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はじめに～なぜいま MCA を視察したのか 

１ イギリス MCA 視察旅行の目的 

2015 年 10 月 1 日（木）に千葉で開催された第 58 回人権擁護大会シンポジウム第 2 分科会で

は，テーマとして，「『成年後見制度』から『意思決定支援制度」』へ～認知症や障害のある

人の自己決定権の実現を目指して」を取り上げた。その趣旨は次の通りである。 

我が国は，国民の 4 人に 1 人が高齢者という超高齢社会を迎え，さらにその傾向が進んでい

くと予想されている。2013 年 6 月に，厚生労働省の研究班が，認知症高齢者は 462 万人，さら

に認知症になる可能性がある軽度認知障害の高齢者も約 400 万人いると推計されると発表した

が，核家族化の進行，無縁社会等の社会情勢の変化と合わせて考え，いかに認知症高齢者や精

神上の障害を抱える人を孤立させず，一人で判断することに困難を抱える人の意思決定をいか

に支えるかという問題は，ますます重要になってきている。しかし，現行の成年後見制度には，

本人の意思決定をどのように支援するかに関する具体的な仕組みが欠落している。また，昨年

批准した障害者権利条約に照らしても，行為能力制限を中心に据えた現在の成年後見制度には

大きな問題点がある。そこで，判断能力が不十分となっても，本人を権利の主体に据えて，そ

の意思決定を支援することを中心とする制度への転換を求めていくべきである。 

この点について，我々がモデルと考えたのは，イギリスで

2005 年 4 月に成立し，2007 年 10 月より施行された MCA（Mental 

Capacity Act，意思決定能力法）である。これは，特定の場面

で特定の意思決定を自力で行う能力（意思決定能力）に欠ける

個人に代わって意思決定をし，行動するための法的な枠組みを

規定する法律であり，イングランド・ウェールズ地方に住む 16

歳以上のすべての人に適用される法律である。そこでは，意思

決定能力が不十分となった人の意思決定をいかに支えるかにつ

いて詳細に規定するとともに，日本でいう法定後見や任意後見

などの成年後見制度も規定している。言い換えれば，統一的な

立法の中で，意思決定支援を優先する原則と意思決定能力がな

いと判断されても本人にとっての 善の利益（ベストインタレ

スト）を追求していく原則が明確になっている。意思決定能力

がないとされる人を，「保護」の名目の下に，第三者が全面的

に管理したり，その行動を過度に制限したりするのではなく，

彼らの意思決定能力を 大限引き出し，可能な限り本人も意思

決定の判断過程に参加してもらうことを目的とした法律であるということができる。 

日本でも，MCA に関するいくつかの研究論文が報告されており，概要を知ることができたが，

そもそも「意思決定支援」とはどのようなことをしているのか，できれば現地に行って実際に

MCA がどのように活用されているのかを実務家の視点で検証したいと考え，2015 年 4 月 19 日か

ら 4 月 25 日まで渡英し，海外視察を敢行した。 

MCA 視察旅行の目的をまとめると，次の 4 つである。 

(1) 意思決定支援とは何か。イギリス MCA の下でどのように実践されているのか 
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(2) 善の利益（ベストインタレスト）はどのように決定されているのか。IMCA（独立意思代

弁人）の役割とは何か 

※ IMCA (Independent Mental Capacity Advocate)＝ある時点で特定の意思決定能力に欠けると判断された人のうち，周

囲に本人をよく知りその意向を代弁できる適切な人がいない場合に，現在の本人の意思や選好がどのようなものであ

るかを独立した立場から調査，表明し，本人の意向がベストインタレストに基づく代行決定を行う上で 大限考慮さ

れるよう働き掛けを行う役割を持つ専門職。居住先の長期に及ぶ移転や重大な医療に関する代行決定など，一定の場

面において，IMCA の事前の関与が義務付けられている。 

(3) 法定後見や任意後見の実態。日本との違いは何か 

(4) 法定後見や任意後見に対する司法・行政の監督体制はどうなっているのか 

 

２ MCA の基本原則（5 原則）とは 

成年後見制度を中心とした我が国の法制度と大きく異なるのは，MCA 第 1 に掲げられている

基本原則である。この 5 つの原則については，視察報告を有意義に読み進めるための基本的な

知識となると思われるため，場面ごとにまとめて紹介する。
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３ 視察先及びそのスケジュール 

 

 

視察団は全員で 9 名である。実質 5 日の視察日程のうち，1 日目～3 日目は全体で行動してい

たが，4 日目，5 日目は，Ａ班（制度概観班）とＢ班（実務集中班）に別れて行動し，Ｂ班は意

思決定支援を実践している団体（Thurrock Lifestyle Solutions）で，障がい者の当事者とと

もにワークショップに参加した。 

また，関係団体の訪問調査をするだけでなく，2 日目は，一日かけて，元 IMCA の Sue Lee 氏

により，MCA に関する総合的なトレーニングを受けた。ロンドンのみではなく，3 日目は地方都

市ブリストルを訪問し調査を行った。全体を通じて関係団体はどこも協力的であり，非常に充

実した視察を行うことができた。コーディネートしてくれた法テラス東京の水島俊彦弁護士

（当時エセックス大学に客員研究員として留学中）に深く感謝する。 

視察先団体リスト 

1
厚労省

Department of
Health (DH)

https://www.gov.uk/government/

organisations/department‐of‐

health

ＭＣＡと関連が深い精神保健法（MHA）や自由の制限に対するセーフガード，福祉サービスなどを所管する。NHSや福祉専門職等
に対するガイダンス・出版物のほか，IMCAやBest Interestに関するブックレット等も作成。（Richmond House, 79 Whitehall,
London   SW1A 2NS  tel:020 7210 4850）。

2

後見庁
Office of the

Public Guardian
(OPG)

https://www.gov.uk/government/

organisations/office‐of‐the‐public‐

guardian

日本には存在しない。判断能力の不十分な人々を虐待・搾取等から保護する役割をもつ。保護裁判所の実務を踏まえて，LPA（い
わゆる任意後見に近い）の様式の作成，ガイダンス，登録業務を行っている。MCA全般に関する情報も提供している。(ロンドン：
10th Floor Blue Core, Zone 10.31, 102 Petty France, SW1H 9AJ)

3
保護裁判所

Court of
Protection

https://www.justice.gov.uk/courts

/rcj‐rolls‐building/court‐of‐

protection

日本には存在しない。判断能力が不十分な人々の判断能力の有無，最善の利益に関する最終判断機関。他に，医療や財産に
関する重要な代行行為や，LPA（任意後見），Deputy（法定後見）などの権限を付与する。（First Avenue House, 42-49 High
Holborn, London, WC1V 6NP  tel: 0300 456 4600）。

4

第三者機関
Social Care
Institute for

Excellence (SCIE)

http://www.scie.org.uk/index.asp

x

DHからの資金提供を受けて設立された第三者機関。支援に関する良い事例（望ましい支援のあり方）を発見し，国内の福祉セク
ターへ周知することが役割。MCAに関する幅広い情報を蓄積している。（Social Care Institute for Excellence, 206 Marylebone,
Road, London NW1 6AQ  tel:020 7535 090１）。

1
Bristol Mind

http://www.bristolmind.org.uk/

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。Bristol Mind（ブリストル，BS2 0EZ）は，ブリストルに拠点を置くIMCA,IMHAなどのサービスプロバイ
ダー（Mindという全国規模の慈善団体の一つ）。（集合場所：Clarke Willmott LLP, 1 Georges Square, Bath Street Bristol BS1
6BA, tel: 0845 209 1160）

2

Empowerment Matters

http://www.empowermentmatter

s.co.uk/

元IMCAのスーリーさんが運営する団体で，IMCAに対するトレーニングや評価ツール等を提供している。日弁連視察団にIMCA及
びケア法に関するトレーニングを提供していただく予定。 (The Victoria Charity Centre, 11 Belgrave Road London SW1V 1RB)

Mental Health Foundation

http://www.mentalhealth.org.uk/

精神障害をもつ人のみならず，知的障害，認知症の方に対する支援方法の調査研究，MCA等の普及啓発，政府へのロビー活動
等を行っている団体（予算規模は数億円）。MCAの実務に対する問題点（特に支援者側のスキル不足，認識不足，コードオブプラ
クティスの改訂遅延）についても，論文等の中で鋭く指摘している。（Mental Health Foundation, Colechurch House, 1 London
Bridge Walk, London SE1 2SX）

National Family Carer Network

http://www.familycarers.org.uk/
知的障害者とその家族を主な支援対象とする全国組織。知的障害者にとってわかり易いツールキットの作成，家族へのカウンセ
リング等を行っている。（集合場所：Clarke Willmott LLP, 1 Georges Square, Bath Street Bristol BS1 6BA, tel: 0845 209 1160）

Mencap london

https://www.mencap.org.uk/

知的障害の人とその家族を支援する団体で，500以上のグループが構成員となっている。知的障害の人がMCAをどのように活用
したかについての事例共有を促進するために，MCA概況報告書やQ&Aを作成している。(Mencap National Centre, Concordia
House, 123 Golden Ln, London EC1Y 9RT)

Thurrock Lifestyle Solutions CIC

http://www.choiceandcontrol.co.u

k/

主に知的障害者の意思決定支援活動を行う福祉団体（会社として経営）。CEOはSue Leeさんの兄弟であるNeilさん。コミュニティ
ファシリテーター（職員）が，利用者本人が望む自立した生活を送れるようさまざまな支援を行っている（自立生活に向けた練習の
ための共同住宅，就職サポート，支援者及び障害者のトレーニング等）。たとえば，支援会議には，本人とともに参加し，本人が会
議の内容を理解できるよう支援したり，本人の意向が適切に伝わるよう代弁したりする。支援ツール（iPAD）等を活用することもあ
る。　（Thurrok Lifestyle Solutions, 34 Derry Ave, South Ockendon, Essex RM15 5DL）

5 法律事務所

Clarke Willmott LLP

https://www.clarkewillmott.com/

Foot Anstey LLP

http://www.footanstey.com/

Litigation Friend（保護裁判所における特別代理人）の活動を行っている弁護士が所属しており，特に医療・福祉に関する意思決
定について取り扱うことが多い。視察をコーディネートくださっているClarke Willmott LLP（イギリス全土に6つの支店を有する全国
規模の法律事務所）所属のJess Flanaganさんは，2014年の最も優れた法律扶助弁護士の最終候補者として選ばれており，特に
福祉分野（保護裁判所案件やコミュニティケア問題）について優れた業績を上げている。　（集合場所：Clarke Willmott LLP, 1
Georges Square, Bath Street Bristol BS1 6BA, tel: 0845 209 1160）

公的機関

民間団体

知的障害者の意
思決定支援に関
わる団体

4

IMCA
（Independent

Mental Capacity
Advocate）

認知症高齢者，精
神障害者，知的障
害者及びその家族
への支援に関わる
団体

3
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イギリスMCA視察日程　

A班　イギリスMCA制度概観プラン
午前

2015/4/20
Department of Health

（11:00～12:00）

2015/4/21
Sue　Leeさんとの懇談

（オプション  15:00‐15:30）

2015/4/22
Bristol Mind （ IMCA）

（10:00～12:30）

 National Carer Network

（13:00～14:30）

Foot Anstey LLP & Clarke

Willmott LLP（15:00～

17:00）

2015/4/23

Mental Health

Foundation（10:00～

12:00）

Social Care Institute for

Excellence (SCIE)（14:30～

15:30)

2015/4/24
Mencap london　(10:00

～12:00）

Office of the Public

Guardian (OPG)　（14:30～

16:30）

B班　イギリスMCA実務集中プラン

2015/4/20
Department of Health

（11:00～12:00）

2015/4/21
Sue　Leeさんとの懇談

（オプション  15:00‐15:30）

2015/4/22
Bristol Mind （ IMCA）

（10:00～12:30）

 National Carer Network

（13:00～14:30）

Foot Anstey LLP & Clarke

Willmott LLP（15:00～

17:00）

2015/4/23
Lifestyle Solutionsスタッフ

との懇談（15:00‐16:30）

2015/4/24

Office of the Public

Guardian (OPG)　（14:30～

16:30）

Court of Protection　(13:30～16:30)

Court of Protection　(13:30～16:30)

午後

Empowerment Matters（9:15～15:00）

Empowerment Matters（9:15～15:00）

Lifestyle Solutions（10:00～13:00）

Lifestyle Solutions workshop（10:00～15:00）
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第１ 保健省（Department of Health） 

１ 訪問概要 

訪問日時 2015 年 4 月 20 日（月）午前 11 時～午後 0 時 15 分） 

訪問先 保健省 Richmond House, 79 Whitehall London, SW1A 2NS tel:020 7210 4850 

面談者 アマンダ・ゴードン氏（Amanda Gordon，保健省） 主にメンタルケア，アドボカシー

を担当 

    ジョアン氏（Joan，法務省） ガーディアンの経験者  

トム・ポンプレイ氏（Tom，法改革委員会） 独立機関として法の見直しを担当。MCA

の改定，身上監護について検討中 

 

２ MCA がどのように運営されているか 

(1) MCA は保健省と法務省が共同して所管している。保健省は MCA そして MCA と関連が深い

精神保健法（MHA）や自由の制限に対するセーフガードのルール（DoLS），福祉サービスな

ども所管する。NHS や福祉専門職等に対するガイダンス・出版物のほか，IMCA や Best 

Interest に関するブックレット等も作成している。 

(2) MCA に関しての説明 

① MCA は，自己決定をサポートする法律。可能な限り本人の意思決定を尊重。いつ意思

を決定できるのか，本人が無理な場合はほかの人が代理，その場合，どのように意思決

定するかなどを規定。 

② MCA の基本 5 原則（5 principles）について説明 

(3) 任意後見の推奨 

・事前の準備を奨励している。なるべく自分の希望を事前に知らせておくことを奨励。明

日にでも事故で意思決定能力を失うかもしれないのから。その手段としては，State of 

wishes（意思の表明書）の事前作成，LPA（任意後見 Lasting powers of attorney 正確に

訳すると「永続的代理権授与」）など。 

・MCA について，一般の人の意識を高める努力をしている。 

・LPA（任意後見）について 

LPA を使って事前に決定するように進めている。LPA を使っていないときには deputy（法

定後見）。お金と時間の節約のために任意後見を勧めている。 

登録するのにかかるお金は，LPA：110 ポンド（19800 円）であるのに対し，deputy は 400

ポンド（72000 円）である。LPA の登録人数は 200 万人であるのに対し，deputy は 52000 人

である。登録までの時間は，LPA でも 3 週間かかる。 

政府のウェブサイトで「Choice not Chance」（運任せではなく，自ら選択しよう）とい

うキャンペーンをしているが，遺書と同じで自分はそういう事態に陥らない，ととらえる人

が多いのでなかなか実が上がらない。 

※為替レート 本報告書では本件視察時の 1 ポンド 180 円で計算 
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３ 意見交換 

(1) 日本と比較して，人口約 6000 万人で，LPA：200 万人，deputy：52000 人という数字は驚

きである。日本では，任意後見が進んでいない。 

アマンダ：事前準備の大切さをキャンペーンしている。省庁だけでなく慈善団体（Charity 

organisations）が認識を高めるためのキャンペーンをしている。医療関係の決定（事前に

自分はこんな治療は受けたくない）は，家族が決定してくれるだろう，と思ってしまいが

ちだけどそうとは限らない。 

(2) キャンペーンの方法は？テレビ CM は？ 

アマンダ：テレビ CM はやっていない。主な慈善団体と共同してやっているチャリティーが

効果的。Charity は既に市民とつながりを持っているから。大きな Charity は，認知症友の

会（ディメンシアフレンド），パブリックヘルスイングランド，アルツハイマー協会など。 

(3) 後見人の受け皿，報酬など（家族と第三者の割合，仕事かボランティアかなど） 

ジョアン：後見人の多数が家族，知り合いである。第三者はほとんどが仕事としてやって

いる。ソリシター（事務弁護士）が多い。任意後見を決める段階で意思決定能力あるうち

に報酬は決めておく。 

任意後見を奨励するために，政府のサイトに行くと，オンラインで申請書をダウンロード

し，記入できる仕組みを作っている。プリントアウトして署名したものを後見庁に登録。

弁護士に委任すると登録料に加えて弁護士費用が掛かるため，自分で申し込むことを勧め

ている。 

(4) MCA のコード・オブ・プラクティス（行動指針）改定の計画は？ 

アマンダ：現時点では MCA の一部であるドールズ（DoLS=Deprivation of Liberty 

Safeguards，自由の制約に対するセーフガード）の改定に重きを置いているので，計画は

していない。 

(5) 「意思決定支援」について若干の意見交換（具体的にどのように意思決定支援？賢明で

ない判断決定をもっと規定しないのか？など） 

アマンダ：賢明でない判断でもその人の意思決定として支援するかについて細かい規定を

置くことは難しい。当該決定による結果を本人が理解しているかが鍵だと思う。アルコー

ル依存の問題で，飲酒が体に悪いということを本人が分かって飲むなら，本人の決定とみ

なすことになる。 

(6) イギリスの MCA も，国連の障害者権利条約に違反しているという意見についてどう思う

か。 

アマンダ：代理決定は完全に排除不可能。どれだけ努力をしても必ずどこかで生まれてく

るから。条約に 100％従うことは不可能。仮に代理決定をすべて排除した法律を作るとした

ら，現実の無視。できることは代理決定をできる限り減らすこと。 
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ジョアン：今月，国連の調査を受けるはずだったが，保留となった。正に今，条約と MCA

を比較している。どのようなことが行われて，どのように決まったか，という調査が行わ

れるはず。スコットランドも同様。北アイルランドは条約に近づけるとは言っているもの

の難しい。 

(7) 政府や地方自治体はどれくらいの予算を IMCA に出しているか。 

アマンダ：政府から地方自治体にソーシャルケア予算としてまとまったお金を渡している。

それをどのように活用するかは地方自治体（LA=Local Authority）の裁量。アドボカシー

全体（MHA における独立意思代弁人（IMHA=Independent Mental Health Advocate），ケア

法における独立意思代弁人（ICAA=Independent Care Act Advocate），インフォーマルな

アドボカシーなど）での予算割当てになっているので，IMCA だけでの計算が難しい。地方

自治体に尋ねる必要あり。しかし，特定の場合には IMCA を呼ばないといけない，と法で決

められている。予算がないからと言って呼ばないわけにはいかない。 

 

  MCA に関する行動指針（Code of Practice） 
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保健省の会議室にて～保健省担当者アマンダ氏から話を聞く 
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第２ 保護裁判所（Court of Protection） 

１ 訪問概要 

訪問日時 2015 年 4 月 20 日（月）午後 1 時 30 分～午後 5 時 00 分 

訪問先 Court of Protection（First Avenue House 42-49 High Holborn London, WC1V 6NP） 

    Central Family Court 6 階 第 24 号法廷 

面談者 デンゼル・ラッシュ保護裁判所上席判事（Denzil Lush） 

 

２ 裁判傍聴（午後 2時 00 分～午後 3 時 30 分） 

【事案の概要】 母親の任意後見人（LPA）として登録されていた娘と息子を解任するように，

後見庁長官（The Public Guardian）が保護裁判所に訴えた事件。 

Ｍ氏（77 歳女性）は，10 年以上前に夫を亡くして一人暮らしをしていた認知症の女性であり，

2009 年 6 月に，財産管理に関する任意後見（LPA）に署名した。その中では，任意後見人とし

て，自分の娘Ｓ氏（49 歳）と息子Ｎ氏を任意後見人として指名していた（共同であるいは個別

に権限行使可能）。また後見報酬についての同意はなかった。兄弟関係でいうと，Ｎ氏が兄で

あり，Ｓ氏が妹である。 

その後，Ｍ氏の任意後見は，2009 年 9 月に後見庁（OPG＝Office of the Public Guardian）

に登録された。ちなみに，元々Ｍ氏は，子供たちに平等に相続させるような形で遺言書を作成

していたが，2011 年 10 月にはソリシターの事務所で 95%の資産をＳ氏に，残りの 5%をＮ氏に

相続させるように遺言を書き換えている。 

2014 年 11 月に，後見庁は，娘と息子の両方について，任意後見の取消と任意後見人の解任

を求めるとともに，ハンプシャー州自治体をＭ氏の財産管理のための法定後見人（Deputy）に

選任するよう，保護裁判所に訴えを提起した。この訴えの際に後見庁の調査官が提出した報告

書によると以下の通りの理由であった。 

(1) 2014 年 5 月 1 日にＳ氏が相当な額のＭ氏の資産を流用していることが発覚した。現金で

引き出された額は 22 万 0799 ポンド（約 3970 万円），小切手で引き出された額は 4 万 4966

ポンド（約 809 万円），銀行振り込みで引き出された額は 17 万 6755 ポンド（約 3181 万円）

等，トータルで約 45 万ポンドがＭ氏のベストインタレストのために使われていなかった。

他方で未納のケア料金は 3669 ポンドあった。 

(2) 2014 年 5 月 21 日に二人の任意後見人を呼び出したが，兄のＮ氏はすべての収支は妹が

していると答えた。 

(3) 保護裁判所の一般調査官（General Visitor）が，Ｍ氏を訪問したが，彼女は認知症に

より，LPA を無効にする能力はなくなっていた。 

(4) Ｍ氏の自宅は現在，36 万 9950 ポンドで売りに出されている。 
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【法廷の中でのやりとり】 

法廷の中では一番前に裁判官と書記官が座り，向かい合って一列に，当事者が並んでいた。

当事者として座っていたのは，左側から，使い込みをしたＳ氏，Ｎ氏の妻，Ｎ氏，ハンプシャ

ー州のソーシャルワーカー（法定後見となれば，この人が後見人候補者），そして後見庁の職

員 2 名であった。後ろの傍聴席には，Ｓ氏の付き添いできた友人 1 名と，日弁連からの調査団

が並んだ。 

                   書記官    裁判官 

 

 

 

 

 

            Ｓ氏   Ｎ氏妻   Ｎ氏   ハンプシャーＳＷ   後見庁職員 

              娘          息子 

この日が審問の第 1 回期日であり，冒頭に，裁判官は，二人とも任意後見人を解任して法定

後見に移行するか，任意後見人としてＮ氏だけ残すかの選択肢があるといい，事実関係の確認

や意向の確認をしていった。妹のＳ氏は，認知症になったＭ氏を自分が 24 時間，平日も毎日

仕事から帰ってきてから介護してきたこと，そのせいで鬱状態になり体調も悪いこと，元々父

が亡くなったときに，自分と母の共同名義にしていた財産もあり，ケアしている母の財産と自

分の財産を分けなかったのは悪いが，元々母は兄と仲が悪く，兄には財産を渡したくないと言

っていたなどと，あまり悪びれる様子はなかった。Ｎ氏は，自分だけが任意後見人として残り

たいと述べ，妹が母のお金を使って住宅ローンを返済していた等と証言し，自分は銀行の履歴

を見て確認しようとしたが，妹を連れてこないと見せない等と言われて断念したこと，自宅を

賃貸に出すことも知らされず，共同で後見人がいることについても，妹は勝手に「兄は削除さ

れた」といって嘘をついていた等と供述した。また，自分も妹に任せきりにしていたのが悪か

ったので，使い込んだ財産について，妹に返還を求める考えはないと供述していた。これに対

し，後見庁は，Ｎ氏についても，妹の使い込みを知りながら，後見庁に報告しなかったことや，

妹との関係が悪いことについても後見庁に報告しなかったことを指摘し，Ｓ氏だけでなく，Ｎ

氏についても任意後見人を解任し，地方自治体の方に法定後見人を選任してもらいたいと述べ

ていた。 

なお，法廷の中では，Ｓ氏と，Ｎ氏及びＮ氏の妻とで口論になる場面もあり（Ｎ氏が，Ｓ氏

が銀行の預金を引き出したことも，自宅を賃貸に出したことも知らなかったと述べたことにつ

いて，Ｓ氏が嘘つき呼ばわりし，Ｓ氏が母は兄に会いたくないといっていたと話したときに，

施設に入ってからもＮ氏の家に遊びに来ていたとＮ氏が反論し，さらにこれに対してそれは孫

に会わせるために自分が無理矢理連れて行ったとＳ氏が反論するなど），兄弟仲が上手くいっ

ていないことが明らかであった。 
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３ ラッシュ上席判事の解説（午後 3 時 40 分～午後 5時） 

(1) 初に，今日の期日の内容について補足説明があった。Ｎ氏は自分だけで任意後見をや

りたい（その方が無料ですむから）ということであったが，お金がかかってもハンプシャ

ー州の自治体（実際の業務は自治体内に所属するソーシャルワーカーによって行われる）

による法定後見の方がよいと考えるケースではないかとのことであった。使い込みの額は

本人の資産を考えると，今後の生活に支障を来すようなものとは考えておらず，取り戻さ

なくてもやっていけるだろうという見込みのようである。ちなみに，同自治体に法定後見

人として財産管理をしてもらうときの費用は，以下の通りである。これはソリシターに法

定後見人を頼むよりもずっと安いとのことであった。 

   ・1 年ごとのマネジメント報酬（Annual management fee） 

1 年目 700 ポンド（約 12 万 6000 円） 2 年目～585 ポンド（約 10 万 5300 円） 

   ・財産管理のマネジメント報酬（Property management fee） 

1 年間で 270 ポンド（約 4 万 8600 円） 

   ・後見庁への報告書作成費用（annual report fee） 

     1 年間で 195 ポンド（約 3 万 5100 円） 

(2) 法定後見人の就任期間については，高齢者の場合，寿命を考えると平均 3 年間ほどであ

るが，期間をはっきり区切ると何度も申立てなければならず煩雑なため，認知症の高齢者

のような容態がよくなるという見込みがないようなケースでは，特に期間は定めていない

ことも多いということであった。もっと若い人のケースでは 3 年ほどに期間を限定してお

り，その方が人権問題としてはよりよいと考えるが，実務的でないという悩みものぞかせ

ていた。 

(3) 今回の審理は 1 回で結審し，書面で決定を書く予定（決定は書面でも口頭でもよく，裁

判官の判断に任されている）。書面で書くときは結審から 2 週間程度で決定が出され，そ

こから 3，4 週間後にはインターネットで公開されるとのことであった（2014 年 2 月よ

り）。なお個人名は伏せられるが，イニシャル，年齢，職業は開示される。そういったこ

ともあり，審理は原則非公開となっているが，今後は公開の方向になっていくのではない

かと考えられるとのことであった。 

(4) ベストインタレストの考え方について，例を挙げて説明があった。現在訴えが提起され

ている事例のうち，75%が高齢者であり，残りの 25%が知的・精神・脳がい害の事例である。

障害者権利条約は知的の障がい者を対象とした事例には則するが，他の類型の対象者に適

合しているかはやや疑問がある。例えば高次脳機能障害は，若い男性が多い。事故に遭っ

てから 5 年くらいたつと高額な賠償金が支払われる。しかし特に前頭葉に障害があるケー

スでは衝動的な浪費をする場合がある。例えばラッシュ上席判事が経験した高次脳機能障

害の事例（イギリス 2005 年意思能力法・行動指針 115 ページ・シナリオ 16 参照）では，

仕事中の事故で高次脳機能障害になった男性が，200 万ポンド（3 億 6000 万円）の賠償金

を得たが，その財産管理の能力があるかについて保護裁判所に訴えがあったケースがある。

彼はロンドンの郊外に 7 万 5000 ポンドの家を買いたいとか，トルコに別荘を持ちたいとか，

ロレックスの時計を買いたい，サッカーチームの一番よい席を契約したい等というリスト

を持ってきた。彼には身体的な障害は残っておらず，ちょっとだけ話した感じでは障害が
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あるとは分からなかった。しかし，40 分ほど話すと将来の介護費用が必要なことについて

