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刊行によせて 

                  橋本宏子 

（障害年金法研究会 代表） 

 

 このたび、「障害年金法研究会が発行する公式雑誌」として、ウェブジャーナルを

発行する運びとなりました。 

 障害年金法研究会は２０１５年に設立され、その後、①具体事案を協働して解決

すること、② 勉強会での研鑽 ③ 制度に関する提言を「活動の三本柱」とし

て、今日まで地道にその活動を重ねてきました。その詳細については、ジャーナル

掲載の「会の活動報告」を参照下さい。 

障害年金法研究会は、障害年金問題に関わる弁護士・社会保険労務士・研究者・

ソーシャルワーカー等が協力して具体的事案を通じて研鑽を重ねて連携していく

ことを目的としていますが、その目的の遂行のなかでは、特に「障害年金事件を担

当できる弁護士を増やす」ことを念頭に置いてきました。 

 

私事ですが、私はかつて社会保険審査会委員を務めたことがあります。その時の

経験では、本人が単独で「再審査請求」をする「本人請求」の事案が多く、年金に

精通した弁護士が社会保険労務士とも連携をとりながら事件を受任して専門的に主

張・立証すれば、救済されていたかもしれない（少なくとも、論点はもっとも明確

になった）と私には思われる事例にいくつか遭遇しました。こうした体験は、障害

年金問題を担える弁護士のすそ野を広げたいという思いに繋がり、その思いが障害

年金法研究会の設立にも反映されることになりました。 

 

アメリカでは、対象は貧困層ですが、関連で障害者あるいは児童などの権利の実

現のために活動する弁護士を法的に支援するクリアリングハウスレヴューという雑

誌が、全米を対象に発行されています（Sargent Shriver National Center on 

Poverty 発行）。 

アメリカにおいてこれらの人びとの権利保障のために活用される法政策は多様で、

訴訟により権利の実現をはかるだけでなく、議会を通じての実定法化、政策交渉に
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よる事業化、法的支援団体の活動による権利実現のバックアップ、多段階での聴聞

の機会を利用した市民参加などがあげられます（以下、広義の法政策という）。 

アメリカでは歴史の中で、政府だけでなく、選挙、社会運動、当事者の関わり、

参加といった市民社会の側も動きも含めて統治を包括的に行うという考え方がひと

つの潮流となってきたためと思われます。 

 

世界が混迷を極めるいま、クリアリングハウスレヴューにも思いを馳せながらウ

ェブジャーナルの今後を、私達自らの手で作り上げていきたいものです。 

ウェブジャーナルは今後、①理論と実践を繋ぐ論考、②事例研究の掲載に学ぶ、

③研究会の具体的活動報告を柱とすることになるでしょう。それによって実務家は

直面している具体的な事例を通じ、より大きな（基本的な）問題へと関心を広げ、

研究者は実務家が直面している具体的な事例から研究上の課題を引き出す（とくに、

個々の法分野の研究者のあいだに障害年金法への関心を広げる）ことにより両者の

連携が深まり、上に述べたような広義の法政策の具体化に努めることができればと

思っています。できることなら私自身、その「つなぎ」の役割が果たせれば、と願

っています。 

広義の法政策の実現は、当初から障害年金法研究会が目指してきた一つの方向性・

課題ではありますが、これまでの定例会や裁判事例研究会ではなかなか積み上げて

いくことができませんでした。ウェブジャーナルが、これまでできなかった理論化

の方向に歩みだしていくための場を構築していくための第一歩となることが期待さ

れます。 

 ともかくも障害年金法研究会が、ウェブジャーナルを刊行するまでに成長してき

たことは、ひとえに障害年金法研究会会員、特に「拡大運営委員会」「編集委員

会」関係者の甚大な努力に支えられてのことです。内々のことではありますが、ひ

とこと申し添えさせて頂きたいと思います。 

 最後になりましたがご多忙のなか、障害年金法研究会のために論考をお寄せ下さ

り、また「座談会」にも参加下さいました河野 正輝 九州大学名誉教授（日本障

害法学会 会長）にも心からのお礼と引き続きのご支援をお願い申しあげる次第で

す。  
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 -Ⅰ 「障害年金法研究会のご紹介」- 

敬称略 

I. 当会結成の経緯 

１ 設立準備 

  ２０１５年５月中旬、橋本宏子より、藤岡に、障害年金の問題に関して相談し

たいことがあると連絡があり、６月８日、藤岡毅法律事務所にて初会合。 

  橋本が安部・山下の社労士２名と参加、藤岡は、当時障害年金の訴訟を担当し

ていた関哉・黒松の弁護士２名と合計６名で障害年金問題について、意見交換。 

  社労士からは障害年金を司法で争うために弁護士の協力が不可欠であること、

弁護士からは障害年金実務に精通した社労士の経験値と研究者による法論理研

究が不可欠であること、研究者からは、実践と理論の架橋の必要が述べられ、弁

護士・社労士・研究者が協力関係を築いていく方向性で確認された。 

  その後、福田素生・永野仁美らの研究者も加わりながら「障害年金問題研究会

立ち上げ検討会議」として準備会議が何度も重ねられた。  

 

２ 設立総会 

 ２０１５年１０月２８日、永野が在籍する上智大学内において、第１回研究会の

開催前に、設立総会が開催され、無事、障害年金法研究会が発足した。 

 設立総会には、弁護士・社労士・研究者・ソーシャルワーカー等約４０名が参加

した。 

 情報交換のためメーリングリストを開設した。 

 

II. 当会の目的 

１ 設立の趣意書 

  当会の設立趣意書は次のとおりである。   

会の趣旨説明 

２０１５年１０月２８日 

「障害年金法研究会」 

障害のある人にとって、障害年金はその生活を維持し、豊かにし、将来の夢を描くた

めに必要不可欠な権利です。しかし、障害年金は必要な人に必ずしも行き届いていませ

ん。家族や支援者がいない一人暮らしを想定して判断するべき「日常生活能力」につい

て家族の支援を前提に高く認定するなど、年金制度の趣旨を理解しない不適切な診断書

の記載により不支給とされた例、発達障害等の「生きづらさ」が適切に評価されずに不
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支給になる例、カルテが廃棄されて初診日が証明できずに不支給になる例、働いてわず

かな給与を得たため打ち切りになった例など、不合理な不支給事例が数多く存在しま

す。また、行政窓口で申請書式を渡さない、申請書を受理しない等の法令違反も日常的

に横行しています。近年では支給率に関する地域間格差にも焦点が当てられ、国の検討

が進められていますが、一番低い水準に均すための「改悪」にならないよう、その動向

には注視が必要です。 

 不服申立の制度として、審査請求、再審査請求、司法手続としては仮の義務付け申立

て、取消訴訟・義務付け訴訟等がありますが、ただでさえ法的知識のない人には躊躇さ

れる手続きである上、年金保険独自の分かり難い仕組みやルール、不適切な窓口対応、

重箱の隅をつく「返戻（ヘンレイ）」等の「悪しき業界慣行」が専門知識のない方にとっ

て権利行使の高い壁となり、多くの事例で泣き寝入りを強いられているのが実情と思わ

れます。 

 そこで、障害年金を必要とする人に確実に行き届くようにするため、障害年金問題に

関わってきた（あるいはこれから関わろうと志を持つ）社労士、研究者、弁護士等が、

具体的事案を通じて研鑽を重ね、ノウハウを習得し、協力しながら解決に当たるべく、

「障害年金法研究会」を立ち上げます。 

 当研究会は、 

①具体的事案について協働して解決に当たること 

②学習会・研究会を通じて障害年金問題について研鑽を重ねること 

③制度や運用についての問題点を把握し、問題提起や提言を行うこと 

を活動の内容としていきたいと考えています。 

 研究会は３か月に１回程度の開催を目標としています。 

そのうち年２回程度を第１回のように基礎的知識習得のための「障害年金入門講座」

学習会として適宜織り込み会員の基礎力アップを図りたいと思います。 

また、専門分野の異なる混成チームでもあり、当面は、できるだけ顔の見える関係で

集まり、メンバー同士の距離を縮めるよう心がけたいと思います。 

ただ、日常的な意見交換については、ＭＬも活用します。長期的な目標としては、全

国どこでも障害年金問題に対応できる専門家の相談体制ができること、やがて国の政策

へも影響力をもつ団体に育っていくことを目指していきたいと考えています。 

 

 すなわち、 

① 現状認識：国・年金機構の理不尽な制度運用・慣行により、本来保障されるべ

き障害のある人の重要な権利であるはずの障害年金が受給出来ていない。 
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② 目的：必要な人に障害年金が行き渡るようにする 

③ メンバー：社労士・研究者・弁護士等の連携 

④ 方法：具体的事案を通じた研鑽と学習会・研究会 

⑤ 目標：専門家の相談体制構築、国の政策への影響力を行使できる団体になる 

 という決意が表明されている。 

 

２ めざしていること 

  当会規約第１条に当会の目的が書かれている。   

本会は障害年金を必要とする人に確実に行き届くようにするため、障害年金問

題に関わる弁護士、社会保険労務士、研究者、行政職員、医師、ソーシャルワー

カー等が、具体的事案を通じて研鑽を重ね、協力しながら解決にあたることを目

的と 

 する。 

 すなわち、障害年金問題に関わる弁護士・社労士・研究者・ソーシャルワーカー

等が協力して具体的事案を通じて研鑽を重ねて協力していくことを目的としてい

る。 

 

III.  会員の構成 

１ 会員資格 

  会員資格は、規約第４条により次のものである。 

「本会は第１条の目的に賛同する、弁護士、社会保険労務士、研究者、行政職

員、医師、ソーシャルワーカー等を会員とする。」 

  すなわち、人権擁護の専門家である弁護士・障害年金実務に精通した社会保険

労務士・ソーシャルワーカー等の多業種にわたる実務家の協働を特色とし、それ

を単なる目先のテクニックの上達に留めず、アカデミックに理論的に研究し、制

度全体・市民全体の幸福追求に資することを目的としている。 

  

２ 会員数 

 ２０１５年１１月１８日 ４６名 

 ２０１６年 ５月２７日 ７１名 

 ２０２０年 ４月１６日１２１名 

 ４年で３倍増であるが、人数の規模よりも主体的に参加する会員の存在を重視し

ている。 
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３ 会員内訳 

  上記の 2020年 4月 16日時点の１２１名の職種別内訳は次のとおり。 

弁護士会員４５名 

  社労士会員６２名 

  その他会員１４名 

  その他は、研究者・社会福祉士・精神保健福祉士・年金機構職員等である。 

  障害年金問題に取り組む社会保険労務士（社労士）を中心とする団体は数多

あるが、当会は社労士の比率を５０％程度以内に抑えるようしている。 

  それは、設立の目的の一つに 

  「障害年金事件のできる弁護士を増やす」ことがあるからである。 

  当会代表橋本は、かつて障害年金の審査委員を務めてきた経験から、弁護士が

受任して専門的に主張・立証すれば救済されていたはずの事案が、代理人を使

わない本人による年金請求であるがゆえに棄却されてきた事例を多く見てきた

ことから、障害年金問題を担える弁護士の裾野を広げたいという思いをもっ

て、この会の設立を思い立ったものである。 

 

IV.  活動概要 

１ 活動の三本柱 

 当会規約第３条が当会の具体的な活動を規定している。 

第３条（活動） 

 本会は第１条の目的を達するため、次の活動を行う。 

① 具体的事案について協働して解決に当たること。 

② 勉強会を通じて障害年金問題及びこれに関連する問題について研鑽を重

ねること。 

③ 制度や運用についての問題点を把握し、問題提起や提言を行うこと。 

④ その他本会の目的に必要な活動 

 ① 具体事案を協働して解決すること。 

  これは実際には目立って活発に実践してきたとまでいえない。 

  協働の必要性を感じた事案についてある会員が特定の会員や広く会員全般に一

緒に事件の担当をしませんかと呼び掛けて、共同受任体制が個別事件ごとに組ま

れている。 

  個別事件自体を会として管理しているわけではない。 

  その中で特に会員で深く共同研究したり意見交換をするに相応しい事案につい

て、裁判事例検討部会において、共同研究がされている。 
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 ② 勉強会での研鑽 

  これは、会員全員に参加資格があり、会員以外の専門職にも参加を呼びかけ

て行う定例学習会である。 

  具体的な活動履歴は後述する。 

 ③ 制度に関する提言 

  障害年金の問題は具体的な当事者による具体的事件になって表れる。 

  しかし、そこには多くの共通の課題があり、権利侵害を産み出す構造的な課題

を抽出し、国の制度や運用それ自体を改善しない限り、「永遠のもぐら叩き」に

終始し、保障されるべき権利が多くの人にとって絵に描いた餅のままである。 

  障害年金分野は、制度が極めて複雑で理解が困難な状態にあることもあり、患

者団体等の運動はあったものの、市民団体や研究者や人権擁護団体からの改善

の働きかけが大きな成果を産んで来なかった分野と言える。 

  当会は、１００名程度の団体ながら、その専門性と協力した力と知見を結集

し、国が抱えるこの分野の構造的な課題にメスを入れ、国に提言活動を行い、

具体的な成果を挙げて、市民全体の権利保障の水準を向上することを究極の目

的としている。 

 

２ 日常的な活動内容 

 全会員が参加可能な年３回～５回程度実施する研究会の本会（定例会）の実施を

メイン活動に据え、会員全員のレベルアップを図りつつ、その傘下の部会活動が突

っ込んだ議論を行っている。 

 また、各自の担当している事件に関する相談や報告等はメーリングリストを通し

て行われている。 

 

V.  会の運営 

１ 組織構成 

  会長が橋本宏子、事務局長関哉直人が実務のトップであり、藤原精吾・池原毅

和の障害年金訴訟経験豊富なベテラン弁護士２名を顧問としている。 

   会の運営方針は１０名程度の運営委員会が決定しているが、同委員会をサポ

ートするメンバーも１０名ほど加わった拡大運営委員会を１か月～２か月に１

回程度開いて、実務運営している。 

 

２ 定例会と部会 

  会員全員に参加資格のある本会（定例会）の下に部会がある。 

  部会は現在、裁判事例検討部会一つである。 
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  法制度研究を深めるための部会の必要も指摘されているが、マンパワー的に設

