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1 はじめに

　　吉川　かおり

KaoriYOSHIKAWA

　障害をもつ人々および､障害をもつ人々に関わる人々にとって､｢白立｣は重要視され､必要なもの

とされてきた概念である｡現在においては､｢白己決定｣や｢白己実現｣といった言葉にならび､また

はそれらの上位概念として存在し､しかしながらその具体的な状態は不明確なまま､使われ統けてい

る言葉でもある｡

　各種障害者施策においては､その目標の中に｢自立の促進｣(近年は特に､地城での自立した生活の

促進)が掲げられ､サービスが展開されているが､それらが障害をもつ人々の一生をどう支えていく

のかという視点から考えると､整合性をもち機能しているとは言いがたい現状がある｡

　例えば､その配置と働き方が不明確なまま生活支援ワーカーが配置されていることや､ガイドヘル

プサービスが恒常的な外出には使えないこと､ホームヘルプサービスにおいても障害を持つ人々(特

に､重い知的障害や精神障害を持っている場合)への派遣が敬遠されるなど､制度が整備されている

にもかかわらず､実際には使いにくいものが存在し､また､何らかのサービスを必要とする人がいる

にもかかわらずそれに対応するものがないなど､さまざまな矛盾や問題が生じている｡

　このような状沢は､｢自立｣をどういう状態であると捉えるのかについての検討があいまいなまま､

目標の一部に取り人れられていることも一因であると考えられる｡

　そこで､本稿においては､障害者｢自立｣概念を､｢障害｣概念を手がかりとして把握しなおし､障

害をもつ人々の生活を支えるシステムの目指すべき方向性について､検討を加えてみたい｡
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2.｢自立｣概念の多楡陛

　障害をもつ人々についての自立概念には､ADL(日常生活動作)の自立､経済的自立､精神的自立

ということがそれぞれ単独で重要視される場合や､それらを複合して捉える場合､また白己決定･白

己選択･自己責任というコントロール活動(白律性)を重要視する場合や発達段階を重要視する場合

など､さまざまなものがある｡

　中心的に重要視されているキーワードごとに､それらを便宜的に分類してみると､次のようになる｡

(1)身辺自立(ADLの自立)

　これは､日常生活における身辺処理動作の自立のことである｡身の回りの事柄を自分白身が独力で

行なうこと(谷口･武田､1994)と定義される場合もあるが､自らの眼界を知り必要な支援･援助を

求めるということも身辺白立の中に含めて扱われる場合(犬泉､1989)もある｡

(2)心理的･精神的自立

　人間関係や集団生活における白立性のことで､｢白己決定と白己選択が自分自身で行なえるようにな

り､それによる結果に責任を収れるようになること](谷目･武田､1994)というように､コントロー

ルカを重視する立場と､｢権力をもって支配する一権力によって支配される｣｢管理する一される｣関

係からの脱却(日本社会臨床学会編､1996)､｢強いられた､私的な家族への依存状態､庇護･従属的

地位ツ‥半独立的依存からの自立｣(河野､1984)というように関係性の白立を重視する立場､｢人と

の交わり､依存､愛着､相互要求をくく句つつ自立する｡人間同士の交流の中で､自分を見つめるも

う一人の“自分"をたしかに作り上げていく道筋｣(折出､1984)のように関係性の中でアイデンティ

ティを確立することを自立と捉える立場がある｡

(3)経済的自立

　｢職業生活における労働者としての自立｣(大泉､1989)､｢仕事に就き､白らの手で生活費を稼ぎ出

していくこと｡また障害により就労することができなくとも､年金や生活保護費を自主管理できるよ

うになること｣(谷口･武田､1994)のように､経済的自立だけでなく金銭管理に主眼が置かれている
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立場がある｡

(4)社会的自立

障害者｢自立｣概念のパラダイム転換/吉川かおり

　｢社会に存在する秩序や道徳を身につけ､白分を取り巻く人々や社会から､社会に貢献でき得る人と

して受け人れられるようになり､白らもそれが確認できるようになること](谷口･武田､1994)とい

うように､複数のレベルのものを複合的に扱うものや､｢社会参加活動における白律性｣(大泉､1989)