理解ができていないことがわかった。賠償金の 4 分の 3 は将来の介護費用であったが，彼

は自分に必要なケアとして，専属の運転手と掃除をするハウスキーパーがいればいいと考

えるだけであった。そこで裁判所では，このような浪費はあなたのベストインタレストで

はないと判断し，法定後見人を付けることにして，その代わり，5 年間頑張ったら，自分

への御褒美として，ロレックスの時計を買ってもよいと許可した。そのロレックスを買う

お金は，本人に渡さず，本人が選んだ商品の請求書を法定後見人に送ってもらった。しか

し，彼は 5000 ポンドのロレックスを買ったが，数日後に，これを 3000 ポンドで売り払い，

現金化してしまったということであった。 

(5) また，保護裁判所の裁判官やスタッフの構成についても説明があった。保護裁判所はイ

ングランドとウエールズ（人口約 6000 万人弱）を管轄しており，北アイルランドとスコッ

トランドはまた別の法制度の下にある。ロンドンの保護裁判所では，常駐の裁判官が 5 名

おり，ほかに地方の裁判所からパートタイムで裁判官が派遣されている。裁判官の選任に

ついては，Judicial appoint commission という独立機関がある。ほとんどの保護裁判所

の判事は，家事事件をやっている弁護士（ソリシターもバリスターもいる）が選任される。

ちなみに，裁判官の報酬は，バリスターよりも安い（さらにバリスターよりもソリシター

の方が報酬は高い）ため，裁判官になりたがらない弁護士も多い。 

(6) ベストインタレストの判断の中でよく問題になるのは，財産管理についてである。この

保護裁判所には年間 2 万 5000 件の申し立てがあるがその 93%が財産管理に関するものであ

り，7%が身上監護に関するものである。ベストインタレストの判断については，ほとんど

口頭審理は開かれず，93%がペーパーのみで審査されている。争訟性が高いのは，今日の事

例のように後見人（任意後見人・法定後見人）を誰にするのかということ。今日のような

事例が典型的である。 

(7) 保護裁判所の裁判官一人あたりの事件数は，裁判官によっても異なるが，自分は年間

200 件から 300 件ほどである。そのうち決定までいくのは 50 件。後は当事者間で話し合い

がつき，和解的解決となる。 

(8) ベストインタレストを判断するに当たって，裁判官が，本人の希望や感覚を直接聞き取

ったり，病院や家に行ったりするということはない。保護裁判所にはビジター（調査官）が

おり，この人が本人と面談して調査している。ビジターには一般のビジターと特別のビジタ

ー（医療，特に精神に関わる専門職）がおり，この保護裁判所では，一般のビジターが 70

名，特別のビジターが 15 名配置されている。 

(9) また時々ソリシターが，本人の特別代理人（リティゲーション・フレンド litigation 

friend）として任命され，本人の利益を代表する立場になることがある。例えば後見の事例

ではないが，今日の事例でも，遺言書の書き直しの有効性がもし問題になれば，息子から遺

言無効の申立てが起こる可能性があり，このときには特別代理人を引き受けるソリシター

（通常，オフィシャルソリシターから依頼される）が母を訪問して，母の遺言の意思があっ

たかどうかを確認し，母の代理人として，遺言無効の審理にも参加できる。 

ちょうど明日，後見事件で特別代理人としてソリシターが関与する事件がある。これは

出生時の医療過誤によって全身に酸素が行き渡らず，脳障害を負った 16 歳くらいの女の子
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の事件であり，この子は 450 万ポンド（8 億 1000 万円）の賠償金を受け取り，両親が年 1

万 6000 ポンド（約 288 万円）のお金を使って介護を行っている。もちろん職業的なケアワ

ーカーを雇った方がコストは高くなる。そんな中で，両親がその女の子の賠償金の中から，

弟の学費として 1 万 7000（約 306 万円）ポンドを支出したいと言ってきている。それが女

の子のベストインタレストとなるかが問題になっている。もちろんベストインタレストと

して正当性は薄いと思うが，両親の思いとしては，自分たちが女の子の介護にかかり切り

になっている分，弟に目がいかないため，学費くらいは出してやってほしいと望んでいる。

もし両親が弟のために学費を稼ぐために，職業的なケアワーカーを頼むと，もっと介護費

用がかかるため，全体的な介護費用を抑えるために，弟の学費を出してほしいと言うこと

も理に適っている。そこでソリシターを特別代理人として任命し，女の子の立場からベス

トインタレストについて意見を述べてもらう予定にしている。 

 

４ 感想 

ラッシュ上席判事の言うベストインタレストの判断については，非常に多様性があり，本

人の意思とは何かだけではなく，様々な要素を考慮しながら決めているとの印象を持った。 

また，意思決定能力があるかないかの判断においても，本人が将来の介護費用を見通せる

かなど，本人の主観だけでなく，保護的な要素も考えながら判断しているということを感じ

た。                              

 
保護裁判所の法廷にて～ラッシュ上席判事と 

   



15 

第３ エンパワメント・マターズ（MCA 及び IMCA 等に関する集中

研修） 

１ 訪問概要 

訪問日時 2015 年 4 月 21 日（火）午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分 

訪問先 The Victoria Charity Center（11 Belgrave Road London, SW1V 1RB） 

面談者 スーリー氏（Sue Lee エンパワメント・マターズ所属 Empowerment Matters CIC） 

（本来であれば，IMCA スタッフ対象に 7 日間かけてするトレーニングを日弁連視察団のために，

1 日に圧縮して行う集中トレーニングを開催。事前に 67 頁もの解説スライドが送られてきて，

予習の上で臨む。） 

 

２ MCA の現状及び基礎的な理解 

(1) 現状 

① MCA に関して：現時点では，改正の予定はない。 

② 国連障害者権利委員会への対応：国連障害者権利委員会が，MCA の代理・代行決定の

部分を批判していることは知っているが，代理・代行決定を可能な限り少なくする努力

はしていくとしても，代行決定を完全に排除するのは無理であると考えている。 

③ MCA に関する予算について：政府は，地方自治体(Local Authority=LA)に対し，ソー

シャルケア予算として一括して渡しており，そこから，IMCA・ケア法関連・インフォー

マルな活動や事業等にどのように配分するかは，LA に任されている。ただし，IMCA は，

法的な義務とされているので，予算がないからと言って提供しないことはできない。補

正予算を組んででも提供しなければならない。 

(2) 基本的な枠組み 

① MCA での意思決定能力は，特定の場面における特定の決定事項に関するものである。 

② 特定の決定事項に関するものである限り，日常生活上の事項も含み，広範囲に及ぶ。 

③ 本人の自己決定権と保護救済を受ける権利のバランスを図る。 

④ 人は誰でも意思決定能力があると推定され，その能力を 大限活かす支援を目指す 

⑤ 意思決定能力が欠けると判定された場合は， 善の利益が実現できるような仕組みを

構築する。 

⑥ MCA は，その制定によって，本人を支援する人を守るシステムが確立されたことにな

り，支援者をエンパワーすることが可能になったことに大きな存在意義がある。 

⑦ MCA の 5 原則のうち，第 3 原則は，賢明でない決定を，本人がそのリスクをすべて理

解した上で決定しているか否かが決め手になる。 

⑧イギリスでは，任意後見でも法定後見でも，問題が発生している。その 大の原因は，

後見人が MCA をよく知らないことにある。 
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⑨ 2014 年，MCA の履行状況に関するレビューが行われた際，調査委員会に提出された証

言の中で 重要だったのは，MCA の第２原則（本人が意思決定できるように，実行可能

なあらゆる支援を尽くすこと）が無視されていることが少なくないという事実である。

その 大の原因としては，意思決定能力の有無の判断について書面が求められるため，

早い時期に能力の有無に関するエビデンスにのみ関心が集中し，能力を活かすという支

援の努力がなされない傾向になっていることが挙げられると思われる。論理的には，本

人の当該決定事項に関する意思決定能力が欠けることが支援者の介入の前提であるが，

そのために能力を 大限に活かす「支援」をないがしろにすることになるのは本末転倒

である。あくまで，本人本位で考えていくべきである。なお，ケア法では，意思決定能

力の有無ではなく，「意思決定に相当な困難を抱えている場合（substantial 

difficulty）」に一定条件の下，独立意思代弁人による意思決定支援が受けられること

が規定されている。 

(3) 支援のあり方 

① 支援という観点からは，当該決定事項が大きな事項である場合は，段階をいくつも細

かく分けて，小さな事項ごとに選択肢を示して支援していくべきである。そこでは，各

段階におけるリスクや利益，予想される結果について十分話し合うようにして，大きな

事項の意思決定に向けての過程を支援していくことが求められる。 

② 意思決定能力があると言えるためには，(a)当該事項を理解する能力，(b)一定時間保

持する能力，(c)選択肢について比較衡量する能力，(d)当該決定を伝達する能力，のす

べてを有していなければならない。そこで，支援の内容も，(a)理解に困っているのであ

れば，わかりやすく情報を整理して，情報提供するように支援する，(b)メモなどを用い

て保持のための支援をする，(c)メリットやリスク，優先順位の付け方などをわかりやす

く説明して支援する，(d)伝達のための人やツールを提供する，等の支援をすることにな

る。 

③ その能力は，一時的であったり，変化したり（良くなることも悪くなることもありう

る）する可能性を想定して，支援も柔軟に対応していくことが大切である。 

④ その能力の有無の判断は，第一次的には，支援者であれば誰もができる易しいもので

あることが望ましいが，能力の有無が争われる事案では， 終的には，保護裁判所が認

定する。 

⑤ 能力の有無に関するアセスメントは，決定事項が日常生活上のことであれば，家族や

友人でも可能であるが，事項が複雑になるのであれば，それに応じて，専門職でないと

難しくなるであろう。 終的には，保護裁判所に委ねることになる。 

⑥ 例えば，休日にどこへ行くかという事項については，費用もかかることなので，アセ

スメントは必要であるが，実現に向けての支援がない場合には，結局，行きたくもない

ところを選択せざるを得なくなる。つまり，意思実現に向けての支援なしでは，意思形

成支援そのものが不適切なものとなってしまうことに留意すべきである。 

 

３ MCA ベストインタレストの判断について 

(1) 誰が 善の利益（ベストインタレスト）を判断するのか？ 
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① 支援者は， 善の利益を本人自身で判断できるように， 良の環境を整えることが肝

要である。 

② 善の利益のチェックリストは，行動指針の中に示されている。 

ⅰ （一番重要なので，一番目に書いてある）本人の参加を促進すること。 

ⅱ すべての関連する事情を考慮していくこと。 

ⅲ 本人の考え方，価値観のすべてを見つけ出すこと。 

ⅳ 単なる推測(思い込み)をなくすこと。 

ⅴ 本人の能力回復可能性（一時的かも知れない）を考慮すること。 

ⅵ 延命措置について（特に，医師が気をつけるべきことに触れられている）。 

ⅶ 他の人々（others）を聴取（consult）すること（IMCA の中心的な業務でもある）。 

ⅷ 本人の人権・権利を損なうことはあってはならない。 

③ 具体例として，避妊の方法としてパイプカットすることが性的能力のある成人である

本人にとって 善の利益であると判断した 初の判例（A NHS Trust v DE EWHC 2562）

を紹介。 

IMCA が本人自身で判断できるように支援して，その能力があると言えるところまで持

っていったので，彼の「これ以上子どもを持ちたくない。」という意思表明（繰り返し

なされていた）を尊重した。この判例に対しては，イギリス国内でも批判がなされてい

るし，様々な見解がありうるケースである。もちろん，他の選択肢も検討されたが，当

時，彼は愛する女性と離ればなれになっていて，別の女性との間で子どもができる可能

性もあり，パイプカットという大きな制限となる選択を 善の利益と判断したものであ

る。保護裁判所は，この事案での IMCA の情報収集に対し，よくやってくれたと褒めてい

た。 

 

４ IMCA の要件・役割・機能について 

(1) 要件 

① IMCA を要請する法的な義務が生じる場合（必要的） 

ⅰ 重大な医療処置（新しい治療をすること，今まで行っていた治療を止めること，提

供されていた治療を保留すること）。例えば，人工呼吸器を外すことがこれに該当す

る。 

ⅱ 長期（28 日以上の病院の入院：8 週間以上の介護施設の入所）の居住場所の選択 

ⅲ 自由の制限（DoL）があったとき 

その前提として， 

ア その人は，当該事項について意思決定能力を有しないときで，かつ， 

イ 本人が「きちんと相談できる（相談するにふさわしい）」家族や友人がいない場合， 

という条件が必要である。家族や友人がいても，IMCA による支援にメリットがあれば，

IMCA を呼ぶことはできる（任意）。なお，この「きちんと相談できる人」（appropriate 

person to consent）という要件は，曖昧であると従前から批判され，ケア法では，「きち

んと支援できる人（appropriate person to support）」（本人に対する支援を積極的に行
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う意欲と能力がある人と解釈される）と明確に規定している。スーリー氏としては，MCA に

関して新しく制度を創るのであれば，家族や友人がいても，IMCA を呼べるようにした方が

良いと考えている。家族は，日常生活での関わりが強すぎて，そのことが本人の意思決定

支援を阻害するおそれもあるからとのこと。 

② IMCA を呼んでも良い場合（任意的，LA/NHS の権限に委ねられている） 

ⅰ ケアプランの見直し（無償で相談できる人がいない場合） 

ⅱ 虐待対応（家族・友人の存否を問わない） 

③ 任意後見人や法定後見人がある場合は，基本的に IMCA は呼ばれない。 

＊ここで，本人が自身の 善の利益を実現するには，どうすればよいか？ 

ⅰ きちんと相談できる家族・友人を持ち，その家族・友人が MCA 行動指針に従って支

援してくれること。 

ⅱ 能力を失うことを想定して，信頼できる任意後見人を登録しておき，任意代理人が

MCA 行動指針に従って支援してくれること。 

＊本人が上記のような状況にない場合はどうなるか？ 

ⅰ 特定の身上監護事項については，LA/NHS が IMCA を要請し，IMCA が本人を支援する。 

ⅱ 保護裁判所に法定代理人を任命してもらい，法定代理人が IMCA 行動指針に従って支

援する。 

(2) 役割・機能 

ⅰ 本人に会う，（本人による意思決定を）支援する，代弁するが基本的な活動となる。 

ⅱ 本人の意向・感情・好み・価値観を確認する。 

ⅲ 当該決定事項に関する記録にアクセスし，情報を評価する。 

ⅳ 他のより制限的でない選択肢を含め，情報を確認する。 

ⅴ 本人以外の人に意見聴取する。 

ⅵ 本人の意思決定過程において，できる限りの支援が受けられているかどうかを確認

する。 

ⅶ 医療に関するセカンドオピニオンを求めることができる。 

ⅷ 意思決定者が考慮すべき要素を記した報告書を用意する（意思決定者はそれを尊重

し，考慮する法的義務がある）。 

ⅸ なされた代行決定に対し，必要に応じて異議を述べる。第１段階は，関係者と非公

式に話合いをする。多くの場合は，それで解決するが，上手くいかない場合は，保護

裁判所を通じて解決する。 

ⅹ 関係者の支援が，「MCA 原則」と「 善の利益のチェックリスト」に従っているかど

うかを確認する。 

 

５ 自由の制約に対するセーフガード（DOLS＝DEPRIVATION OF LIBERTY SAFEGUARDS） 

(1) きっかけ 

1990 年，若い男性（自閉症）が，デイケアセンターに行く途中，たまたまバスがいつも

と違う経路を通ったところ，男性はデイケアセンターに到着すると，興奮し制御不能状態
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となり，強制的に緊急入院となった。しかも，身体拘束されていた。同居の家族は退院さ

せることを希望したが，そのまま精神保健法（MHA）の下での身体拘束に移行された。支援

団体から，「誰の身にも起こり得る，看過できない。」として提訴。 終的に欧州人権裁

判所が，欧州人権法第 5 条違反とした。 

(2) 適用要件 

① 病院又は公認の介護施設に収容された場合に限定した保護手段 

② 医療処置又はケアに関する同意能力を（MCA の下）欠くと判断された場合 

③ 善の利益と安全を図る必要性が認められる場合 

(3) 判断基準（ 高裁判例）アッシドテスト（二つの質問のみ） 

① リトマス試験紙のように，明確に分かれるシンプルな基準（意思決定能力が欠けるの

が前提要件） 

② 継続的な監督と監視下にあるかどうか？→監視・監督下にあれば，保護裁判所の許可

が必要。 

③ 離脱する自由があるかどうか？→離脱する自由がなければ，保護裁判所の許可が必要。 

(4) IMCA の役割 

① 本人が現状からの離脱を求め異議を提出した場合，代理人が適切に対応しない場合に

は，IMCA が対応する。 

② 現在，IMCA の業務がパンク寸前なのは，2014 年の 高裁判決で DoLS の定義が定めら

れたいことにより，この領域での要請が急激に増加してきているため。 

 

６ ケア法の施行（付録に詳細あり） 

(1) MCA との違い 

① ケア法では，意思決定能力に欠けると判断されなくとも，アドボカシーサービスを受

ける事ができる。 

② そのため，アドボケイトが早い時期に意思決定支援に関与できる。 

③ ケア法のアドボケイト（Independent Care Act Advocate=ICAA）は，IMCA に似ている

が，より意思 決定支援にウエイトを置いているので，障害者権利条約により適合的であ

る。 

(2) ケア法の適用要件 

① アドボカシーが必要な場合→家族や友達がいても， 

ア 本人のことをよく知らない 

イ 本人に関わりたくない 

ウ 虐待しているおそれがある 

エ 自分自身の強い見解を持っていて，本人の意思を反映させる支援ができない 

オ 遠方に暮らしていて関わりが困難である 
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スーリー氏から MCA と IMCA についての集中トレーニングを受講中 
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第４ ブリストル・マインド（Bristol Mind） 

１ 訪問概要 

訪問日時 2015 年 4 月 22 日（水）午前 10 時～午後 0 時 30 分 

訪問先 Bristol Mind （35 Old Market Street, Bristol, BS2 0EZ） 

※Clarke Willmott LLP（法律事務所）の会議室を借りて面談 

面談者 トム・ホール氏（Tom Hore，管理責任者)，ケイ・フランクセン氏（Kay Francksen，

IMCA） 

２ ブリストル・マインド及び IMCA について 

(1) ブリストル・マインドは，IMCA や IMHA などのサービス提供事業者で「Mind」という全

国規模の慈善団体の一つである。今回の訪問の目的は，IMCA として実際に働いている方か

らその仕事の様子を伺うことであった。 

IMCA とは，Independent Mental Capacity Advocate の略で，MCA では第 35 条以下に規

定されている。 

MCA で創設された IMCA 制度の目的は，能力を欠く本人の中でもとりわけ無力で，家族や

友人などの適切な相談相手のいない人に対して，一定の重大な意思決定（重大な医療行為

及び居住場所の変更等）が必要な際に，独立した立場にある IMCA が本人の意向や見解を本

人に代わって表明し，本人の意向等がベストインタレストの判断において 大限考慮され

るよう働き掛けることをもって，本人を支援する点にある（Code of Practice 第 10 章）。 

(2) IMCA になるには？ 

・IMCA 又は IMCA DOLS の研修を修了すること 

研修は筆記のアセスメントと実地研修で構成される（資格がない見習いの状態で実地研

修ができるのは，有資格者の下でサポートを受けながら研修を行うのが通常だからである。

したがって，実地研修を受けるためには IMCA を提供するサービス事業所に雇用されている

必要がある。一方，IMCA になりたくても，そうした事業所に雇用されていない人にとって

は，資格取得は困難な道のりである。）。 

・DBS の審査をパスすること（DBS=Disclosure and Barring Service） 

過去の犯罪歴のチェック（警察の記録，自治体のソーシャルサービスの記録，教育機関

の記録等。教師，看護師，ケースワーカー，ヘルパー，アドボケイト等も DBS チェックを

受けなければならない） 

・安定した人格であること 

・独立した立場で動ける人であること 

(3) IMCA になる人の過去の経歴 

非常に広範囲である。地域の発展に尽力する仕事をしている人，認知症，精神障害，発

達障害の人たちと働いてきた専門家，人権に基づいた仕事をしてきた人，ソーシャルワー

カー，看護師，独立アドボケイトとして働いたことのある人がいる。 

(4) IMCA に必要なスキル 

・素晴らしい（ファンタスティックな）コミュニケーション能力：本当に重要 

・非依頼型のアドボカシースキルを身に付けていること 
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意思決定能力に欠けるとされた本人の希望をどのように解釈するのか。本人が望んでい

ること，かつて望んでいたことを読み取る力が必要。 

・交渉力 

自分の見解を確信を持って伝えることができる能力：非常に重要 

例えば，何年も経験のある地位の高い医師は自分の意見を変えることがほとんどない。そ

れでも変えさせる必要があるから。 

・調査能力 

・タイムマネジメント能力：ものすごく忙しい，要急案件も多い。 

・分析・問題解決能力 

・健康及び社会保障システムについての卓越した知識 

・様々な種類のクライアント（障害や困難の度合いが違う）と働く知識 

日々の経験から学んでいくものなので，一般的には長く経験すればするほど良い仕事がで

きる 

(5) MCA で規定されている IMCA の権利 

・本人と 1 対 1 で会う権利 

・その人に関するあらゆる記録（医療記録，看護日誌，ケース記録，ソーシャルワーカーが

残したコンピューター記録，過去の虐待に関する調査記録，警察記録，裁判記録など）の閲

覧 

・決定過程において相談を受ける権利 

IMCA 自身がベストインタレストを決定することはできない。しかし，意思決定者は必ず

IMDA の意見を考慮しなければならない 

・本人の意思決定能力のアセスメントのやり直し要請，アセスメントに対する異議申立て 

・本人のベストインタレストとなるとは思われない（IMCA の報告書や情報提供に意思決定者

が十分な配慮を払っていないと思われる場合）当該決定事項に対する異議申立て 

ベストインタレストが決定された後の異議申立ては少ない。それまでに交渉で変更するこ

とが多いから。 

・医療に関するセカンドオピニオンの要請 

※IMCA として仕事を始めた当初は，医療現場や相手が IMCA の権利を知らず，揉めたりするこ

ともあった。現在はかなり浸透してきている。 

 

３ ケーススタディ 

(1) メアリー（認知症 80 代後半の女性，ゴミ屋敷で独居，セルフネグレクト）の事例 

彼女の家の中は，大量の物にあふれ，腐った食べ物が散らかっており，虫や動物もあち

らこちらにいるなど，非衛生的でひどい生活環境であった。セルフネグレクトが疑われた

ので，MHA の規定に基づき，ソーシャルワーカー（SW）の判断によって自宅から病院へ移

された。もっとも病院に移した後，実際には MHA が適用されないケースであるということ

が分かったため，別の場所へ転居する必要があった。 

メアリーには家族は存在するものの，姉は高齢であり，メアリー自身が彼女に対しては

相談したくないと話していた。また，夫は既に亡くなっており，夫の家族とも疎遠になっ

ていた。そのため，メアリーの近隣者かつ友人（MCA 以前の任意後見人（EPA）でもある。）

が，医師やソーシャルワーカーも同席する 善の利益会議に参加し，彼女がレジデンシャ

ルケアホーム（小規模型老人ホーム。以下「ケアホーム」という。）に移ることがベスト
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インタレストであると同意した。しかし，メアリーはその決定に対して「ケアホームには

行きたくない」と声高に反対し，家に住み続けたいという希望を表明した。 

上述のソーシャルワーカーは，メアリーの友人が，メアリーの家に戻りたいという気持

ちを無視しており，互いに利益相反もあることから，彼女のベストインタレストに基づい

て行動していないのではないかとの懸念を抱いていた。そこで，このソーシャルワーカー

によって IMCA が要請された。 

IMCA としては，意思決定者のソーシャルケアマネジャーに対して，メアリーの見解や希

望はきちんと聞かれるべきであり，自宅へのトライアル帰宅のための調整がなされるべき

であること，また，このケースについては保護裁判所に持ち込む必要があるのではないか

という点を伝えた。保護裁判所の前例をみると，「自治体はリスクを嫌うべきではなく，

認知症の高齢者に対しては，本人が自宅での生活を望み，老人ホームでの生活を望まない

ようであれば，自宅生活のトライアルを許容すべきである」とされていたからである。 

その後，ケアパッケージ（訪問介護 1 日 4 回）の条件付きで自宅生活のトライアルが認

められ，メアリーは自宅に帰った。しかし，彼女は自分に介護が必要だと思っていないの

か，支援を拒否し，介護のためにヘルパーが訪問しても家に入れてくれなかった。その後，

訪問介護を 1 日 4 回から 2 回に減らしてみたが，これもほとんど拒否されてしまった。メ

アリーがヘルパーに許容したのは，会話と食事の準備だけだった。彼女はヘルパーが来る

ことに反発していたものの，ヘルパーと会話すること自体は楽しんでいた。彼女は時折，

友人やヘルパーが今どこにいるのかを忘れてしまい，友人やヘルパー提供事業所に電話し

て抗議することもあった。メアリーは一日のうちほとんどをベッドの上で過ごしていた。

IMCA である私がメアリーを訪問して，「今の生活に満足しているか？」と聞いた際には，

彼女は「自宅で過ごせて満足しているわ。けれど，本当に満足するためには 20 年前の生活

に戻るしかないわね。とにかく，棺桶に入るまで，この家からは離れたくないわ。」と答

え，自宅で 後まで生活することを希望していた。また，彼女は他の人々が彼女に代わっ

て勝手にケアホームに行くという決定をしていたことにひどく腹を立てており，自分自身

がどこに住むかを決めるべきであると主張していた。 

このような状態が，5 か月続いた。自宅でのケアは相変わらず問題があったものの，ひ

とまず十分といいうるものであった。しかしながら，彼女はまた新聞の買いだめをはじめ

てしまった。 

ある日，ソーシャルワーカーが定期チェックでメアリー宅を訪問したところ，青白い表

情になって倒れていた。本人はいやだと言っていたが，救急隊員は病院に搬送しないと生

命の危機に関わると判断し，病院へ救急搬送したところ，重度の貧血であったことが判明

した。２パイント分の輸血がなされた（緊急治療）。 

病院からの退院時期が迫った時， 善の利益会議が再度行われた。 

ソーシャルワーカー：「トライアルは失敗に終わった。自宅に帰らせないことが 善の

利益だ。」 

IMCA：「まだ「失敗」を証明できていない。状況はそれほど悪化していない。」 

といったやり取りがなされ，その後，ソーシャルワーカーとそのマネジャーを交えてさ

らに話合いが行われた。IMCA である私は，「死ぬまで自宅を離れたくない。」「むしろ自

宅で死んでいた方が幸せだった。」と言えるくらい強い主張をメアリーがしていたことを

知っていたので，そうした本人の希望を伝えた。しかし，「メアリーが自宅でのケアを拒

否する態度を示していることは，それが彼女のケアニーズに対する彼女の思慮のなさを示

すものであり，結果として，もはや自宅にとどまることが彼女の 善の利益ではない」
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「死なせるわけにはいかない」というソーシャルワーカーの判断を覆すことはできず，し