置が難しいため、法制度研究の面も裁判事例検討部会が兼ねているのが現状で

ある。 

 

VI.  定例会の活動報告 

１ 研究会本会（定例会）履歴 

  ２０１５年１０月２８日の設立総会の日に開催した第１回から、２０１９年１

２月１３日実施の第１６回まで、４年と２か月間の間に１６回の研究会本会（定

例会）を実施した。 

  参加人数は、６０名～８０名程度である。 

  金曜日の午後６時～８時に開催することが多い。 

  会場は、上智大学の教室か、四ツ谷近くの有料会議室である。 

  また、聴覚障害ある受講者も想定し、第１３回以降は、文字認識ソフト「ＵＤ

トーク」を基本として人的補正を行って行う「文字通訳」を表示するようにして

いる。 

  なお、次の会のホームページに、毎回の研究会活動を案内・報告している。 

  https://www.nenkin-law.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nenkin-law.com/
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回数 2015 テーマ
グループ

ワーク

1 10月28日
障害年金の基礎／障害年
金問題－問題になりやすい

ケースについて

永野仁美上

智大学准教

授（会員）

安部敬太社

労士（会

員）

2 2016 2月24日
ケーススタディ　申請から訴
訟まで～弁護士、初めての
障害年金

黒松百亜弁

護士（会

員）

山下律子社

労士（会

員）

3 5月25日
障害年金請求にとっての初

診日の重要性
有り

4 9月23日
精神障害判定ガイドライン
で変わる?障害年金認定

安部

塚越良也社

労士（会

員）

有り

5 2017 3月3日
がんの障害の程度認定に
ついて

有り

6 6月9日 社会的治癒 安部

倉本貴行社

労士（会

員）

有り

7 9月22日
裁判を通して知的障害の障

害認定を考える

8 12月22日
血友病事案を通じた専門家
協働の報告―日常生活能

力を考えるー

関哉直人弁

護士（会

員）

安部

9 2018 2月16日
障害年金訴訟の最前線報

告

10 5月25日

障害年金と成年後見人の役

割～障害年金の申請を怠っ
た成年後見人に賠償が命じ

られた
松江地裁判決（2017 年 1
月16日）について～

11 9月14日
大量支給停止問題から障
害年金を考える

12 2019 1月18日
知的障害者の就労と障害年

金

13 4月19日
1000件以上の障害年金事

案を経験して見えたきた課
題と弁護士への期待

14 6月7日
国際比較・歴史的考察・統
計調査から見る日本の障害

年金の実情と課題

15 9月20日

アスペルガー障害を有する
原告の支給停止取消が認

められた東京地裁2018年4
月24日判決について

16 12月13日
「法律家のための障害年金
実践ハンドブック」から考え

る障害年金の未来

河野正輝九

州大学名誉

教授（外部

講師）・藤

岡

坂本千花弁

護士（会

員）・山本

奈央社労士

（会員）

　寺田了弁護士

（外部講師）

安部

安部

安部

百瀬優流通経済大学准

教授（外部講師）

尾林芳匡弁護士

（外部講師）

永野・橋本宏子代表・

小林美智子弁護士（会

員）・安部・溝上久美

子社労士（会員）

藤岡毅弁護士（会員）

研究会の本会（定例会）

　障害年金法研究会　活動履歴

講師

土井裕明弁護士

（外部講師）

藤原精吾弁護士

（会員）
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２ 当会定例会の形式 

 第２回～第６回は、６～７名に班分けしてグループワークを実施した。 

 グループワークは各自が自分の頭で考えざるを得ない状況になるメリットがある

反面、障害年金分野初心の弁護士の参加のハードルを上げるデメリットもある。 

 またグループワークは円滑に進行するための下準備に負担が大きい面もある。 

 そのこともあり、上記回以外は基本的には講師による講義形式であった。 

 また、第１１回、第１６回はパネルディスカッションが実施された。 

 

３ 当会定例会の特徴 

(1) 障害年金実務の基礎が身につく 

  障害年金実務の基礎講座の趣旨で実施されたのが 

  １回「基礎講座」、２回「申請から訴訟までの実務」、３回「初診日」。 

 

(2) 障害年金関連訴訟の最前線の重要判例報告が聴ける 

   ７回：2010 年 1 月 19 日大津地裁判決を報告した「滋賀の知的障害不支給

訴訟」の土井裕明弁護士の講演。 

   ９回：神戸地裁での差引認定訴訟や、国による時効援用を信義則違反として

排斥した 2017 年 11 月 30 日名古屋高裁判決等を報告した「障害年金関連訴

訟の最前線報告」の藤原精吾弁護士の講演。 

   １２回：2018 年 3 月 14 日東京地裁判決を報告した「知的障害者の就労と

障害年金」尾林芳匡弁護士の講演。 

   １５回：「アスペルガー障害を有する原告の支給停止取消が認められた東京

地裁 2018年 4月 24日判決について」の寺田了弁護士の講演。 

   これらは、障害年金訴訟の最新の重要判例を担当弁護士自ら解説してもらえ

る得難い講演であり、当会ならではの特色である。 

   また、１０回の「障害年金と成年後見人の役割」は担当弁護士ではないが、

会員の藤岡が、成年後見人の障害年金申請義務を論じた重要判例である 2017

年 1 月 16日松江地裁判決（賃金と社会保障 1707 号 30頁）を担当した伊藤

崇司司法書士から詳しい情報提供を受けながら判例報告を行った。 

 

(3)  障害年金の最新情報・動向が学習できる 

  ４回：「精神ガイドライン」は、障害年金実務に携わる者にとって習得必須であ

る 2016 年 9 月 1 日から国が施行した「精神の障害に係る等級判定ガイドライ

ン」の概要と課題を 2016 年 9 月 23 日から学べるというタイムリーな企画で

あった。 
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  １１回：「大量停止問題を考える」は、これも障害年金を担当する者が理解して

おくことが必須である 2018 年 5 月頃発覚した約 3000 人の障害年金が支給停

止となるという事件について、2018 年 9 月 14 日に学習できる時機を得た企画

であった。   

 

(4) 障害年金の応用編の学習ができる 

  障害年金を主な業務としている社労士にとっては基礎事項かもしれないが、少

なくとも弁護士には応用編として位置づけられる事項についても詳しい学習が

できる。 

  ５回：「ガン」、６回：「社会的治癒」、８回：「血友病と専門家協働」、１３回：

「1000 件以上の障害年金事案を経験して見えたきた課題と弁護士への期待」等

がそれである。 

 

(5) 障害年金のあるべき姿に関する研究成果を学べる 

  １４回：「国際比較・歴史的考察・統計調査から見る日本の障害年金の実情と課

題」は障害年金に関する専門研究実績が豊富な百瀬優流通経済大学経済学部准教

授による、国際比較・歴史的考察・統計調査等の客観データに基づく日本の障害

年金制度の姿・課題を浮き彫りにする深い考察の研究報告であり、会員各位はこ

の分野で仕事をしながらも初めて学ぶ視点に眼を開かされた。 

 

(6) 私たちがなすべきことを考える 

  １６回：「「法律家のための障害年金実践ハンドブック」から考える障害年金の

未来」は、日本社会保障法学会代表理事を長年務めた経歴を持ち、現日本障害法

学会代表理事でもある河野正輝九州大学名誉教授をお招きし、日弁連が 2018年

3 月に障害年金に関する初めての解説書籍を発行したことを契機に、日本の障害

年金について私たちがなすべきことを考えるための討議を行った。 

 

４ ４年間の本会（定例会）を振り返って 

 上記３において①～⑥と特徴を述べたとおり、障害年金に関する基礎が学べ、最

新情報や応用編も習熟し、最先端の判例情報や研究成果を学びながら、今後のこと

を考えるという、わずか４年間とは思えない、バランスの取れた、濃密な活動が行

えたものと考える。 

 折角のこれらの成果を今後発行する本誌において、さらに詳しく報告できれば幸

いである。   

 



Ⅰ 「障害年金法研究会のご紹介」 

13 

 

VII.会または会員のその他の活動について 

１ 他業種共同受任 

 社労士は、代理人弁護士の補佐人として、訴訟に参加出来る。 

 そのため、原告代理人として活動する弁護士会員を社労士会員が共同受任して補

佐人として訴訟を補佐するという形態で障害年金訴訟や審査請求を共同遂行するこ

とが行われている。 

 今までは、すぐに頼める弁護士が身近にいないために不支給とされた依頼者が司

法で争うという機会を断念させていた社労士会員にとって、司法救済への道が近く

なったメリットがある。 

 また、弁護士会員であっても障害年金事件の占める業務割合は僅かであり、障害

年金の細かい実務にまで精通しているわけではなく、経験値の高い社労士会員に経

験・知識から来る助言をもらえることはとても心強い。 

 実際にこのような協働により徐々に成果を挙げ始めている。 

 

２ 弁護士会の活動の下支え 

 「法律家のための障害年金実務ハンドブック」制作の中心メンバーとして関与。 

 全国で障害年金の受給に関して法的救済が必要な人が多数存在するにも関わらず、

対応ができずに放置されている現状がある。 

 日弁連の上記書籍もまた、今まで障害年金事件の人権救済に関して、十分な役割

を果たしてこれなかった弁護士・弁護士会として、その状況を変革するための一里

塚として全国共通の弁護士向けテキストを刊行するという目的からの発行であった。 

 この点は、当会第１６回研究会のテーマとして特集した内容であるが、日本弁護

士連合会が初めて障害年金に関する解説書籍として 2018年 3月に発行した「法律

家のための障害年金実務ハンドブック」（民事法研究会）は、当会発足と同時に進め

られた企画であり、執筆中心メンバーは当会会員が担った。 

 当会は、「障害年金を担当できる弁護士を増やす」ことを目標に掲げているところ、

東京周辺を活動範囲とする当会だけの力では、それはかなわない。 

 そのため、同じ目的を持つ団体として事実上協力している。 

 日弁連が会員向けに実施している障害年金学習会の講師も当会会員が多く担当し

ている。 

 また、日弁連は、「全国一斉障害年金電話法律相談会」を 2018年 12 月 21日に

第 1回、2019 年 11月 5日に第 2回実施している。 

 この企画についても、弁護士会員はもちろんのこと、社労士会員も各地の弁護士

会で、アドバイザーとして協力している。いわば日弁連のこの分野の活動を下支え

することも当会の隠れた？活動内容である。 
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３ 裁判事例検討部会   

事例検討部会は①裁判事例についての検討、②裁判事例に共通する論点の検討、

③「あるべき障害年金制度」へ向けた政策提言について議論を、比較的少人数で行

うため、2018年 8月に設けられた。同部会の議論は、一定の整理ができれば、そ

れを本体定例研究会のテーマとしていくことをも視野に入れている。 

回 年 月日 テーマ 報告者 
参

加 

1 2018 
10 月 15

日 

発達障害の20歳遡及請求不支給決

定取消訴訟（係争中） 

小林美智子弁護士

（会員） 20

名 関節リウマチの社会的治癒訴訟（係

争中） 

徳田暁弁護士（会員） 

2 2019 1月 18日 

眼瞼けいれんについての行政争訟 安部敬太社労士（会

員） 20

名 肢体障害の20歳遡及請求について

裁判希望案件 
〃 

3 2019 4月 19日 

障害年金の将来 変革を意識した

改良─求めるべきは「稼得能力での

認定」なのか―障害年金法研究会に

おける協働、研究者の役割に関連し

て 

橋本宏子（代表） 

23

名 

関節リウマチの社会的治癒訴訟（係

争中） 

徳田暁弁護士（会員） 

4 2019 6月 28日 

Ⅰ型糖尿病障害年金支給停止等取

消訴訟─大阪地裁判決（平成 31 年

4 月 11日）とその後 

青木佳史弁護士（外

部講師） 
17

名 

5 2019 
10 月 16

日 

障害者の年金・手当・福祉サービス

法における社会参加阻害の要因と

展望─障害法の視点から─ 

河野正輝九大名誉教

授（外部講師） 
15

名 
更新の有無（有期認定、無期認定）

についての行政争訟の組み立て 

安部敬太社労士（会

員） 

6 2020 2月 10日 

第 17 回本研究会「１型糖尿病訴訟

を契機に考える法律問題～認定の

あり方・理由付記～」の事前準備 

橋本宏子（代表） 
12

名 

7 2020 

8月 5日 

ウェブ方

式 

第 17 回本研究会「１型糖尿病訴訟

を契機に考える法律問題～認定の

あり方・理由付記～」の事前準備② 

橋本宏子（代表） 

 
24 

名 
精神障害の不支給決定についての

理由付記事案 

七尾由美子社労士

（会員） 
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VIII.  国への提言申入れ活動 

 当会の目的として障害年金の国の制度運用の改善のための提言活動は重要である。 

当会設立から 2019年までに実施された、当会から国に対する提言申入れ活動と

して次の２件が挙げられる。  

(1) ２０１７年３月１日 審査請求期日への国の欠席問題 

［問題の所在］2016 年 4 月 1 日、「社会保険審査官および社会保険審査会法」の

改正法（行政不服審査法の社会保険分野における法）が施行された。 

法改正の眼目の一つとして口頭意見陳述期日における当事者から処分庁に対す

る質問権が保障された1。 

 この点、現在最高裁裁判官である宇賀克也（当時東京大学教授）著2の解説では［質

問権を保障した以上守秘義務を負う内容でなければ回答義務があるのは当然である。

従って原処分の担当者等質問に的確に回答することができる職員が出席すべきであ

る。処分庁等はその場において回答すべきことを原則とすべき…］とされる。 

［法改正 1年にわたる処分庁の全て欠席という実態］ 

 しかしながら、処分庁である厚労省は、障害年金の行政不服審査手続の口頭意見

陳述期日に 2016 年 4 月 1 日～2017 年 2 月までの約 1 年間にわたり一切出席す

ることがなく3請求人の質問権が行使できない状態が続いていた。 

［総務省と厚労省との面談・申し入れ］ 

そのため当会は、請求人の質問権を保障するために、行政不服審査法を管轄する

総務省と障害年金に関する処分庁である厚労省に対して、懇談の場を設け、口頭意

見陳述に出席するよう求めた。2017 年 3 月 1 日、総務省行政管理局行政手続室、

厚労省年金局事業管理課長、給付事業室長等と面談した。高市早苗総務大臣及び塩

崎恭久厚生労働大臣に対する「申入書」も提出した。 

面談後に記者会見も設定して、広く社会問題化しようとしたこともあり、厚労省

事業管理課長は、厚労省職員のウェブ参加と録音による記録を約束するに至った。 

報道の一例として、東京新聞は 2017年 3月 2日以下のように報道した。 

 200件以上超の年金不服申し立て 厚労省、審理出席ゼロ 

 社会保険労務士や弁護士らで作る団体からの改善要請を受け、明らかにした。 

 申立人が国に質問できるようにするという法改正の目的を骨抜きにしている

形で、厚労省は不適切だったことを認めて「4 月からはテレビ電話などで出席す

るようにしたい」としている。 

 