のように犬まかに扱うもの､｢社会の中で主体的に生きる力｣(｢施設変革と白己決定｣編集委員会編､

2000)を重視するものなどがある｡

(5)自律性による自立

　白律性を重視した白立のキーワードは､白己決定･自己選択･白己責任(白己管理)であると考え

られる｡

　加藤(1997)はそれらを整理し､自己決定を､｢他者から拘束されず､自らの生活のあり方を白ら決

定していくことで､その権利を行使することが白立ないし自立の要件と捉え｣､自己選択は､｢白己決

定権と表裏の関係にあり､その白己選択権の行使が白立]とみなされていること､白己責任･自己管

理については､｢社会の一員として自立し､意義ある役削を追及し続けるためには､自らの能力とその

限界を的確に把握し､自己管理していくことが重要｣となり､自由な責任主体として自らの生活を計

画し､管理していくことが自立生活と規定されると述べている｡

　このような立場においては汀意思決定ならびに日常生活の諸活動に遂行において､他者への依存を

最小限にとどめる受容可能な選択に基づく白己コントロール活勣｣(加藤､1997)が重視されていると

言える｡

(6)住環境自立

　｢自分に合った生活形態を決定し､生活の場を確保し､実践できるようになること｡また､設備や内

装に不便で使用不可能な点があれば改造し､自由に使用できる住環境を作り出していくこと｣(谷□･

武田､1994)｡谷目･武田は､身体障害(肢体不白由)者の自立を想定しているため､住環境をも自立

の中に含めたものと考えられる｡
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(7)発達段階に応じた自立

　｢それぞれの年齢に応じた様々な危険リスクに挑戦し､経験を積み重ね判断力をつけていく｣(中村･

板山編､1984)

(8)意思表示による自立

　｢自己の決定に優越する他者の決定｣を排除し､｢いや｣と言うことができる(平田､2000)､必要な

時に援助を求める力(加藤､1997)などが挙げられる｡また､白立の要件として､援助者と関係を結

ぶ力をも含める場合もある｡

(9)目標概念としての自立

｢独立した社会的人格としての白己の身体･生活･人生の主人公となりゆくこと｣(河野､1984)

　このように､障害者｢自立｣概念には多様な解釈が存在している｡その多槍陛は､それぞれの白立

概念が｢自立｣の主体として想定している人々の状態像(障害種別､程度)が異なっているために生

じているものと考えられる｡

　例えば､脳性マヒなどで肢体不白由を持っているが､知的な機能に支障がない人を想定した場合､

ADLは依存していても､コントロール行動において自主性を発揮する(さまざまなサービスを自分で

組み立てて対処することができる)ため､ADL自立よりも白律性の方が重要視され､それを達成する

ことが｢障害者の白立｣として語られる｡また､軽度の知的障害をもつ人々(特に男性)の場合には､

就職して白分の生活費を自分で稼げるようになることが｢白立｣として重要視されることになり､援

助を受けながらの自立と言う場合には､心理的･精神的白立が重視されており､必然的に周囲との交

渉能力が問われることになるのである｡

　身体障害､知的障害､精神障害のいずれにおいても､障害の程度が軽い場合と重い場合とでは状態

像が非常に異なるため､現在主流を占めている｢白立概念｣の多くは､ある障害種別の､比較的障害

程度の軽い人々にしか通用しないものとなってしまっている｡一方で発達段階に応じた白立や意思表

示によるものなどは､より障害の重い人々を想定して考案されたものと考えられるが､支援制度やシ

ステムを構築していく際に具休化しにくいという側面を持っている｡

　このような状況を改善するためには､重度の障害をもつ人々における｢自立｣をも視野に人れた､支

援システムの構築に役立ちうる自立概念を考案することが求められていると言える｡
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新しい｢障害｣概念(IFC)の活用