ぶしぶながら同意せざるを得なかった。 

結局，メアリーはケアホームへ移ることになったが，当初行く予定だったケアホームで

はなく，IMCA である私が見つけたケアホームに移った。そのケアホームではメアリーは落

ち着いて生活しているように見えたのだが，ある日，ソーシャルワーカーと医師が彼女を

訪問し，MHA（精神保健法）に基づく後見命令の期限が切れたことを説明したことをきっか

けに，本人は，自分が自宅に住んでいないことをはっきりと認識し，再び，「家に帰し

て！」，「家に帰して！」と強く主張するようになった。 

このような状態に至り，IMCA として，このケースが保護裁判所に移行すべきケースであ

るかどうか，法的なアドバイスを求めることにした。また，彼女がケアホームにおいて自

由を制限されていることについて，近年の判決によると DoLS（自由の制限に対するセーフ

ガード）の適用対象にもなる。私は，現在， DoLS 下における本人代理人（DoLS 

Representative）と保護裁判所における本人の特別代理人（litigation friend）となって

いる。正に，これから保護裁判所にいくところである。 

このようなケースはイギリスでも増えている。ケアホームの印象は必ずしも良いもので

はないが，それでも空きがないような状況である。田舎だと周りにケアホームがないこと

もあり，遠くに移らなければならず，そうすると，本人がこれまでの過ごしてきた生活環

境が台無しになってしまいかねない。 

(2) ウィリアム（知的障がい 79 歳の男性，言語コミュニケーション困難，胃ろう）の事例 

言語療法士(Speech and Language Therapist= SLT)から IMCA の要請がなされた。ウィリ

アムは軽度から中度の知的障がいを有し，十分な栄養を摂取するための胃ろう増設術に関

する意思決定を行う能力に欠けているとアセスメントされていた。彼には適切に相談でき

る家族や友人はいなかった。医師決定者は，ウィリアムにとってかかりつけ医師（General 

Practitioner=GP）だった。 

ケアホーム（小規模老人ホーム）で開かれた初回の 善の利益会議の時点で，ウィリア

ムの健康状態はあまり芳しくなかった。一週間ほど何も食べず，十分な水分も取っていな

かったので，かなり体重が落ちていて，食べ物を飲み込むことも危険な状態だと考えられ

ていた。彼は食べ物に好き嫌いがあるというような記録もあったが，実際のところ生命に

関わるような状態になっていた。加えて，ウィリアムは肺の感染症を再発していたが，経

口抗生物質の摂取を拒否していた。胃ろう増設術はウィリアムの十分な栄養摂取と健康問

題の再発防止を図るための解決策の一つとして議論されていた。 

善の利益会議が開かれた。言語療法士はウィリアムの精神能力に関するアセスメント

を，かかりつけ医は彼の身体的な健康状況について精査するよう照会を受けていたが，そ

の結果も判明した。胃ろう以外の選択肢についても議論された。ウィリアムは，彼が好き

だと思われていた食べ物や飲み物を提供されたが，彼は常に見られていることを嫌がって

いるようにも見えた。そうしたことが彼の食事に対する楽しみを損ねてしまい，支援スタ

ッフとの関係にも悪い影響を及ぼしているように見えた。会議では，ウィリアムが胃ろう

増設術を受け，彼の栄養摂取の維持及び増加を試みることについて，（IMCA も含めて）関

係者は同意した。一方で，彼の QOL を向上させるために彼が好きな食べ物や飲み物を細か

く分けて提供することは続けるべきだという点についても同意された。私は，IMCA として，

彼の見解を直接明確に把握することはできなかったが，ウィリアムを良く知るスタッフに

対する彼のしぐさから，彼の気持ちを推測することはできた。医師は彼が既に弱り，栄養

失調状態になっていることから，胃ろう増設を早急に行うことを提案し，それは関係者に

よって同意された。 
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私は，IMCA として，胃ろう増設することがどちらかといえばウィリアムの気持ちを反映

したベストインタレストだろうと，要請元の言語療法士と意思決定者に対して報告を行っ

た。しかし，病院において若干の混乱が見られた。手術の週間リストを渡されていた医師

が，ウィリアムのことや彼の背景事情を良く知らなかったのである。そこで，私はウィリ

アムの背景事情を彼に代わって説明した。結局，ケアホームのスタッフが胃ろうの安全な

扱い方を学ぶ研修を受け終えるまで，胃ろうの手術は延期された。 

ウィリアムは胃ろうをつけた状態でケアホームに戻ってきた。その後，彼の健康状態は

改善し，IMCA が訪問したときにはとても良い状態に見えた。彼は室内や屋外のアクティビ

ティを楽しんでいる用にも見えた。彼は胃ろうに加えて，見守りの下，口から飲み・食べ

ることも継続している。 

このケースでは，特に本人が「死にたい」と思って食事を取らなかったというものでは

なく，彼自身は生きること楽しんでいたように思われていた。結局のところ，なぜ食べな

くなったのかはいまだに原因が分かっていない。ある精神科医は，もしかしたら同じケア

ホームに住んでいた仲の良い友達が死んだことで鬱状態になったことが原因かとも疑って

いたが，診断の結果，そういうことでもなかった。今も，原因は不明である。 

(3) まとめ 

IMCA が関わっているケースで，本人がハッピーエンドに至るのはまれ。しかし，IMCA が

介入したことで，介入しなかったときよりもより良いエンディングを迎えることは多い。

介入することで，本人の権利が尊重され，QOL も向上するからである。 

IMCA が関わるケースの中には，その人の人生の終わりの数か月間，ということもある。 

IMCA は誰でも要請できるわけではない。医療の現場では，本来，医師が要請すべきであ

る。しかし，往々にして医師本人ではなく，他の人に行わせることが多い。 

ケアが必要な人すべてにソーシャルワーカーがついているわけではない。職業として本

人のケアに関わっている人（プロフェッショナル）は，直接 IMCA を要請できる。 

IMCA の要請にあたっては，IMCA 提供事業者と IMCA 提供契約を結んでいる自治体を通す

必要はない。しかし，そもそも IMCA の提供事業所が身近な地域にあることを知らない人

も多い。 

 

４ 感想 

個人情報は秘匿すべき，という理念が対立利益として存在しているので，いくら IMCA に広

範な記録閲覧の権利が認められているとしても，現場では，拒否されることもあるのではな

いかと思った。そこで，IMCA が現場から情報の開示を受けられる実質的な理由について質問

をした。 

すると，「これまでの実績があるから。」との答えであった。具体的には，「常に一緒に

仕事をしている病院（医師，医師よりも上の立場のコンサルタント，理事），ソーシャルワ

ーカーなどとの良好な人間関係があるからだ。あえて問題を起こさんがために異議申立てを

したり，議論を吹っ掛けたりしない，ということが分かっているからだ。常に建設的に事柄

を進めて，人を助けるために 善を尽くしている，ということが分かっているからだ。」と

のことであった。 

これを聞いて，大きな成果の陰には，一つ一つの仕事の積み重ねがあるのだ，IMCA として

働く個々の人の一つ一つの仕事の誠実さが大事なのだと実感した。 
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左から，管理責任者のトム・ホール氏と IMCA のケイ・フランクセン氏 
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第５ 全国家族介護者ネットワーク（National Family Carer 

Network） 

１ 訪問概要 

訪問日時 2015 年 4 月 22 日（水）午後 1 時 00 分～2 時 30 分 

訪問先 National Family Carer Network 

Brook Office Park, Folly Brook Road Emersons Green, Bristol BS16 7FL 

※Clarke Willmott LLP（法律事務所）の会議室を借りて面談 

面談者 ロビーナ・マレット氏（Robina Mallett，代表者・マネジャー） 

リアノン・ゲール氏（Rhianon Gale，スタッフ） 

 

２ 全国家族介護者ネットワーク(NFCN)の設立趣旨 

(1) 団体の目的 

NFCN は，知的障害のある子どもを持つ家族を支援する団体であり，MCA，セーフガード

など，トピックごとにワークショップや講習会を実施したり，必要な情報を集約してパン

フレットなどを作成したりしている。また，フォーラムを開催して，各地域の傾向につい

て報告・協議し，政府の知的障がいパートナーシップ委員会（DH や関係省庁大臣が関与）

に対する提言などを行う。 

現在は，知的障害を抱える本人だけでなく，その家族の支援（支援者のための支援）に

取り組んでいる。 

２ 面談者の背景事情 

   ロビーナさん自身も知的障害を抱えた子どもが２人いて，家族でケアしている。義母も

介護が必要になったことから，現在は，高齢者の介護サービスにも取り組んでいる。 

リアノンさんは，知的障害分野のソーシャルワーカーとして働いていた経歴を持つ。 

 

３ NFCN の理念・活動内容 

 当方の事前質問に対してそれぞれが回答する形で，NFCN の理念や活動内容について紹介さ

れた。 

(1) 法律の持つ意義等 

① 知的障害を持つ人を支援する家族は，MCA が施行されたことを歓迎しているか？ 

MCA は，すでに意思決定支援を実践していた良いところを明文化したものであり，既

に十分に行われていたところでは大きな変化はない。また，法律ができたからといって

何かがすぐに変わるわけでない。 
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ただ，知的障害の持つ人がいる家族にとって，支援に関わるスタッフが義務を怠った

とき，家族として法律上主張できることは何かを知ることは重要である。（家族が支援

への関心を持つきっかけになるという意味と思われる。）。 

② MCA の認識度向上の取組について 

法律があることはよいことだが，まずは，有償で支援に従事する者（支援スタッフ等）

が法律をよく知っていることが重要である。法律の周知にあたっては，法律を要約した

ものを配布すればよいというわけではなく，支援に関係する部分はどこか，どのように

法律を活用できるかをわかりやすく伝えることが必要である。行動指針は，無料でわか

りやすいので活用したい。MCA 制定後 3 年経ってから，特定の人を対象とする資料（家

族向けパンプレットなど）の作成についても政府の予算が割り当てられるようになった。 

また，医療や支援に関わるスタッフだけでなく，家族もスタッフと同じ情報を持って

いることが必要である。これまで MCA に関して，電話やメールによる問合せやワークシ

ョップで取り上げられる課題・統計データは整理していないが，例えば，①知的障害の

ある息子が独居で，アパートの貸主が酷いことを言って虐待をしている場合，②歯が悪

い娘が医療機関から「すべての歯を抜くべき」と言われた場合，③地方自治体から支援

内容を変更したいと言われた場合などに家族はどのように対応すればよいか，などであ

る。いずれも，MCA に規定がある事例の場合であるのにもかかわらず，家族がこれらを

知らないことが多い。加えて，既にソーシャルワーカーと関わっていると思われる家族

からの問い合わせも多くあることから，プロの支援スタッフが家族に対して MCA の説明

を適切に行っていないものと考えられる。そもそも支援スタッフに法律の知識が欠けて

いるため，まずは支援スタッフが法律の意義を十分に認識すべきである。 

(2) 研修の意義，研修内容，研修実施状況等について 

① MCA 制定の 2005 年から 2007 年 10 月施行まで約２年もの準備期間があったのに，支援

現場にいたリアーナさんも 2007 年に半日間の研修があっただけである。MCA の研修の機

会は少ない。 

支援にあたっては，学び続けることが必要であり，より実生活で活用できるような法

律を学ぶという姿勢が重要である。誰もが高齢者になり障がい者になり得るのだから，

MCA についてもすべての人に関わる法律であることを認識すべきである。 

② 家族向けに MCA を研修する団体が少ない。通常，地方自治体は，家族向けの研修は開

かない。 

研修費用は，政府の予算は一切なく，寄付金と助成金で運営している。NFCN は，研修

参加者により多くの情報を習得してもらうため，双方向で進めることを意識し，ケース

スタディを取り入れている。保護裁判所の事例の検討なども取り上げている。 

③ 支援スタッフは MCA の知識を習得すべきであるのに，スタッフ自身がそのことを認識

していないことが多い。 

特に，本人に意思決定能力があるか否かの能力判定が注目されがちで，本人をどのよ

うに支援していくべきかという基本的な視点が忘れがちである。 

また，支援スタッフは本人のことばかりに目が向き，家族支援も必要とされる場面に

おいて，家族をどのようにサポートするかという視点が欠けている。本人自体は，地方

自治体がサービス提供団体と契約を結んで支援を受けているが，家族は当該団体との契
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約関係がないため，ある決定事項について意思決定者の判断が家族の意向と対立した時

に，家族はどのように対応すべきかという視点からのサポートが抜け落ちている。 

これからの問題点などを認識した上で，効果的な研修プログラムを考えているところ

である。 

(3) 支援時に注意すべきこ 

① 家族の支援が必要であるが，やはり本人を中心に据えた支援をすべきであるから，一

定の限界があることに注意しなければならない。本人から相談を受けて，本人が「家族

に言ってほしくない。」と希望する場合には，家族に相談内容等を伝えることはできな

い。また「家族に話合いに参加してほしくない。」と希望する場合には，家族であって

もケア会議などには参加させない。 

② （本人支援と家族支援を並行して行うときは），家族への支援内容を本人に把握して

もらうため，本人が理解しやすい資料を作成し，内容を伝えるようにしている。また，

本人の意見は状況に応じて変わり得ることを心に留めておくべきである。「以前は○○

と言っていたから，○○だ」と簡単に片付けるのではなく，現在も同じ意見か，現在は

どのように考えているのかを確認する必要がある。なお，本人が家族の関与を拒否する

場合は，理由をきちんと記録する。 

③ 「 善の利益会議」は，意思決定能力の有無のアセスメントをしたことが前提とされ

るべきであるが，アセスメントをしたかどうかすら家族に知らされていないことが多い。

いきなり家族に「 善の利益会議をしている」，「そろそろ決まりそうだから，家族の

出席は不要です。」などという連絡があった例もあった。 

家族の意見（役割）は，一般には専門家の意見（役割）よりも劣位に扱われる傾向が

あるため，支援スタッフにも「家族の意見や出席が重要である」ことを伝え，トレーニ

ングを行っている。 

(4) 2015 年 4 月 1 日施行のケアアクトについて 

① 20 年前は，本人に会ったこともない地方自治体の役人が文書だけでサービスなどを決

定していたが，ダイレクト・ペイメント（自治体から本人に本人の支援に必要な費用を

概算で渡し，本人が自分で事業所を選び，直接，費用を支払う仕組み。日本の多くの市

町村等では，本人を介さずに，自治体から事業所に対して費用を支払う形式が多い。）

などが導入されたことにより，本人・支援者の関わりもより参加型になり，個別対応が

進んだといえる。 

② ケア法では，本人を支援する家族の立場も明確化され，家族介護者（ケアラー）のニ

ーズにも対応して，ケアラーに配慮している点で進展したといえる（一定の条件の下に

おいて，家族介護者にもアドボケイトがつくことがある）。 

(5) 賢明でない判断に対する家族の対応の例 

① 知的障害のある息子が，泳げないのに「ボートに乗って遊びたい。」と言っている。

サポートワーカーは，「大丈夫。」とのこと。家族は溺れるのではないかと心配してい

る。このような場合，家族はどのように対応すべきか？具体的事例に基づいて検討した。 

まずは，家族は，サポートワーカーの判断理由について説明を求める。その後，いか

にリスクを減らすかを検討する。例えば，救命胴衣の着用や笛の携帯など，考えられる

対策について本人と話し合う。このとき，本人は，他人に決めてもらっていることに慣
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れてしまっていることがあり，自分に身の危険が迫ったときや不快なことをされたとき

に声を上げられないことにも留意すべきである。 

② 当団体で開催されたワークショップに初めて参加した父親は，「ワークショップに参

加したことで，なぜ妻があんなに時間をかけて息子と話をしているのかが分かった。」

という感想を述べていたとのことである。 

参加者は，本人の希望を実現するために，一つ一つの課題について時間をかけて本人

と話し合い，本人が自分で決めるというプロセスが大切であることを実感できたのであ

ろう。 

 

４ 感想 

法理念を支援現場（実生活）で活かすために，法律の意義を分かりやすく伝えていくこと

が重要であり，また，支援現場で法理念が活かさせているかを確かめ，理念と実践が自然に

リンクするような努力が必要であると感じた。 

 

 

左から，NFCN 代表ロビーナ氏とスタッフのリアノン氏 
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第６ クラーク・ウィルモット法律事務所及びフット・アンステ

ィ法律事務所（Clarke Willmott LLP & Foot Anstey LLP） 

１ 訪問概要 

訪問日時 2015 年 4 月 22 日（水）午後 3 時 00 分～5 時 00 分 

訪問先 Clarke Willmott LLP（1 Georges Square, Bath Street Bristol BS1 6BA） 

面談者  

Clarke Willmott LLP 

ジェス・フラナギャン氏（Jess Flanagan，事務弁護士）保護裁判所の身上監護関連の

意思決定案件に対応 

キャロライン氏（Caroline，事務弁護士）財産管理法定後見人を務める 

Foot Anstey LLP 

ケイティ・ウェバー氏（Katie Webber，事務弁護士) 保護裁判所の身上監護関連の意思

決定案件に対応 

パトリシア氏（Patricia，事務弁護士）財産管理法定後見人を務める 

 

２ MCA の沿革と最近の状況 

1983 年に MHA（精神保健福祉法）が制定された際には，財産管理に関する規定のみが置かれ

ており，身上監護に関する規定は存在していなかった。2005 年の MCA 制定により初めて，身上

監護についてもカバーされた法律が出来た。MCA は欧州人権条約（ECHR）をベースとしている

ものと考えられており，例えば，同条約第 5 条（身体の自由及び安全に対する権利）における

「何人も，・・・法律で定める手続によらない限り，その自由を奪われない」の規定や，第８

条（私生活および家庭生活が尊重される権利）などの規定などが MCA と関連している。 

意思決定の内容について， 近特に問題となっているのは，性交渉や結婚に関する意思決定

である。これらの決定は，たとえ本人に「性交渉をもつこと（もたないこと）」に関する意思

決定能力がない場合であっても代行決定はできず，裁判所もそれに関する決定を行うことがで

きない（MCA 第 27 条）。なお，これらの意思決定能力がない相手と性交渉を持とうとした場合

には，犯罪行為ともなりうる。 

 

３ 自由の制限に関するセーフガード（DOLS）の最近の動き 

2014 年のチェシャウェスト事件 高裁判決によって DoLS の定義が示されたことをきっか

けとして，従来 DoLS の対象に当てはまらないと思われてきた人たちにも広く適用される可能

性が出てきた。そこで，現在，法改革委員会（Law Commission）がこれまでの審判例で蓄積

された DoLS の解釈を新たに法律の条文に盛り込むことを検討している。同委員会からのドラ
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フトレポートは 2015 年 7 月 7 日に公開され1，数年後を目処に MCA，DoLS に関する法改正を

視野に入れている。 

 

４ LITIGATION FRIENDS（保護裁判所における特別代理人） 

(1) 保護裁判所における特別代理人（litigation friends）とは 

保護裁判所に対して「 善の利益」の審判を求める際，本人が審理に参加する場合に，

本人に訴訟（審理遂行）能力が欠ける場合には，その決定過程への実質的な参加を保証す

るため，必ず本人の発言を支援し，または代弁する役割を担う特別代理人（litigation 

friends）を付けなければならない。 

特別代理人は，本人に代わって審理手続きを十分に遂行する意欲及び能力があり，かつ

利益相反のない者である必要がある（2007 年保護裁判所規則 140 条）。具体的には，①こ

れまでの手続きに関与していない家族や友人，②第三者の意向を代弁する立場の者―例え

ばソリシターなど（IMCA や IA も含まれる），③（DoLS ケースなどにおける）「本人の代

表者たる地位を有する関係者」，④オフィシャルソリシターが候補者となりうる。 

④以外の候補者は，自らが適任者であるとして保護裁判所に直接申し込むことになる

（添付資料として，手続遂行能力に関する能力証明書又は医師，ソーシャルワーカー等の

見解を記したレターが必要）。地方自治体（LA）や NHS，その他の家族は特定の人物が特

別代理人に就任することに異議を出すことも可能だが， 終的には保護裁判所が誰を特別

代理人にするか決定・変更する権限がある。 

(2) オフィシャルソリシター（Official Solicitor）が特別代理人として関与するための要

件と現状 

①本人が訴訟（審理遂行）能力を欠き，②本人の特別代理人として活動することを希望

し，かつそれが可能な人がおらず，③特別代理人にかかる費用を本人の財産又は法律扶助

から支払うことができる，という三つの要件を満たす場合には， 後の手段として，オフ

ィシャルソリシターが特別代理人となる。もっとも，地位としての「オフィシャルソリシ

ター」はイングランドとウェールズ全体で 1 名（現在は，アリスター氏が就任）しかいな

い。そのため，通常は，保護裁判所からオフィシャルソリシターに依頼し，オフィシャル

ソリシターが各地域の協力ソリシターに請け負ってもらうという流れとなる。 

保護裁判所に係属する案件のうち本人の出頭が検討されるものとしては，身上監護（重

大な医療行為，居住移転）に関する案件である。ただし，これは全体数のごく一部であり，

実際に本人が出頭する場面はほとんどみられない。大多数の案件は財産管理に関するもの

であり，書面審査で足りるからである。したがって，オフィシャルソリシターは，身上監

護に関する事件で本人の出頭が必要とされており，かつ，上記の要件を満たす場合という，

極めて限定的な場面でのみ保護裁判所から依頼を受けるという建前になっている。 

                                                            
1 Mental Capacity and Deprivation of Liberty A Consultation Paper http://www.lawcom.gov.uk/wp-
content/uploads/2015/07/cp222_mental_capacity.pdf 
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もっとも，近年は身上監護に関する案件が増加し，それに伴いオフィシャルソリシター

の順番待ちリストの件数が飛躍的に増えていることから（重大な医療行為が差し迫ってい

るなど，案件によっては優先的に取扱うこともある），保護裁判所は家族を特別代理人と

して選任する傾向が寄り強まっているとのことである。しかし，家族は本人との利益相反

が問題となる可能性が高いことから，Jess 氏としては，IMCA が特別代理人になることを推

奨している（IMCA の保護裁判所への関与件数は増加傾向にあるものの，あまり積極的に裁

判に参加したがらないため，現在は意識を高めていくための活動を行っているところであ

る）。 

(3) 特別代理人としての具体的な活動内容 

・本人に 善の利益に沿った形で審理を勧める。 

・本人が自らの意思決定能力があれば，そのようにしたであろう意思決定を行っていく。 

・本件に関連する本人の希望や感情を裁判所に訴えかけていく。 

・審理が欧州人権条約 6 条（公正な裁判を受ける権利）及び第 8 条（私生活及び家庭生活

が尊重される権利）と乖離していないか，本人の希望や感情から離れていないかについて

疑問を投げかける。 

・（特に DoLS のケースにおいて） も制約の少ない選択肢が考慮されたかどうかを検討す

る。 

・仲裁役・調整役を担う（例えば地方自治体と家族が対立している中で，新しい風を吹き

込む。いつ裁判官に話をするか，どういうサポートがあればよいか等を検討し，審理をう

まくまとめていく。）。 

(4) 近年の動き：事前認証型特別代理人（Accredited Legal Representative，ALR）制度の

導入 

2015 年の保護裁判所規則改正により，2015 年 7 月 1 日より，事前認証型特別代理人

（ALR）という制度が導入された。従来は，本人が審理に参加する際には特別代理人をつけ

る（同候補者からの申請を受けて，その都度，裁判所が適任か否かの 終判断をするとい

うのが原則）という規定であったが，今回の改正法３A 条では，ALR は本人が審理に参加す

るか否かを問わず選任されうること，かつ，緊急時など LF を選任するプロセスを経る余裕

がない場合でも，裁判所が直接，特定の認証済ソリシターを ALR に任命できることとなっ

た。これまで以上に本人の実質的な参加を促すこと，及び従来の特別代理人(LF)との棲み

分けを図ること（ALR は比較的簡易なケースで，LF はより複雑なケースで利用されること

を想定）を目的としている。 

(5) 補足：保護裁判所への申立費用 

財産管理に関する意思決定内容の場合，本人が自己の財産（不動産，預金等）から，す

べての費用を支払う（裁判所手数料2，弁護士費用，その他）こととなる。一方，身上監護

に関する意思決定内容の場合には本人は負担せず，保護裁判所の審判に参加したグループ

がそれぞれ自己負担することが多い。お金がないから裁判所に行かない，ということを避

                                                            
2 保護裁判所の Web サイトによると，通常は一件あたり￡400（70800 円）とされており，収入等に応じ

て軽減，免除されうる。 
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けるためとされている。 終的には保護裁判所がそれぞれの負担額を決定することとなる

ため（MCA 第 55 条），例えば，一方の当事者（地方自治体の職員等）が２回連続不参加で

審理が進まなかったような場合には，他方当事者（家族，アドボケイト等）が審理の遅延

によりかかった費用を前者に負わせるということも可能である（同条第 6 項）。 

なお，本人の資力によっては，特に MCA の第 16 条・第 21 条ケースについては，リーガ

ルエイド（英国における法律扶助制度）が利用できる場合があるが，ケース・バイ・ケー

ス。とりわけジェス氏の法律事務所がよく取り扱う DoLS 案件については，比較的扶助が通

りやすいとのことである。 

 