 
1 同法第 31条 5項。 
2 「解説行政不服審査法関連三法」（弘文堂 2015年） 
3 実際この年の 3月末までの 1年間にわたり欠席を続けた 
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その結果、関西（近畿厚生局）では実際に国の職員が期日に参加するようになり、

それ以外の地域では、ウェブ方式で国の職員が参加するように運用が改められた。 

 

(2)  ２０１９年９月９日 審査請求期日録音中止問題 

2019年 8月 22日の関東信越厚生局における口頭意見陳述において、録音がさ

れなくなった。 

社会保険審査官は、厚労省保険局社会保険審査調整室による社会保険審査官事務

取扱マニュアルから、「必要に応じて録音をすること」との文言が削除されたためだ

と述べた。口頭意見陳述は録音し、記録を適正に残すようしないのであれば、口頭

意見陳述における陳述、質問および保険者による回答のすべてが審査の対象とされ

ることはなくなり、審査請求人の口頭意見陳述において陳述し質問する権利が剥奪

されているに等しい。 

9月 9日、野田社会保険審査室室長と懇談し、「マニュアル改訂はしたが、録音を

するなという指導ではない。誤解されているようなので、文言を修正し、録音とい

うる文言を復活させる。」という回答を得た。 

10 月、マニュアルに「なお、録音する場合は、参加者の許可を得て行うこと。」

との文言が挿入された。結果、同月から関東信越厚生局において、再び録音がなさ

れることになった。 

ただし、同室長は懇談において「請求人が質問し、保険者が回答した」との記録

の内容でも、問題はないという主張を変えることはなかった。この点、さらに記録

として確認可能なものとするよう求めていく必要がある。 
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IX.  課題と今後の展望 

 多数の理不尽な事案が数多存在しており、そこには共通の課題が見え隠れしてい

る。 

 そうであれば、その課題の正体を暴き、では、どういう障害年金法制度を設計す

れば良いのかを突き詰めて、制度の根本改革を行う必要がある。 

 しかし、そもそも障害年金の目的について何を重視して設計するべきなのかとい

う基本的な認識についても、共通した結論に達するには未だ議論が成熟していな

い。 

 会員も日々の多忙な業務に追われ、突き詰めた研究と議論の共有化は緒についた

ばかりである。 

 本「障害年金法ジャーナル」がその前進の足掛かりになることを期待したい。 

以上 
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  Ⅱ 特集 「障害法の観点から考える障害年金法のありかた」 

   

創刊号の目玉企画として、 

特集「障害法の観点から考える障害年金法のありかた」 

を以下の内容にて掲載した。（1８頁～18４頁） 

 

第一に河野正輝先生（九州大学名誉教授・日本障害法学会代表理事）に本ジ

ャーナル掲載用に発表された特別寄稿（「河野論文」）を掲載、 

次に河野正輝先生をお迎えして開催した座談会（2019 年 10 月 16 日第５

回裁判事例検討部会にて）の内容を掲載、 

最後に当会代表橋本宏子による河野論文を受けた補論を掲載、 

したものである。 

   

  １ 特別寄稿 （１９～４９頁） 

   「障害者の年金・手当・福祉サービス法における社会参加阻害の要因と展望 

―障害法の視点から―」 

部会での報告を論文として昇華させた、本ジャーナル掲載用に発表され

た河野教授の書き下ろし特別寄稿（「河野論文」）である。 

   

２ 座談会（５０～９６頁） 

   「河野正輝論文についての意見交換」 

河野教授ご報告をめぐる当会座談会当日の意見交換の内容である。 

「障害年金法研究会 報告レジュメ（2019.10.16）」（9７～９８頁）は、

その際に会場配布された河野教授作成レジュメである。   

 

３ 補論 （９９～18４頁） 

   「補論 河野論文を受けて  浮かび上がる＜近代＞への関心 

―２つの視点を通して「生存権」を考える」 橋本宏子 

当会代表橋本による河野論文を受けた「橋本補論」である。 
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-Ⅱ 特集 1特別寄稿- 

 

障害者の年金・手当・福祉サービス法における 

社会参加阻害の要因と展望 ―障害法の視点から― 

                                 河野正輝

（九州大学名誉教授） 

Ⅰ 障害法の視点 

 小論の目的は、障害年金・特別障害者手当・障害者総合支援の法制を、障害者権

利条約の法理念（障害法の視点）から照射して、障害者の自立・社会参加の阻害的

要因を洗い出し、障害者の差別禁止と社会参加促進を目的とする、言わば「インク

ルーシブ所得保障」とも言うべき新しいあり方を模索することである。 

そのような課題意識をやや敷衍すれば、以下のようなことである。 

障害者権利条約の批准と関係国内法の改正により、法における障害者像は、機能

障害と社会的障壁により、社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられている

者として捉えられ、法政策の目的は「障害に基づくあらゆる差別の禁止」（条約 5条

2項、障害基 4条）と「全ての障害者のあらゆる人権および基本的自由の完全かつ

平等な享有」を実現すること（条約 1条、4条 1項、障害基 3条）に求められるに

至った。したがって、短絡的な言い方をすれば、障害年金をはじめとする障害者の

所得保障も、社会的障壁により「従属的劣位（subordination）に置かれている障害

者」像を直視する所得保障のあり方が求められるに至ったと言える。 

ここからどのような検討が具体的に求められるかといえば、 

第 1に、これまでの障害年金・特別障害者手当は、生活困難の現象（低所得・貧

困）に手当てするだけで、障害者の従属的劣位という構造自体を変革しようとはし

て来なかったのではないか。これからは自立・社会参加阻害の要因（社会保障・社

会福祉に伏在する社会的障壁・不合理を含む）の除去に資する所得保障のあり方を

考える必要がある。 

第 2に、自立・社会参加阻害の要因の除去に資するだけでなく、積極的に障害者

の社会的包容の促進を目的（の一つ）とする所得保障への転換を検討する必要があ

る。 
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第 3 に、その検討において、「従属的劣位（subordination）に置かれる障害者」

像のもう一つの裏面である「依存的な（dependent）被援護者」像にも注意を向け

て、社会的給付のプロセスそれ自体が障害者の受動的依存を持続・助長させている

のではないかを問い、個人の尊厳性と自立（自律）の確立への転換を図る支援モデ

ルを検討する必要がある。すなわち、被援護者の受動的依存性は、「専門家―クライ

アント関係」、「支給決定過程における行政裁量」、「行政・専門職に管理される福祉

サービス」、および「貧困の罠」「給付の罠」と言われる給付の社会的機能等のさま

ざまな要因から生み出されることを踏まえて、「障害に起因する特別な費用」の保障

（特別障害者手当および障害者総合支援法による給付を含む）のあり方を、インク

ルーシブ所得保障の一環として、考察する必要がある。 

つまり、小論の視点は、障害者権利条約における「平等及び無差別（5条）」およ

び「自立した生活及び地域社会への包容（19条）」の視点にとくに留意して、障害

年金・特別障害者手当・障害者総合支援を考察することに他ならない。ここでとく

に留意したい視点とは、すなわち、一方で障害者権利条約第５条における「非差別

（平等）」の概念（障害者権利委員会の一般意見・第 6号にいう包容的平等〈inclusive 

equality〉の概念）を手がかりとして、その視点から現行の障害年金のなかに差別

的要素が含まれているか否かを考察すること、他方では同条約第 19 条における自

由権と社会権との不可分性の展開を手がかりとして、その視点からわが国で自己管

理型支援モデル（self-directed support）の可能性を考察することである（なお、

この課題意識につき本稿末尾の「付記」を参照していただければ幸いです）。 

具体的には、障害者の所得保障と総合支援の法体系の骨格を概観（Ⅱ）したのち、

自立・社会参加阻害の要因の除去という視点で「障害認定基準」の問題点を洗い出

すこと（ⅢおよびⅣ）、社会的包容の促進の視点で、障害年金と就労支援・社会参加

促進との連携のあり方を考察すること（Ⅴ）、受動的依存の持続・助長から脱して、

特別障害者手当および障害者総合支援給付に自己管理型支援モデルの導入を検討す

ること（Ⅵ）である。 

 

Ⅱ 障害者の所得保障法と総合支援法の骨格 

１ 現行法制の沿革から見える特徴 
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 周知のことながら、年金法制と福祉法制の沿革を大急ぎで確認しておきたい。 

①まず厚生年金保険法（すなわち戦時下の 1941年に制定された労働者年金保険法

に始まり、敗戦後の 1954年に抜本的に改正・再建された法）により、常時 5人以

上を使用する事業所の被用者を対象として、その老齢、障害または死亡について、

生活の安定に寄与することを目的として定められた。 

②次いで経済の高度成長のもとで第一次産業の高齢化問題が政策課題となったさい

に、農・漁業の自営業者のみならず、5 人未満事業所の被用者やパート等を含め、

被用者年金制度から取り残されていたすべての人々（約 3500万人）を対象に、国

民年金法（1959年）が制定され、これによって国民皆年金制度が実現した。 

③さらに産業構造の変容により被保険者集団が縮小して、老齢年金の長期安定運営

に厳しさを増した制度（国鉄等の共済年金、国民年金等）が現実化したとき、国民

年金と各種共済組合・厚生年金を含む被用者年金制度とを統合して、基礎年金と報

酬比例年金からなる 2階建年金制度に再編する年金改革（1985年）が行われ、今

日に至ったものである。 

 以上の経緯において留意しておきたいことは、いずれの改革においても年金改革

の焦点は「老齢年金」問題にあって、「障害」が「老齢」と異なる特質とニーズを有

するものとして、独自の社会的関心をもって年金改革の焦点となったことは皆無に

等しいことである。 

障害年金とならんで障害者の所得保障の一部をなす障害児福祉手当および特別障

害者手当は、障害に起因する特別な費用負担を支えるものとして制度化された1。し

かし、その対象者は、施設に入所して一定の介護給付等を受ける障害児者との均衡

を考慮して、在宅の重度の障害児および障害者に限定されたものであって、「障害に

起因する特別な費用」とは何かが真正面から検討されたことは無い。なお、特別児

 
1 「在宅の重度障害者に対する社会手当としては、1974年に特別児童扶養手当法の改正

により創設された重度の重複障害者に対する特別福祉手当があった。これが、福祉手当に

改編され、年齢を問わず、在宅の重度障害者のうち、公的年金等を受給できない者に支給

されるようになり、障害者にとっては、実質的に障害福祉年金と拠出制の障害年金の格差

を埋める機能を果たした。国際障害者年などを契機に、障害者の生活保障を求める声が高

まり、1985年の年金改革で障害基礎年金が創設されるとともに、福祉手当が再編されて

特別障害者手当が設けられた。」福田素生「社会手当法」（河野正輝・江口隆裕編『レクチ

ャー社会保障法（第２版）』法律文化社、2015年所収）193頁。  
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童扶養手当（1964 年）は障害児を養育する父母の養育費の負担を支える、いわば

児童手当の一部門として位置づけされるものなので、ここでは取り扱わない。 

 一方、自立して生活を営むことが困難な障害児者のための各種の現物給付（その

なかに障害による特別な費用負担を現物給付により軽減する意義を有するものが含

まれる）は、はじめ措置方式のもとで、児童福祉法（1947年）、身体障害者福祉法

（1949 年）、精神薄弱者福祉法（1960 年、現知的障害者福祉法）、精神保健福祉

法（1995 年改正）等の各福祉法により次第に形成され、次いで、要援護者の自己

決定を尊重する必要性が認識され始めたことも受けて、「措置から契約へ」の転換が

進められ、介護保険法（1997年）に始まって、障害者の支援費制度の導入（2000

年）、障害者自立支援法の制定（2005 年）、障害者権利条約の批准に伴う障害者総

合支援法への改正（2013年）というように整備されてきた。 

 しかし、ここでも留意しておきたいことは、いずれの改革も、要援護者に対する

福祉サービスとしての整備を中心に考えられたものであって、「障害に起因する特

別な費用」の保障面から、障害年金（１級）や特別障害者手当と深い関連を有する

ものとして、そのあり方が検討されたことは無かったといって過言ではない。 

２ 理論的に見た障害者の所得保障と総合支援の骨格  

 沿革的にそのつど積み上げられてきたこれらの法制を、障害者の所得保障と総合

支援に関する要保障事由とそれに対応する給付の観点から、理論的に整理し直せば、

次のように考えられる。ここでは、所得保障とハビリ＆リハビリ、就労支援、社会

参加促進を密接に連携すべきものとして、体系づけることが重要である。 

 １ 障害者の所得保障の法 

 （１）障害による稼得能力の喪失・減退を要保障事由として金銭による代替所得

の保障 

   ――所得の継続的な安定・維持を目的とする年金給付 

   ①厚生年金法および国民年金法等による拠出制障害年金 

   ②国民年金法による無拠出制障害年金 

（２）「障害に起因する特別な費用」を要保障事由として金銭または現物による保

障（後述の「個人予算」方式を含む） 

  ①金銭給付 
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   ⅰ）1級障害年金の 25％加算部分 

ⅱ）障害児福祉手当および特別障害者手当 

  ②現物給付 

   ――障害者総合支援法による給付の一定部分 

（1 級障害年金の 25％加算および特別障害者手当とともに、後述する

「個人予算」の対象となると考えられる部分） 

 （３）上記（１）の年金給付によって最低生活を確保できない場合に、人間の尊

厳に値する最低生活の保障を目的とする給付 

   ①ミーンズテストを伴わない最低所得の保障を目的とする無拠出制給付 

②ミーンズテストを伴う生活保護法による扶助 

 ２ 障害者の就労支援・社会参加支援の法 

（上記「一定部分」以外の障害者総合支援法による給付、医療保険法にもと

づく療養の給付の一部等が含まれると考えられるが、詳細は要検討。） 

 （１）ハビリ＆リハビリ 

 （２）就労支援・社会参加促進 

 