　上記の検討から､障害者｢自立｣概念には､想定された障害像が深く関係していることが分かる｡そ

こに見られる障害像は､身体･知的･精神というF障害種別｣と､軽･重というF障害程度｣との組

み合わせが鍵となっており､その背景には､機能面から規定される側面が強く､生活面からの規定が

弱いという､戦後日本において用いられてきた｢障害の定義](障害の捉え方)が存在していると言え

よう｡

　障害とは何か､ということについては､1980年にWHOが『開原障害分類試案』(略称ICIDH)

を作成し､障害というものを｢機能障害]｢能力障害｣｢社会的不利｣の3つのレベルに分けて考える

という定義を発表した(1993年以降は､｢試案｣の文字が削除され正式な分類として扱われている)｡

この定義は､それまで渾然一体としていた｢障害｣を､機能面だけでなく､能力の制限や､社会にお

いて正常や役割を果たす際に生じる制眼や不利益とに分けることで､それぞれへの対応を具体的に講

じることができ､また､障害についての理解を促進することにも役立ったが､不十分な点があること

が発表当初から指摘されており､さまざまな検討を経て2002年5月に改訂版(国際障害分類第2版:

略称ICF)が出された｡

心身機能･構造

Body　FuncUons&Stnlctures

　健康状態　Health　condition

(変調/疾病　disorder　or　disease)

　　　環境因子

Environmental　Factors

活勣 参加

Pa雨dpation

　　個人因子

Persona1　Factors

出典:ICIDH(国際障害分類)に関する情報

図1　国際障害分類第2版(ICF)

　ICFでは､その人白身の心身の健康状態の何らかの変調や疾病が､心身の機能､活動の状態､参

加の状態に影響し､さらに環境や個人的要因がそれらに相互に関連しあって､F障害をもつ]というこ

との全体を構成しているということが現されている｡
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表1　1CFの諸次元(中分類まで)

名　称 定　義 内　容

身体の機能

Body　Functions)

身体システムに関する生

的な機能(心理的な機

能を含む)

精神機能､感覚機能と痛み､声と話すことの機能､心血
管系･血液系･免疫系･呼吸器系の機能､消化系･代謝

･内分泌系の機能､泌尿･生殖の機能､神経筋骨格系

運動関連の機能､皮膚とその関連構造の機能

身体の構造

Body　Structures)
身体の解剖学的な部分や
官

神経系の構造物､目･耳･それに関連する構造物､発

･会話に関する構造物､心血管系･免疫系･呼吸器系

の構造物､消化器系･代謝系･内分泌系に関する構造

､泌尿器･生殖器に関する構造物､移動に関する構造

､皮膚とそれに関する構造物

活動(AeUvity) 個人が行なう課題や行動
実行

*活動と参加は区別がつけにくい場合もあり､主な内
容として次の9つが挙げられている｡

.学習および知識の応用(学習､学習した知識を応用

　する､考える､問題を解決する､決定する)

.一般的な課題や要求(単純なまたは複雑な課題を遂
　行する､日課を組み立てる､ストレスに対処する､と

　　いったことの一般的な側面)

.コミュニケーション(言語､サイン､シンボルを用
　いたコミュニケーションの､一般的なもしくは特定

　　の特徴｡メッセージを作ったり受け取ったりするこ

　　と､会話をすること､コミュニケーションを助ける

　　装置や技術を使うことなどを含む)
,移動(姿勢や体位を動かす･ある場所から他の場所

　へ移動することや､運ぶ･物を操作すること､歩く･
　　走る･登ること､移動のためのさまざまな方法を使

　　うことを含む)

.セルフ･ケア(自分自身のケアに関する､こと｡例え

　ば､自分を洗う･乾かす､自分の身体や身体の各部

　　分をケアする､食べる･飲む､健康状態に気をつけ

　　ることが含まれる)

.家庭生活(家庭内のことや､毎日行なうさまざまな

　活動や課題を実行すること｡住む場所､食べ物､衣

　　服､その他必要なものを取得すること､清潔にした

　　り修理.したりすること､家庭用品のケアをするこ

　　と､他を手伝うことなどを含む)