５ 個別質疑応答（事前回答含む） 

【質問１】 

弁護士（ソリシター）は，どれくらい身上監護に関する deputy（法定後見人）の職務に関与

しているのか。日本では，成年後見人は，専門職であっても，財産管理のみならず身上監護も

含めて行うことが一般的であるが，イギリスではどうか。 

→前提として，イギリスにおける身上監護に関する法定後見人の絶対数は極めて少ない（目安

として，年間の法定後見人の割合としては，財産管理型は約 19000 件に対し，身上監護型はわ

ずか 190～200 件程度）。しかも，身上監護型のほとんどのケースでは，裁判所は家族を法定後

見人に選任している。専門職が就任する場合と比較して，報酬の支払いが不要な場合が多いた

めである3。 

【質問２】 

 一般の弁護士（ソリシター）は保護裁判所の 善の利益判断のための審理にどのようなきっ

かけで関与することが多いのか。 

通常は，本人の家族又は IMCA その他アドボケイト，ケアホームスタッフなどから相談が来る

ことがきっかけとなる。また，オフィシャルソリシターと提携しており，その案件が既に保護

裁判所に係属しているような場合には，保護裁判所から，オフィシャルソリシターを介して，

特別代理人を請負ってもらえるかどうかの打診が来る。 

【質問３】 

 特別代理人となった際の弁護士報酬についてはどの程度，及びどのように支払われるのか。 

通常，弁護士費用は本人の不動産又は（本人が受給可能であれば）法律扶助から支払われる。

費用については定型的に算定するのが難しいが，通常，1 時間あたり 20 ポンドから 40 ポンド

（3600 円～7200 円）で，10 時間～30 時間以上の関与となることが多いのではないかと思われ

る。 

【質問４】 

 現時点で，特別代理人になるための何らかの資格は存在するのか。 

                                                            
3 当職がこれまで調査した限りでは，日本の法定後見人に対する報酬助成制度（成年後見制度利用支援事

業など）と類似する制度はイギリス（イングランド及びウェールズ）には存在しない。 
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現時点では存在しないが，事前認証型特別代理人（ALR）制度が 2015 年 7 月より導入される

ことになるため，今後，弁護士会（Law Society）による，本人の意向や希望を適切に代弁する

ための技術に関する研修の提供及びその資格を確固たるものにするための認証システムの開発

が期待される。 

【質問５】 

 どれくらいの数の弁護士（ソリシター）が，MCA が規定する LPA（任意後見）や deputy（法

定後見）に関与しているのか。 

LPA の新規件数（全体）は，2013 年の場合，身上監護が約 700～800 件に対し，財産管理は約

34000 件。このうち弁護士がどれくらい関与しているかについては，正確な数字は把握できて

いない（通常，ソリシターは個人と直接 LPA を締結する，あるいは本人の家族から法定後見人

に就任するよう依頼されることが多いため）。 

【質問６】 

 精神的な障害を抱え，契約に対する意思決定能力に問題があると見られる人々は，日本にお

いては詐欺被害にあったり，ヤミ金の被害にあったりすることが多い。日本の成年後見制度の

場合，成年後見人は本人に代わって取消権を行使することができる（取消権とは，本人や相手

方当事者の同意・不同意にかかわらず，訴訟手続きによらずにその契約を取り消すことができ

るという，いわば成年後見人の「特権」のようなものである。）が，イギリスではどうなって

いるのか。特にソリシターとしてはどのようにしてこのような消費者被害に対応しているのか。 

イギリスにおける法定後見人としては，LPA やその他の書面で何らかの制約が設けられてい

るのでなければ，本人に代わって契約を取り消す（代理）権限がある（経済的虐待や詐欺被害

に関する調査を含む）。ただし，実際の契約を取り消せるかどうかは契約内容による。相手に

争われれば， 終的には裁判に訴えざるを得ない（筆者注：結論として，イギリスにおける法

定後見人は，日本の成年後見人のような取消権は存在しないものと解される。）。ソリシター

としては，契約の条項に取消の規定があるか，契約締結時に本人に当該契約についての能力が

あったか，などについて個別に検証することになる。政府の規定上，会社は内部統制規約（due 

diligence）をもたねばならないとされており，通常は，相手に意思決定能力あるかどうかを確

かめないといけない，という規定になっている。しかし，問題がある会社は，そうした規約を

守っていないのが実態。近年，特に問題となっているのは特にオンライン上の取引（オンライ

ンで簡単にお金が借りられるサービスが存在する）。 

【質問７】 

 日本の成年後見のような取消権がない状況下で，例えば，どのようにして消費者被害の予防

を図っていくのか。 

新たな消費者被害の予防の方法としては，例えばクレジットエージェンシー（信用情報機関）

に対し，自分のクライアントの名前をリストに入れてもらうことで，その後の被害が出ないよ

うにすることは可能。 

【質問８】 

 例えば，親族間の贈与契約などを利用した不当な経済的搾取については，どのように対応し

ているのか。取消権がないと，このような場合に覆せなくて困ることはないのか？ 
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親族間贈与に関しては，予防的措置として MCA 第 12 条においてかなり厳しい条件が課せられ

ている（筆者注：不当な財産搾取と判断された場合には，MCA 第 44 条によって懲役に服する可

能性もある。また，経済的虐待であるとの疑いがあれば地方自治体によるセーフガード（虐待

対応）案件の対象となりうる。）。なお，家族による経済的虐待がこの数年で激増。ラッシュ

判事も 近，贈与について厳しい判断を出している。 

【質問９】 

 日本では後見人による横領問題が発生しているが，イギリスではそのような問題は発生して

いるのか。その発生の予防及び発生した場合の対応措置としては，どのようなものがあるのか。 

イギリスでも後見人による横領は大きな社会問題となっている。 

まず，法定後見人が任命された場合には，保護裁判所が法定後見人を監督する。監督費用は

年間 320 ポンド（約 57600 円）で，本人の財産から支払われる。法定後見人は後見庁に対し，

年間報告書を作成し提出する。その年間報告書には，すべての収入及び支出，及び重大な代行

決定の内容にいたるまで詳細に記載する必要がある。後見庁は必要があれば法定後見人のとこ

ろに調査官を派遣し，すべてが順調に進んでいるかのチェックすることができる。そして，保

護裁判所がすべての法定後見案件が順調かどうか，あるいは何か問題がないかどうかを確認す

るため，後見庁の代表者は同裁判所に対して法定後見に関する報告書を提出する必要がある。 

次に，本人の財産補填の方法としては，法定後見に限定されるが，「セキュリティボンド制

度」というものがある。この制度は，本人の財産から一定額をボンド（保険料）として積み立

ておき，万が一，後見人等による横領等が発生すれば，そのボンド額に応じて設定された上限

額まで，後見庁と契約している保険会社が補填するという仕組みになっている（その後，保険

会社が求償手続きに入る）。本人の毎年の収支を考慮してボンド額が定められる。例えば財産

が 20 万ポンド（約 3600 万円）の場合，年間 200 ポンド（約 3 万 6000 円）。ただし，保険の上

限額は決まっているので，必ずしも全額戻ってくるとは限らない。 

一方で，任意後見（LPA）については，セキュリティボンド制度はなく，後見庁による監視・

監督機能も法定後見（deputy）に比べると弱い。年間報告書の提出も要求されない。もちろん，

弁護士としては後で問題を指摘されないよう，収支すべてについて明瞭にしておくことが LPA

として望ましい実践である。もし LPA に対する何らかの懸念があれば，後見庁に連絡し，その

懸念を伝えることが出来る。それに基づき調査が行われ，問題が発覚すれば，後見庁が保護裁

判所に訴えて，LPA を解除してもらう（視察 1 日目保護裁判所参照）。これが現時点では，LPA

の唯一の被害救済手段となっている。LPA は費用も安く，簡易・迅速というメリットがあるが，

初の登録時のチェック以外に監督の定めがない（さらに登録時のチェックについても緩い。）

という点が問題。あくまでも「本人が誰に頼みたいか。」という意思を尊重するというのが法

の趣旨ではあるが，あまりにも簡単に任意後見人を選任できるというのはセーフガードの観点

からは問題ではないかと考えている（例えば，現に経済的虐待を行っている家族が，本人に成

り代わって，オンライン上で「その家族を LPA として選任する。」として申し込んだとしても，

それをチェックする機能は現時点では存在しない。）。 
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4 人の女性弁護士（ソリシター）たちと活発な議論を交わす。   
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第７ メンタルヘルス財団（Mental Health Foundation） 

１ 訪問概要 

訪問日時 2015 年 4 月 23 日（木）午前 10 時 00 分～12 時 30 分 

訪問先 Mental Health Foundation（Colechurch House 1 London Bridge Walk London, SE1 

2SX） 

面談者 トビー・ウィリアムソン氏（Toby Williamson，Head of Development & Later Life） 

 

２ メンタルヘルス財団（MHF）はどのような活動をしているか 

UK 全土で活動している非政府組織（NGO）。いわゆる慈善団体であり，個人寄付，財団から

の寄付，政府から依頼されたリサーチなどの助成金などで運営。予算規模は，400 万～500 万ポ

ンド（7 億から 9 億円）。65 名のスタッフが働いている。高齢者や障がい者の置かれている社

会的な状況の調査や，サービスの開発，一般市民への啓蒙・広報活動に関する研究機関であり，

政策へ与える影響も大きい。認知症，精神障害，知的障害，年齢問わずカバーしており（認知

症高齢者，知的障がい者，精神障がい者などの 3 分野をすべてカバーする NGO は MHF だけであ

る），直接のサービス提供は行っていないものの，アドボカシーの活動に協力している。 

トビー氏の経歴であるが，元々は地域コミュニティで，サービス提供事業者のマネジャーを

していた。トビー氏は 2002 年から MHF のスタッフとなったが，自分の経験からも意思決定支援

に関する法制度に興味があった。2003 年に MHF は，他の慈善団体とアドボカシー・アクション

同盟という共同組織を立ち上げ（Advocacy Action Alliance（Voice Ability や POhWER のよう

な全国的な組織，Bristol Mind のような地域的な組織，それぞれの規模に関わらず，平等に意

見が言い合えるようにという趣旨で 40 団体により結成），MCA の立法の動きに関与することに

なった。そのときにトビー氏はアドボカシー・アクション同盟の代表となり活動していた。ま

た MCA が立法化されたあとも，施行までの間，法務省のアドバイザーとして働いていた経験も

ある。 

 

３ MCA 制定後の啓蒙・広報活動について 

MCA は，これまで，精神的な障害のある人の自己決定について，何も明文化されていなかっ

たところを立法化し，自分だけでは困難を抱えている人の自己決定をどうやって見い出してい

くか混乱している状況を改善するものであった。 

しかし，そもそも立法化の段階で，MCA が議会を通らないかもしれないという状況もあった。

特に終末期医療の意思決定について，安楽死を促進するものとして，教会関係者などから反対

運動があった。MCA に関わる職業についている人からは MCA は良い法律だと評価があるものの，

さらに改訂しようとするとまた協会関係者からの反発が予想され，邪魔が入る可能性がある。 

2007 年に施行され，8 年が経過しているが，MCA に対する認知度はまだ非常に低い。立法段

階では，全国に認知症高齢者，知的障がい者，精神障がい者，高次脳機能障がい者など 150 万



39 

人くらいの人たちが，この法律によって支援されるべき対象者と考えられており，さらにその

人の支援者 100 万人～200 万人も含めると，少なくとも 250 万人くらいはきちんと MCA を知っ

ている必要があるのに，なかなか正しい理解が広まらない。現在の認知症高齢者は，診断書の

ない人も含めて 80 万人いると言われ（そのうち 3 分の 2 がまだ自宅で暮らし，3 分の 1 が初期

の認知症と考えられている），それが 2025 年には 100 万人に増えると言われている。60 歳以

上の人にとっては，誰もが直面しうる問題であるため，もっと国民の意識レベルを上げるため

に全国で広報が必要である。 

このように国民に理解が広がらなかった背景として，MCA の立法は法務省が行ったが，広報

については保健省と法務省が責任を分担していたがために，啓発に関する焦点がぼやけてしま

ったことにあると思う。法務省は，弁護士等についてはよく周知し，保護裁判所や後見庁など

の主要機関を立ち上げたが，元々保健や医療に関わる関係者とのつながりがなく，上手く広報

活動ができなかった。また保健省の方は立法に関わらなかったので，MCA の十分な理解がなか

った。これに加えて，2007 年に政権交代し，政府予算が削られ，広報活動が後見庁に一本化し

てしまったことも，広報が不十分な理由としてあげられると思う。また精神保健法（Mental 

Health Act=MHA）という別の法律があることも大きい。その違いが何か分からず，混同されて

いる。本来は北アイルランドのように，両者を統合する立法をするべきと思う。 

MHF では，意思決定能力はどのようにしてアセスメントするのか，また MCA はどんな法律な

のかについて，様々な層の人たち（例えばマイノリティの人種など）が分かりやすいようなガ

イダンスを作成し配布している。たとえば知的障害のある人でも，MCA が何か分かりやすいよ

うに，いわゆる「分かりやすい版」（Easy Read Version（文字が大きく，イラスト入り）を作

成して配布している。このようなガイダンスは，MCA の関連団体によって配布され，ホームペ

ージからもダウンロードできるようになっている。現状では MCA に特化した NGO 等の団体がな

く，困ってもどこに相談したらいいかわからないのも問題だと思う。 

 

４ 2012 年報告書「MAKING BEST INTEREST DECISIONS」 

MHF は，ブリストル大学，ブラドフォード大学と共同で，2012 年に，MCA に関する「ベスト

インタレストに基づく意思決定（Making Best Interest Decisions）」という研究論文を発表

した。イングランドとウェールズを 4 つのエリアに分けた上でサンプリングを行い，インター

ネット調査（385 ケース），電話調査（68 ケース），インタビュー調査（25 ケース）をそれぞ

れ行った結果，40%の回答者が高齢者関係の支援を行っているとの結果であった。この調査報告

書を読むと，法が施行されたあとの様々な実践の問題点が浮き彫りになっている。 

(1) 5 原則の理解の不十分であること 

例えば，「5 原則をどうやって実践していけば良いかわからない」という回答が多かっ

た。例えば 5 原則において「unwise decision（賢明でない判断）」をしても，それだけで

意思決定能力がないとみなさないとされているが，現場では，「障害を持つ本人が思慮に

欠けるような判断をしようとしたので，ベストインタレストに基づく代行決定を行った。」

という明らかに MCA と反する回答が多かった。その原因としては，「unwise（賢明でな

い）」,「all practicable steps to help（実行可能なあらゆる支援）」などの単語の定

義が曖昧で，どうしたらいいかよくわからないままベストインタレストに基づき代行決定
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してしまっていることが考えられる。ある研修で，ベストインタレストを考える前に，意

思決定能力があるかないかのアセスメントをしなければならないと伝えたところ，受講し

ていた看護師から，「次のベストインタレストの会議に移るために，意思決定能力が「な

い」ことのアセスメントをしなければならないと思っていた。」と，完全に原則と例外が

逆転している反応が返ってきた。 

＜例＞認知症の女性で一人暮らしが困難で，自分の身を守れない，あるいは危険な人物が

家に訪ねてくる，なので，本人のベストインタレストを考えて，ケアホームに入れましょ

うという結論となっているものがあったが，これでは， 初からケアホームありきで考え

て，その代行決定を正当化するために MCA を利用しているだけではないか。安全性の判断

が優先されがちなのではないか。 

一方で，法律をよく理解し，実践している例もあった。従って，法律が悪いのではなく，

あくまで法の理解が進んでいないことが問題であると考えている。 

(2) 誰も意思決定者（Decision Maker）を引き受けたがらない事例があること  

MCA では，本人に意思決定能力がないと言うことになると，誰かが意思決定者になって，

本人のベストインタレストに基づく代行決定を行うことになるが，誰が 終的な意思決定

者なのかが不明確というケースもあった。特に複雑なケースでは，難しいこともあるかも

しれないが（例えば退院して施設に入るという状況の下では，医者は退院については意思

決定者になれるが，施設の入所は地方政府・自治体のソーシャルワーカーが担当するため，

決められない）， 善の利益会議に出席した人が，なんとなくベストインタレストはこれ

だと合意しながら，責任をとりたがらず，誰も本人のための意思決定者にならない。たと

えば，出席した人が，自分は決められる立場にないので上の立場のひとに決めてもらう等

と言って，会議に出ていない人に任せ，責任を押しつけてしまうこともあった。 

もちろん，一人だけに意思決定者を決めるのが一番いいとは限らず，難しい決定につい

ては，皆で話し合って共同の意思決定の方がいいという場合もあり得る。しかし，一方で

MCA 第 5 条による免責条項が存在していたとしても，事実上の批難を逃れたいという気持

ちから 終決定者になりたくないという傾向は特にソーシャルワーカー系に多い。彼らは

これまで代行決定をすることに慣れていなかったということも影響している。 

(3) ベストインタレストに基づく決定を実行支援する者がいないこと 

また，ベストインタレストの内容が決まっても，これが実際に実行されないケースも見

られた。たとえば退院して自宅に戻るのがベストインタレストだと言うことになっても，

それを実行する予算や社会資源がない場合，あとから自治体のソーシャルワーカーが，お

金がないのでケアホームに入れてほしいなどと言い出す場合もあった。 

イギリスでは医療サービスは無償であるが，福祉サービスは有償である。資産がない場

合には，地方政府のソーシャルワーカーがすべて段取りを行うが，お金がある人の場合は，

これを実現するのに，すべて自己責任でしなければならない。例えば財産管理が必要なら

法定後見人などによって財産管理の支援を受けながら，後見人が，本人が自宅に帰るため

の準備をする人を雇用して行わせる（法定後見人が段取りはしない）。どうやって，ベス

トインタレストを実現するかについては MCA には書いておらず，やはり誰も責任をとりた

がらない問題がある。 
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(4) 意思決定能力がある状態で，ベストインタレストに基づく代行決定が行われているケー

スもあること 

今回の調査において，ベストインタレストに基づいて代行決定を行ったという回答のう

ち 10 件に１件は，「実は本人に意思決定能力があったと関係者は思っていたというケース」

であったことが判明した。すなわち，本人の意思決定能力がないとはアセスメントされて

いないのに，ベストインタレストに基づく代行決定が行われていたということになる。本

人に意思決定能力があれば，本来は本人が自己決定すべきことであり，MCA が正しく運用

されていないことが，この点からもうかがい知ることができる。 

(5) 結論 

本件調査に関する MHF の結論は，法律は非常によくできており，上手く使えば効果が期

待できるが，医療・福祉関係者の意識があまりに低く，法律を活用できていないというこ

とである。従って法改正までは必要ないが，法律の運用の改善は求められていると考えて

いる。行動指針も，MCA の施行前につくられたものであるので，意識を高めていくために

も，MCA 施行後の事例も入れて変更すべきと考える。ただ，政府はなかなか動かない。MFH

では，MCA の広報に力を入れていく方針であり，オンラインで，意思決定能力のアセスメ

ントや，ベストインタレストのアセスメントがきちんとできているか確認できるツールを

作っている。 

市民後見や法人後見のような法定後見人（deputy）の受け皿を作る活動はあまりないが，

近，1 つの団体が Deputy を派遣するという活動を行っており，今後推薦団体が増えて行

く可能性がある。 

 

５ 感想 

法施行後 8 年が経過しても，なおまだ医療福祉関係者の間に浸透していないという事実は驚

きであった。特に，「unwise decision」がすなわち，「lack capacity」とは評価されないこ

とや，「lack capacity」と評価されて初めてベストインタレストの議論がなされること等につ

いては，法の建前と実務の本音が乖離している実態を示しているし，また誰も「decision 

maker」になりたがらないとか， 善の利益会議で決まったことを実現する人がいない等の問題

は，日本で MCA を導入するときに，同様に問題になりそうな事項であると感じた。 
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トビー・ウィリアムソン氏と一緒に 
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第８ ソーシャルケア評価機構（スカイ） 

Social Care Institute for Excellence (SCIE) 

１ 訪問概要 

訪問日時 2015 年 4 月 23 日（木）午後 2 時 30 分～3 時 55 分 

訪問先 Social Care Institute for Excellence 

2nd Floor, 206 Marylebone Road, London NW16AQ 

面談者 ヒュー・コンスタント氏（Hugh Constant，実務開発マネジャー） SC（ソーシャルケ

ア）の経験あり。 

     パトリック・ホール氏（Patrick Hall，実務開発マネジャー）政策調査担当。SC の

経験あり。SC の時には地域でサービス事業者との契約を担当していた。 

     ロイジン・ジョエル氏（Roisin Joel, マーケティングコミュニケーションマネジャ

ー） MCA の広報活動にも関っている。 

     キャサリン氏（Catherine, 文部省に所属。この日はスカイにコミュニケーション活

動の見学の為に来た。 

     スティーブ・パルマ－氏（Steve Palmer, 広報課長）新聞・各種メディアへのプレ

リリース担当。 

２ SCIE(スカイ)の概要 

(1) 歴史 

2001 年設立。それ以前に存在していた国立ソーシャルワーク機構（National Institute 

For Social Work= NISW）が前身。スカイ自体はチャリティー団体として登録されており，

保健省（Department of Health=DH）からの資金提供を受けて設立された第三者機関（第

三セクター）。支援に関する良い事例（望ましい支援のあり方）を発見し，国内の福祉セ

クターへ周知することが役割。MCA に関する幅広い情報を蓄積し，教育ツール・啓発ツー

ルの開発なども行い，そのウェブサイトには，多くのビデオなどのツール・情報が掲載さ

れている。略して SCIE（スカイ）と呼ぶ。 

SCIE はソーシャルケアに着目している。SCIE と比較すると，国民保健サービス （NHS）

配下の特別保健機構（special health authority）の一つである，国立医療技術評価機構

（National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE）はソーシャルケア

（Social Care）に対する意識が低い。また，ソーシャルケアという概念自体もソーシャ

ルワーク（Social Work）と比較すると注目度は低かった。 

※ソーシャルケア（Social Care）とは，ソーシャルワーク，パーソナルケア，虐待保護，ソーシャ

ルサポートに対するニーズがある（あるいはリスクがある）子どもや成人，病気・障害を持つ人，

高齢者，貧困者等に対して提供されるサービスの総称。 

 ※ソーシャルワーク（Social Work）は，イギリスにおいては一つの学位であり，学位取得後の学

生は地方自治体（Local Authorities= LA）にソーシャルワーカー（Social Worker）として雇用

されることが多い。支援ニーズのある人に会って，アセスメントし，サービスをアレンジ，そし

てサービスを提供する手続を行う。 ソーシャルケアの一部。 
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(2) 目標 

ソーシャルケアに関する良い事例を調査し，それを周知するための啓蒙活動を行い，活

用してもらうこと。 初のころは，大学などに調査してもらい，100 頁位の報告書を作成

した。しかし，そのような長い報告書は誰も読まないことが分かったので，早く，気軽に

活用することができるよう，現在では，ビデオ作成，オンライン上のツール開発が中心と

なっている。 

(3) 陣容・組織・予算 

① 65 人のスタッフ，以下の３つのエリア 

ア デジタル・事務 ウェブサイト作成，団体の予算管理 

イ ソーシャルケアに関するコラボレーションセンター（NICE Collaborating Centre 

for Social Care=NCCSC）と協力しながら，ソーシャルケアの情報収集，宣伝，児童の

ネグレクト，成人移行期支援。この分野は開発に時間がかかる 

ウ 実地担当 ⅰ研修の提供，ⅱコンサルタント，アドバイス，ⅲ啓蒙広報活動，ガイ

ドブックや映像作成，ⅳ法律を実行に移すために地方政府へアドバイス 

② スタッフの元職業・背景 

ア デジタルコーポレートは司書，ウェブデザイナー，経理担当者など 

イ NCCSC は研究員など 

ウ 実地担当者は，元ソーシャルワーカーが多い 

③ 予算 

ア 520 万ポンド（約 9 億 3600 万円，内 320 万ポンドはスタッフの給料）ほとんどは政

府からの予算。そのほとんどはイングランドから。少しはウェールズ，北アイルラン

ドからも。スコットランドには別の組織があるため，スコットランドは SCIE にお金を

出していない。 

イ 内訳 

160 万ポンド：NCCSC の運営のために政府が割り当て   

220 万ポンド：DH から約 3/4。ほとんどイングランドから（大人対象のソーシャルケ

ア予算から出ている。子供を対象とするソーシャルケア予算は文科省か

ら） 

140 万ポンド：研修費などでの収益 

 

３ MCA との関わり 

(1) 政府と広範囲の契約をし，MCA の理解を促すためのツールをこちらで作っている。MCA の

全項目についてまとめた資料の発行，オンラインで学べるイーラーニングサービス，ビデ

オ，研修等。自治体，病院（NHS）が上手く MCA を生かせているのかを自己評価するものた

めのツールも作り，提供している。 

(2) 問題点 

① パターナリズム（いかにリスクを避けるかを 重要課題にする考え方）：支援者が慣

れていないのは「賢明でない決断」に対する考え方。例えば， 
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医療，福祉関係者が障がい者に対し，自分たちの方が分かっているとして，リスクを

避ける決定をする 

よりよく人生をコントロール，選択するためのサポートは二の次で，リスク回避こそ

が優先されるべき。 

賢明でない決断は，結局は，本人のためにならないだろうと考えてしまう。 

② スタッフの問題 

  スタッフの入れ替りが激しい。介護士があまりにもすぐにやめてしまうので，研修が追

い付かない。 

  3 万 3000 人の介護士を派遣する事業者がいるが，低賃金，人から尊敬されない →人手

不足。 

③ ソーシャルケアの分野では MCA は認識されている。しかし，財産管理の法定後見

（deputy）がかかわる銀行，不動産管理の業界や，時には関るべき警察，医療施設などに

知識が及んでいない。他の業界も含めて MCA について知っている必要があるのに十分に広

められていない。 

(3) 2014 年 MCA に関して 2 つの大きな出来事 

① 国会の上院で MCA がどのように実施されているかという調査委員会が設立され報告書

が発表された（イギリス調査資料 08-1 参照）。 

その内容は， 

ア ソーシャルケアの分野においては，MCA の認識は一応されている。しかし，上手く

運用されているとは言い難い。 

イ 医療分野においては，十分に認識されているとはいえない。 

ウ 警察・銀行においては，まったくと言っていいほど認識されていない。  

報告書に対する政府側の回答は，「MCA は素晴らしい法律だが，国民の認知，認識不

足により，様々な問題を引き起こしている。」→政府から SCIE に「もっと頑張れ」「啓

蒙せよ」という要請があった。 

② イギリスの 高裁での DOLS の定義に関する判断が下された（チェシャウェスト判決，

2014 年 3 月） 

どのレベルなら，その人の権利を奪って自由を拘束していることになってしまうのか，

の基準がはっきりしたことにより，ソーシャルケアの分野でのパニックが起こった。つま

り，本人の危険回避のために自由を制限したり身体拘束を行ったりしてきたが，その大半

が 高裁の判断によれば違法とされる可能性が高まった。結果として，知的，精神障がい

者の人権の確立のために重要な仕事がかなり増えた。施設収容を許容できるレベルが狭ま

った。 

③ この二つの出来事がきっかけで SCIE の仕事がかなり増えた。①の上院レポートは，

「DOLS について，もっとシンプルにすべき。」としており，法改革委員会（Law 

Commission）で見直しのためのドラフトレポートの作成中。意見書を求められたら，SCIE

からも意見書を提出することになるだろう。 
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４ アドボカシー，アドボケイトについて 