Ⅲ 現行の障害年金法における障害要件 

１ 障害年金の目的と障害要件 

 障害年金を受けるには、原則として、①初診日に被保険者であること、②初診日

の前日に一定の拠出要件を満たすこと、および③障害認定日に一定の障害状態（障

害要件）を満たすことが必要である。このうち③障害要件について、本論に入る前

に現行法の要点を確認しておきたい。 

 厚生年金保険法をはじめ年金保障法の目的は、概して、老齢、障害、（生計維持者

の）死亡に共通する長期の稼得能力の喪失・減退（所得の喪失・減退）を要保障事

由として、その代替所得を保障することによって生活の継続的な安定を図ることで

あり、したがってその代替所得の給付は長期にわたる継続的な金銭給付（年金）の

形態がとられる。 

ただ、障害年金の要保障事由と目的は、障害年金に係る法令において必ずしも明

確に規定されているわけではない。 



Ⅱ 特集 １ 特別寄稿  河野論文 

24 

 

①国民年金法の目的規定は「日本国憲法第 25条第 2項に規定する理念に基づき、

老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯

によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与すること」（国年 1

条、同旨厚年 1条）と抽象的に定めるのみで、とくに障害年金の目的について定め

る規定はない。 

 ②障害年金の支給要件として、要保障事由に密接に関わる「障害の状態」の規定

を見ると、国民年金法（３０条２項）の委任に基づく国年施行令別表（4条の 6関

係）において、 

1 級の障害状態は、「両眼の視力の和が 0.04 以下のもの」（１号）、「両耳の聴力

レベルが 100デシベル以上のもの」（２号）、「両上肢のすべての指を欠くもの」（４

号）、「両下肢を足関節以上で欠くもの」（７号）、「体幹の機能に座っていることがで

きない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの」（８号）という

ような、身体の部位別の定めのほか、一般条項として「前各号に掲げるもののほか、

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と

認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」

（9号）、「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」（10

号）等と定められている（下線、筆者、以下同じ）。 

同様に 2 級の障害状態は、「両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの」（1

号）、「両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの」（2号）、「平衡機能に著しい障

害を有するもの」（3 号）、「そしゃくの機能を欠くもの」（4 号）、「音声又は言語機

能に著しい障害を有するもの」（5号）、「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を

欠くもの」（6 号）、「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」（8 号）、「一下肢の

機能に著しい障害を有するもの」（12号）、「体幹の機能に歩くことができない程度

の障害を有するもの」（14号）というような、身体の機能別の定めのほか、一般条

項として「前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を

必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著し

い制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のも

の」（15号）、「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」

（16号）等と定められている。 
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このように 1 級および 2 級の障害状態の評価基準は、「日常生活」能力の制限に

置かれており、とくに「稼得」能力の制限について言及していない。 

２ 「障害認定基準」における障害状態の評価基準 

 上記施行令を受けて発せられた通知「障害認定基準」2の「第 2 障害認定に当た

っての基本的事項」において、具体的な判断基準が示されている。そこで初めて日

常生活能力と稼得能力に言及する表現が見られる。 

1 級障害の「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助

を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。例え

ば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は

行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね

ベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね

就床室内に限られるものである。」 

2 級障害の「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加え

ることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生

活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例え

ば、家庭内の極めて温和な活動（軽食作り、下着程度の洗濯等）はできるが、それ

以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活で

いえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえ

ば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」 

この通知では、2 級障害の基準のなかに「日常生活が著しい制限を受ける…程度

とは、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度」とい

うように、労働能力の喪失が明示的に加えられている。 

 なお、3級障害は厚生年金制度のみに設けられている。厚年施行令別表では 3級

障害とは「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必

要とする程度の障害」（厚年施行令別表第 1、3条の 8）というように、労働能力の

制限を評価基準として定めており、日常生活能力に言及していない。 

 
2 1986年3月31日庁保発15号通知。本通知は2002年3月15日庁保発12号通知

により改正され、社会保険庁が廃止されて以降は厚労省が所管する行政内部の通達とされ

る。最近改正平成29年12月1日。 
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３ 障害年金の目的と障害要件の不明確性 

 こうした日常生活能力と労働能力をめぐる規定が、1985 年の厚生年金・国民年

金統合の際のすり合わせに起因していることはよく知られているが、少なくとも、

以上の施行令別表および通知のかぎりでは、1級および 2級の「障害の状態」の判

断にあたって、日常生活能力の制限と稼得能力の制限の関係がどう解されるべきか、

必ずしも明確とは言えない。 

なお、1級には介護手当分として 25％の加算がつけられるが、1級でも障害の特

質によっては介護ニーズがないかまたは小さい場合があり、むしろ2級のなかに障

害の特質によっては介護ニーズが大きい場合があり得ることを考えると、この 1級

のみ 25％加算という定めにも、日常生活能力または稼得能力の制限（所得の喪失）

に対する代替所得の保障と、障害に起因する特別な費用（出費の増加）に対する保

障との関係が、明確に整理されているとは言えないように思われる。 

 このように障害年金の要保障事由と障害要件が必ずしも明確と言えないことは、

先行研究3のつとに指摘するところであるが、小論では、それに加えて、所得保障と

ともに就労支援・社会参加支援の保障を同時に（むしろ年金開始に先立って）かつ

不可分に行う必要性が、十分に制度化されていないことにも注意をはらいたい。地

域社会への包容と完全な社会参加のための支援サービスを提供することは、周知の

とおり、障害者権利条約に定められた締約国の義務であり（権利条約 19条等）、そ

のために、障害者のハビリ＆リハビリ（同26条）、労働および雇用（同 27条）の

権利を、障害年金とともに（むしろ年金開始に先立って）実現することが求められ

る。ここに、年金保険事故として共通性を有する老齢・障害・死亡のなかでも、老

齢と障害とを一応分けて考察すべき理由の一つがあると考えられる。 

 

Ⅳ 障害年金法における社会参加阻害の要因と課題 

わが国の障害年金受給者数は人口比で見た場合、欧米に比して極めて少ない。ま

た障害年金給付費総額は、対 GDP 比で見ても公的社会支出総額に占める割合で見

 
3 福島豪「障害年金の権利保障と障害認定」学会誌社会保障法33号、2018年、とくに

121頁以下、永野仁美『障害者の雇用と所得保障』信山社、2013年、とくに260頁以

下参照。 
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ても、その規模は欧米に比して小さい。その原因としては、「日本だけ健康状態が特

別に良いということでなければ、障害年金の給付対象者の範囲や給付水準など、制

度的な要因によるところが大きい」と指摘されている4。まことに正鵠を射た指摘で

ある。 

 ごく大づかみに障害年金受給者の傾向をみると、①半数以上が精神障害か知的障

害である、②精神障害の有期認定が増加する傾向にある、③障害年金受給者は、他

の老齢年金、遺族年金の受給者と比較して、生活保護を併給して受ける者（低所得

者）の占める割合が極めて高く、その特性は顕著である。このような受給者の実態

からみると、障害年金の対象者の範囲（支給要件）、障害年金の給付水準、および年

金制度の枠組み（老齢年金と障害年金の関係等）をめぐる現行法のあり方は、障害

年金を必要としている障害者の実態にてらして再検討の余地がある。とりわけ精神

障害や知的障害のある人々に対して、差別的効果を孕み、自立支援と社会的包容に

逆行する阻害的要因を含むものとなっている疑いがぬぐえない。 

以下においてその論証を試みる。 

１ 障害の要件における阻害的要因 

「障害の状態」の現行規定は、上述のとおり、厚生年金保険法と国民年金法を統

合して 2階建て年金制度を創るという経緯からできあがった。被用者を適用対象と

して稼得能力の喪失・減退を基準に障害年金を支給する厚生年金保険法と、無業の

主婦や学生等の非被用者を適用対象に含むことから日常生活能力の喪失・減退を基

準に障害年金を支給することとした国民年金法とを統合する際に、2 級を「日常生

活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度」とし、これを老齢

基礎年金と同等の給付水準とすること、そして 1級はそれ以上の「日常生活の用を

弁ずることを不能ならしめ、他人の介助を受けなければ自分の用を弁ずることがで

きない程度」として、介護加算分（25％）をつけること（なお、3級は厚年の制度

としてもっぱら労働能力を基準とすること）で、厚年と国年の一応の統一が図られ

たと考えられる。 

 しかしこの障害要件規定は、障害認定の実務において、「インペアメントとしての

 
4 百瀬優「障害年金の課題と展望」『社会保障研究』2016年、vol.1, no.2, 341頁。 
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障害の重さだけが基準となり」5、医学モデルに偏した評価が行われる根拠規定とな

ってきただけでなく、日常生活能力と労働能力という２つの評価基準の不明確さを

抱え込むこととなった。 

その結果、障害者のなかには今でも医学モデルに偏した、かつ日常生活の機能障

害を重視する障害認定によって不利益を受けている人々がいる。 

第 1に、労働能力を喪失している（したがって稼得収入のない）精神障害者のな

かには、日常生活能力ありとして障害年金受給者の範囲から排除される人々が存在

する。すなわち、就労所得に同程度に欠ける状態にあるにもかかわらず、日常生活

能力の程度（医学モデルによる評価）の違いにより、日常生活に著しい制限を受け

ているとみなされれば2級障害年金の支給、逆に著しい制限を受けている状態とみ

なされなければ無支給という、一種の差別的取扱いが生じている6。 

第2に、医師の診断書の記載事項は日常生活の各場面に限られていることにより、

社会的障壁等の社会環境要因による就労困難は見落とされることとなりやすい。す

なわち、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は、診断書の記載項目に即して、

日常生活能力の判定平均値を導き出すこととしているが、その診断書の記載項目は、

食事摂取、清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、対人交流、安全保持と危機

管理、社会性という日常生活の各場面に限られていて、社会的障壁の有無や程度等

の社会環境要因に係る項目は無いに等しい。そもそも社会的障壁に係る記載を医師

に委ねることが適切でないとすれば、医学のみに偏しない学際的な審査体制の整備

 
5 三澤了「障害者の社会生活を支える所得保障を」『ノーマライゼーションVol.27 No.4、

23頁。 

6 ただし、障害基礎年金の支給については、かねてより認定の地域差が指摘されてきたこと

から、厚労省の「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」

（2015 年 2 月設置）により「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」がまとめられ、

2016年9月から実施されている。そのガイドラインでは、総合評価の際に、考慮すべき要

素の一つとして、就労状況を挙げており、かつその就労状況の判断にあたっては、単に就労

しているという事実をもって日常生活能力が向上したものと捉えず、就労支援の有無・程度

等を考慮して判断することとされている。 
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が望まれるであろう。 

第 3に、上肢や下肢の機能障害のように、その機能障害の有無・程度が客観的で、

その判定が明確である外部障害の場合は、別途労働能力が問われることなく比較的

容易に障害年金が支給され、そのうえ就労して収入を稼いでいる障害年金受給者も

少なくない。一方、身体的な機能障害の有無・程度が不明確なため、労働能力の有

無・程度を評価基準として重視することとなりがちな内部障害では、2 級の判定基

準（日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度）が高い

ハードルとなる傾向にある。その結果、外部障害と内部障害の間で、いわばダブル

スタンダードによる差別的な取扱いが生じている。このような外部障害と内部障害

のいわゆる「ダブルスタンダード」には、とりわけ精神障害に対する偏見や固定観

念が影響している可能性も否定できない。 

第 4 に、障害の状態になっても障害認定基準には非該当等として生活に困窮し、

生活保護を受ける障害者が増加している、その一方で障害の状態にあっても障害年

金、生活保護ともに受けていないケースも存在する7。障害者権利委員会が一般意見

（第 3 号および第 6 号）において繰り返し指摘するとおり8、障害者の貧困は問題

をいっそう大きくする要因であるばかりでなく、障害者に対する複合的な差別の結

果なのである。たとえば、現行の障害認定基準のもとで、どのような障害者が不利

益を受ける傾向にあるか、繰り返しをいとわなければ、とりわけ精神障害者が障害

年金の対象範囲から外される可能性が高い。精神保健手帳を有する精神障害者は、

仕事をしていない者であっても年金受給率は 50％に満たないという事実から、そ

のような可能性を否定することができない（ちなみに東京都の 2013年度の調査に

よれば、手帳を有する知的障害者のうち仕事をしていない者の年金受給率は72.2％、

同じく身体障害者は 83.7％である）9。そして、そのような差別的な効果をもたら

す要因はどこにあるかといえば、生物学的な機能障害や狭義の日常生活能力の制限

が重視される「障害認定基準」にある、という他はない。 

第 5に、そもそも「障害認定基準」における障害の状態像は、国民年金法制定当

 
7 百瀬・前掲論文、347頁以下参照。 
8 障害者権利委員会「障害のある女子に関する一般意見 第3号（2016年）」para.59、

「平等と非差別に関する一般意見 第6号（2018年）」para.68、参照。 
9 百瀬・前掲論文、349頁参照。 
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初（1950 年代）の障害者を反映したものであって、障害者基本法の障害者像に比