,個人間の相互作用や関係(人々との基本的な関係､

　および複雑な関係を行なうのに必要な活動や課題を

　　実行すること]列えば､その状況や社会的に見て適
　　切なマナーでもって､見知らぬ人､友人､親戚､家

　　族のメンバーや恋人に対処することを含む)

,人生の主要な領域(教育や､働くこと､雇用される
　こと､経済的生活を行なう際に必要とされる課題や

　　行動を実行するのに関わること)

,コミュニティと社会生活･市民生活(家族外の社会生

　活や､コミュニティの中での生活､レジャーや宗教､

　　人権､といったものに関わる際に必要な行動や課題)

参加(ParticipaUon) 人生上･生活上の状況に

わること

環境因子

Environmental　Factors)
人々がそこに住み､生活

ている､物理的･社会
環境､人々の態度と

った環境

製品と技術､自然環境と人工的環境､支援･関係､態
度､サービス･システム･ポリシーなど

個人因子

Personal　Factors)

健康状態にも､障害にも

さない特徴
*この項目については､社会や文化の影響を受けて大

きく変化するため､具体的な分類項目は設けられて
　いない｡

別､人種､年齢､ライフスタイル､習慣､しつけ､教

､対処スタイル､社会的地位､職業､人生経験など
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　ICIDHおよびICFは､障害というものについてさまざまな側面を規定し､障害をもつ人々の

数を把握し､保健福祉計画に役立てるために開発されたものであり､障害に関する概念モデルと､障

害を構成する各レベルや要因をコード化した分類リストから成っている｡すなわち､病気の諸婦結に

関する統計を得ることで､医療･リハビリテーション･福祉･雇用･社会政策などの分野で､動向の

把握やサービスの計画化に役立てることを目的としたものであり､障害をもつ人々の｢白立｣につい

て述べられたものではない｡

　しかしながら､心身の機能の状態によって能力の発揮(活動)の状態が左右され､そこには環境要

因も大きく影響する､という｢概念の構造｣そのものについて言えば､障害のあるなしに関わらず､人

間という生き物に共通の事項を示した図であるとも考えられる｡すなわち､心身の機能の状態は人そ

れぞれであり､それによって発揮される能力や活動のレベルも人それぞれであって､そこには環境の

影響があるというように､捉えなおすことが可能だということである｡

　このように､各要因間の関連が全ての人間に共通であるという前提のもと､障害があるとはどうい

うことなのかを改めて定義しようとすれば､社会や人々の心の中に存在している多くのバリアにより､

社会的活動･個人的活動への参加に制限を有している､ということになるのではなかろうか｡

　支援システムの構築に寄与しうる｢障害者白立概念｣は､この｢参加への制眼｣との関連のもとに

考え出される必要があろう｡

4.｢自立｣と｢障害｣の関連

　白立とは何かということを､障害とは何かという視点から捉えなおす時に見えてくるものは､自立

概念の根底にある｢人間像｣であり､｢価値観｣である｡

　身辺白立や経済的自立が重視される背景には､自分のことは自分でできるのが良いという価値観が

あり､白立を｢誰にも頼らない｣という文字通りの意昧で捉えた人間観がある｡

　しかしながら､この世の中に､自分のことを全て白分で行ない､誰の世話にもならずに生きている

人などいるのか､と問い直した時､誰にも頼らないということが､障害をもつ人々の場合にだけなぜ

強調されるのかという疑問が生じてくる｡

　さらに､自己決定や白己選択など自律性重視の根底には､｢強い個人｣が良いとされる価値観があり､

その背景には｢完璧｣な人間像が想定されているであろうことが見て収れる｡

　海保･田辺(1996)は､正解志向の文化は､どうしても｢完璧人間像｣に直結しがちであると指摘

し､｢人間らしい人間像｣と比較して表2のようにその状態を説明している｡

　障害をもつ人々の生活の質を考える際のキーワードの1つに､｢人間らしさ]というものが挙げられ

ているにも関わらず､実際には､｢完璧人間像｣に近づくことを求められ､｢人間らしい人間像｣のま

まに暮らすことを良しとされない正解志向文化の､1つの表れとして､障害者｢白立｣概念における人
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表2　完璧人間像と人間らしい人間像