(1) 独立意思代弁人（Independent Advocate）による支援：法に権利として規定されている 

特に地方政府に深く関係する。ケア法によって，独立アドボカシーを受ける権利がある

と明文化された。 

これまでのソーシャルケアに関する細々とした法律をまとめた決定版が，ケア法。 

成人のソーシャルケアに関する地方政府の負う義務と個人の権利が明確化された。 

(2) スティーブ氏の発言 

ケア法ができる前の出来事だが，ジューンさんに関する記事を書いた。その記事の内容

としては，アドボカシーの大切さを強調するものであり，「ジューン（女性）は仕事して

いた。ある日突然，精神状態を理由に拘束，施設に強制的に入居させられた。誰にも相談

できず，助けてくれる人もいなかったので大変苦労した。そのとき，アドボカシーがあれ

ば私は助かっていたはずだ。」というものだった。 

(3) アドボケイトには４種類ある 

① MCA で利用できるアドボケイトは，IMCA 

② MHA（精神保健法）で利用できるアドボケイトは，IMHA 

③ ソーシャルケアにおいて利用できるアドボケイトは，ICAA（ケア法に基づく独立意思

代弁人） 

④ NHS のサービス内容について苦情を言うためのアドボケイトは，ICAS（2012 年健康と

ソーシャルケアに関する法） 

(4) アドボケイトのためのトレーニング 

・国家資格（シティ・アンド・ギルズという民間団体が管理・認定）がある。保健省（DH）

との共同開発。 

・アドボケイトには，広範囲のスキルが求められる。本人の趣味の把握，広範囲の人と関

るため。本人の意思，好み，意向をどのように代弁するか，支援するか，本人の関係者と

どのようにコミュニケーションをとっていくかが問題。 

・それぞれのタイプのアドボカシーに応じたトレーニング課程となっている。まずはコア

科目として，一般的な独立アドボカシーを学び，次に専門科目として，それぞれのアドボ

ケイトに特化した内容を学ぶ。 

・ケア法が施行されたことに伴い，ソーシャルケアに特化したアドボケイト養成のための

モジュールを開発中（付録参照）。 

５ 懇談・質疑 

１ スーリーさんところで見た，鳥に関するビデオ映像について話題が及んだ。そのビデオも

SCIE で開発したものだという。SCIE のウェブサイトで見ることができ，会員登録すればダウ

ンロードフリー。役者を使ったり，アニメを使ったりしている。開発したビデオは多数。な

お，ユーチューブにも他国語をつけて誰かがアップしている。 

様々な資料や映像を，ウェブサイトから見られるようにしている。 
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２ 意思決定支援（Supported Decision Making）について 

政府から，MCA を用いて意思決定支援に取り組んでいる好事例を集めてほしい，との要請

があり，調査を行ったところ，意思決定支援の考え方や実践に大きな溝があること，意思決

定支援の努力が欠けているということに気付いた。率直にいえば，意思能力の有無について

アセスメントを行っていない段階（すなわちベストインタレストに基づく代行決定に移行す

る前段階）における意思決定支援が完全に欠落している。意思決定能力に欠けると判断され

る前の段階であっても，意思決定支援が必要な場面は多いはずである。 

 

３ 「賢明でない選択」に関して，例えば，本人の浪費，生活の危険を心配して，支援者が本

人の賢明でない選択を支援できないということはないのか？ 

(1) 傾向としては，パターナリズムの観点から，支援者が，「我々の決定の方が賢明である」

として本人の意思を尊重しないことが横行している。質問にあるような場面では，本人が

賢明でない判断をしようとした場合，支援者は，様々な判断材料を提供して本人の気持ち

が変わる可能性がないかを確かめるものの，それでも本人の気持ちが変わらないのであれ

ば，本来なら，本人の好きなようにさせるしかない。しかし，実際には，本人に意思決定

能力がないものとして，彼らの「賢明な判断」に基づき，代行決定を行っているのが実態。 

① 例えば，自閉症の人がワシントンでのゲームイベントに行きたい，という場合 

本人に犯罪歴があった。それを隠して渡米すれば，アメリカの税関で止められ，逮捕

される可能性もあった。本人には，そうなれば刑務所に行くことになるかもしれないよ

と，と刑務所の写真も見せて説明し，説得しようとしたが，本人が聞き入れなかった。

それならば，好きにやらせるしかないと思っていたが，結局，お金がなかったからワシ

ントンには行かないことになった。 

② お金の浪費に関して 

人は例えば「１か月分の給料を一晩で使いたい」と思うこともあるでしょう。誰であ

っても同じように本人にも好きにする権利がある。しかし，それで 1 か月分の生活費が

本人に無くなった場合には，特にそれが障がいを持つ人の場合には，本人へのダイレク

ト・ペイメントは自治体の判断により停止され，その後は自治体がヘルパーなどに費用

を支払うことになる。 

(2) ダイレクト・ペイメントについて。例えばダイレクト・ペイメントで得たお金をほかに

使ってしまったら？ 

① ダイレクトペイメント（本人に直接支払う制度）は特殊なお金。必要な介護やサービ

スのために割り当てられたもの。その人のお金ではない。したがって，必要な介護やサ

ービスに適切に支払いがなされていない場合には，本人への支給はストップする。その

後は，自治体がサービス提供事業者に支払う形になる。 

本人が無駄使いしたお金を回収しようとするケースもあるが，多くはない。政府はダ

イレクト・ペイメントが奨励しているが，それは，本人が与えられたお金をより効率よ

く使っているように見えるから。ダイレクト・ペイメントは，より本人のニーズに合わ

せた支援サービスであるといえる。 

② なぜ，ダイレクト・ペイメントを利用した方が，効率的にお金を使うことになるの

か？ 
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パーソナルアシスタント（PA）をつけて，その人のアドバイスで，予算をやりくりし

ながら，自分の好きなサービスだけを選ぶ。自分で選び取っていく。 

③ ヘルスケア（パイロットプロジェクトスキーム） 

ダイレクト・ペイメントによって本人に渡されたお金を本人がジム，レジャーに使う。

それによって健康が保たれれば，医療費節減となるのではないか，それをパイロット事

業として行っている例もある。 

 

 

 

実務開発マネジャーのヒュー・コンセンス氏から話を聞く。 
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第９ サロック・ライフスタイル・ソリューションズ 

（Thurrock Lifestyle Solutions） 

１ 訪問概要 

訪問日時 2015 年 4 月 23 日（木）午前 10 時～午後 5 時 

2015 年 4 月 23 日（金）午前 10 時～午後 1 時 

訪問先 Thurrock Lifestyle Solutions（以下「TLS」と表記する） 

（34 Derry Ave. South Ockendon, Essex RM15 5DL） 

進行役 キャロリン・レーン氏（Carolyn Lane） 

マイク・ドーガン・ターナー氏（Mike Doogan Turner） 

 

２ ワークショップ(ALL ABOUT MEセッション)１日目概要  

(1) はじめに 

基本的な２つ考え方について 

○EVP＝Equal Value Partner（対等なパートナー） 

○PCP＝Person Center Plans（本人が主役） 

(2) カバー（Cover） 

① 作業内容 

白紙のノートカバーを自分の好きなもので埋めていこう。 

② 趣旨 

自分が好きなものを他人に伝えることで，もっと自分のことをよく知ってもらおう。 

③ 作業 

雑誌や新聞から自分の好きなものを探して切り取り，白紙のノートカバーに貼り付け

ていく。絵や文字を書いてもよい。 

④ 発表（抜粋） 

○クリス（Chris）さんの発表 

・バーガーとフライドポテトが好きです。 

・パブでのダーツが好きです。 

・ビールが好きです。 

・青いゴミ箱が好きです。 

※クリスさんのノートカバーは以下のとおり。 
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⑤ 補足 

クリスさんは，ゴミ収集の仕事をしており，青いゴミ箱の収集を担当している。その

ため，青いゴミ箱が好き。 

クリスさんのキーワーカーのダニエル（Daniel）さんは，昔はバンドを組んでおり，

日本でも講演をしたこともあるという経歴の持ち主。現在は TLS のスタッフで，クリス

さんとは週 3 日ほど関わっている。 

(3) タイムライン（Time Line）【過去】 

① 作業内容 

生まれてから現在までの出来事を書いてみよう。 

② 趣旨 

過去を振り返ることで，自分のことをよく知ろう。 

③ 作業 

以下の線上に，いろいろな出来事，その時に好きだったことなどを時系列に従って書

き込む。 

 

 

  Day of Birth                                                                    

Today 

 

④ 発表（抜粋） 

○ジャッキー（Jackie）さんの発表 

・私は，○年 8 月に生まれました。 

・お父さん，お母さん，お姉さんの 3 人家族でした。 

・小さい時にこの街に移り住みました。 

・その後，学校に行きました。高校の時の好きな科目は数学です。 

・料理やコンピューターの勉強もしました。 

・ボウリングやビンゴが好きです。 

・1997 年にジャック（Jack）と結婚しました。 

・ジャックは亡くなりましたが，いつ亡くなったかは覚えていません。 
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・映画も好きで，2 週間に 1 度は映画館に行っています。 

・朝のコーヒーも大好きです。 

⑤ 補足 

ジャッキーさんは，進行役のマイクさんと一緒に発表を行ったが，マイクさんはジャ

ッキーさんの生まれた年をごにょごにょとつぶやく心遣いも。 

ジャッキーさんが好きな科目が数学であったと説明すると，進行役のキャロリンさん

から「だからビンゴが好きなのね」などのコメントが入りながら，和やかに進行してい

く。 

ワークショップ終了後，キャロリンさんは，ジャッキーさんにとって，夫が亡くなっ

たという事実はあまりに辛い体験であるがゆえに，いつ夫が亡くなったのかを思い出せ

ないのであろうとコメントしていた。 

(4) ポジティブワード（Positive word） 

① 作業内容 

ポジティブな単語をみんなで集めてみよう。 

② 趣旨 

ポジティブな言葉を使って，気持ちもポジティブになろう。 

③ 作業 

各自思いつくままに単語を列挙する。 

④ 発表 

A  Amazing， Accessible，Awesome 

B  Beauty 

C  Clever， Communicate 

D  Determination， Develop 

E  Enjoy 

F  Fun 

G  Good 

H  Handsome， Happy 

I  Individual， Independent 

J  Joy 

K  Kindness， Knowledge 

L  Lunch， Love 

M  Magnificent， Marvelous 

N  Nice 

O  Options， Open-minded， Opportunity 

P  Positive 

Q  Question， Quality， Query 

R  Responsibility， Respect， Robust， Relax 

S  Support 

T  Talking 

U  Understanding 

V  Versatile 

W  Work， Well-being 

X  eXciting 

Y  You 
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Z  Zest， Zeal 

 

※実際の様子は以下のとおり。 

 
 

(5) タイムライン（Time Line）【未来】 

① 作業内容 

現在から 5 年後まで，移動（主に公共機関利用による移動のこと，travel），社会性

（socializing），仕事（work），教育・スキルアップ(education＆new skill)，健康

（health＆well-being），居住環境（house≒move to property），信頼関係

（relationship），金銭管理（finance）に関することなどを中心に，やってみたいこと，

予定していること，目標などを書いてみよう。 

② 趣旨 

自分がやってみたいことを考えてみよう。 

③ 作業 

以下の線上に，時系列に従って書き込む。 

 

 

  Today（2015）                                                            2020 

 

④ 発表（抜粋） 

○デービッド（David）さんの発表 

・映画やオペラ鑑賞のために劇場に行きたいです。 

・バスや電車などの公共交通機関に乗りたいです。 

（電車やバスに乗っている人たちと交流するのが好きです。） 

・遠くに住んでいるお友達に 1 年に 1 回くらいは会いに行きたいです。 
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・他にもいろいろとやりたいことがあって書ききれないです。 

・パソコンなどのテクノロジーをもっと使えるようになりたいです。 

・感情をコントロールできるようになりたいです。 

・好きな女の子がいます。 

○竹内弁護士の発表 

・10 月 1 日に日本でシンポジウムがあります。イギリスの MCA をモデルにした意思

決定支援モデルを作りたいと考えています。 

・イタリア料理が好きなので，生パスタを作ってみたいと思います。 

⑤ 補足 

デービッドさんは，音が耳に入るとすぐにそれを覚えてしまうので，「おはよう」

「さようなら」などの日本語もすぐに覚えて使えてしまう能力の持ち主。音楽が大好き

で，自慢のオペラもアカペラで披露してもらった。パスタ作りも得意だそうで，キャロ

リンさんから「竹内弁護士に是非生パスタの作り方を教えてあげて」とのコメントもあ

った。 

デービッドさんのキーワーカーのロバート（Robert）さんは，イタリア出身。オペラ

が好きなデービッドさんとの相性を考慮してキーワーカーを担当するようになった。 

(6) パーソナル プロファイル（Personal Profile） 
① 作業内容 

「好きなこと（もの）」「嫌いなこと（もの）」「助けが必要なこと」「お願いした

いこと」「コミュニケーションの仕方」「趣味や興味があること」「これまでの功績」

「今後のプラン・ 終目標」というそれぞれの項目を整理してみよう。 

② 趣旨 

自分の好きなもの，嫌いなものを整理して，自己分析をしてみよう。 

③ 作業 

personal profile（p20）に項目ごとに書き込んでいく。 

④ 発表（抜粋） 

○バーロン（Baron）さんの発表 

「好きなこと（もの）」 

・新しいアクティビティ 4をするのが好きです。 

・周りに人がいる状況が好きです。 

・トットナム（フットボールクラブ）が好きです。 

「嫌いなこと（もの）」 

・うるさいところ，混雑しているところは好きではないです。 

・犬も好きではないです。 

・命令されたり，偉そうにされたりするのは嫌いです。 

「助けが必要なこと」 

・一人でショッピングをするのは心配なので，誰かについてきてほしいです。 

「お願いしたいこと」 

・自分の話を聞いてほしいです。 

・偉そうにされるのは嫌です。 

                                                            
4 ワークショップ２日目「４ ステップ③ ～アクティビティに参加していろいろ学ぼう」を

参照。 
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○蒲田弁護士の発表 

「好きなこと（もの）」 

・失敗しても次は失敗しないぞと思うことです。 

・人をすぐに許してしまうことです。 

「嫌いなこと（もの）」 

・ショッピングモールに行くことです。 

・猫が嫌いです。 

「助けが必要なこと」 

・通訳さんの助けが必要です。 

「お願いしたいこと」 

・私が本を読む時は声をかけないで下さい。 

「コミュニケーションの仕方」 

・同じ趣味（サイクリング）の人とお話したいです。 

「趣味や興味があること」 

・自転車で走ることです。 

・本を読むことです。 

「これまでの功績」 

・障害を持っているお子さんがいる親御さんと一緒に，親御さんが亡くなった後に

助け合いができる団体を設立して，その活動が軌道にのったことです。 

「今後のプラン・ 終目標」 

・仕事を引退してゆっくりした時間が過ごせるようになることです。 

・英語が相当程度話せるようになりたいです。 

⑤ 補足 

ワークショップの 1 日目は終了し，各自解散した。 

 

３ ワークショップ(ALL ABOUT ME)２日目概要 

(1) はじめに ～ キャロリンさんから 

① 金曜は楽しみ。明日からお休みだから。でも，今日一日頑張りましょう！ 

昨日は，皆さんに自分のことを話してもらいました。現在のこと過去のこと。自分が

思っていたより良かったのでは？自分の生活をより良いものにするには，現在のこと過

去のこと見つめ直すことが必要ですね。そのとき，ポジティブ・シンキング（positive 

thinking） が大切です。ポジティブ・シンキングがポジティブな行動につながります。 

さあ，今日は，自分の将来のことを考えていきましょう。 

② 補足 

どんなときも EVP と PCP が基本であることがわかるように， 後まで，この二つのキ

ーワードとしてホワイトボードに残していました。 

基本的な二つ考え方について 

○EVP＝Equal Value Partner（対等なパートナー） 

○PCP＝Person Center Plans（本人が主役） 

1 日目は，皆さんの発表がメインとなるプログラムで，アクティブなものでした。しか

し，2 日目は，皆さん自身が将来のことを考えることがメインとなるプログラムであり，
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キャロリンさんが皆さんに大切なことを説明する時間が多く，体力や集中力に配慮し，

プログラムの時間は短めに（半日）設定されています。 

(2) ステップ①～目標達成に向けてやるべきことを考えよう 

① 趣旨 

「なりたい自分」を考えるとき，達成したことがわかるような具体的な目標を掲げる

ことが重要である。「自立する」とは，「すべてを自分でやること」ではなく，「誰か

のサポートを受けて自分でやる」（社会的自立）をいう。 

② 具体例 ～「一人でバスに乗ってある場所に行く」ことを考えてみよう。 

まず，ⅰバスカードを入手する。その前に，バスカード申込書を作成する必要がある，

その申込書を市役所に取りに行く，一緒に市役所に行ってくれる人を探す，申込書作成

のため ID を把握したり顔写真を用意したりすることも必要である。 

次に，ⅱどこに行くか，目的地を決める。どこに行きたいかを決め，乗車・降車のバ

ス停を調べる，路線や時刻表を調べるなど，バスの情報を把握する。 

ここまで準備ができたら，ⅲ実際にバスに乗る練習をしよう。１人で自信を持って目

的地までバスで行けるようになるには，時間がかかる。初回は，誰かと一緒に行っても

らう。何番目の停留所で降りるか（何回停まった後で下りるか）を判断基準にすると混

乱しやすいため，乗車場所と降車場所を覚えるようにしよう。慣れてきたら，乗車場所

までは付き添ってもらい，降車場所に先回りして待っていてもらう。そうすれば，移動

中は一人でバスに乗れたことになり，自分の自信につながる。 

こうして，一人でバスに乗れるようになったら，④例えば，携帯電話を持つ，待ち合

わせ場所を決めておくなど，緊急事態に備えた対応策も怠らないようにしよう。常にう

まくいくとは限らないため， 悪の事態も想定して，バックアッププランも考えておく

必要がある。 

このように，新しいことを始めるときは，具体的な目標を立て，具体的なタスク（小

課題）を考えることが重要である（課題の細分化）。 

③ 今後の流れ～目標達成確認の仕組みと意義 

達成したい目標（なりたい自分）とそのためのタスク（小課題）を書いて提出する。

６週間後に，ファシリテーター 5から本人にはがきを出し，自分の目標達成度を確認する

仕組みを取っている（リマインド）。これは，ワークショップが終わり日常生活に戻る

と，日々の生活に気をとられてしまうので，自分が掲げた目標を達成できているかを確

認してほしい，一度決めたことをやり通すことを大切にしてほしいという意味がある。

今後は，3 か月に一度のリマインドする方法に変更していきたい。 

TLS は，小課題の達成手段として，時間とスタッフを用意する。目標達成のために必要

な支援をするというスタイルを取っている（本人の自立のためには，過剰支援はしない

という趣旨と思われる。）。 

(3) ステップ②～目標達成のためにすべきことを意識しよう 

① 趣旨 

目標達成にあたっては，自分の位置を確認しながら，「なりたい自分」に近付こう。 

② 具体例 

移動（travel），社会性（socializing），仕事（work），教育・スキルアップ

(education＆new skill)，健康（health＆well-being），居住環境（house≒move to 

                                                            
5 TLS への質問 Q５参照。 
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property），信頼関係（relationship），金銭管理（finance）など，目標達成にあたっ

ての自分の現在の位置（達成度）を視覚的に確認することが重要である。0～5 までの 6

段階にランク付けする（outcome star）。 

 
例：階段のないアパートに住みたい。 

factors now now goal future
travel     
socializing 感情のコントールが苦⼿ ２ 感情をコントールできるようにす

る 
５ 

work     
education     
health(wb)     
move 
to property 
(居住地選
択） 

アパートの２階に居住（階
段のみ） 
Living in(first floor frat 
and suffering with pain 
when climbing stairs) 

３ エレベーター付きのアパートに
住みたい 
Living in property 
with no stairs 
 

５ 

relationship     
finance 貯⾦がない １ ○○のため貯⾦をする ５ 

 

③ 補足 

目標達成のために，そして，目標達成に少しでも近づくために，日頃から，どんなこ

とができるのか考えていこう。 

一方で，自分の今の状態を維持するために，どのようなサポートが必要かを考えるこ

とも重要である。年齢を重ねるにつれ能力は自然と低下していくことは避けられないか

ら，何年経ってもニーズが変わらないということも重要なことである。子どもの頃はサ

ポートの必要度が高く，大人になるにつれ，サポートの必要度は少なくなり，また，高

TRAVEL

SOCIAL

WORK

EDUCATIONAL/
NEW SKILL

HEALTH/
WELL BEING

HOUSING

RELATIONSHIP

FINANCE

OUTCOME STAR

now

goal
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齢になるにつれ，再びサポートの必要度が高くなる。これは，障害の有無を問わず，誰

でも同じである。 

ポジティブ・シンキング（positive thinking），自分は成長しているという意識を持

っていることが重要である。「目標達成に近付いている」という感覚を大切にしよう。 

(4) ステップ③～アクティビィティに参加して色々学ぼう 

① 趣旨 

現在，２０１５年６月１日から始まるプログラムの草案を検討している。 

四つの地区（アクティビィティ施設）（各地区の頭文字：Ｇ，Ｓ，Ｏ，Ｔで表記する）

で，午前 10 時～12 時，午後 1 時～3 時，午後 4 時～7 時の三つの時間帯に行う様々なア

クティビィティ（日中活動）に参加することができる。新しいものを提案することもで

きる。全部で 20～25 個のアクティビティがあり，メンバーは，8～10 人である。8 週間，

目標を持って臨み，目標を達成することが重要である。 

どのアクティビィティ（日中活動）に参加したいのかを，自分で考えて自分で決め，

実際に参加して，色々なことを学ぼう！ 

② 具体例 

ｍusic，sewing，cooking，craft，sports，local history，exercise，dance，drama，

knitting，film club，singing，board games など 

 
時間帯 G 地区 Ｓ地区 Ｏ地区 Ｔ地区 

am１０-１２ activities activities activities activities 

pm１-３ activities activities activities activities 

pm ４-７ activities activities activities activities 

 

例えば，演劇（drama）クラブの場合，台本，衣装の準備，小道具の準備，練習にそれ

ぞれ４週間くらいかかり，お披露目には１週間くらいかかる。状況や課題に応じて臨機

応変に対応しなければならない。 

③ 選択基準のアドバイス 

新しいことを始めるには，何段階ものステップが必要である。試行錯誤により，良い

ものを作っていくことが必要である。そのためには，他の人と上手にコミュニケーショ

ンをとることが重要である。 

この機会に自分が得られるものは何かを意識しよう。得意なものを発揮して貢献しよ

う，お互いをサポートし合おうなど，いろいろなことを考えよう。楽しむ，社会性を身

につけること，達成すること・達成感，新しい人々との出会いを求める，友情や信頼関

係を作る，自分にご褒美をあげる（自己評価を高める），いずれも重要な要素となる。

トレーニング的な要素があるものを取り入れることも必要である。また，サポートを必

要とする人も，サポートをする側になる場合もある。例えば，手話を他の人に教えるこ

とで，相互の助け合いを実感できる。 
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一方で，まったり過ごす日を作るものも必要である。マッサージなどリラックスタイ

ムも重要である。 

自分で選んだものに参加する。参加希望のアクティビィティ（日中活動）の情報を収

集する。そして，１度，参加すると決めたら，基本的には 後まで参加する。 

また，特別な予定がない日でも，アクティビィティ施設に立ち寄ることも可能であり，

後日，参加したいものが出て来たら，いつでも参加の申込みができる。地域のアクティ

ビィティに参加することで，地域に溶け込むようにしよう。 

このように，生活設計や人生設計を考えるにあたりタイムマネジメントの重要性を学

び，実践していくことを意識的に行っている。 

④ 参加決定までのプロセスと参加状況   

ファシリテーターが必要なリスクマネジメントをし，関係者と交渉しながら，具体的

なプログラムを組み立てていく。どのスタッフが適しているのか，どのようなリスクが

あるのか，どのような人とコンタクトをとるべきかなどを考える。どのようなサポート

が必要なのかなど，リフレクション記録（reflection record）をプログラムシートに記

載するなど工夫していく。 

参加開始後は，フィードバックにより，改善点を把握した上で，必要な対策を検討す

る。 

参加達成率は 85％程度であり，極めて高い。達成できなかった原因は，利用者本人が

途中でやめてしまったというよりは，結果として適材適所ではなかったためである。例

えば，スタッフのアセスメントが十分ではなかった，フォローが十分でなかったことな

どが原因である。スタッフは，利用者本人に原因があるわけではないことを，しっかり

受けとめなければならない。 

 

４ TLS への質問 

(１日目) 

【質問１】 

 スタッフとしてはどのような方が働いているのですか？ 

スタッフは，様々なバックグラウンドを持っている。 

他の仕事を引退，転職してスタッフになったり，はじめはボランティアとして関わったりし

ていたが，後に正式なスタッフになったというケースもある。 経済的な事情からこの仕事に携

わるスタッフもいる。特に昔は生計を立てるための 終手段という低い地位しか与えられてい

なかった時期もあるが， 近は専門家としての地位を確立しつつある。  

TLS のスタッフの年齢層は 18〜72 歳。利用者に様々な属性の人がいるため，幅広いスタッフ

を用意している。子を育て上げた母親で空の巣症候群（empty nest syndrome）に陥っている者

も多い。  

労働条件は必ずしもよいとはいえないが，スタッフは「人を助けたい」という気持ちを皆持

っている。人を助けたいという気持ちは，教えて獲得されるものでなく，本来的に持っている

ものであろう。 

【質問２】 

 キャロリンさん自身のことを教えてください。 
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キャロリンさんは，以前は TLS のマネジャーをしていたが，現在は TLS に所属しているわけ

ではなく，本日のようなワークショップを各地で主催している。 

以前は，スーパーマーケットのマネジャーなどいろいろな職を転々としていたが，母親がガ

ンで亡くなったことを契機に障がい者福祉に従事するようになった。母親の闘病中，病院のス

タッフが献身的な介護をしてくれたことから，はじめはホスピスで患者の手助けをしようと考

えていたが，就職面接において，ホスピスでの仕事は自分自身の経験との結び付きがあまりに

強すぎると指摘され，障がい者福祉の仕事を紹介されたことがきっかけとなった。 

障がい者のための在宅サービス，アドボケイト（advocate）の仕事のほか，地方自治体の福

祉課で勤務したこともある。 

【質問３】 

 マイクさん自身のことを教えて下さい。 

マイクさんは，TLS のファシリテーター（Q5 参照）と同レベルの地位にあり，オールマイテ

ィに仕事をしている。 

16 歳で学校を辞め，スーパーマーケットで仕事をしたり，ヨーロッパを放浪したりしていた。

その後，大学へ行って歴史の勉強をし，図書館の司書をしていた時期もある。  

1992 年頃から障がい者福祉の仕事をはじめた。そもそも，障害がある従兄弟がいるため，障

がい者との関わりはずっと持っていた。 

一時，地方自治体に勤務するソーシャルワーカー（social worker）を目指したこともあった

が，ソーシャルワーカーは自分には合わないと感じた。予算に縛られて，ニーズよりも予算が

大事という概念が自分には合わないと思った。また，キャリアパスとして，資格が与えられた

り，昇進したりするなどのモチベーションが保てないことも不満であった。 

【質問４】 

（マイクさんがソーシャルワーカーは自分には合わないと述べたことを受けて）日本でも同

じような状況ですが，公的なソーシャルケアサービスについてはどのように考えていますか。 

イギリスのソーシャルケアサービスは，予算という概念に縛られている。しかし，皮肉

（cynical）と評価せざるを得ない使途も多い。 

例えば，健康診断の受診を促すために，1 人￡90 分の補助があり，診療チケットが送付され

る仕組みとなっており，そのための予算が割り当てられている。しかし，実際は，このような

健康診断があるという事実自体を知らない人が多いため，健康診断はほとんど利用されていな

い。一方で，医療機関には，健康診断の受診の有無に関わらず，その予算額が交付されている

というのが実情である。実に皮肉である。  

悪いことはすぐに広まるが，良いことはなかなか普及しないというのが率直な感想である。

そもそも障がい者に対する理解もまだまだ十分ではないし，障がい者に関わる医師や弁護士な

どの専門家も少なすぎる。看護師もこの地区には 1 人しかいない。  

【質問５】 

 TLS の組織構造について教えてください。 

ディレクター（director）が 6 人（定員は 9 名）。ディレクターは，全員が何らかの障害を

持っている障がい者で構成されている。  

トップは，CEO（chief executive officer）が 1 人。ニール（Neil）さん。 

その下に，マネジャー（manager）が 3 人。プロジェクト部門（project），ハウス部門

（houses of transition），サービス部門（service）の各部門を担当している。 
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続いて，ファシリテーター（facilitator）が 6 人。彼らは，TLS と地域社会との間で，ファ