して著しく狭く、障害年金受給者の範囲を狭めることに寄与している恐れがある。

すなわち、1級、2級ともに「長期にわたる安静を必要とする病状」という表現や、

2 級で「活動範囲がおおむね家屋内に限られるもの」といった「障害の状態」像の

表現は、国民年金法制定（1959 年）当時の主として結核患者を想定したものと思

われ、当時に比すれば、1 級の障害者でも社会参加が進んでいる今日の障害者の実

態にてらして「時代錯誤」10との厳しい批判が存在する。 

２ 障害要件における社会参加阻害の要因と法解釈上の課題 

障害要件における阻害的要因を緩和、克服する法解釈のあり方はいかにあるべき

か。筆者の基本的な考え方は、以下のとおりである。 

日常生活能力の制限と、稼得能力の制限との間に、一方が他方を規定する絶対的

な規定関係は存在しない。2001年 5月のWHO総会で承認された「国際生活機能

分類」（ICF：International Classification of Functioning, Disability and Health）

の障害観によれば、障害は「下肢のまひ」（機能障害）、「歩行できない・衣服の着脱

ができない」（活動制限・活動障害）、「スポーツを楽しめない・就労できない」（参

加制約・参加制限）という 3つの次元に分けられる。こうした「生活機能と障害の

構造的理解」によれば、障害の各次元の間には一般に「相対的独立性」があるとさ

れ、各次元は「関係はしているが絶対的な 100％の規定関係ではない。」とされる

11。 

この「相対的独立性」への着目は、機能障害で日常生活能力に著しい制限（活動

制限）があっても、スポーツや就労上の制限（参加制限）は最小限にする可能性が

あること、逆に、日常生活能力に制限（活動制限）は無くても、社会的環境（社会

 
10 日弁連高齢者・障害者権利支援センター編『法律家のための障害年金実務ハンドブッ

ク』民事法研究会、2018年、148頁。したがって解釈に当たっては、「障害認定基準」

の規範的性格は単なる通知にとどまるものであり裁判所の判断を拘束するものではないこ

と、「障害認定基準」に示されている「例示」は一つの例に過ぎず、障害者権利条約の批准

と障害者基本法等の改正において盛り込まれた障害者像と整合性のある解釈が求められる

といわなければならない。日弁連、同上、146頁以下参照。 
11 佐藤久夫「『障害』と『障害者』をどう理解するかー障害者観と ICF（国際生活機能分

類）」佐藤久夫・小澤温『障害者福祉の世界（第4版補訂版）』有斐閣所収、2013年、と

くに21頁以下参照。 
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的障壁等）により就労に制限（参加制限）が加えられる可能性があることに気づか

せ、支援の変革をもたらす考え方ともなった。 

障害の各次元の間に絶対的な規定関係はないということ（ICFモデル）、そして社

会参加制限は機能障害と社会的障壁との相互作用（障害の社会モデル）によるとい

う障害の捉え方（すなわち障害者権利条約および障害者基本法の法理念）を踏まえ

て、国年施行令別表の「日常生活が著しい制限を受ける」状態を解するとすれば、

就労能力の制限を重視して「日常生活が著しい制限を受ける状態」であるか否かを

解釈することが求められるという結論になろう。なぜなら、 

①国年施行令別表は「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制

限を加えることを必要とする程度」（2級）と定めていて、日常生活能力（活動制限）

と就労能力（参加制限）とを分けて定めているわけではない。 

②「日常生活」能力の定義は一義的でないとしても、広義では「居宅内の生活・

社会的生活・職務上の生活等から構成され、人とコミュニケートしたり、家事をこ

なしたり、趣味を楽しんだり、金銭管理をしたりしており、日常生活能力とはさま

ざまな総合的な能力」12を含むものと解される。 

③一方、年金保険法の目的に則して年金給付を定義すれば、就労による収入の喪

失・減退に対する代替所得の保障に他ならないのであり、障害年金においても、就

労能力の制限を重視して障害認定することが法本来の目的に沿うことは自明である。 

④そうだとすると、国年施行令別表の「日常生活が著しい制限を受ける」状態に

あるか否かは、基本的に、就労能力の制限を重視して解されるべきこととなろう。 

ちなみに、新しい「等級判定ガイドライン」によれば、福祉的就労をしていても、

それをもってただちに日常生活能力が向上したものと捉えないという判断基準が示

されている。ここにも、就労能力と日常生活能力の２要素は、一方が他方を規定す

る絶対的な規定関係にあるわけではないという「相対的独立性」の考え方が、反映

されていると言えようか。 

⑤上記の私見からすれば、日常生活の制限と労働の制限という２要素が、国年施

行令別表を受けて通達された「障害認定基準」では、あたかも並列的な要素として、

一方が他方を規定する関係にあるもののごとく捉えられているように読める。少な

 
12 日弁連・前掲『ハンドブック』79頁。  
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くとも障害の各次元の間の関係性が明確に捉えられていない。そうだとすると、そ

のような捉え方は、上述の ICFにおける障害概念の発展を受けて採択された障害者

権利条約およびその批准に伴って改正された現行の障害者基本法の法理念とは、も

はや相容れない古い障害の理解と言わなければならない。 

⑥なお、労働能力の制限を重視して障害認定するにあたっては、機能障害を医学

モデルにより判定するにとどまらず、社会的障壁の有無・程度を含め社会環境的側

面を判断すべきである13。このため、審査機関のあり方として社会環境的側面につ

いて専門性を有する者を含む審査体制の整備も検討されるべきであろう14。 

⑦なお、通知「障害認定基準」の法的性格は行政内部の通達であって、その規範

的効力は裁判所を拘束するものではあり得ない15。本「通知」の改正は行政裁量に

よることとなる16が、ただ、行政裁量による「通知」変更の法的評価にあたっては、

水準の恣意的な引下げが憲法 25条2項に基づき違憲の評価を受ける場合があり得

ること、憲法 29 条の財産権保護に基づく違憲審査の可能性も考慮されるべきこと

等を視野に入れて検討することも必要であろう。 

３ 拠出の要件における社会参加阻害の要因 

拠出要件に関連して、とりわけ問題は、無年金者問題である。 

 
13 等級判定ガイドラインに関する日本弁護士連合会の意見書では、「本件ガイドラインによ

る…目安の設定により、点数化の結果が等級判定に直結されるべきではなく、『日常生活能

力の程度』及び『日常生活能力の判定』には反映されにくい『生きづらさ』など、個別の障

害特性や事情を総合考慮した上で等級判定を行うことができるよう、柔軟な運用が可能な

目安が設定されるべきである。」とする。日弁連・前掲『ハンドブック』155頁。 
14 ここでは、立法論に立ち入らない。立法論の示唆として、たとえばスウェーデンでは、

医学的理由にもとづく機能障害によって、恒久的あるいは 1 年以上の長期的な稼得能力の

喪失・減退が生じていれば、障害年金の対象となる。稼得能力の減退は、労働市場に存在す

るすべての仕事にあてはめられて判断される。申請にあたり、ふだん診察を行っている医師

による診断書が必要。社会保険庁は申請者の職務状況と社会環境の両方を調査。申請者に対

して家族環境、家事、余暇活動、教育、副業等に関する質疑を必要に応じて行う。スウェー

デンの障害年金は部分障害にも対応している。医学的理由で、申請者がフルタイムで就労す

ることが難しい場合、就労可能な労働時間に応じて、25％、50％、75％の部分障害が認定

され、その障害の程度に応じて障害年金が支給される。完全給付（100％）の場合でも、残

存する能力を使って1日1時間程度就労し、フルタイム所得の1/8まで稼ぐことは認めら

れている。（ただし労働市場の理由のみによる障害年金、医学的理由と労働市場の状況を複

合的に考慮して支給する障害年金は、1997 年以降廃止）。以上のスウェーデンの障害認定

については、百瀬優『障害年金の制度設計』光生館、2010年、117～118頁参照。 
15 同旨、日弁連・前掲『ハンドブック』86頁。 
16 同旨、福島豪・前掲論文、130頁。 
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 制度上の理由から無年金者となる者のうち、保険料滞納（制度への未加入、保険

料免除の未申請を含む）に起因する無年金者、および障害認定基準に該当しないこ

とに起因する無年金者については、年金制度が社会保険（拠出制）による定型的給

付を原則とする以上、止むを得ないものと考えられやすい。しかし、障害者の低所

得、不安定な就労、情報不足と保険料免除申請手続の障壁等の社会的障壁の実態を

考慮すると、短期間の保険料滞納（未加入）ゆえに、一生、無年金者とするのは、

たしかにペナルティとして重すぎる17と言える。障害認定基準に該当しないことを

理由とする無年金者のなかにも、認定基準自体の不合理性または認定審査機関・審

査手続自体の問題が潜んでいることを否定できない。 

このほかに、年金制度の仕組み自体に起因する無年金者のケースとして、①外国

在住の日本人で国民年金に加入していない者が障害者になったとき、②65 歳以後

に障害者になったとき、③初診日が 20 歳未満の障害者であって障害基礎年金の所

得制限額以上の所得があるとき、④障害年金の請求についての時効期間を過ぎたと

きに、無年金者が発生する可能性があることも指摘されている18。 

４ 年金制度の制度設計（枠組み）における社会参加阻害の要因 

（１）標準から外れてネグレクトされる障害者の社会的不利―老齢年金と障害年金

の関係  

国際的に見て、「2級以上の障害厚生年金は遜色のない水準にある一方で、障害基礎

年金のみの場合の水準は極めて低い」19と指摘されている。その制度的要因の一つ

は、老齢年金を標準として、それに準拠して障害年金の水準が設定された点にある

と考えられる。以下この点について検討して見よう。 

 
17 百瀬・前掲書、196頁。百瀬の次の指摘も参照。「確かに、20歳以降の保険料滞納に

ついては、本人の責任が全く無いとは言えない。しかし、若年期の経済的理由や理解不

足、雇用形態の多様化などを背景として滞納率が高くなっていること、障害年金の場合

は、短期間の未納でもほぼ一生に渡って無年金になるケースがあることも考慮すれば、（無

年金障害者に障害年金を支給することは望ましくないとしても、）保険料滞納をすべて本人

の責任として、無年金となった場合の救済を生活保護に委ねることには問題もあるように

思われる。」百瀬・前掲論文、344頁。 
18 新田秀樹「所得の保障」河野正輝・東俊裕『障害と共に暮らすー自立と連帯―』放送大

学教育振興会、2009年、117頁 
19 百瀬・前掲論文、345頁。 
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 老齢基礎年金の水準は、基礎年金創設時（1985 年）に、当時の 65 歳以上の高

齢者の基礎的な消費支出（その内訳は総理府「全国消費実態調査」をもとに算定さ

れた食料費、住居費、光熱費および被服費）を賄うことができる水準として設定さ

れたものであり、それは当初、生活保護制度の生活扶助（2 級地）の保護費に相当

するものだと説明された。が、その後の生活保護水準（引上げ）と基礎年金水準（据

置き）との乖離に事実上も示されているとおり、厚生労働省は「基礎年金だけで生

活保護の水準を上回らなければならないという考え方はとっていない。」同省によ

れば、この水準は「現役時代に自立した生活を営んで構築した生活基盤と合わせて、

一定の水準の自立した生活を可能とする考え方で設定されて」いる、とされる20。 

 障害基礎年金（2 級）は、周知のとおり、このような考え方で設定された老齢基

礎年金の満額と同額と決められたのである。ところが、百瀬の指摘のとおり、①「障

害者の場合、（特に発症年齢が比較的若い精神の障害の受給者が増えていることか

らも、）現役時代に一定の生活基盤を構築したものを前提とすることができない。」

21貯蓄などの資産形成を受給前に行うことも難しい。②そもそも、高齢者と障害者

では基礎的な消費支出が異なること、障害に伴う特別な出費が生じること等を考慮

すると、老齢基礎年金の給付水準を障害基礎年金に当てはめることが適切とは言い

切れない22。 

このように、障害のない高齢退職者を標準として年金制度を設計し、そして障害

基礎年金はそれに準じたものとすることによって、標準から外れた人々（障害者）

が負っている社会的不利（20歳前の障害の場合はもとより、一般に就労の困難、所

得の不安定のなかで、障害前に一定の生活基盤を構築する可能性は極めて乏しいこ

と、基礎的な消費支出が異なること、および特別な出費が生じること等）は、放置

（ネグレクト）される結果となっているのである。 

 たしかに、老齢、障害、死亡は長期的な稼得能力の喪失事由として共通性を有

しており、それらを保険事故として年金制度を設計することには一応の合理性が認

められる。そのうえ、障害年金受給者のなかには拠出期間の短い者が少なくないこ

 
20 百瀬・同上。 
21 百瀬、同上。 
22 百瀬、同上。 
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とを配慮して、拠出制障害年金には 300 月（25 年）の最低保障期間が設けられ、

障害基礎年金の給付額には拠出期間の長短に関わりなく 1級、2級に応じた定額が

設定され、かつ 20 歳前の障害には無拠出制の障害基礎年金が支給されるなど、老

齢と異なる配慮が加えられていることも認められる。 

しかし、上述のとおり、保険料滞納（保険料免除の未申請、制度への未加入を含

む）に起因する無年金者が、所得の不安定、就労の困難、保険料免除の手続面の困

難などのさまざまな社会的障壁のなかで、生み出されていること、障害年金で最低

生活を維持することができず生活保護を受ける障害者が増加していること（他の老

齢年金受給者や遺族年金受給者と比べて生活保護併給者の割合が極めて高い）、そ

の一方で、障害年金も生活保護も受けず親族の扶養に依存している成人障害者が少

なくないこと等に現れているように、それらは標準から外れた人々（障害者）の社

会的不利がレグレクトされていることを疑わせるものである。 

（２）制度間の格差が障害者にもたらす効果 

障害に起因する費用面への配慮について、1 級のみを対象に 25％加算として取

り扱われ、2 級障害者でもその障害の特性によって同様の費用負担を抱える者がい

ること等への合理的な配慮が欠如していること、さらに 1級（加算部分）と特別障

害者手当の役割分担の不明確さについては、先に触れた。 

 ここでは、年金制度体系上のもう一つの不合理として、被用者と非被用者の制度

間の格差という一応、障害に中立的な制度間の格差が、障害者にもたらす不利益に

ついて触れておこう。 

①2階建年金（基礎年金と報酬比例年金）のもたらす構造的な不利益 

 大きく１号被保険者と２号被保険者の分立を内包する制度体系のもとで、１号被

保険者（自営、パート等の非正規を含む）は基礎年金のみで、２号被保険者（厚生

年金に加入する被用者）は基礎年金のうえに報酬比例年金を有する。障害者の多く

は言うまでもなく基礎年金のみ（それも無拠出制基礎年金）である。この 1 号・2

号間の格差は、もとより、障害の有無に関わりなく、報酬比例制に基づく拠出の有

無に連動して構築されたものに他ならない。しかし、就労の困難・不安定といった

さまざまな社会的障壁のなかで、障害者は社会的に 1号被保険者の位置に置かれる

点に構造的な不利益を見て取ることができる。 
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②3級障害年金の有無 