完璧人間像 知的活動を完璧に行なうなら､論理学や数学が構築した世界に到達できる(知)

かなる状況に遭遇しようと､感情を最適な状態に保つことができる(情)

思の力によって､自己を完全にコントロールできる(意)

人間らしい人間像 見まちがい､見落としをしょっちゅうしている(知覚系)

忘れ､記憶違いばかりしている(記憶系)

理展開の仕方を知っていても､論理的に考えない(思考系)

独善的な意思決定をしてしまい､有力な選択肢を無視してしまう(判断系)

図とは違った振る舞いをしたり､予測できない振る舞いをする(行動系)

ぐに飽きてしまったり､よそに注意を向けてしまう(注意系)

ぐに怠ける(動機系)

情のコントロールができなくて､気まぐれである(感情系)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(淘保･田辺､1996より整理)

間像の偏りがあると言えるのではないだろうか｡

　障害を､｢参加への制限｣と定義しなおして｢自立]との関連を見た場合､人生上･生活上の状況に

関わる際に､人間らしい人間として｢参加｣できることこそが障害をもつ人々の｢白立｣であると考

えることができよう｡

　また､関係性における｢自立｣を重視する立場から導き出されるものは､個人のアイデンティティ

確立にも関わる要素の1つである｢白尊感情｣を肯定的に保てるかどうかという視点である｡人間ら

しい人間として失敗や気まぐれ等を発揮した時に､自己存在そのものを卑下されないような関係性が

あること､それもまた｢自立｣の新たな要件の1つになると考えられる｡

5.現状がニーズを規定するという側面

　このような視点から､障害をもつ人々の｢自立｣した生活とはどのようなものなのかを考えてみた

い｡

　障害をもつ人々の生活には､その家族の生活というものが深く関わっている｡障害をもつ多くの人

が､親や家族から独立したり(独自の家族があることも)､親や家族と同居する生活をしている状態の

中(平成8年の時点で､全障害者のうち87.7%が在宅)では､家族の意向が障害をもつ人々の生活を

左右することも少なくない｡

　家族を対象とした各種ニーズ調査は､数多く行なわれてきている｡しかしながら､｢完璧人間像]を

背景にもつ人々が､そのような価値観のもとに組み立てられたサービスの中で白分達に何が必要なの

かを判断しようとした場合､現状として用意されているもの以外のものを想定しえないという矛盾が

生じる｡すなわち､現状がニーズを規定するという状態が生じるのである｡

　2001年9月に行なった､障害をもつ人々の家族を対象にしたアンケート調査からは､多様な暮らし

ぶりというものについてのイメージが乏しいことが浮かび上がった｡
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(1)アンケート調査の概要

障害者｢自立｣概念のパラダイム転換/吉川かおり

　このアンケートは､障害をもつ人の親･きょうだいを対象に開かれた講演会を利用して行なわれた

ものである｡回収できた71票のうち､親は46人､きょうだいは25人であった｡

表3　障害をもつ人との関係と障害種別

障害種別 親　　　きようだい 計 本人が20･30代の人の家族(24人)

視覚 2　　　　　　0 2(2.8%) 2

聴覚 0　　　　　　0 0 0

肢体不自由 0　　　　　　3 3(4,2%) 2

内部 2　　　　　　0 2(2.8%) 1

知的 30　　　　　14 44(62.0%) 13

精神 0　　　　　　1 1(1,4%) 1

その他 3　　　　　　1 4(5.6%) 1

複数回答 9　　　　　　6 15(2H%) 4

表4　障害をもつ人との関係と障害程度

障害種別 親　　　きようだい 計 本人が20　･　30代の人の家族(24人)

ボーダー 2　　　　　　4 6(8.5%) 2

軽度 7　　　　　　1 8(11.3%) 1

中度 14　　　　　　7 21(29.6%) 5

重度 15　　　　　　9 24(33.8%) 9

最重度 8　　　　　　4 12(16.9%) 7

表5　障害をもつ人との関係と障害をもつ人の年齢

障害者の年齢 親 きょうだい 計

O~9才 20 1 21(29.6%)