シリテートを行うとともに，四つの事業所の責任者も兼ねている。 

四つの事業所には，それぞれ 35 人の利用者と 15〜20 人のスタッフがいる。 

【質問６】 

 プロジェクト部門について詳しく教えて下さい。 

雇用や転職，職業訓練，DV 被害などのプロジェクトを行なっている。マネジャーがディレク

ターにプロジェクトの内容を提案して，ディレクターからアドバイスを受けながら企画を立案

していく。 

【質問７】 

 ハウス部門について詳しく教えて下さい。 

現在，三つのハウスを運営している。9 人の利用者と 12 人のスタッフがいる。 

三つのハウスを合わせて，1 週間当たり 21 泊（7 日×3 ハウス分）及び 263 時間（1 日 大

21 時間）を限度として，地域社会において自力で生活をしたいという利用者たちのトレーニン

グを行っている。具体的に１週間に何時間のサポートを受けるのかは個別のケースごとに決め

ている。1 週間に 6 時間しかサポートを受けない利用者もいる。 

ハウスでは，自分自身の時間を埋めるための時間の使い方という観点からトレーニングをし

ている6。施設から地域社会に出てきたばかりの人が上手くその地域社会に馴染めなかったり，

悪事に利用されてしまったり（例えば，障がい者の生活拠点が麻薬の取引場所となってしまう

など）というディレクター達の過去の失敗例を基に構築されたシステムである。 

 

【質問８】 

 サービス部門について詳しく教えて下さい。 

TLS では，利用者を中心にした運営がなされている。逆三角形の組織図をイメージしてほし

い。 

例えば，美術やダンス，音楽などのアクティビティに基づいて説明をすると，利用者がスタ

ッフの手助けを得ながら，計画を立案する。計画を立てた利用者は，各事業所の委員会で承認

を得る必要がある（各事業所には，利用者の中から選出された 3～5 名の委員で構成される委員

会が存在する。委員になりたい利用者が立候補し，利用者の全会一致で委員に選出される）。

委員会での承認後，ファシリテーターに企画を持ち込む。このような過程が，利用者にとって

もエンパワメント(empowerment）の一環となり，スタッフにとってもいい経験となっている。 

もっとも，アクティビティについては，今年の 6 月から運用を改善する予定である。約 20 項

目のアクティビティを準備し，すべてのアクティビティにリーダー及び担当スタッフを割り当

てる。利用者から選ばれたリーダーが，担当スタッフの支援を受けながら，計画を立案するこ

とになる。 終的には，地域社会の同様のアクティビティに参加できるようになることを目指

す。利用者も， 初からいきなり地域社会のアクティビティに参加するということには抵抗が

あるので，地域社会のアクティビティからも何人か参加をしてもらって，徐々に地域社会に溶

け込めるようにしていきたい。 

【質問９】  

                                                            
6 ２０１４年１２月２日に放送されたハートネット TV 「シリーズ『変わる障がい者支援』①私のことは私が決める」では，この

ハウスでのアンディ（Andy）さんのトレーニングの様子が紹介された。 
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TLS の財政事情について教えて下さい。 

財政事情は，各部門によって異なっている。 

サービス部門は，地方自治体から委託を受けての事業を行っており，地方自治体から資金を

獲得している。 

プロジェクト部門及びハウス部門は，その分野の基金があり，その基金から資金を調達して

いる。イギリス国内だけでなく，ヨーロッパ全域を対象とした基金を使うこともある。CEO と

ディレクターが組織の趣旨を伝えて資金調達をしている。 

また，奉仕時間（gifted hours）という考え方も設けている。奉仕時間とは，全体の概ね

5％の時間については，無料で仕事を行う時間とする。スタッフも，奉仕時間の考え方について

は共感してくれている。 

この奉仕時間の考え方は，プロジェクトのために基金から資金を調達する際にも，効果的で

ある。すなわち，基金は，多くの団体から同様のプロジェクトの申し込みがあり，その中から

資金を出すにふさわしい団体を選ぶのであるが，例えば，100 時間のうち 20 時間分は奉仕時間

とし，80 時間分の資金のみを申請する旨を説明すると，プロジェクトの趣旨に理解を示しても

らえることが多い。 

【質問 10】 

2005 年意思能力法（MCA）ができて，変わったと感じることはありますか。 

TLS の仕組みにおいて，MCA はとても大切な役割をはたしていると考えている。 

例えば，ハウスは，どこでどのように生活をしていくかという決定をするに当たって，その

判断プロセスを重視しながらきちんと選択ができるよう，トレーニングを行う必要があるとい

う考え方を前提としている。代行決定とは異なる考え方である。 

このような仕組みは一夜でできたわけではない。利用者がこれまでのサービスに飽きて，新

しい仕組みを自分達で作ろうと声をあげはじめた結果であろう。 

【質問 11】 

TLS の歴史を簡単に教えてください。 

TLS は 2011 年に設立された。2011 年当初は，2 人のディレクターと CEO のネイルさん，マネ

ジャー２人，スタッフ１人，利用者 1 人という状況であった。ディレクター2 人はアンディさ

んとスタッフで，マネジャー2 人はキャロリンさんとリンダ（Linda）さんであった。設立当初

は，一つのハウスに皆が生活する状況であった。 

2013 年に現在の組織となったが，その頃には 35 人の利用者及び 28 人のスタッフという規模

にまで拡大し，同年 2 月には，地方自治体からサービスを委託されるまでになった。 

このような TLS の仕組みは，口頭の説明だけではなかなか理解してもらえず，実績を示すこ

とが重要であった。小さなシステムからスタートし，実績を示すことで徐々に組織として拡大

することに成功したといえる。 

【質問 12】 

 後に一言ずつお願いします。まずは，キャロリンさんから。 

まずは，「私達は平等である」という考え方が出発点である。 

次に，ポジティブさが大切である。スタッフにも地方自治体で働いた経験を持つ人がいるが，

自治体ではネガティブな経験が多い。自治体は概して新しいことに消極的であるが，TLS では

新しい提案を受け入れ，ポジティブであることが大切であると考えている。例えば，ワークシ

ョップの時，ジャッキーさんが，夫が亡くなった話をしていたが，亡くなった年を覚えていな
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かった。辛い経験であるため，記憶を失っているのではないかと思われる。利用者本人がポジ

ティブであるためには，スタッフもそれ以上にポジティブでなければならない。ポジティブな

気持ちを持ち続ける体制が必要であると考えている。 

【質問 13】 

 マイクさんも 後に一言お願いします。 

キャロリンさんの言うとおりだと思う。 

また，利用者が「自分がやりたいことはこうなんだ。」と主張できるようになった瞬間に立

ち会えると，この仕事をしていてよかったと感じる。 

（２日目） 

【質問 14】 

 キャロリンさんが，支援にあたって重要だと思うことはどんなことですか？ 

個人のニーズを的確に把握し（アセスメント），それに適応できること（個別対応）が重要

である。それぞれの人の理解度を十分に把握することから始まる。 

【質問 15】 

マイクさんが，支援にあたって重要だと思うことはどんなことですか？ 

人として相互に尊重することが重要だと思う。 

【質問 16】 

 今後の取組について 

現在，TLS が提供しているものは， 低限のサービスであって，常により良いサービスを提

供できるよう努めていこうと思う。 

 

５ 感想 

（児玉） 

意思決定支援という MCA の理念がうまく実践されている，とてもよいワークショップで

あった。何より，参加者全員（私達も含めて）が終始笑顔で，自分そして参加者全員のよ

いところを短時間で共有することができたと思われる。 

また，ワークショップ後の質問に関しても，TLS の組織や財政の問題などの踏み込んだ話

題まで惜しみなく回答していただいた。 

キャロリンさん及びマイクさんのパッションには，感服するばかりであった。 

（佐久間）  

２日目は，プログラム参加の皆さんが私たちを笑顔で迎えてくれ，元気よく，又は，照

れながら，「hello!」と声を掛けてくれた。一緒に時間を過ごすことで，親しみや安心感

が生まれ，少しずつ信頼関係ができていくのだと思う。 

TLS では，一人一人違う人間であることを前提に，一人一人の良いところを引き出し，そ

の良さを認め，仲間の前で言葉にして褒めていた。これがどれほど人間を勇気づけ元気づ

けるものであるのかを実感でき，私たち自身がエンパワメントされたように感じた。優し

さ，情熱，粘り強さ，柔軟性，想像力，創造力‥‥そして，ポジティブ・シンキング

（positive thinking），大切なものを学んだ 2 日間だった。 
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キャロリンさんとマイクさんからのメッセージカード                           

Smile! 
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第１０ メンキャップ・ロンドン（Mencap London） 

１ 訪問概要 

訪問日時 2015 年 4 月 24 日（金）午前 10 時～午後 0 時 50 分 

訪問先 Mencap London（Mencap National centre, Concordia house, 123 Golden Ln, London 

EC1Y 9RT） 

面談者 ベラ・タヴィス氏（Bella Travis，政策及びキャンペーン担当部署所属） 

        デビー・ アンジャー氏（Debbie Aunger，各種トレーニングのスペシャリスト） 

 

２ メンキャップはどのような活動をしているか 

知的障がい者とその家族を支援する慈善団体であり，500 以上の支部グループからなる地域

ネットワークと強いつながりを持っている。知的障がい者が可能な限り彼らが選んだ場所で生

活できるよう質の高い柔軟なサービスを提供し，相談窓口やウェブサイトと通じてアドバイス

を提供し，障がい者に必要な改革を進めるためのキャンペーンを行っている。 

ベラ氏は，政策とキャンペーンを担当する部署に所属し，重度の知的障害を抱え｢意思決定能

力なし｣とされてしまう方たちを担当している。MCA は，知的障がい者にとって非常に重要な法

律であることから，MCA に興味を持っているという。キャンペーンにおいて重要なものは，第

一に｢無関心によってもたらされた死（Death by Indifference）｣を防ぐこと，第二に，意思決

定のプロセスにおいて家族の意見が置き去りにされている事態を改善することにあると語る。 

デビー氏は，各種トレーニングのスペシャリストとしてメンキャップに所属して４年になる。

知的障がい者とは無関係なメディアの仕事に 20 年間携わった後，精神障害の看護師の資格を取

得したという経歴を持つ。現在，MCA，MHA，DoLS を含む認知症，精神保健等障害全般に関わる

トレーニングを 40 種類ほど扱っている。 

 

３ メンキャップのキャンペーンについて 

メンキャップでは，①若いうちからその人の趣味嗜好や考え方を記録して保存しておくこと

を奨励すること，②実際に意思決定能力が低下した時，どのように真意を見極めていくかとい

う努力が大事である，という二点を重要なキャンペーンに位置付けている。 

そして，法律で定められていることをいかにシンプルに伝えていくか，いかに法の対象とな

る人が上手く使いこなせる分かりやすいツールにして提供するかに力を入れている。例えば，

障がい者の気持ち，願いをどのように見つけ出し，記録として保存するかという問題に対処す

るツールとして｢私に関わって（Involve me）｣がある。本人とのコミュニケーションを大事に

することが重要である。 

まず，本人が何か（何でも良い）をとても楽しんでいるところをビデオで撮影しておく。地

方自治体のサービスのマネジャーが「意思決定能力がないから，何も分からずにやっているか

ら，楽しいとか関係ない」と意見を述べた時に，予め撮影しておいたプールで楽しんでいる様
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子を撮影したものと地方自治体に指定されたデイセンターに連れて行ったが拒絶している様子

を撮影したものとを比較してもらう。明確な意思を持って「楽しい・楽しくない」ことを表現

している証拠として使うことができる。大きな決定に関わることのみならず，細かい一つ一つ

の表現や希望をこまめに保存していく。例えば，特定の色を好んでいるということが分かれば，

好きな色で，その人の部屋を塗るといったこともできる。重要なことは，コミュニケーション

をやめない，諦めないことである。 

次に紹介されたツールは，｢ヘルスパスポート｣と呼ばれるコミュニケーションに何が必要か

を知らせるためのものである。本人から事情を聞く際に，家族が間に入って聞き出す必要があ

るのか，本人が叫びだしたらそれは何を意味するのか等，本人の日常的な情報をまとめた日記

のようなものである。このヘルスパスポートによって本人の情報を共有することができる。NHS

病院では，ホスピタルパスとして既に導入されている。 

 

４ MCA について 

(1) 意思決定過程から家族が排除されていることについて 

上院において発表された報告書の中で重要視しているのは，意思決定過程から家族が排除

されている状況が未だに解消されていなことである。形だけの「 善の利益会議｣が開催さ

れるが，開催前に専門職らによって事実上既に結論が決められているということが起こりが

ちである。これは，そもそも障がい者の家族が，自分たちの権利について知らないことが多

いということが起因している。そこで，メンキャップでは，家族が自分たちの権利を行使す

るためのツールとして，弁護士の助言を受けて，医師に送る書面のひな形を作成した。地方

自治体もしくは病院に対し， 善の利益会議前には会議に参加する権利があることを，ベス

トインタレスト決定後には異議を述べることを申し立てるための書式である。 

(2) 「能力喪失」の解釈について 

【質問１】 

 ｢能力喪失｣の解釈が，当事者と専門職との間で食い違うということが起こっているのか。 

能力の判断は，非常に曖昧な状況である。しかし，逆に言うと，曖昧である必要がある。も

し判断の基準が明確に決まっていたら，個人個人に適した柔軟な判断ではなくなってしまうか

らである。 

(3) IMCA の介入時期について 

【質問２】 

 能力喪失と判定されないと IMCA がつかないが，支援者だけでなく，早い状態から IMCA が介

入した方がよいのではないか。支援者である家族を支援する立場からどう考えるか。 

早期に関与すべきだという指摘は正にその通りである。ケア法では，意思決定に際して相当

な困難を感じている状態でアドボケイトを呼ぶことができる権利が明文化された。どの段階で，

IMCA に限らず，アドボケイトを介入させるべきか問題となるが，能力を喪失したと判断された

後でも，いつでも本人を中心に置くべきであり，必ずアドボケイトが必要となると，24 時間常

にアドボケイトがついていなければならないという状態になってしまう。 

 



67 

(4) MCA の普及について 

アドボカシーだけでなく，周りにいるすべてのスタッフが MCA を知り，トレーニングを

積んでいる必要がある。介護に関わるスタッフをトレーニングするだけでは足りず，子ど

もの頃から教育を受けることによって知的障害についての見識を養い，価値観に組み込ん

でいかなければならない。小学校の時から，障がい者にも人権，決定権があるということ

を浸透させることが重要であり，それは単に法律を教えるという意味ではなく，イギリス

における障がい者を隔離してきた歴史を踏まえた上で，皆平等であるという価値観を植え

つける教育が必要である。 

イギリスと同様に，日本で MCA を制定した場合にも，それが浸透するためには 2，3 世代

かかるであろう。 

【質問３】 

 日本においては，障がい者は特別なクラスで異なる教育を受ける仕組みになっているが，そ

のことはどのような影響を及ぼすか。 

生活面で障がい者が隔離された環境では，無意識のレベルで障がい者は｢違う｣存在だという

価値観が染み付いてしまう。今の子どもたちというのは，将来，医者や看護師等，障がい者を

ケアする立場になる者であることからも，インクルーシブ教育は重要である。 

イギリスでも，1974 年までは，障がい者は完全に隔離され別の教育を受けてきた。同年，教

育法が導入され，障がい者も同じ教育を受ける権利があると規定された。メンキャップの創立

者が同法制定のキャンペーンを訴えた。現在は，障害のレベルによるが，通常の教育を受ける

ことができる場合もある。その結果，イギリスでは，社会道徳，性教育の面で，かなり改善さ

れた。 

(5) 意思決定支援について 

介護，教育，医療，すべての場面において，意思決定支援をする際に検討すべき六つの

観点がある。 

【SPICES】 

S Social 社会的状況 

P Physical 肉体的な，ウェルビーイング 

I Intellectual 知的なもの 

C Cultural 文化的な背景に考慮すること 

E Emotional 感情，精神障害もすべて 

S Spiritual 信条，価値観 

(6) 避妊手術（パイプカット）を行うことが保護裁判所においてベストインタレストとされ

た事例について 

【質問４】 

 パイプカットに関する判決に対し，どう考えるか。 

パイプカット事例に関しては，判決を読んでないのでコメントは控えたい。ただ，似たよう

な事例であるが，知的障害の女性が 6 人の子どもの面倒を見きれないということで，子どもた

ち全員を地元のソーシャルサービスが保護。女性の医療及びソーシャルケアの職員から保護裁

判所に対し，避妊手術をすることに関して要請があり，保護裁判所は，避妊手術がベストイン

タレストであると判断し， 終的に避妊手術を認めた。 
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デビー氏は，この判決に対し，人間として納得しきれないという個人的な感情を抱いたが，

具体的に裁判官が，どうしてその結論に至ったかという資料をすべて読むことで，何故その

結論に至ったかという過程と理由は理解することができた。 

なお，パイプカット事例から２年経った今，メンキャップでは，新たに 5 年計画のよう

なものを作っている。その中では，価値観の転換を目標に掲げ，例えば，Caring（もっと

人のことを大切にする），Inclusion（当事者をなるべく中に取り込む），Positive（何事

も前向きに取り組んでいくという態度），そして も重要なのは，Challenging（色々な事

項に異議，疑問を投げかけていく態度）である。メンキャップは，慈善団体として非常に

微妙な立場にあるが，パイプカット事例が，今，五年計画の中で起こっていたとすれば，

メンキャップは，その判断に対し，何らかの疑問を投げかけているのではないか。 

(7) 後見人について 

【質問５】 

後見人による横領や権利の濫用事例はあるか。 

イギリスでも後見人による横領や権利の濫用事例は問題になっている。MCA 第 44 条に罰則が

定められているが，それだけでは MCA が濫用される恐れは払拭できず，後見人を依頼する際に

は候補者を信用していても，いざ判断能力が低下した時に，自分の希望通りに後見人が動いて

くれる保証はない。なお，MCA の後見人に関しては，次の二つの問題点がある。 

① 利害関係が絡んでくるような後見の任命 

保護裁判所が地方自治体を財産管理の法定後見人に任命する場合，地方自治体は，本

人に対して福祉サービスの費用を支出する立場にあるので，利益相反が生じるという問

題がある。 

② 後見人にすべての任務が任される状態 

法律の専門家にすぎない弁護士であっても，医療や会計の専門家ではないにもかかわ

らず，医療や財務に関する判断をしなければならないという問題がある。本来であれば，

それぞれの分野の専門家と連携し役割分担すべきであるが，わざわざ専門家に尋ねずに

決定してしまっていることが多い。実際，上記のような決定を監視することは難しく，

誰かが通報しなければ発覚しない場合がほとんどである。 

(8) 財産管理について 

【質問６】 

代行できる人がいない知的障がい者の財産管理は誰がやっているのか。 

家族，ケアをしている団体，メンキャップも実際にサポートを提供している。このようなケ

ースでは，セーフガードの観点からの財産管理と MCA の理念に基づく本人の意思の尊重とのバ

ランスをとる必要がある。訴訟リスクを考慮するあまりに，セーフガードに重点を置きすぎて

しまう傾向があり，メンキャップの組織内でも，どちらに重点を置くかで論争がある。 

９ セーフガード（濫用防止策）について 

現行の制度では，団体が間違いを犯した時のセーフガードがない。例えば，医師や看護師

は，国家資格を持っており，仮に法に触れる行為をした場合にはその資格を抹消されること

になる。 
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しかし，介護に関わる仕事については，抹消制度が無いことが問題である。介護に関わる

者についても，資格抹消等のかたちで信頼を担保するべきである。ただし，介護士になるに

は犯罪歴のチェックがある。 

１０ MCA の評価について 

MCA は，介護に関わるソーシャルケアの分野の中で一番良い法律である。それは，意思決

定能力ないと判断された後でも，本人中心主義を貫いているからである。ただ，実際に運営

していくとなると，複雑怪奇な法律ではあるが，人間を扱っている以上，それは当然と思う

しかない。 

 

 

メンキャップの MCA トレーニングのスペシャリスト デビーさんと 
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第１１ 後見庁(Office of the Public Guardian) 

１ 訪問概要 

訪問日時 2015 年 4 月 24 日（金）午後 2 時 30 分～4 時 50 分 

訪問先 Office of the Public C Guardian, 10th Floor Blue Core, Zone 10.31, 102 Petty 

France, SW1H 9AJ 

面談者 サリー・ジョーンズ氏（Sally Jones, Head of Legal，法務セクションリーダーで事

務弁護士） 

ジャズ・デオ氏（Jaz Deo, SCS support to Head of Legal，サリー氏のアシスタント） 

ジェッマ氏，ナディア氏（Jemma & Nadia, Trainee Solicitor，後見庁でのトレーニ

ングを受けている見習いソリシター達） 

 

２ 沿革・組織構成と役割 

2007 年に MCA に基づき設立。後見庁の前身となる機関であるパブリック・トラスティー

（Public Trustee）は，MCA 成立以前は「公務員が後見人となる業務（Public Guardian）」を

行っていた。MCA 成立以後は組織としての役割が変更され，ロンドン，バーミンガム，ノッテ

ィンガムで業務を展開するようになった。 

組織構成として，2015 年現在で 1029 名のスタッフが存在している（2012 年の段階では 654

名）。うち，バーミンガム（本所）では，約 400 名のスタッフが任意後見人（LPA）登録作業を

行っており，約 200 名の調査員が後見人について何らかの苦情が寄せられれば調査し，報告す

るという役割を担っている。ノッティンガム（支店）では，約 300 名のスタッフが法定後見人

（累計 53,100 人）の仕事を監督している。ロンドン（支店）では，約 20 名のスタッフが，後

見庁がその機能を果たしているかどうかを法務省に報告するという業務を担っている。高齢化

の影響により，法定後見が年間に約 10％増加，任意後見にいたっては約 20％も増加しているた

め，増員を進めているところ。人員の確保手段としては，設立当初は法務省や厚労省などの各

省庁から出向してきた人も多かったが，後見庁に勤務するために各地で直接雇用された人も多

い。 

主な業務として，任意後見人（LPA）の登録，法定後見人（deputy）による年間会計報告書の

監査，法定後見人の監督，法定後見における賠償補償金（セキュリティボンド）の受領，疑わ

しい法定後見・任意後見についての調査・苦情の受付，調査官の派遣，調査書の受け取りなど，

MCA に関わるマネジメントを主に行っている。 

 

３ 法定後見（DEPUTY）の現状 

(1) 基本情報 

現在，法定後見人に就任している人は累計 53100 名で，立場としては主に 3 種類に分け

られる。2014 年の段階で，家族又は友人（22043 件），地方自治体（17643 件），弁護士

などの専門職（10414 件）である。なお，ソーシャルワーカーが業として個人で受けるこ
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とはまったくないことはないが極めてレアケースである（イギリスの場合，ソーシャルワ

ーカーは主に地方自治体に所属しており，同自治体の法定後見人の履行補助者と言う形で

活動していることが多い。）。慈善団体が法人後見を担うことも時にはあるが，専門職と

しては事務弁護士（ソリシター）が多い。財産があるケースではソリシターや家族が法定

後見人に就任することが多く，財産がないケースでは地方自治体が就任することが多い

（後者のケースでは自治体からの保護費等を受領していることも多いので。）。なお，職

務類型としては，財産管理型が圧倒的大多数で，身上監護型の法定後見人は，上記 53100

人中僅か 400 人ほどしかいない。 

(2) 法定後見人への支援・監督内容（スタッフの育成も含む） 

過去 2 年間にわたって後見庁としては，法定後見人の活動を支援する活動を行ってきた。

法定後見人は，多くのケースで家族が就任するため，後見人がどのような責任，義務を負

っているかを理解していないことが多いため，啓蒙活動が必要だった。 

法定後見人の支援（監督）方法としては，まず保護裁判所から法定後見人の任命に関す

る書類を入手し，法定後見人に対して連絡をとり，その責任等について説明を行う。さら

に，毎年定期的に報告書を提出してもらい，チェックを行っている。また，ノッティンガ

ムでは問合せ用の電話番号を用意しており，日々の法定後見について，何か質問があれば

そちらに問い合わせをしてもらうこともできる。法定後見人ごとに担当者が割り当てられ

ており，該当するスタッフが日々の相談に乗っている。相談内容としては，主に不動産売

却，投資（イギリスでは一定条件の下，許容されている）などの大きなお金が動く時にど

のように対応するか，といった財産関係の相談が多い。加えて，相談対応スタッフとして

は，法定後見人に対し，保護裁判所の命令内容や，MCA や行動指針等について詳しく説明

したりすることも多い。 

こうした相談対応スタッフに対しては，日々トレーニングを提供することが重要である

（サリーさんたちソリシターが，対応に当たっている）。具体的には，MCA の基礎，法定

後見，任意後見，保護裁判所の役割，問題が発生した際にどのようなリスクがあるか，等

幅広い知識と技術を身につけてもらう。特に，法定後見人からの質問については集計し，

問い合わせの多いものについては，スタッフの研修に還元するようにしている（例えば，

不動産の処理に関する質問が多ければ，不動産法について講義するなど）。時には，後見

庁としての見解を示した意見書（Position Statement）を発行するなど統一した対応がで

きるよう心がけている。 

(3) 行動指針（Code of Practice）の作成過程 

行動指針については，MCA が成立した 2005 年から，実際に施行される 2007 年までの間

に作成された（MCA の中に行動指針を作ることが規定されているので）。原案は，後見庁

の前身であるパブリックトラスティー，MHA ポリシー（精神保健福祉関連セクション），

法務省の政策課，保健省の政策課，法改革委員会（ローコミッション）が共同で作成し，

その後，パブリックコンサルテーションに付し，慈善団体の意見（パブリックオピニオン）

も取り入れて完成した。 

(4) 個別質問 

【質問１】 
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 日本では，低所得で身寄りのない方の法定後見人に専門職が就くことが多い。イギリスでは