 同様に、２号被保険者には１級、２級のほか３級障害年金（部分障害年金の一形

態と言える）が用意されているのに対し、１号被保険者（自営、パート等の非正規

を含む）にはその 3級障害年金も無い。このような差異は、国民「皆」年金制度と

はいえ職域による強制加入によって、もともと厚生年金と国民年金に分断されたこ

とに端を発している。その分断を現行法に引き継ぐ１号被保険者と2号被保険者の

区分は、障害の有無に関わりなく被保険者の職域によって法律上定められているが、

障害者のほとんどは社会的障壁のなかで選択の余地なく実態上、1 号被保険者に位

置づけされ、3 級障害年金の保障は無い。ここにも構造的な不利益の可能性を指摘

できるであろう。 

 

Ⅴ 就労支援・社会参加促進との連携――インクルーシブ所得保障の観点から 

１ 障害年金と就労支援・社会参加促進との連携の欠如 

 まず、障害（およびその原因となる傷病）発生のできるだけ早期に、必要な保健

医療、ハビリ＆リハビリ、就労支援・社会参加支援を、障害者本人を中心とするニ

ーズアセスメントとサービス選択を尊重して包括的に行うという「早期リハビリテ

ーション」のプリンシプルと制度を構築することが必要である。 

ところが、現行の法制上は、障害認定日（初診日から１年６月経過した日、その

期間内に傷病が治った場合は、その治った日）に、法の定める障害の状態にあるこ

とを立証すること（すなわち障害認定基準に従って労働不能であることを認定医に

証明すること）に多くの労力を費やさざるを得ず、結果的に、そのプロセスそのも

のが障害者を「できなくする」要因となっている。 

 現行の法制上、たとえば健康保険法に上記の「早期リハビリテーション給付」の

概念はない。少なくとも、傷病に対する「療養の給付」から独立した概念としての

「早期リハ」は存在しない。 

たしかに、障害者権利条約の批准へ向けた関係国内法の改正の一環として、障害

者基本法に障害の社会モデルに沿った「障害者」と「社会的障壁」の定義が定めら

れ、「国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するた

めに必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じ



Ⅱ 特集 １ 特別寄稿  河野論文 

37 

 

なければならない」（14条 1項）とされている。さらに、障害者総合支援法の基本

理念（1 条の 2）に「全ての障害者が可能な限り身近な場所において、必要な日常

生活または社会生活を営むための支援を受けられること、社会参加の機会が確保さ

れること、障害者にとって障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念

その他一切のものの除去に資すること」等が定められ、法が対象とする障害者の範

囲も拡大された。 

しかし、障害者総合支援法における就労移行支援、就労継続支援、自立支援医療、

補装具等の給付は福祉サービスとしての給付のままで、「早期リハ」のプリンシプル

に立って早期にかつ包括的に対応するサービス＆プログラムに改正されてはいない。

また障害者雇用促進法には、精神障害者の雇用義務化、差別禁止および合理的配慮

提供義務等が定められた。しかし、雇用促進の施策も縦割りの行政によりバラバラ

に実施されており、障害年金に先立って又は年金開始に合わせて、早期にかつ包括

的に実施されるわけではない。 

 もっとも、医学リハビリテーションは早くから「療養の給付」のなかに包含され、

診療の補助として「理学療法士及び作業療法士法」（昭和 40・6・29法 137）も、

つとに整備されてきた。だから健康保険法に「早期リハビリテーション」の規定が

ないのは不思議なのではない。それに現行の障害年金法は障害者権利条約の成立以

前の法であるから、そこに「早期リハ」との連携の理念が存在しないのは、むしろ

当然なのである。 

しかし、これまでの医学リハビリテーションは「障害の医学モデル」にもとづい

て個人の能力をいかに高めるかに注力しており、社会モデルの見地から個人因子の

みならず環境因子を重視して社会活動への参加促進をはかることにはほとんど目を

向けて来なかった。障害者権利条約の批准と障害者基本法の改正を受けた今日では、

リハビリテーションのあり方も障害年金との連携のあり方も、再検討の余地があろ

う。考察すべきことは、社会的障壁の除去に資するハビリ＆リハビリを、障害年金

の支給と合わせて、いかに構築して行くかということではなかろうか。 

２ 障害年金と「早期リハ」の連携のあり方――権利条約における締約国の義務 

 そこで障害者権利条約の規定のなかに、障害年金と「早期リハ」の連携について、

何か示唆はないか探って見よう。とくに 25条（健康）、および 26条（ハビリテー
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ション〈適応のための技能の習得〉及びリハビリテーション）における次の定めに

注目する必要がある。すなわち、 

 25条では、健康を享受する権利に関して、締約国はとくに次のことを行う。 

「障害者が特にその障害のために必要とする保健サービス（早期発見及び適当

な場合には早期関与並びに特に児童及び高齢者の新たな障害を最小限にし、及び

防止するためのサービスを含む）を提供すること。」（25条(b)、下線は筆者） 

26条では、「早期リハ」のプリンシプルというべきものを次のように定める。 

「締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十分な身体的、精神的、社会的及

び職業的な能力を達成し、及び維持し、並びに生活のあらゆる側面への完全な包

容及び参加を達成し、及び維持することを可能とするための効果的かつ適当な措

置（障害者相互による支援を通じたものを含む。）をとる。このため、締約国は、

特に、保健、雇用、教育及び社会に係るサービスの分野において、ハビリテーシ

ョン及びリハビリテーションについての包括的なサービス及びプログラムを企画

し、強化し、及び拡張する。」（26条 1項） 

かつ、ここで「包括的なサービス及びプログラム」とは、次のようなものとされる。 

「(a)可能な限り初期の段階において開始し、並びに個人のニーズ及び長所に

関する学際的な評価を基礎とするものであること。」（26条 1項(a)） 

「(b)地域社会及び社会のあらゆる側面への参加及び包容を支援し、自発的な

ものであり、並びに障害者自身が属する地域社会（農村を含む。）の可能な限り近

くにおいて利用可能なものであること。」（26条 1項(b)） 

３ 検討の手がかり――比較考察 

障害者権利条約に示唆される障害年金と「早期リハ」の連携のあり方とは、具体

的にどのようなものか。それを考察する手がかりとして、以下において、アメリカ

とスウェーデンにおける就労支援ないしリハビリテーションに係る取り組み（要点）

を参照しておきたい。 

 アメリカでは、障害年金受給者が就労を開始した後も、①一定の期間は障害年金

給付を継続する試行労働期間（Trial Work Period, TWP）の制度、②就労によって

支給が終了した場合でも TWP の後少なくとも 3 年間は、収入が実質的な稼得活動

（Substantial Gainful Activity, SGA）の水準を下回った月について、現金給付を
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行う制度（拡張受給資格期間、Extended Period of Eligibility）、および③障害年金

の資格が終了した後 5年間は、再び医学的理由により就労できなくなった場合、従

前の受給資格をただちに復権させる制度（給付の迅速な復権、Expedited 

Reinstatement of Benefit）が設けられている。 

 スウェーデンでは、第 1に、早期にリハビリテーションを行うことを重視してい

る。具体的には、①事業主は被用者が 4週間以上にわたり欠勤した場合、ただちに、

その被用者に対してどのようなリハビリテーションが必要なのかを調査しなければ

ならない。②社会保険庁はこの調査に基づき傷病手当金の受給者に対するリハビリ

テーション計画を作成する。③職業リハビリテーションの開始後は、傷病手当金は

休止され、従前所得の8割に相当するリハビリテーション手当が支給される。 

 第 2に、2003年から実施の新しい障害年金制度では、受給者の社会活動を支援

するため、活動補償23の受給者に対して、一度に受給できる期間を最大で 3 年間に

制限する一方で、受給期間中に疾病や障害によい影響を与え、労働能力の改善に寄

与するようなさまざまな活動に参加することを奨励している。その活動の例として、

教育、各種講座、社会活動、スポーツ、医学的教育、趣味的活動などがあげられる。 

 第 3に、障害者の就労促進のため、年金受給権を喪失することなしに労働できる

制度も導入されている。具体的には、①年金を少なくとも 1年以上受給している者

は、労働を開始する際に試行期間の申請ができる。②最大3ヶ月までの施行期間中

は年金と賃金を同時に受け取ることができる。③その後も労働を継続できる場合は

 
23 スウェーデンでは2003年1月から従来の障害年金が廃止され、新しい給付として疾病

補償（Sickness Compensation）と活動補償（Activity Compensation）が導入されてい

る。対象者が19～29歳であれば活動補償が、30～64歳であれば疾病補償が給付される。

疾病補償は受給者の障害が恒久的に続くと推定される場合、64 歳まで継続的に支給され、

障害に回復の見込みがある場合は期間を区切って支給される。これに対し活動補償は障害

の状態にかかわらず給付期間に制限があり、いちどに受給できる期間は最大で 3 年間とさ

れ、給付期間が終了すると、引き続き給付に対する権利があるか否かの審査に服するとされ、

その結果に基づき給付の継続か廃止かが決められる。アメリカとスウェーデンの就労支援

については、百瀬・前掲書、127～137頁参照。 
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受給権を休止状態にすることができる。④休止期間中に労働を続けることができな

くなった場合は、申請審査のプロセスを経ずに年金の受給を再開することができる。

⑤試行期間と休止期間は合計して最大 2年間まで認められる。  

4 障害年金と就労・社会参加支援の連携――立法論への示唆 

 障害者権利条約の規定（25条、26条）と先進国の取り組みを参考にすると、わ

が国への示唆として、次のような結論が得られる。  

①まず、「早期リハ」の確立が急がれる。 

そのため、年金受給権の手続に先立って、可能な限り初期の段階において、包括

的なハビリ＆リハビリのサービスプログラムを開始し、就労継続等の支援サービス

につなぐこと、そのために要する費用の保障を合わせて行うことが検討されるべき

であろう。そのさい「個人のニーズおよび長所に関する（医学に偏重しない）学際

的な評価を可能とする」専門機関の確立と、関連機関との連携も必要となろう。 

ちなみに、障害者が就労中に介護サービスを必要としても、現行の「重度訪問介

護」による「外出時における移動中の介護」の範囲に、就労中の介護は含まれない

とされている。したがって、障害年金と就労支援の一環として、就労中の介護保障

のあり方を検討することも課題となろう（たとえば、さいたま市は在宅就労者に対

し重度訪問介護を提供する市独自の取り組みを 2019年 4月より開始した）。 

②つぎに、就労支援の観点から、障害年金受給権者が就労した場合でも、試行期

間中は年金を継続支給する仕組みの導入、また、就労支援のみならず、年金受給期

間中にさまざまな社会活動に参加することができるよう支援する仕組みも奨励され

る。 

③さらに、試行期間終了後も受給権を失うことなく（支給を停止して）、就労を継

続できることとし、就労の継続ができなくなった場合は、ただちに年金受給を再開

できる仕組みも有効であろう。 

④しかし問題は、これらの就労支援・社会参加支援が、行政・専門職からの指示・

誘導で事実上強制されることとならないかどうか、それに従わない場合のペナルテ

ィの有無だけでなく、これらの支援が社会的従属や受動的依存の要素を除去するこ

とに資するかどうかを深く考察することも求められよう。要は、後述の自己管理型

サービス（self-directed support）としてのリハビリと就労支援を構築するとい
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う視点を持続することであろう。 

５ 障害年金と就労所得の調整 

 広義の「日常生活の制限」のなかで稼得能力の喪失・減退を重視して障害認定が

行われ、代替所得の保障としての障害年金が支給されることとなれば、障害年金と

就労所得との調整のあり方も再検討されこととなろう。 

そのさい、一定の試行期間中は就労所得の多寡にかかわらず障害年金の停止・減

額を行わないことが望ましいこと等については、前述のとおりである。 

 しかし、試行期間を終了し、かつ障害年金と就労所得の合計額が一定額を超える

場合は、原則として、その超える額に応じて年金額の一部を支給停止とする調整措

置が必要となろう。ただし、具体的な調整方法の決定にあたっては、障害に起因す

る特別な費用を考慮することはもちろん、就労意欲を促進するような十分な配慮が

必要である（ちなみに、在職老齢年金の一部支給停止につき廃止の方向で検討され

ている動向等も視野に入れて）。 

 

Ⅵ 「障害に起因する特別の費用」保障の不合理性 

 １級障害年金の 25％は介護費用分とされてきたが、障害に起因する特別の費用

とは、介護サービスに要する一部利用者負担の費用のみではない。そもそも、何を

障害に起因する特別の費用と考えるか。その費用の保障方法はいかにあるべきか。

また、その費用負担において個人と社会との責任・役割の分担をどう考えるべきか。

本節にも考察すべき課題が山積している。まだ明確な整理がついたわけではないが、

以下に試論として覚書を記しておくことをお許しいただきたい。 

１ 検討の手がかり――比較考察 

（１）「障害に起因する特別の費用」とは何か 

何らかの方法（社会保険又は社会扶助）で諸外国が対応しているものを手がかり

に列挙すると、障害に起因して支援を要する費用またはサービスとして、現状では、

在宅介護、デイサービス、ショートステイ、ケアホーム、食事の宅配サービス、緊

急通報システム、介護補助道具、補装具、交通・移動支援、家屋改修、盲導犬・介

助犬などに要する費用などが共通して挙げられる。そのほか国によって、公選の職

務の遂行に係る追加的費用、特別・例外的負担（他の項目でカバーされない一時的
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負担等）が挙げられる。 