10代 16 5 21(29,6%)

20代 6 10 16(22.5%)

30代 0 8 8(11.3%)

40代 0 0 0

50代 0 0 0

60代 0 1 1(1.4%)

不明 4 0 4(5.6%)

　生活に関するイメージを見ために､障害をもつ本人の年齢が20代･30代であるという人(親･きょ

うだい合わせて24人)の回答を抽出してみると､現在の生活の場については表6､実際に実現可能な

ものは何かという問いへの答えについては表7のようになっており､実際問題としては親元か人所施

設かと考える人が多かったことが分かる(母数が少ないためか､障害程度との関連は特にみられなかっ

た)｡
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表6　障害をもつ人の現在の生活

本人が20･30代の人の家族(24人)

実家(親元) 13

入所施設 4

グループホーム 0

きょうだい 0

親戚 0

独立生活(一人･夫婦) 1

その他 6

表7　実現可能な生活(複数回答)

本人が20･30代の人の家族(24人)

実家(親元) 11

入所施設 11

グループホーム 8

きようだい 2

親戚 0

独立生活(一人･夫婦) 5

その仙 1

　同様に､不安に思っていることの有無を聞いたところ､不安に思っている事項があると応えた人は

22人(92%)､ないと答えた人は2人(8%)で､その内容は表8のような結果であった｡

表8　不安の内容(複数回答)

不安内容 本人が20･30代の人の家族(24人)

生活費の確保 5(21%)

生活場所の確保 10(42%)

身辺介護の負担 7(29%)

付き添いの負担 6(25%)

友達(異性)関係 8(33%)

余暇 4(17%)

結婚･育児 8(33%)

相談できる人がいない 4(17%)

具体的にイメージできない 3(13%)

事故の対処 4(17%)

その仙 6(25%)

　不安であると思うということは､｢どうなるか分からない｣｢どうしたらよいか分からない｣という

ことの表れであり､その背景には､何かあった時の結果(失敗や事故)を恐れ､回避したい気持ちが

あるのではないだろうか｡しかしながら､障害をもつ人列こ失敗をさせない(保護する)ためのサー

ビス選択には､4節で考察したような､人間らしい人間像に基づく生活をさせないということにもつ
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障害者｢自立｣概念のパラダイム転換/吉川かおり

ながっていく危険性が潜んでいる｡

　そして同時にそれは､サービスのあり方そのものが｢完璧人間像Jに基づいているためでもあり､そ

のようなシステムを作り出してきた側の貴任も大いにあると言える｡

　障害をもつ人々が｢人間らしい｣暮らしをしていくためには､既存のニーズ調査からは導き出すこ

とのできない､新たな｢障害｣概念および｢自立｣概念に基づいたサービスの組み立てが必要とされ

ているのである｡

6 白立概念の転換に基づく支援システム作り

　障害をもつ人々が､人生上･生活上の状況に人間らしい人間として｢参加｣でき､その際に｢自尊

感情｣が尊重されるような支援システムを作るということは､何かに｢失敗(不適応を含む)｣しても

｢再トライ｣できるということであり､｢失敗｣することがあるのが当たり前であると捉えてサービス

を提供する必要があるということでもある｡

　このように､｢障害｣を｢参加への制限｣と捉えた場合には､｢成功(完璧人間像に基づく)｣に達す

ることだけに導くシステムではなく､｢失敗]した状態を支え､｢再トライ]できるシステムヘの転換

が求められているのだと言えよう｡

　現在､障害児教育の分野では､教育から福祉の領域へのバトンタッチを､｢移行期支援｣と位置づけ

て取り組みを行なってきているが､移行期は､青少年期にだけ存在している訳ではない｡加齢による

心身の状態の変化､社会的環境の変化にどう対応していくかを支板することが重要となるにも関わら

ず､成人期の支板策は学校卒業後から老年期までが一くくりにされ､変化することを支えるシステム

にはなっていない現状がある｡年齢に合わせた住居の確保､修繕やそれへの適･不適､金銭の出納や

財産の管理ができるようになり､できなくなっていくプロセス､食事内容の変化､健康上の変化､身

づくろいや身だしなみの変化､余暇･教養の内容の変化､交流･交際･人間関係の変化(異性との交

際や結婚も含めて)､仕事の変化(就職･離職･転職など)など､生活における様々な鎖城を､変化す

ることを前捉に支えていくことが必要であるにも関わらず､いったんある枠内に収まったら､｢安定]