どのような状況になっているのか。また，専門職に対する地方自治体からの報酬助成制度は存

在するのか。 

まず，低所得の方については，保護裁判所はなるべく家族・親戚を法定後見人として選任し

ようとするという傾向にある（日本では近年，専門職の方が家族等より選任されているという

状況とは対照的に）。家族等が無理であれば，地方自治体が引き受けるのが通常。もっとも，

地方自治体も予算上の制約があり， 近は受けたがらないようになってきている。この場合，

後の手段として委員後見人（Panel deputy，無償で法定後見人に就任することを承諾した専

門職（ほとんどすべて事務弁護士）で，後見庁が任命する。）に依頼することになる。委員後

見人は名誉職のようなものであり，資格状もでるので割と人気がある（ 近では 60 名の募集枠

に対し，400 名の募集が来た。視察で訪問したクラーク・ウィルモット法律事務所のアンソニ

ーさんも委員後見人の一人。）。保護裁判所としては，委員後見人に対し，報酬が見込めない

ケースを割り当てるとともに，ある程度報酬が見込めるケースも抱き合わせで選任することも

ある（筆者注：結論として，専門職に対する地方自治体からの報酬助成制度は存在しない。）。 

【質問２】 

 日本では身上監護権限と財産管理権限を分けているケースは一般的とまではいえないが，イ

ギリスはなぜ両方の権限を一人の法定後見人に与えるケースが少ないのか（身上監護の法定後

見人が圧倒的に少ない理由は何か）。また，法定後見人の財産管理権限はどの程度広範なのか。 

MCA の起草段階で，両者を分けたほうが良いという意見があった。身上監護の後見人には，

それこそ延命措置を中止する権限もあるため，例えば家族が法定後見人として身上監護も財産

管理もできてしまうと，「本人の命を縮めるような選択をして，早く財産を相続しよう」とい

うような気持ちが働きうるので危険であるというのが主な理由である。 

法定後見人の財産管理権限は，保護裁判所から任命されるときに規定される。もっとも，不

動産売却については必要になったときや権限外の行為を行う必要があるときには，改めて保護

裁判所の許可が必要となる。財産の引き出しについて，総額を制限することはありうるが，Ａ

銀行だけ，あるいはＢ銀行だけ引き出しても良いというように個別口座に関する制限をするこ

とは通常しない。 

【質問３】 

 専門職（ソリシター）が法定後見人に就任した場合と，地方自治体が就任した場合とで，ど

の程度報酬が異なるのか。 

ケースにもよるが，ソリシターの場合，初年度で約 5000 ポンド（約 90 万円7，諸経費含

む。）。2 年目以降はある程度定型的な業務が多くなるので初年度よりは低くなる。報酬は報

告書提出後，裁判所によって決定される。日本のように，資産の額によって基本報酬が決定さ

れるものではなく，複雑さや所要時間によって額が決まる。（なお，保護裁判所のラッシュ上

席判事によると，地方自治体の場合には初年度で約 1200 ポンド（約 21 万 6000 円））。 

【質問４】 

                                                            
7 １ポンド 180 円で換算。以下同じ。 
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 法定後見人として，どのような年次報告を行う必要があるのか。特に 善の利益に対する判

断について，法定後見人としてはどこまで詳細に報告書に記す必要があるのか（どこまでモニ

タリングが可能なのか）。身上監護と財産管理の法定後見人で何か違いがあるのか。 

定型の報告書様式に基づいて年次報告を行う必要がある。具体的には，① どのような内容の

善の利益に基づく代行決定（特に，生活環境の変化，支援者の変化，財産状況の変化を伴う

重大なもの）を行ったのか，② ①の意思決定について，本人が決定プロセスにどの程度関わっ

たのか，法定後見人としてどのような情報提供をし，意見を述べたのか（本人が出来ることな

どに関する情報等），③ 法定後見人として関わったキーパーソン（重要人物）についての名前，

住所，関与した理由等を記載，④ 本人の財産状況（収入・支出の額，それぞれの科目等）を記

載することになる（特に身上監護部分については日本よりも詳細に記述するための欄が設けら

れている）。モニタリングの方法としては，気になる記載があった場合（あるいは報告書を提

出しない，遅延している場合）には，まずは法定後見人に電話連絡して詳細を聞き取る（拒否

されれば注意勧告）。さらに保護裁判所に所属している調査官（Court visitor）が直接法定後

見人に面談することもある。 

法定後見人の横領などの問題で後見庁に通報が来た場合には，その深刻さのレベルについて

2 日間ほどかけて審査することになる。非常に深刻な状況であると判断した場合には，そのま

ま保護裁判所に案件を持って行き口座凍結などを実施することもある。中程度から低リスクの

場合には，後見庁の調査チームが法定後見人に対し詳細な証拠（口座の取引明細等）の提出を

求め， 終的に後見庁がどのような勧告を当該法定後見人に対して求めるかを記した報告書を

作成することになる。後見庁の勧告に従わなかった場合には，法定後見人の解任を保護裁判所

に求めることもあり得る。 

例）お金の管理に関して 95％の意思決定能力が失われている本人の法定後見人が，本人の財

産を法定後見人が経営する会社へ投資したとの報告があった。法定後見人を問い詰めてみると，

その投資は本人にとって 善の利益に基づくものだ，なぜなら「良い投資だから」からとのこ

とであった。現在進行形なので確たることはいえないが， 悪の場合，保護裁判所に解任の申

立てをする可能性もある。 

【質問５】 

 実際に横領問題等が発生した場合に，いわゆる「セキュリティボンド（財産損害補償制度）」

によって被害金の一部が補填されるというシステムがあるようだが，この点について詳しく説

明して欲しい。 

 前提として，このセキュリティボンド制度は法定後見人の場合のみ適用され，任意後見人

（LPA）に対しては適用されない。具体的な手続きとしては，法定後見人が本人の財産から保険

会社に担保金を支払う→横領事件が発生→警察へ通報→警察から発行された「横領被害の証明

書」を保険会社に提出→保険会社が保護裁判所（ 高裁）に対してボンドからの支払をしても

よいかどうか指示を求める→保護裁判所が指示（ほぼ自動的）→保険会社が被害金額の全部又

は一部に相当する保険金を本人に支払う→保険会社が横領した（元）法定後見人に対して求償

という流れとなる。保険料は，例えば年間 450 ポンド（約 81000 円）の担保金を支払うと 300

万ポンド（約 5 億 4000 万円）まで保障される。一方で資産が少ない（21,000 ポンド（約 378

万円）以下）場合には，初年度１回のみ担保金を支払うことで年をまたいで保険が継続するよ

うにという交渉もしている。なお，法務省との契約に基づき，保険会社は支払金額に上限を設

けてはいない。 
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一方，法定後見人が専門職（弁護士など）や地方自治体の場合は事情が異なる。すなわち弁

護士の場合には，弁護士個人ではなく，当該弁護士が所属する法律事務所が団体として賠償保

険に加入することが義務づけられている（選任要件）。地方自治体の場合には破産することは

ないため，特に保険には加入する必要がない（筆者注：論理的帰結として，セキュリティボン

ド制度は，法定後見が親族・家族等で専門職団体保険等に加入していない場合の補償制度であ

るといえる。） 

後見庁による調査が開始された件数としては，2014 年は 739 件で 98％が財産管理の法定後見

人によるもの。うち 616 件が任意後見人によるもので，108 件が法定後見人によるもの（任意

後見人にはセキュリティボンド制度がないので，回収困難な場合が多い）。横領が疑われると

の通報は 2014 年で 4805 件，うち 1865 件が本人の家族からの通報。なお，被害金額の総額は把

握していない。一方で身上監護の法定後見人による虐待に関する調査がされたのは 3 件，うち

1 件は，本人が自分の衣服を食べるので，医師の勧めに従い，本人につなぎを着せて南京錠を

かけたというケース（ 終的には保護裁判所でその拘束行為は認められている。） 

４ 任意後見（LPA）の現状 

現在，累計で約 100 万件の LPA 登録がなされている。2014 年だけで 40 万件（イングラン

ド，ウェールズ全体）の LPA 登録があり，2015 年には年間 45 万件になるだろうと予測され

ている。家族と専門職の割合については統計を取っていないので不明。イギリスの任意後見

の場合，特にその LPA 自体に意思決定能力が失ってから効力発生という規定をおかなければ，

後見庁への登録時点でそのまま効力が発生する（本人が意思決定能力を失ったとしても，そ

の効果が続くから Lasting（継続する）Power of Attorney（代理権限）という）。本人の自

由意思を尊重する制度であり，国や裁判所が関与すべきでない（その反面，本人はその結果

に対して自己責任を負うべき）という考え方がある。 

手続としては，任意後見人の登録段階で，本人及び受任者の双方のサインをした上で，本人

に意思決定能力があるという証明書（本人を二年以上知っている人，若しくは医師・弁護士等

の第三者が作成する）を添付し，登録当日，証人が立ち会う必要がある（誰でも良い）。本人

が特定の者を任意後見に任命する場合には，必ず第三者に通知しなければならないということ

になっているが，第三者は誰でもかまわない（近所の人でも OK だが，実際には親族がその第三

者になることが多い。）。 

【質問１】 

 LPA に意思決定能力を失ってから効力発生という規定をおいた場合，その意思決定が失われ

たとの判断は誰が行うのか。 

医療機関によるアセスメント・診断書が必要である（アセスメントを行う医療機関の指定も

可能）。 

【質問２】 

 LPA に対する苦情を受けた場合，どのように対応していくのか。また，LPA を取消して新たな

法定後見人を任命するといったケース（1 日目の保護裁判所のようなケース）はどれくらいあ

るのか 

まずは後見庁が任意後見取消しに関する本人の意思決定能力が残っているかどうかを確認す

るため，任意後見人及び本人から事情を聴取する。その上で，多額の横領が発覚するなどの問
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題行為があり，かつ，本人に任意後見を取消す意思決定能力がないと判断された場合，後見庁

が保護裁判所に対し，任意後見人の解任（必要に応じて別の法定後見人を選任）を申し立てる。

保護裁判所は，任意後見を継続することが本人の 善の利益とならないと判断した場合には，

本人に代わって任意後見人を解任する（一方， 善の利益に適うとして法定後見人を選任す

る），という流れになる。統計を取っていないので正確な数はわからないが，こうしたケース

は「僅か」という感覚はある。 

【質問３】 

 本人の意思決定能力がかなり低下している状態なのに，それに乗じて任意後見登録をするよ

うな濫用ケースはあるか。 

実は非常に多い。例えば，認知症と 2011 年に診断された本人が 2014 年 3 月にケアホームに

入居すると同時に，任意後見人として本人の旧友が就くことになった。よくよく書類を確認し

てみると，その旧友が，任意後見登録時に本人に任意後見を依頼する意思決定能力があると証

明する立場にもなっていた（2 年以上本人を知る者として）。そもそも登録段階でそのような

形式的なチェックが出来なかったという問題もあるが，毎年 40 万件に及ぶ登録申請があるため，

一つ一つチェックするようなシステムが今のところ存在しない。後見庁の調査チームとしては，

本人が任意後見の依頼時に意思決定能力がなかったという証拠（例えば，医師がその本人を診

察した当時，「意思決定能力がある」との診断書を作成することを拒否した事実等）を集め，

必要があれば保護裁判所に申し立てていくことで，一定のセーフガードを果たしている。 

【質問４】 

 実際のところイギリスにおける任意後見は濫用のリスクが大きく，現に認知症高齢者・障が

い者に対する任意後見濫用による経済的虐待などの事案も多いということが，これまでの現地

研修や虐待フォーラムでもさかんに言われている。そのような状況にもかかわらず，なぜここ

まで任意後見の数が増えているのか。本人の意思決定を尊重するとはいっても，一方で障害者

権利条約は適切なセーフガードを規定することも求めているのだから，条約を踏まえて更なる

セーフガードを構築するような計画はないのか。 

任意後見については，法定後見よりも管理コスト減となるという理由から政府がキャンペー

ンを行って政策的に推進しているため件数が激増している（Choice not Chance，1 日目保健省

視察参照）。また，近い将来，オンラインのみで任意後見の登録が出来るようにもなる見込み

である（現時点ではオンラインで作成したフォーマットを印刷して後見庁に提出するという形

になっている）。 

私たちの認識としては，障害者権利条約は欧州人権条約（特に第 8 条：私生活および家庭生

活が尊重される権利）に反しているのではないかと考えている。また，本人が賢明でない判断

を行うこともまた本人の人権である。意思決定能力がある本人がどのような決定をしようとも

（例えば，自分の家に押し入ってきた強盗に対して任意後見を依頼したとしても），その決定

に基づく結果は自分の責任で，その決定に対して他者が干渉することは「余計なお世話」にほ

かならない。 
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５ 感想 

法定後見に関する支援，監督体制については，日本よりも，より身上監護に配慮した形の

報告書フォーマットを使用していたり，疑わしい法定後見に対する調査チームやセキュリテ

ィボンド制度が存在していたりするなど，濫用防止のためのセーフガードが整っているよう

に感じた。一方で，任意後見は法定後見よりも 10 倍以上の圧倒的な件数が存在しているのに，

一旦任意後見登録すればその後の濫用は自己責任であり，登録段階の不正についてもチェッ

クしきれていないという現状が明らかとなった。意思決定能力があるとは必ずしもいえない

状態で任意後見登録がされているケースが多いとすれば， 低限その部分のセーフガード

（濫用防止体制）が必要であろうし，そのような体制が整っていない状態でオンラインなど

より簡易な手続きで任意後見登録が出来るということになれば，ますます濫用ケースが増え

ていくのではないかと予測される。 

 

後見庁のロンドン事務所が入っている法務省の建物 
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後見庁の法務セクションのリーダーのサリー・ジョーンズさんたちからお話を伺う。 
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第１２ イギリス視察結果をふまえた立法提案 

１ はじめに 

我々，日弁連人権擁護大会シンポジウム第 2 分科会実行委員会イギリス視察団は，5 日間に

わたり，イギリス（イングランド・ウェールズのみ。以下同じ）の MCA に関わる各種団体，官

公庁を精力的に視察し，また具体的に MCA を実践するためのワークショップ等にも参加して，

MCA がどのように，判断能力が不十分な人々の自己決定権を尊重するために機能しているかを

詳細に見聞した。また MCA 施行後の判例や立法の動き（自由の制限事案におけるセーフティガ

ード（DoLS），2015 年 4 月施行のケア法等）により，さらに判断能力が不十分な人々に対する

アドボカシーが発展している状況についても学ぶことができた。もちろんイギリスの医療・介

護現場においても，まだ十分に法の精神が行き渡っているわけではないという現実についても

垣間見えたが，他方で，法の仕組みを生かし，情熱（パッション）と使命感（ミッション）を

持って，社会的弱者をエンパワメントしている活動も多く見ることができ，日本と比べ，はる

かに，高齢や障がいを抱える当事者が，自分らしい暮らしや生き方を尊重される社会であるこ

とを実感した。 

そこで，こうしたイギリス法の理念を，いかに日本の法制度や実務の改革に活かしていくか

について，以下のような提案を行い，調査報告書を締めくくることとしたい。 

 

２ 意思決定支援法の制定～法定後見・任意後見をすべて包含した統一的な立法の必要

性 

(1) 現行の成年後見制度では，法定後見制度は民法に定められ，任意後見制度は「任意後見

に関する法律」という特別法の中で規定されている。そしてこれらの制度をまだ利用して

いない者への意思決定支援の制度は存在していない。しかし，成年後見制度は，重厚すぎ

て，一時的に，あるいは特定の事項についてだけ意思決定支援を受けたいというニーズに

は応えられないし，コストがかかりすぎ，いったん開始するとほぼ死ぬまで止められない

という難点がある。また代理代行を前提とするため，本人にとっては過剰な保護を与えが

ちであり，また本人が自ら意思決定をするのをいかに支えるかという観点が欠落している。 

(2) しかし，そもそも現実の社会の中では，すべての判断能力が不十分な人たちに成年後見

制度を利用させるというのはきわめて非現実的であり，むしろ，不必要である。これから

のノーマライゼーションの社会の中では，まず，高齢者・障がい者本人の自己決定を支援

していく仕組み（意思決定支援）を中心にし，そこに法定後見や任意後見をいかに位置付

けていくかを，一つの法律の中で整合し，統一的に立法化していくべきである。 

(3) そこで重要なのは，意思決定支援を受ける対象者は，これまでの意思能力や行為能力と

いう概念ではとらえきれないという発想の転換である。仮に認知症や精神障害によって財

産管理が難しくなっても，自分らしい暮らしとは何かを決めていくことができる場合は十

分にあり，一律に意思能力や行為能力という概念でその人の自己決定権を奪うことはでき

ない。その意味で，意思能力や行為能力という従来の概念に縛られず，意思決定能力とい
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う新たな概念（そのときに，ある特定の意思決定ができるかどうか，十分な支援を行って

もなお意思決定ができないのかどうか）を，個人の意思決定に対する裁判所の公権的介入

（法定後見人の選任を含む。イギリスには任意後見監督人の制度はないが，日本法では任

意後見監督人の選任も同様に考えられる）のメルクマールにすべきである。 

(4) このように意思決定能力を，意思能力や行為能力と切り離して考えると，必然的に，成

年後見制度＝「制限行為能力」の制度であるという位置づけではなくなってくる。従って

現行の法定後見制度のように，後見や保佐を開始すると，当然のように後見人（保佐人・

補助人を含む。以下同じ）の同意なく本人がした行為を取り消せるという同意権・取消権

の制度がセットでついてくるという法体系は放棄することになると考えられる。この場合，

他方で，日本では高齢者や障がい者を狙った悪徳商法や搾取が跋扈しており，こういった

被害からどう弱者を守るのかという批判もあり得る。この点についてイギリス法では特別

の立法は持たないため，本人が後から契約を撤回したい場合には，当該契約時に意思決定

能力がなかったことを立証して契約無効を主張するか，消費者保護法理に基づく特別法で

契約の取消し又は無効を主張するという形での保護を考えることになる。悪徳商法被害の

多い日本では悩ましい問題であるが，あとは立証責任の転換によって解決するということ

も可能ではないか。また，例えば制限行為能力制度を維持し一律に同意権・取消権を付与

するのではなく，法定後見の対象者である本人の希望により，裁判所が一定の行為につい

て，本人又は後見人による，行為後一定期間内の取消権を留保するという新たな制度を検

討する余地もある。 

(5) なお統一的な立法の中では，「意思決定能力がない」＝法定後見人や任意後見監督人の

選任という図式も当てはまらないことになる。裁判所が，様々な事実を調査した上で，懸

念とされている身上監護や財産管理の問題について，本人のベストインタレストとは何か

を示し，決定し，指示を与えるということですむ場合も考えられるからである。あくまで

裁判所が，本人のベストインタレストのために，継続的な法定代理人や任意後見監督人の

関与が必要だと判断した場合に，これらが選任されるという枠組みとなるであろう。また

選任の期間も，現行法では，本人の死亡か，精神障害の回復まで，永続的に続く仕組みで

あるが，イギリス法にならって，裁判所が柔軟に期間を定めうるという制度が，自己決定

権の制約を 低限にするという観点からも望ましいと考えられる。 

 

３ 新しい意思決定支援スキームの整備 

(1) イギリスでは，本人の意思決定能力がないと判断された場合でも，法定後見は約 5 万件

と日本よりもはるかに少なく，さらに身上看護の代理権を持つ法定後見人は僅かである。

これは特に身上監護については，ある程度判断能力が減退しても，周囲の支援によってそ

れが実現できるという発想に基づいていると思われる。しかし，高齢社会の進行に伴い，

身近に親族がおらず，誰も意思決定を支援してくれない孤立した高齢者や障がい者が増え

ているのは，日本と同じである。そういった高齢者や障がい者の意思決定の仕組みとして，

日本は成年後見制度（特に法定後見）に依存し，後見人による本人意思尊重義務（民法第

858 条）にいわば丸投げされた状況にあると言っても過言ではないが，当事者の意思決定
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支援を中心に据えた場合，成年後見制度に頼らない新しい意思決定支援スキームを検討し

ていく必要がある。 

(2) 行動指針（Code of Practice）の策定 

まずイギリスの MCA の施行時において，これまでの裁判例などをもとに，意思決定能力

を欠くということはどのように判断されるか，能力判定の前にどのような意思決定支援を

行わなければならないか，本人のベストインタレストとはどのように決定されるか等につ

いて，具体例を挙げながら詳細に解説する行動指針（Code of Practice）が発表されてい

る。意思決定を支援する立場の共通理解として，法定後見にいたる前の段階から，いかに

本人の意思決定を支援していくか，またいかに本人のベストインタレストを判断していけ

ばいいのかの指針を定める意味は大きい。日本でも，具体的な「意思決定支援ガイドライ

ン」「後見人活動ガイドライン」の策定や公表を政府が行い，行動指針を示すべきである。 

(3) 介護・医療関係者の免責条項 

次にイギリスの MCA 第 5 条では，介護や治療に関する意思決定について，本人に意思決

定能力がなく，かつその介護や医療を受けること・受けないことに関する決定が，本人の

ベストインタレストに適うという場合，その決定の結果，本人にとって何らかの不利益が

生じたとしても，その決定を行った意思決定者（介護・医療関係者）自信の責任を問われ

ることはないという免責条項がある（ただし，例えば手術ミスなど，医療行為自体の過失

が免責されるわけではない。）。介護や医療の提供・不提供に関する決定は，時に本人の

生命や身体の危険に直結しかねないことから，このように一定の手続を踏めばその決定に

対する責任が免責される制度を創設する意味は大きく，現状の日本のように一部親族の同

意書に頼るよりも，本人のベストインタレストを実現することが可能になるため，日本で

も明文化すべきである。 

(4) 独立意思代弁人（IMCA＝Independent Mental Capacity Advocate）の設置 

さらに，イギリスでは，身上看護面において，本人に関わる介護・医療のサービス提供

者とは独立して，意思決定能力のない当事者の意思決定を支援していく専門職（独立意思

代弁人（IMCA）＝Independent Mental Capacity Advocate）が存在する。これは地方自

治体が補助金を出して民間団体に委託している事業で，IMCA はアドボカシー活動に関する

国家資格をもつ者が実際の活動を行う。イギリスで身上看護の代理権を持つ法定後見人が

少ない背景として，身上看護に関する単発の意思決定（例えば「施設に入る」）について

は，IMCA が本人の意思や選好を本人に代わって表明し，これに基づいて関係者がベストイ

ンタレストを適切に判断できるよう支援する仕組みがあることが大きい。IMCA は強力な情

報開示請求権により，本人のベストインタレストの判定に必要なあらゆる資料を入手し，

本人や親戚，知人，今まで関わってきた福祉関係者からも事情を聞くことができる。IMCA

の報告書は，当該決定事項における本人のベストインタレストを検討する上で も重要な

書類となり，介護・医療サービス提供者が責任を恐れることなく，本人の意思や選好を

大限考慮した形の 善のサービスを提供できる力となっている。ちなみに，2015 年 4 月に

施行されたケア法では，ソーシャルケアに関する意思決定につき，意思決定に相当な困難

があり（これは意思決定能力がない場合だけではない），また誰も本人の意思決定を支援

する適任者がいなければ，必ず独立意思代弁人（Independent Care Act Advocate＝ICAA。

IMCA と同様に，独立アドボカシー活動を行う立場の専門職）の支援を受けられることにな
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っており，さらに予算措置も IMCA の 700 万ポンド（約 12.6 億円）から，ICAA は倍の 1450

万ポンド（約 26.1 億円）から倍増され，さらにアドボカシーの対象範囲も広がっている。

日本でも，同じように，介護・医療サービス提供者と別に，誰もが，無償で，いつでも必

要な場面で独立意思代弁人の支援が受けられる態勢を確立すべきである。 

(5) 医療同意に関する事前指示 

また，日本は，身上看護に関する意思決定の中でも，医療同意に関する意思決定支援の

仕組みがない。しかし誰もが将来自分が受けたい医療や，受けたくない医療を選択する自

由があり，これを判断能力が不十分になる前に表示しておくことで，意思決定能力がなく

なった際のベストインタレスト判断の基準としうる。この点，イギリスには，MCA 第 24 条

に治療を拒否する事前の意思決定の制度があり，特定の治療の諾否の意思表示を予め書面

でしておくことができる。もちろん事情の変更や予期しない医療水準の変動もあり得るた

め，それだけで意思決定がなし得るわけではないが，日本でも意思決定能力を欠くことに

なった当事者のベストインタレスト判断の一要素として，誰もが医療同意に関する事前指

示を登録できる制度を作るべきである。 

(6) 任意後見の活用 

イギリスでは，国家の政策として，高齢又は障害などの原因により，判断能力が低下し

たときに備えて，任意後見（イギリスでは永続的代理権制度（LPA）＝Lasting Powers of 

Attorney）を登録するように勧めており，現在約 100 万件の登録があるとのことである。

日本では，2000 年～2010 年の 10 年間において，約 5 万件弱の任意後見登記がなされるも，

いまだ年間数百件の任意後見監督人の選任件数しかなく，まだ任意後見制度はほとんど活

用されていない。しかし，任意後見と法定後見を比較した場合，より本人の意思や希望に

従った代理代行を可能にするのは任意後見の方であり，今後は任意後見契約で定められる

事項の拡張や適格性のある受け皿の整備も含め，任意後見をもっと活用しやすい制度とし

て広げていく必要がある。 

 

４ 司法的判断機関と監督機関の分離 

(1) 法定後見についても，任意後見についても，イギリスにおいては「保護裁判所」という，

後見に専門特化した裁判所を作り，そこで意思決定能力を有するか否か，財産管理や身上

看護に関する様々な決定・指示，意思決定能力のない人への法定後見人の選任，任意後見

の有効性の判断，義務を履行しない法定後見人や任意後見人の解任など，様々な司法的判

断を行っている。また日本では後見監督も家庭裁判所の重要な機能であるが，イギリスで

は，法務省の一組織として後見庁という中核的行政機関を設置し，後見監督は後見庁がす

べて行っている。 

(2) 日本では，家庭裁判所による後見監督がパンク状態であるといわれて久しく，特に身上

監護については監督らしい監督がほとんど行われていない（審判後に，家庭裁判所が本人

と面談すること自体がほとんどなく，後見人活動が，本人の意思や 善の利益に合致する

かの検証を行う機会すらな。）。しかしそもそも裁判所は，審理機関であり，継続的な監

督を長期間担うことや，不祥事に関する調査活動などに責任を負うこと自体が難しいと考
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えるべきである。従って，日本でも今後の方向性として，イギリスと同様，司法的判断機