これらの費用は概して、日常生活の支援に関連する費用が多い。社会福祉の法制

の対象として沿革的に、そのような費用の範囲・費目が形づくられてきたものと考

えられる。しかし、社会的な生活阻害を受けてきた障害のある人々が、他と平等に

自立して地域生活を営むのに要する費用は何かという障害法の視点から、「障害に

起因する特別の費用」を洗いなおす余地があるかもしれない。どのような費用が障

害に起因する特別の費用とみなされてきたか、その歴史的な形成と社会的な認容の

経緯を把握するとともに、障害者の今日の社会的生活阻害の実態に即して「障害に

起因する特別の費用」の費目・範囲等を再考する必要性もあるかと思われる。 

（２）「障害に起因する特別の費用」の保障方法 

 「障害に起因する特別の費用」保障制度として明示的に制度化されているわけで

はないが、この費用の保障に関連すると思われる諸外国の制度を例示すれば、周知

のとおり、①社会保険方式をとる例として、ドイツの公的介護保険および日本の介

護保険があり、②社会扶助方式（税財源）の例として、イギリスの地方自治体の社

会サービス、ドイツの公的介護保険を補完する「障害のある人のリハビリテーショ

ンと参加」（社会法典第 9 編）による参加給付と社会扶助による介護扶助・障害者

のための統合扶助、フランスの障害補償給付（PCH: Prestation de compensation 

du handicap）、および日本の障害者総合支援が存在する。 

 給付の方法としては、現物給付と金銭給付に大別される。金銭給付を障害者の選

択肢として定めるものの例として、イギリスにおける個人予算方式とダイレクトペ

イメントという選択肢、およびフランスにおける金銭給付の選択肢がある。フラン

スの金銭給付には、①サービスを利用する障害者が労働契約上の使用者となるもの

で支給額に障害者が使用者として負担する社会保険料分も含まれる直接雇用方式の

ほか、②障害者自身が使用者となるが使用者としての事務は非営利組織が行う委任

方式、③組織がすべての事務を行い非営利組織が使用者となる派遣方式がある24。 

（３）「障害に起因する特別の費用」保障の利用者負担――社会扶助方式の場合 

 
24 障害に起因する特別の費用の保障方法については、イギリスの資料として河野正輝

「障害者の自己決定権と給付決定の公正性――イギリスにおける自己管理型支援の法的試

み」障害学会編『障害学研究』9号、2013年、96～129頁、フランスの研究として永野

仁美『障害者の雇用と所得保障』信山社、2013年、222～239頁参照。 
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  イギリスでは、利用者負担額の算定は、保健省の「公正な利用者負担の運営要

綱――個人予算に対する利用者負担額の算定」25にしたがって行われる。これはサ

ービス利用量と負担能力の双方を考慮した応益応能負担の算定方式と考えられる。 

 個人予算を用いてサービスを購入する場合の利用者負担額の算定は、①個人予算

による利用サービスの費用全額（利用者負担の上限）と、②利用者本人の負担可能

な所得額とを比較して、いずれか低い方とされている。ただし、①の上限額は、実

際に利用したサービスの費用全額（100％）ではなく、その費用全額に自治体が設

定する負担率（X%）を乗じて減額された額である。②の額も、本人の負担可能な所

得額全額（100％）ではなく、自治体が設定する負担可能率（X%）を乗じて減額さ

れた額である。 

実際に算定される負担可能な所得額は以下の方式による。 

 負担可能な所得額＝[総所得額－所得補足/年金クレジットの最低保障額－障害

関係支出額（Disability-Related Expenditure, DRE）]×地方自治体が定める

負担可能率（％） 

 フランスでは、PCHの予算は全国自立連帯金庫（Caisse Nationale de Solidarite 

pour l’autonomie, CNSA）が負担する。CNSAの財源の１つは、自立連帯負担金

（高齢者及び障害者の自立支援のための予算を捻出するために、CNSAの創設と同

時に、2004年法によって創設されたもの。同じく 2004年法によって創設された

「連帯の日」に働いたことで生じる利益が、自立連帯負担金として企業から徴収さ

れる）。そのほか CNSA の財源には、一般社会拠出金の 0.1％、年金金庫からの分

担金、疾病保険予算からの移転分がある。利用者の自己負担率は、収入が一定額（2

万 4698.40ユーロ、2010年）以下は 0％、これを越える者は 20％とされている。

ただし本人または家族の就労所得、就労所得に代わる代替所得（障害年金、労災補

償給付等）、および固有の目的を有する家族給付、住宅手当等は収入に算定されない。 

２ わが国の法制の不合理性と課題 

（１）「障害に起因する特別の費用」保障に関連するわが国の法制の不合理性 

①関連法制における役割分担（給付調整）の不明確性 

 
25 Department of Health, Fairer Contributions Guidance; Calculating an 

Individual’s Contribution to their Personal Budget, 2009. 
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「障害に起因する特別の費用」保障に関連する給付として、障害年金（1 級障害

年金額の 25％）、特別障害者手当（月額、26,050円、2018年。障害年金と併給）、

および障害者総合支援法による自立支援給付の一部がある。前２者は金銭給付、後

の自立支援給付は代理受領方式による現物給付である。これら３給付については、

金銭給付である 1級障害年金（25％分）および特別障害者手当の間には、給付の趣

旨において共通性があり、それらと現物給付である自立支援給付の間（とりわけ障

害年金と長期施設入所による現物給付の間）では、「障害に起因する特別の費用」の

保障をめぐって、どのような役割分担を意図しているのかが、法律上も介護サービ

スの実際上も明らかとは言えない。 

②「障害に起因する特別の費用」の保障範囲と程度の未確立 

「障害に起因する特別の費用」として保障すべき費目とその金額は〇〇であるか

ら、そのうち特別障害者手当では〇〇の費用に相当する手当を支給するという、い

わば給付額の根拠・内訳が法律上明らかでない。障害者総合支援法による給付には、

「障害に起因する特別の費用」保障に相当する自立支援給付と、必ずしもそうとは

言えない自立支援給付が含まれているかと思われるが、その区分は明らかでない。

また、「障害に起因する特別の費用」のうち、直接、社会参加に係る費用の保障とし

ては、現行法では、重度訪問介護の一部（外出時における移動中の介護）、同行援護、

および行動援護の一部（外出支援）等の給付が定められているが、それらは、障害

者基本法に定める「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化そ

の他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。」（３条１号）という原

則から乖離しており、「あらゆる分野の活動に参加する機会の確保」にはほど遠い状

態にある。 

③「障害に起因する特別の費用」の権利主体としての位置づけとその範囲の未確立 

特別障害者手当は、施設入所者（病院に継続的に入院する者を含む）との均衡を

図る手当として、その支給対象は在宅の重度に絞り込まれており、「障害に起因する

特別の費用」の保障を要する者という観点から、その権利主体の範囲を捉えたもの

とは言えない。また、障害者総合支援法における自立支援給付の支給対象者の枠は、

医学モデルで判定される機能障害の程度によって限定されており（たとえば、重度

訪問介護の対象者〈判断基準〉は障害支援区分４以上であって、①二肢以上に麻痺
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があること、②歩行、移乗、排尿、排便のいずれも「できる」以外と認定される者

であることと限定）、ここでも「障害に起因する特別の費用」の保障を要する者とい

う観点から、支給対象者（権利主体）の枠が定められているわけではない。 

④「障害に起因する特別の費用」の保障方法の未確立 

イギリス（個人予算とダイレクトペイメント）やフランス（障害補償給付）では、

「障害に起因する特別の費用」保障を、福祉サービス（現物給付）ではなく、金銭

給付で受けとるという選択肢が用意されていることについては、上述したとおりで

ある。この金銭給付方式は、単なる保障方法の一つなのではなく、むしろ基本理念

の転換を図るものというべきであろう。すなわち他者（行政・専門職）が管理する

福祉サービスから自己が管理するパーソナルアシスタンスへの基本理念の転換であ

る。この金銭給付方式では、自立して生活できない、支援が必要である者への「障

害福祉サービス」と特別障害者手当等はいずれも「障害に起因する特別の費用」保

障の一環をなすものとして一括して、障害者に直接、金銭給付（ダイレクトペイメ

ント）を行うことにより、障害当事者の自己管理によるパーソナルアシスタンスの

実現を図る。そうであるから、「障害に起因する特別の費用」保障のあり方を考察す

ることは、実は上記基本理念の転換の意義を考察することに他ならない。わが国の

現行法には、この基本理念がまだ導入されていない。 

（２）「障害に起因する特別の費用」保障をめぐるわが国の課題 

最後に、以上の考察から、中長期的な理論的課題のいくつかを箇条書きして結び

に代えたい。 

①まず障害者の今日の社会的生活阻害の実態に即して「障害に起因する特別な費

用」の範囲・費目等を再考すること、その際、障害者手帳保持者への配慮として民

間事業者が負担している費用も視野に入れることができる。 

②その費用の負担について、基本的に「障害者個人の負担から社会的負担へ」転

換が図られつつあるが、現行法における一部利用者負担の考え方については、再考

の余地があるであろう。 

③最終的に、社会保険方式の障害年金、社会手当方式の特別障害者手当、および

福祉サービス方式の障害者総合支援の３法制の役割分担を明確化して、再編を図る

ことは避けられないであろう。 
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④その際、現行法における「行政・専門職の裁量による福祉サービス」という構

造は、障害者の従属的劣位や受動的依存の一要因となっているから、「全ての障害者

が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有すること

を認め…障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、

及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置」（障害者権利条約 19

条）として、とくに重度訪問介護（自立支援給付）の選択肢の一つに、「パーソナル

アシスタンス」（同条約19条）方式を導入して確立することが重要な課題となろう。 

⑤さらに、イギリスやフランスにおける「障害に起因する費用」の金銭給付方式

を示唆として、わが国でも金銭給付を障害者が選択し得る利用方法の１つとして検

討すること等によって、現行の障害福祉サービスから自己管理型サービス（self-

directed support）へ、転換を図ることも展望され得る。 

⑦最後に重要なことは、これらすべてのことが障害者の主体的な参画の下に進め

られねばならないということである。とりわけ地域生活支援サービスの提供・運営

は、医療法人等の既存組織に丸投げするのでなく、障害者の組織が自らこれを行う

方式を支援し、その段階的な発展を図ることが求められよう。 

 

付記 小論の前提にある課題意識について（多少の敷衍） 

小論の検討においては、一方で非差別（平等）概念における理論的発展を踏まえ

ること、他方で自由権と社会権の一体的保障をめざす自己管理型支援モデル（self-

directed support）の展開を踏まえること、これら２つにより、差別禁止法と地域

生活支援法という障害法における両部門の統一と連携のあり方を考察することが念

頭におかれている。 

このことは、「差別禁止モデル（自由権モデル）と社会福祉モデル（社会権モデル）

の緊張関係」を反省的に振り返り、両モデル（差別禁止と社会福祉）の新たな関係

構築を目指すことでもある。自由権モデルと社会権モデルの緊張関係には「市民法

と社会法の相克関係」が反映されていると思われるので、伝統的な市民法と社会法

の関係に少し遡って考えて見る必要がある。以上の課題意識について、この付記で

多少の敷衍を試みる。 

１ 伝統的な差別禁止法と社会福祉法との緊張関係 
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「伝統的な市民法と社会法の緊張関係」の詳細に及ぶことを避けて、「障害法にお

ける両部門の統一と連携」という次節の課題に入るために必要な範囲で、予備的に

いくつかの典型的な論点・事例を紹介するにとどめたい。 

（１）伝統的な市民法と社会法の関係 

古典的な社会福祉の法制（パラレルトラック）では、要援護者は「自立・自律能

力に欠ける者であって、社会的保護を要する者」、言い換えれば「市民的自由を享有

する市民としての地位から落伍した者」と見なされることがしばしばであった。彼

らは公的福祉の恩恵に与ったものの、その処遇において、プライバシーや自己決定

権などの市民的自由の侵害や、選挙権などの公民権の制限を受けており、そうした

処遇は止むを得ないものとして、むしろ当然視されることがしばしばであった。障

害のある人に対するこうした社会立法上の差別的な取扱いは、伝統的な市民法原理

の下にあった差別禁止法（抽象的な個人としての市民を法的人間像として、形式的

平等原則に基づいて構成された差別禁止法）では、概して是認されてきたのである。 

社会立法上のこうした差別的な取扱いは、程度の差こそあれ、今日の福祉サービ

スまで根強く尾を引いていることを、まず重視する必要がある。 

（２）ADA以降に垣間見られた市民権と社会権の緊張関係 

一方で、「障害のあるアメリカ人法」（ADA、1990年）」の制定等により、障害者

の市民権保障に力強い照明が当てられるようになったことは周知のとおりである。

ADAの下では、社会福祉における隔離収容等の保護措置は市民権に違反するものと

され、また使用者には合理的配慮義務が課せられた。一方で、障害者を優遇するい

わゆるアファーマティブアクション（障害者雇用率制度もその一つ）には疑問の目

が向けられた。福祉的給付の受給者に対しては、ADAに基づく救済を排除しようと

する動きも、障害者政策におけるいわゆる「福祉モデル」から「市民権モデル」へ

の転換のなかで見られた。 

たとえば、労働不能に該当するとして社会保障法（SSA）による障害年金の受給

権を得た者が、ADAに基づいて使用者による差別の禁止（合理的配慮の提供を含む）

を求めて訴訟を提起できるかについて争われた、アメリカにおける多くの裁判例や、

障害者差別禁止法の原則を採用した国で、雇用率制度を継続すべきか否かについて

議論が巻き起こったことなどに、差別禁止法と社会立法との緊張関係の一端を見る
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ことができよう。 

そのほか、ADAの成立後のアメリカで障害法をイコール差別禁止法として構成す

る見解および、差別禁止法のみならず社会福祉法も含まれるとする見解が対立・並

立したことにも差別禁止法（市民権モデル）と社会福祉法（社会権モデル）の間の

緊張関係を見出せるかもしれない。わが国の最近年の川島聡説（障害法とは差別禁

止モデルと社会福祉モデルからなるとする見解）では、前者の差別禁止モデルは従

属的・二級市民的人間像（障害者像）を対象とする法であって、法原理としては匡

正原理を根拠とするのに対して、後者の社会福祉モデルはユニバーサルな障害者像

を対象とする法であって、人間の尊厳といういわば道徳原理を根拠とするものであ

るというように、障害法を構成する２つのモデル（分野）を原理的に区別して捉え

る議論が展開されている。ここにも差別禁止法と社会福祉法の間に緊張・相克の関

係があるとする見解を垣間見ることができるであろう26。 

 ２ 障害法における差別禁止法部門と地域生活支援法部門の新たな関係構築 

（１）非差別（平等）概念の発展 

障害法の一方の部門である差別禁止法においては、その基礎にある平等（非差別）

概念は、形式的平等のみを意味するのではなく、形式的平等から実質的平等へ、そ

して実質的平等をさらに深化させた形成的（包容的）平等（transformative equality, 

inclusive equality）までを含む包括的な概念を意味する。 

障害者権利条約における平等（非差別）概念の発展を理解するうえで重要な点は、

アクセシビリティの義務および合理的配慮の義務という２つの義務が、包容的平等

を実現するための両面として構築されたという点にある。前者の「アクセシビリテ

ィの義務」の意義は、障害者の集団を保護対象として、あるサービスを使用する個

人からの要請を受け取る前に、締約国は、アクセシビリティを提供する事前の義務

（ex ante duty）を負うとするものであり、後者の「合理的配慮の義務」は、個人

を保護対象とするものであって、機能障害のある個人が、一定の状況において平等

を基礎に権利を行使するために、所与の場所〈職場、学校等〉において、それを必

要とする瞬間から将来に向かって強制できる義務（ex nunc duty）であるとされる。 

 
26川島聡「転換期の障害法」日本障害法学会編『障害法・創刊号』2017年、77～9５頁。 

 