｢自立｣とみなされ､維持できなったりつまずいたりすると｢問題｣として扱われるのが､現行のシス

テムの価値観なのである｡

　人間の生活は､変化の繰り返しによって成り立つものである｡個人の状態(個人的･社会的状態)は

絶えず変化しており､その変化がある時目に見える形(人生上･生活上の状況の変化)となって表れ

てくるものと考えるならば､変化することへの参加を支えるシステム､すなわち､トライ&エラーの

結果を支えうるシステムヘの転換が求められていると言うことができるのである｡
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【Abstract】

障害者｢自立｣概念のパラダイム転横/吉川かおり

The　Paradigm　Changeover　oPlndependence'

　　　　　Concept　for　the　Challenged

　　　　　-lts　Necessity　and　Prospec匹

KaoriYOSHIKAWA

　　“lndependence"　is　an　important　concept　for　the　challenged,　their　families　and　service　pro-

viders,

　　Butthemeaningsofindependencearesovariousthatitsddlnition　is　in　confusion,

　　ln　this　artide,　in　the　“independence"　concept　for　the　challenged　people,　it　“disability"　is　the

key　concept.　And,the　future　direction　of　the　system　to　support　the　1Ue　of　the　challenged　people

has　been　aiso　examined.

　　The　concept　of　the　independence　about　the　challenged　people　comprises　economic　inde-

pendence,the　mental　independence　and　ADL　(the　activity　of　daily　nving),There　are　also　such

cases:　to　esteem　control　activity　(the　autonomy),self･dedsion,se拓choice,selfresponsibility,

and　to　esteem　developmental　step,　and　so　on.

　　As　for　the　conceptjt　is　important　to　decide　how　to　assume　the　degree　and　the　kind　of

disability,because　the　image　of　disabmty　is　very　different　depending　on　its　degree　and　kind:

physicaいntellectua1,and　mind.

　　lt　is　safe　to　say　that　most　of　“the　independence　concept"　relates　only　to　those　with　compara-

tively　light　disability.　So,it　is　demanded　to　build　the　independence　concept　regarding　the　people

who　have　more　serious　disability,

　　ICIDH　and　ICF　were　developed　to　grasp　the　number　of　the　people　dassmed　disabled　by

WH0,However,the　ICF　is　describing　various　sides　and　factors　of　disability,　it　is　and　useful　to

newly　consider　the　independence　of　the　challenged,　And　it　is　necessary　that　independence

concept　is　built　in　relation　to　“limitation　to　participation."

　　The　independence　concept　of　the　challenged　relates　to　“human　image"　and　“sense　of　vaト

ues,"　too.
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　　A　perfect　human　image　of　a　strong　individual　has　been　created　in　the　existing　indepen-

dence　concept.　But　it　is　strange.　Because　human　being　is　a　creature　that　makes　nlistakes,　to

participate　in　the　life　as　human　being,　making　errors　sonletimes　is　the　“independence"　for　the

challenged.

　　There　have　been　nlany　investigations　that　emphasize　the　needs　for　independent　living　for

the　challenged,　but　the　necessity　of　the　new　system　can　not　be　presented　through　the　investiga-

tions　to　the　challenged　and　their　famines.　Therefore,it　becon!es　inlportant　to　think　of　the　direc-

tion　of　the　new　system　based　on　the　new　independence　concept,　lt　is　also　necessary　to　make

the　service　system　effedive　as　it　can　help　in　failures　in　life,
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