要性

の評価 

拘留 代替の探求 

無能力の発見 支援の必要性の発見 

代行決定 Supported Decision  

Making と任命の権限 

最善の利益 意思と好みへの最適な解釈 

 



各国の動向１ カナダ マニトバ州

1996年からSDMを理念とする個人予算によるパーソナルアシスタント事業を開始

し，事業を運営する事業所により，SDMの理念の進展がある。

• 本人を決定の中心に置く。

• 決定はプロセスであって結果ではない。

• 決定する権利は障害によって制限されるものではなく、人権に基づく。

• 支援を受けた決定は信頼関係の上に成り立つ。

• 「完全な選択や答え」があるわけではない。

• たとえ決定に完全に賛成できなくても、本人が独自の決定に達するプロセスを支

援する。

など



2010年～2012年

「THE SUPPORTED DECISION MAKING PROJECT」

OFFICE OF THE PUBLIC ADVOCATE （南オーストラリア権利擁護組織） が，

代行決定の代替の仕組みの試行事業を実施し，SDMを活用する人は後見人の任

命を求めないことを明らかにした。

また，国内で進行中の障害者制度改革の，セルフディレクテッド・ファンド（個人資

金）において重要な役割を示すという見解を示す。

各国の動向２ オーストラリア



海外の動向3 アメリカ

2012年10月

知的・発達障害協会と法曹協会が会議を組織し，代行決定の制度からSDMへの

移行を検討することとした。

2013年8月 「ジェニー ハッチ ジャスティス プロジェクト」

ダウン症のジェニーという29歳の女性が、両親が申し立てた後見制度のもとで、

自由を制限されるグループホームに入れられることに対して，後見人は不要と訴

え、約1年間の訴訟の末勝訴し、自分が望む所で暮らし、働き、望む友人を持つ

権利を得，国内外で注目を集めた。

2013年10月

SDMの前進と実施に向けたアウトラインを描くためのシンポジウムを開催。



まとめ

•障害者の権利条約以前に，知的障がい者の分野で，SDMの思考枠

組が提案されていた。

•法改正だけではなく，「支援」に焦点を当てることが強調されている。

• SDMを代行決定の名前を変えただけのものにしないため，本人中

心を前提とした「支援」の「手段やツール」，「方法」，「仕組み」などの

進展が必要である。

• SDMを通して，地域での自立した生活の支援と，社会的孤立の防止

の両方にアプローチできる。
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参考WEBサイト

• 南オーストラリアOPA： HTTP://WWW.OPA.SA.GOV.AU/

• アメリカ： HTTP://WWW.SUPPORTEDDECISIONMAKING.ORG/

ご清聴ありがとうございました。

http://www.opa.sa.gov.au/