関と，監督を行う行政機関（例えば法務省の一組織として，後見庁を立ち上げる等）に分

離し，行政機関に，より効率的で迅速な後見監督，後見人等に対する研修や支援活動，苦

情処理，不適切な後見人の解任請求等の権限を与えていくべきと考える。他方で，司法的

判断機関である裁判所には，利害関係人の申立により，何が本人の 善の利益なのかにつ

いての紛争を解決する機能を拡張し，裁判所が，後見活動によって生じる財産管理や身上

監護の様々な問題について，後見人に丸投げせず，責任を持って 終判断を下すシステム

を構築すべきである。 

(3) さらに後見庁は，任意後見に関しても，後見人の受け皿の登録や研修の実施，任意後見

契約の登録・管理，任意後見監督人の選任・監督，苦情処理，不適切な任意後見人の解任

請求やそれに変わる法定後見人の選任請求等の職務を負うべきである。イギリスでは，任

意後見に関し，実は私的自治に任せ，内容面にあまり介入しないとのスタンスであるが，

判断能力が低下した本人の利益を損なうことがないように，任意後見監督人を通じての間

接的な監督や支援を行うべきである。 

(4) なお，イギリスにおいては，親族による法定後見人の不祥事に関しては，すべて後見庁

が契約している損害保険（セキュリティ・ボンド）からの保険金で補償される制度が確立

している（そのため平均して年間 450 ポンド（81000 円）の保険料を本人の負担で支払う

（資産額が低い場合は単年限りの時もあり。）。また専門職として法定後見人を引き受け

るのは弁護士が多く，当該弁護士が不祥事を起こしたときに適用される損害保険に事務所

が加入することが前提となっているため，ここでももし不祥事があった場合はそこで補填

されることになる。また地方自治体が主体となって，法定後見人を引き受けている事案も

多く，そこでも担当職員による不祥事があったときには，補填を受けることはもちろん可

能である。もちろん不祥事自体あってはならないことであるが，日本のように後見制度支

援信託などという本人の意思とかけ離れた財産管理を強要したり，後見監督人に個人責任

を押しつけたりするような体制をとるよりは，後見庁による強力な監督と支援，そしてそ

れでも万が一不祥事が起これば保険でカバーするという発想の方が，よほど建設的であり，

本人の財産を守ることにも資すると考えられる。 

 

５ 地域での権利擁護体制の確立 

仮に意思決定支援法を策定したとしても，それだけで，実際の権利擁護活動が進むわけで

はない。これを生かし，実践していく，地域の受け皿を確実なものにしていかなければ，同

法の理念に基づく支援が適切に実行に移されず，あるいは，誰も本人の意思決定を支援しよ

うとせず（イギリスでも同様の問題が指摘されている），真に意思決定支援を必要とする高

齢者・障がい者当事者に援助の手が届かない。 

そのため，イギリスのように，各市町村の必須事業として，IMCA や ICAA のような機能を

持つアドボカシー組織を立ち上げると共に，地方自治体が 終的に権利擁護を引き受ける中

核的な責任主体になり，同法が適切に実行されているかを継続的にモニタリングするととも

に，誰でも必要なときに，必要な支援を得られる体制を作っていく必要がある。同時に，日
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常生活自立支援事業の体制整備，福祉的な観点をもつ地域での法定後見の受け皿（法人後

見・市民後見）の整備や質の確保，低収入・低所得の者でも法定後見を気軽に使えるような

成年後見利用支援事業の活用や必要な予算措置，地域の中での他業種の緊密な連携や，虐待

などの権利侵害事案に対応する権利擁護センターの設立など，判断能力の低下した高齢者や

障がい者の権利擁護のための包括的支援システムを地域の中で立ち上げ，確立していかなけ

ればならない。 
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付録：2014 年ケア法下におけるアドボカシー提供研修 

１ 研修概要 

研修日時 2015 年 4 月 29 日（水），30 日（木）午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分 

研修提供団体 Kate Mercer Training（研修会場：Birmingham） 

講師 ケイト・マーサー氏（Kate Mercer, Head of Kate Mercer Training，同団体代表） 

 

２ ケイト・マーサー・トレーニング（KMT）の活動概要 

ケイト・マーサーさんが 2009 年に立ち上げた慈善（福祉）団体で，現在はイングランド・

ウェールズにおいてアドボカシーに関する研修を提供し，カリキュラム達成者に対して技術

技能検定協会（シティ・アンド・ギルズ，City ＆Guilds）認定の国家資格を付与する活動を

行っている。団体創設者かつ代表のケイトさんは，元々は児童福祉の分野で働いていたが，

その後，独立意思代弁人（Independent Advocate (IA)）として 8 年間活動し，その間，アド

ボケイトたちの実務の質を高めるための様々なトレーニングコースを創設，提供してきた。

近年は，保健省（Department of Health）と技術技能検定協会（City ＆Guilds）とともに，

2014 年ケア法においても導入された「ケア法独立意思代弁人（Independent Care Act 

Advocate= ICAA）」という初めての資格を作り上げた。正にアドボカシー資格の生みの親で

ある。同団体の Web サイトは，www.katemercer-training.com である。 

 

３ 独立アドボカシー研修・資格について 

同団体が提供する研修は多岐にわたるが，独立アドボカシーに限定していえば，①独立意思

代弁人認定レベル（Level 2 Award in Independent Advocacy），②独立意思代弁人修了レベル

（Level 3 Certificate in Independent Advocacy），③独立意思代弁人学位レベル（Level 3 

Diploma in Independent Advocacy）の 3 種類が存在する。②については，Independent Mental 

Capacity Advocacy (IMCA)8，Independent Mental Health Advocacy (IMHA)，Independent 

Advocacy Management (IAM)，Independent Advocacy with Adults (IAA)，Independent 

Advocacy with Children a Young People (IACYP)に細分化されている9。たとえば IMCA になる

ためには，技術技能検定協会（C&G）が定める一定数以上のカリキュラムの受講と現場研修等評

                                                            
8 いわゆる意思決定能力法（Mental Capacity Act 2005）における独立意思代弁人はこれに該当す

る。この資格がないと，基本的に IMCA として稼動することはできない。 

9 なお，2015 年 4 月から施行された 2014 年ケア法（The Care Act 2014）においては，独立意思代

弁人（Independent Advocate）による支援が規定されていることから，今後，Independent Care 

Act Advocacy（ICAA）という類型が誕生することが見込まれている。 本研修（unit 313 Providing 

Advocacy under the Care Act）は，その一環である。 
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価が必要となる。具体的には，独立意思代弁人の基礎に関するコアユニット 4 科目（unit301-

304）及び IMCA の選択ユニット１科目（unit305）を修了するため，3 日間以上のライブ研修出

席，E ラーニング及び課題の提出（課題の一例として，自分が同研修のトレーナーとなった場

合に提供すべき資料の作成等）が必要である。加えて，少なくとも 3 回，受講者の現場での実

践状況について資格評価者から評価されるため，受講者は一定水準のアドボカシーを提供でき

るとの証拠（ポートフォリオ）を示さなければならない。全カリキュラムを終えるまで，平均

して半年から 1 年程度要する。 

 

４ ウェルビーイング（WELLBEING）と意思決定支援（SUPPORTED DECISION-MAKING） 

ケア法は，対象となる個人について，彼ら自身のウェルビーリングを決める上で 適な環境

を提供することを目的としている（ウェルビーイングの原則）。法定の指針によれば，ウェル

ビーイングは，以下の九つの分野において言及されるものである。すなわち，ア） 個人の尊

厳，イ）身体的・精神的・感情的ウェルビーイング，ウ）虐待や放任からの保護，エ）個人の

日常生活のコントロール（どのような方法で福祉サービスが提供されるかも含む），オ）仕事，

教育，研修，レクリエーションへの参加，カ）社会的・経済的ウェルビーイング，キ）家族や

個人との関係性，ク）居住環境の適正さ，ケ）社会における個人的貢献，という分野において

である。地方自治体（Local Authority）は個人のウェルビーイングを様々な方法によって高

めなければならない。ウェルビーイングは，個人のニーズや目標，希望など様々な環境因子及

びその影響度合いによって異なるため，ひとくくりに出来るものではない。すなわち，地方自

治体は，ケースごとに，その人物が何を達成したいと考えているのか，その地方自治体の活動

が上記九つの分野におけるウェルビーイングにどのような影響を与える可能性があるのか，を

考慮すべきである。たとえばアセスメントの段階において，地方自治体は，対象者のニーズが

どのウェルビーイングに も関連しており，それがどれくらいの影響を与えるかを明確にすべ

きである。 

また，同法の指針（10.4）においては，現代の社会福祉制度においては，本人が本人自身の

生活を選択し，コントロールしていけるよう，その福祉計画プロセスにおける参加を保障し，

日常的な意思決定支援を可能とするようなものであるべきであると明示している。加えて，本

人を中心に置いた支援（Person-centred）を実現するために，地方自治体は，福祉サービス計

画作成のすべての責任者（スタッフ）が MCA を適切に活用できるような研修等を受けられる機

会を保障すべきであるとする（10.35）。 

 

５ ケア法によって何が変わるのか？ 

(1) ケア法における社会福祉サービスを受ける人全員が，パーソナル・バジェット

（Personal Budget）10を持つことになる。パーソナル・バジェットとは，障害のある本人

                                                            
10 渡辺勧持・薬師寺明子・島田博祐「パーソナル・バジェット，ダイレクト・ペイメント」－英国

の動向から考えるー (2013)）が詳しい。 
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が  望む生活を送れるよう，本人の意向やニーズを尊重しながら，その人個人の（personal）

予算を（budget）組み，支援するという枠組みである。具体的には，障害のある本人が地方自

治体のソーシャルワーカー等の支援を受けて，自分のニーズに基づくケアプランを作成し，自

治体がそのプランに基づいて割り当てた経費を用いて，ニーズにあった社会福祉サービスを受

領できる。なお，パーソナル・バジェットで算出された管理・運営費については，予算を利用

者の銀行口座などに直接振り込むダイレクト・ペイメントのほか，経費を直接受け取らずに自

治体や自治体が認可したサービス提供団体等に予算管理を依頼することも可能であり，その双

方を併用することも出来る。英国のパーソナル・バジェットの対象者には，障がい者だけでな

く高齢者，障害の子どもをもつ家族，その他長期療養者などが認められている。 

(2) ケア法は，14 歳以上の若年層も対象に含めている。ケア法は原則として，18 歳以上（成

年）の社会福祉サービスを対象としているが，児童法（Children Act）における若年者層

（14 歳以上 25 歳未満）で，近い将来，同サービスへ移行する可能性のある者も対象とし

ている。 

※MCA は 16 歳以上を対象としている。 

(3) ケア法は，本人をケアする立場にある家族や友人（ケアラー）等も支援の対象に含めて

いる。 

※MCA は本人以外の者にアドボケイトを付けることは想定していない。 

(4) 地方自治体は，社会福祉サービスのニーズをもつと思われるあらゆるレベルの人々に対

して，アセスメントを遂行しなければならない。本人に対する個別的アプローチを確立する

ため，本人に対し可能な限り早い段階で面談し，アセスメントに関連する可能な限り多くの

本人情報を入手しなければならない。なお，ケア法は地方自治体に対する義務を定めるもの

であって，サービス提供事業者それ自体に対する義務を定めるものではない。しかし，地方

自治体はサービス提供事業者との間でウェルビーリングの義務を契約上課すことは可能であ

る。なお，本人からの申請がなくとも，あるいは承諾がなくともアセスメントは遂行される。 

 

６ ケア法におけるアドボカシー（ケア法独立意思代弁人=ICAA） 

(1) 適用対象者（Eligibility） 

地方自治体は，以下の要件１及び２を充たす人に対し，独立意思代弁人（ICAA）の提供

義務がある。 

＜要件１＞ 以下のいずれかに当てはまることが必要 

① 社会福祉サービスを必要とする成人（18 歳以上） 

② 成人の本人をケアする立場にある家族や友人等（ケアラー）（若年者のケアラーを含

む。） 

③ 成人の社会福祉サービスへ移行が近づいている子ども 

④ 成人の社会福祉サービスへ移行が近づいている子どもをケアする立場にあるケアラー 

＜要件２＞ 以下のすべてに当てはまることが必要 
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① 要件１に該当する者のうち，アセスメントやケアプラン，プランの見直し（レビュ

ー），セーフガード（虐待対応等）のプロセスに十分に参加することについて，「相当

程度に困難な状態にあること（substantial difficulty）」 及び 

② その者の希望等を支援し，または代弁することが適切かつ可能な人物がいない場合

（適用除外要件） 

要件２の１の「相当程度に困難な状態にある」場合として，同法は，以下の４つの領域

において一つでも困難な状態に該当する場合には，それに当たると規定している（※）。 

① 関連する情報を理解すること 

② 関連する情報を保持すること 

③ 関連する情報を比較衡量すること（重要な決定プロセスにおける部分的な関与も含む） 

④ その者の見解，希望，感じ方などについてコミュニケーションをとること 

※この判断要素は， MCA における，意思決定能力のアセスメントで用いられる機能的アプ

ローチ（二段階テストの二段目）とほぼ同様の規定ぶりとなっている。一方で，MCA にお

いて要求されている診断的アプローチ（二段階テストの一段目）については要求されてい

ない。この理由としては，関係者の説明では，ア）MCA の規定する診断的アプローチが障

害を理由とする差別的取扱いを認めるものであり，国連障害者権利条約（UNCRPD）に反す

るとの批判をかわす狙いがあるとする説，イ） 善の利益に基づく代行決定を認める MCA

とは異なり，ケア法はあくまでも社会福祉ニーズとアドボカシーに主眼を置いた法律のた

め，機能的アプローチのみで Eligibility の判断としては十分である説，などがある。 

要件２の２の「適切な支援者」の判断要素としては，ア）その人物を良く知っている，

イ）代弁的支援（アドボカシー）を提供することに同意している，ウ）実際にアドボカシ

ーを提供することが可能である（例えば，学習障害や認知症を有する支援者などは，そう

した支援の提供者としては困難を伴う可能性がある），エ）アドボカシー提供者として適

切である（例えば，その人物による虐待等が疑われる場合には適切とはいえない），オ）

支援者自身の見解を押し付けるような支援をしないこと（例えば，仮にその支援者がある

種の決定について頑な見解をもっており，本人の意思決定や表現を支援していないような

状態ではないこと），が挙げられている。 

※ケア法における「適切な支援者（the appropriate person to support）」という表現は，

MCA においても IMCA の要件の一つとして「適切な相談者（the person appropriate to 

consent）」という類似の表現で規定されているが，前者の役割としては，より積極的に本

人を福祉サービスの計画作成のプロセスに関与させられるよう支援する（意欲があり，能

力がある）ことが求められており（to support the person’s active involvement），単

にその本人を良く知っているとか，深く愛しているというのみでは，適切な支援者とは言

い得ない。一方，有償の社会福祉サービス等を提供する者が「適切な支援者（相談者）」

にはなれないという点は，MCA と同様である11。 

                                                            
11 この点については，MCA で IMCA が関与する意思決定は重大な場面におけるものが多いことを考え

ると，IMCA の適用除外要件である「適切な相談者」の解釈は，ケア法における ICAA の適用除外要件
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＜要件２の２例外＞ 

地方自治体は，仮に本人に「適切な支援者」がいたとしても，以下の場合には，独立意

思代弁人（ICAA）を提供する義務がある。 

① 社会福祉サービスの提供される場所が NHS に組み込まれている病院（4 週間以上にわ

たる入院）並びにケアホーム（8 週間以上にわたる入居）であり，地方自治体が，アド

ボカシーが本人に提供されることが本人の 善の利益であると信ずる場合 

又は 

② 地方自治体と「適切な支援者」との間でサービス等に関する意見の対立がある一方で，

アドボケイトの関与が本人にとってメリットがあることについては合意している場合 

(2) ICAA 活動対象領域 

 ケアニーズ等に関するアセスメント場面 

アセスメントは従来，地方自治体に所属する訓練を受けたソーシャルワーカーによってす

べて行われていたが，ケア法では，自治体が委託した慈善団体や会社がアセスメントを行

うことも可能（ICAA 自体はアセスメントを行わない。）。 

 ケアプランの作成場面 

ケアプランは本人を中心としたプラン（Person-centred）となるべきものであり，個々の

ニーズに併せて，様々な実現方法が考えられる。プランにはパーソナル・バジェットに関

する情報が必ず含まれなければならない。本人にプラン作成についての意思決定能力がな

いと見られる場合には，MCA にしたがったアプローチ（意思決定支援後， 善の利益に基づ

く代行決定によるプラン作成が行われる。）。 

 プランの見直し（レビュー）場面 

初回レビューはプラン作成から 6-8 週間後に行われる。その後のレビューは 12 ヶ月を超え

ない期間内又は要求にしたがって行われる。ICAA としては，そのケアプランが本人のニー

ズに合っていたか，プランに対する結果が伴っていたかなどについてチェックを行う。 

 セーフガード（虐待対応等）場面 

本人に対する何らかの虐待（ケア法では 10 種類の虐待類型を設定12）が疑われる場合（他

者からの通報を含む）には，地方自治体は，同地域内に設置した成人虐待対応委員会

（Safeguarding Adults Board）において協議し，誰によってどのような対応を取るかを速

やかに通知しなければならない。また，適切と考える場合には，その成人の意思の代弁及

びサポートをするための ICAA を用意しなければならない。 

※MCA の IMCA と比較すると，IMCA は居住地の移転，重大な医療行為の場面で義務的に，レビ

ューやセーフガードの場面では任意的に登場しうる。したがって，上記４つのカテゴリのうち

下２つのカテゴリにおいて ICAA と IMCA の業務が一部重なる場合がある。このような場合には，

現状ではどちらのアドボカシーサービスも受けられる。もっとも，将来的には ICAA が主流とな

っていくことが予想される（予算規模・人員ともに ICAA のほうが多くなるため）。 

                                                                                                                                                                                                 
である「適切な支援者」のそれよりも厳しく判断することが本来の趣旨からして求められるのでは

ないかと考える（私見）。 
12 身体的虐待，DV，性的虐待，心理的虐待，経済的（物質的）虐待，奴隷的取扱い・搾取，差別的

虐待，施設・団体内虐待，ネグレクト，セルフネグレクトの 10 種類 
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(3) ICAA の役割 

 ケア法におけるアセスメント，ケアプラン作成，見直し等についての流れを理解できるよ

う支援する 

 本人の有する権利について理解できるよう支援する 

 本人に対し意思決定支援を行う 

 本人の見解や希望，感じ方に関する本人の気持ちを汲み取り，必要に応じて代弁する。な

お，代弁方法として IMCA のように報告書を提出することもできる（ICAA による報告書作成

は原則として任意的。ただし，セーフガードのケースでは義務的。IMCA の場合はすべての

ケースで義務的。）。 

 アセスメントやケアプランの内容について異議を申し立てる 

 本人の見解や希望，価値観等を汲み取るための適切な情報源にアクセスする 

(4) IMCA との比較及び ICAA の今後の見通し 

既に述べてきたように，ICAA のカバー範囲については MCA における IMCA よりも広範囲

である。ケア法においては，より広い場面で（アセスメント，ケアプラン作成場面もカバ

ー），より多くの人に対し（機能的アプローチのみ存在し，診断的アプローチは不要。よ

って，認知症，知的障がいなどの診断結果を必ずしも必要としない。），より早期に（意

思決定能力に欠けたとされる段階からではなく，それ以前の，「相当程度に困難な段階」

から要請される），アドボカシーが提供されることとなる。 

一方で，IMCA（IMHA などその他隣接するアドボケイトも含む。）と ICAA の協働関係も

重要である。保健省としては，IMCA と ICAA が同一のサービスプロバイダーによって提供

されることを推奨している。IMCA と ICAA を同一人物が務めることによって，より本人の

状態を知っている者が継続的にアドボカシーを提供できるというのが主なメリットとして

挙げられる。すなわち，IMCA は通常，特定の意思決定に関する 善の利益会議が終了した

段階でその任務を終えるため，会議後の本人の長期的かつ日常的な生活に関する意思決定

については通常関与しない。一方で，ICAA はアセスメントやケアプラン作成段階等，本人

の長期的な生活を視野に入れつつ本人に寄り添うアドボカシーを提供していく。したがっ

て，同一人物が IMCA と ICAA を兼任していれば，IMCA としての任務が終了した段階で速や

かに ICAA に移行し，アセスメントやケアプラン作成等に関与していく（逆もしかり）とい

う，「シームレスな（切れ目のない）」アドボカシーが提供できるというものである。 

なお，予算規模としては，IMCA の予算が現在 700 万ポンド（約 12.6 億円）に対し，

ICAA は倍の 1450 万ポンド（約 26.1 億円）の予算を計上している。さらに，保健省は 5 年

後の 2020 年には ICAA の予算は 6750 万ポンド（約 121.5 億円）になるだろうと試算してい

るという。したがって，今後のアドボケイト予算の大半は ICAA に対して割り当てられる公

算が強い。 

(5) その他（参考文献，リンク等） 

Skills for Care ‘Guides to the Care Act 2014 Learning and Development Programmes’ 

http://www.skillsforcare.org.uk/Document-library/Standards/Care-Act/learning-and-development/guide-
to-the-Care-Act-2014-learning-and-development-programme.pdf 
Supported decision-making – Think Local Act Personal 

http://www.thinklocalactpersonal.org.uk/_library/Resources/Personalisation/london/Supported_Decision_
Making.pdf 
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７ 事例検討 

以下のケースで，本人はケア法における独立意思代弁人（ICAA）のサービスを受けられる

立場にあるか？ 

(1) ケース 1 

フランクは 64 歳独身で子どもはいない。また，10 年前より家族との接触もない。彼は

会社を所有しビジネスでは成功を収めていた。5 年前，彼はパーキンソン病が発病・進行

し，彼の移動に重大な影響を与えた。さらに病気は彼のコミュニケーション能力にも影響

を与え，文章を書くこと，明瞭に話すことが困難となった。 

フランクは彼の近所の住人であるマグ氏と良好な関係を築いてきた。マグが地方自治体

に 初に連絡をした際，彼の生活に関して大変心配している様子であった。マグは自治体

のソーシャルワーカーに対し，「彼はこれ以上いままでのように生活することは出来ない

し，彼自身が上手くやっていくことも出来ないだろう。私は彼がきちんと食事が出来てい

ないことを大変心配している。彼には手助けが必要だ。彼のニーズは私が把握しているし，

彼は今すぐにでもケアホームに入る必要がある。彼の家は彼が生活していく上では大きす

ぎる。」と言った。 

 

＜検討＞ 

要件 1：フランク氏は，社会福祉サービスを必要とする成人，に該当する。 

要件 2(1)：フランク氏は，ケアホーム入居ニーズに関するアセスメント，ケアプランの作成の

プロセス参加にあたって，自己の意見を伝えるためのコミュニケーションが相当程度困難な状

態にある。 

要件 2(2)：家族との連絡は取れないため，マグ氏が「適切な支援者」となりうるかが問題とな

るが，マグ氏がケアホーム入居にこだわり本人の意向を適切に代弁できていないようであれば，

オ）支援者自身の見解を押し付けるような支援を行っており，「適切な支援者がいない」とみ

なされる可能性がある。また，仮にマグ氏が「適切な支援者」だとしても，フランク氏の 8 週

間以上のケアホーム入居が想定され，かつ自治体のソーシャルワーカーとして，フランク氏に

ICAA をつけることが本人の 善の利益に資すると信ずる場合には，例外要件を充たしうる。 

【結論】地方自治体としては，フランク氏に ICAA を提供しなければならない。 

 

(2) ケース 2 

クゥエンティン（Q）は彼の妻であるエリザベス（E）に対し，長年，介護を提供してき

た。彼らは結婚して 45 年になる。E は認知症が進んでおり，記憶力に重大な問題を抱えて

いる。そのため，しばしば混乱し怯えることがある。 

Q と E はジョイント・パーソナル・バジェット（注：夫婦双方でパーソナル・バジェッ

トを共有しており，その総額をそれぞれのケアニーズに併せて適宜割り振ることが出来るも

の）を有しているが，ケアレビューの段階で，Q が 近になって脳卒中を患い，それが E に

対するケアの能力に悪影響を与えているということが判明した。またその病気は，必要な情

報を処理するための能力（記憶喚起能力等）にも影響を与えていた。 
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彼らにはジェイクという息子がいるが，彼は Q と E ともにレジデンシャルケア（老人ホ

ーム）に入居する必要があり，彼らの家は売るべきであると強く主張している。 

 

＜検討（E）について＞ 

要件 1：E は，社会福祉サービスを必要とする成人，に該当する。 

要件 2(1)：E は，レジデンシャルケアに移行するか否かについてのケアレビューのプロセスに

ついて，特に記憶力に重大な問題を抱えているため，その参加が相当程度困難な状態にある。 

要件 2(2)：まず夫の Q が「適切な支援者」となりうるかが問題となるが，Q は長年 E に連れ添

いケアに従事してきたことからすれば，通常は適切な支援者といいうる。もっとも，近年 Q は

脳卒中を患い，情報処理能力が低下しており，E のレビューへの参加を積極的に促すことが出

来る能力が十分ではないとして，現時点では「適切な支援者」とは評価されない可能性が高い。

また，ジェイクについても，経済的虐待が疑われている点，及び E・Q 夫婦でのレジデンシャル

ケア入居及び不動産の売却についてのこだわりが強い点を勘案すると，やはり「適切な支援者」

とは言いがたい。さらに，仮に上記の者が「適切な支援者」に当たりうるとしても，E の 8 週

間以上のケアホーム入居が想定され，かつ自治体のソーシャルワーカーとして，E に ICAA をつ

けることが本人の 善の利益に資すると信ずる場合には，例外要件を充たしうる。 

【結論】地方自治体としては，E に ICAA を提供しなければならない。 

＜検討（Q）について＞ 

要件１：Q は，社会福祉サービスを必要とする成人，及び同人のケアラー，に該当する。 

要件２（１）：Q は，E をケアし続けることによって脳卒中が悪化する可能性があり，E へのケ

ア提供に対する相当程度の困難が認められる。 

要件２（２）：妻の E は認知症が進行しており，かつ息子のジェイクは経済的虐待の懸念があ

るので，いずれも「適切な支援者」とは言いがたい。 

【結論】地方自治体としては，Q にも ICAA を提供しなければならない。なお，Q と E の ICAA は

可能な限り別々であることが望ましい（利益相反を避けるため）。 

以上 
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イギリスMCA視察旅⾏参加者名簿 
 

弁護⼠名 所属単位会 

荒⽊晋之介 ⼤阪弁護⼠会 

蒲⽥孝代 千葉県弁護⼠会 

児⽟洋⼦ 島根県弁護⼠会 

佐久間⽔⽉ 千葉県弁護⼠会 

佐々⽊育⼦ 奈良弁護⼠会 

⾼橋敏幸 ⿃取県弁護⼠会 

⽵内俊⼀ 岡⼭弁護⼠会 

橋ヶ⾕祐可 奈良弁護⼠会 

⽔島俊彦 東京弁護⼠会 

 
 