Ⅱ 特集 １ 特別寄稿  河野論文 

49 

 

障害者権利委員会の一般意見 6 号（para10）における定義によれば、包容的平

等とは、古い形式的平等を新しい包容的平等に取って代えようとするものではなく、

実質的平等の概念を引き継ぎつつ、以下の 4つの側面において平等の内実を拡大す

るものとされる。すなわち、 

ⅰ）社会経済的不利益に対処する公正な再分配の側面 

ⅱ）固定観念、偏見の支配に対する戦いの側面 

ⅲ）インクルージョンを通じて人間性の完全な承認を確認する参画の側面 

ⅳ）人間の尊厳の問題として「差異」を受け容れる余地をつくる配慮の側面 

そうすると、これら 4つの側面について、現行の障害年金法制、特別障害者手当

法制および障害者総合支援法制に検討の余地があるかどうか、何か配慮に欠けると

ころがあるかどうか、の考察が求められることになるわけである。 

障害法における平等概念は、このように、いわば抽象的市民を想定した形式的平

等（差別禁止）論の立場から、社会的構造的な不利益の下に置かれた具体的な障害

者を直視した新たな平等（差別禁止）論へ発展させて、平等（差別）概念の総合化・

包括化を図ろうとするものと言えるであろう。 

（２）地域生活支援法における自由権と社会権の不可分性・相互依存性・相互関連性 

一方、障害法の地域生活支援法部門においては、自由権と社会権の不可分性・相

互依存性・相互関連性の原則が、その基礎に据えられる。 

すなわち、「インペアメントは不幸な個人に降りかかる運命的な出来事である」と

いう個人的悲劇理論（すなわち、障害の捉え方においては医学モデルに依存し、責

任論においては「生活個人責任原則」に帰する考え方）を克服して、障害の捉え方

において社会モデルを容認し、障害者の社会参加を阻害する「社会的障壁」の存在

を法認するとともに、社会的障壁の除去と地域生活支援に対する自由権と社会権の

総合的一体的保障の実現を図ろうとする点に、本法部門の意義がある。 

両法部門を通じて、障害法は「従属的劣位に置かれる障害者」を法的人間像とし

て、自由権と社会権の総合的一体的保障を図ることを法原理とするものであって、

この点に両法部門の新たな関係構築の基礎を認めることができるであろう。 

要約すれば、小論はこのような課題意識を前提に抱えて、障害年金等の問題に接

近しようとしたものであることをお断りしておきたい。 
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-Ⅱ ２ 座談会- 

第５回障害年金法研究会・裁判事例検討部会 

河野正輝論文「障害者の年金・手当・福祉サービス法における社会参加

阻害の要因と展望─障害法の視点から─」についての意見交換  

日時 ２０１９年１０月１６日（水）１５時～１７時半  

場所 ＴＫＰスター会議室四ツ谷  

 

～はじめに～  

安部敬太会員  第 5 回障害年金法研究会裁判事例検討部会を始めさせて

いただきます。きょうは遠路はるばる河野正輝九州大学名誉教授に来てい

ただきました。河野さんは当研究会のウェブ雑誌の創刊号に論文を寄稿し

てくださいました。その論文をめぐって、研究会の皆さんと意見交換をす

る趣旨でこうした機会を作らせていただきました。今日の報告のレジュメ

はあらかじめ皆さんにお送りしていますので、すでにお読みのことと思い

ます。そこでまず、河野さんのほうから、30 分程度でご報告いただいて、

その後、ディスカッションに入りたいと思います。では、よろしくお願い

いたします。  

 

河野正輝 こういう機会を与えていただきまして、ありがとうございます。

九州大学（名誉教授）の河野と申します。時間が限られておりますので、

早速、本論に入らせていただきます。 

私は社会保障法、なかんずく社会福祉法を中心に勉強してまいりました。

社会保障法や社会福祉法では障害者のニーズに着目して、かつそのニーズ

は行政、専門職が判定するニーズに基づいて、法律が構成されているとい

うふうにざっくりと言っていいかと思うんですが、それを今、障害法とい

う新しい考え方に立った法制へ変えるべきではないかという議論をして

いるわけです。以下、レジュメに沿ってお話いたします。  
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第Ⅰ部 河野正輝九大名誉教授より報告  

 

１ 障害法研究の視点について  

（１）社会福祉法から障害法への転換  

私の問題提起を簡潔に申し上げますと、社会保障法や社会福祉法

において、障害者が取り上げられ、給付が行われるということをすべ

て無くして、全部、障害法へ転換するというわけではないのですけれ

ども、今までの社会福祉法における障害者の取り扱い方にとどまっ

ていては駄目だろう。障害者の取り扱い方のどこが問題であるのか、

また、障害法における障害者の取り扱い方へどのように変革してい

くのか。障害者の取り扱い方という表現では分りにくいかもしれま

せんので言い換えますと、法律上、障害者をどのように権利主体とし

て確立していくかということ、そこが問われているのだろうという

ことです。  

その転換をもう少し明確に述べるとすれば、社会保障法や社会福

祉法が障害者をどういう人々として見てきたか。障害法という新し

い領域では、法における障害者像をどういうふうに変えようとして

いるのか。要するに、法における障害者像の転換をどう考えるかとい

うことです。その根本にはもちろん法的な原理の転換があるわけで

すので、それを明確にする作業がまず前提になきゃいけないのだろ

うと思いまして、少し障害法の勉強を始めたわけです。 

私は障害年金それ自体をテーマに研究をしてきたわけではあり

ませんが、この際、障害法の総論的な発想から障害年金を捉え直して

みたら、どういう問題や論点が見えてくるのか、を考えてみました

（拙稿「障害者の年金・手当・福祉サービスにおける社会参加阻害の

要因と展望――障害法の視点から」ウェブジャーナル『障害年金法』

創刊号参照）。  

ですから今日のお話は、まず、どういうふうに社会福祉法から障
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害法へと転換させるかという障害法研究の視点を、あらかじめ簡単

にお話をさせていただき、その後、障害年金の論点へ移ることにしま

す。 

（２）法における障害者像  

ごく大雑把なサマリーとして、社会福祉法から障害法への転換を、

法における障害者像の転換という観点から述べるとすれば、社会福

祉法においては、障害者は要援護者として、そして後には福祉サービ

ス利用者として定められてきたわけです。要援護者とは文字通り、援

護の必要な者、自分では自立して生活できない、他者による援護を必

要とする者という意味です。要援護者から福祉サービス利用者とい

う規定に変わりますと、利用者としての主体的な選択をもっと保障

すべきだという観点に立って障害者、高齢者が見られるようになり

ます。しかし、利用者としての障害者像というのは、消費者保護の対

象にとどまっているというふうに私には思える。つまり障害者を保

護の客体として捉えているわけで、程度の差こそあれ、保護の客体と

いう捉え方から、なかなか抜けだせないでいるのではないか。  

そういう利用者像に対して、障害法という新しい法分野では、レ

ジュメに書いていますように「機能障害と社会的障壁の相互作用に

より、社会参加をさまたげられ、社会的不利に置かれている障害者」

という像として捉える。一言で申しますと、一般の市民より「従属的

劣位に置かれた障害者」。援護の必要な人々というより、むしろ、自

ら自立して社会参加したくても社会的障壁との相互作用によって社

会参加を妨げられ、社会的不利に置かれてきた人々である。この従属

的劣位(subordination)という特質を直視し、それを法律上明記して、

そうすることによって障害者は「人権および基本的自由の完全かつ

平等な享有主体であることをとりわけ保障する必要性のある人々」

と認めていくことになる。障害法が想定する新しい障害者の捉え方

はこのようなものではないか。また障害者権利条約が定める障害者

像もそうなのではないかというふうに思います。  



 Ⅱ ２ 座談会 

53 

このような障害者像の捉え方から必要になる法制度の改革は、ま

ず、①教育、雇用、その他、全ての社会生活における、障害を理由と

するあらゆる差別を禁止するための差別禁止法の制定、および②地

域社会で自立して生活する平等の権利を、障害者にも他の者と平等

に保障するための総合的な地域生活支援法の制定、ということにな

ります。後者に関する日本における最初の取り組みが、不十分ではあ

りますが、2012 年改正の障害者総合支援法だというふうに考える

わけです。  

（３）法原理の転換  

これらの二つの大きな分野、つまり差別禁止法という分野と総合

的な地域生活支援法という分野から、障害法という新しい法領域は

成り立っていると考えますと、次にはこの法領域を貫く法原理は何

かということが問題になります。法原理を要約して説明することは

誤解を招くかもしれませんが、障害法の法原理の特徴点を挙げると

すれば、差別禁止法の分野では包容的平等という法原理です。 

① 一般意見第 6 号におけるインクルーシブ（包容的）平等の原理  

まず、障害者権利条約で、差別禁止（平等）という考え方そのも

のの転換が図られたというところに注目すべきではないかと思って

います。つまり、差別禁止（平等）原理の考え方が、「形式的平等

(formal equality)」から「実質的平等(substantive equality)」へ、

「実質的平等」からさらに「包容的平等(inclusive equality)」へと

展開しているのです。 

ご承知の通り、差別禁止（平等）原理の捉え方は、「等しき者を

等しく、異なる者は異なって取り扱え」というかたちで形式的平等論

から実質的平等論へと発展してきました。形式的に平等を保障する

だけでは障害者はなかなか現実的に平等に近づけないから、例えば、

障害者を従業員の一定割合雇用することを使用者に義務づける雇用

率制度は、障害者を優遇する（形式上は不平等な）取り扱いですけれ
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ども、しかし、それを通して実質的に何ほどか平等を実現しようと、

考え方や取り組みが前進しますね。前進しますけれども、この実質的

平等はしかし、社会的障壁そのものを変革するという取り組みでは

ない。社会的障壁はそのまま残しながら、ただ雇用率を 2.2 パーセ

ントとか設定して障害者の雇用を伸ばそうとするにすぎない。それ

では障害者の差別禁止（平等）はやっぱり実現しないので、社会的障

壁にあたる制度も環境も意識も除去していくという変革を伴うよう

な平等論にならなければ、いつまでたっても障害者の平等は実現し

ない。  

障害者権利条約が成立する前に、ヨーロッパではこの平等をめぐ

る法原理の研究がかなり進みまして、転換というものを内包する、転

換を要請する新しい差別禁止（平等）論が「転換的平等」

（transformative equality）という用語で論じられてきたのです

（transformative は、直訳すれば「転換的」という意味ですが、前

掲の拙論では「形成的」と意訳しています）。  

テレジア・デゲナーさん(Theresia Degener, 国連の前障害者権

利委員会委員長)は、かつてはトランスフォーマティブ・イコールテ

ィ（transformative equality）という用語を使って、論文を書いて

います。しかし、障害者権利委員会の「平等と差別禁止にかんする一

般意見第 6 号」（2018 年）では、トランスフォーマティブ・イコー

ルティという用語に代えて、インクルーシブ・イコールティ

(inclusive equality)という用語を使って、内容的には同じことを説

いています。それを読んだとき、トランスフォーマティブよりインク

ルーシブのほうが障害者権利条約の下では受け容れやすかったんだ

なと感じました。  

障害者権利条約では「アクセシビリティ」という概念と「合理的

配慮」という概念を、実質的平等論を超える意義を有する新しい概念

として定めているのですが、一般意見第 6 号では、このアクセシビ

リティと合理的配慮の二つが、インクルーシブ・イコールティを実現

するための手段として位置づけられているのです。  
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なおひと言補足しますと、「アクセシビリティ」の方は、障害者

集団を対象にして、あらかじめ例えば外出支援等々の保障を定めて

おくことによって、障害者が社会生活のあらゆる場面に参加できる

ようにするという手段。言い換えれば、障害者集団を対象とする社会

参加支援の取り組みを、事前の義務として要請する方式がアクセシ

ビリティということになります。もう一方の「合理的配慮」は、例え

ばある障害者（個人）が、職場の物理的環境あるいは就労時間を変え

なければ就労できないという場合に、使用者に対してその変更を求

めることができるとする手段。つまり合理的配慮は、個人がそれを求

めた瞬間から将来に向かって発生する義務という点でアクセシビリ

ティとは異なっている。言い換えれば、合理的配慮は、障害者個人を

対象として差別禁止（平等）を実現しようとする手段であり、配慮を

要請される側に将来に向かって変更の義務が発生する。この二つの

概念を使って、社会的障壁そのものを変革して除去していくという

新しい差別禁止（平等）概念が権利条約に登場した。これは今までの

実質的平等論の延長上に、さらにそれを超える考え方として登場し

たということが、私の強調したい点なんです。  

② 自立支援の考え方の発展――自由権と社会権の不可分性・相互依存

性 

それと、もう一つの法原理の転換として私が注目したいのは、「自

立支援の考え方の発展」に関連して、その根底にある「自由権と社会

権の不可分性・相互依存性」の確立、言い換えれば自由権と社会権の

一体的保障という法原理です。  

自立支援という理念は介護保険の導入（2000 年）、社会福祉法

改正（2000 年）と支援費制度の実施（2003 年）および障害者自立

支援法の施行（2006 年）というプロセスを経て次第に形成され、広

がり、定着をしてきているものです。自立支援という考え方が出てき

たからこそ、「要援護者」という規定が社会福祉立法から消えて、「福

祉サービス利用者」という規定に変わってきたことも事実です。けれ
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ども、その自立支援の考え方にさらに質的な発展が求められてきて

いる。というのは、従来、人権は自由権と社会権に分けられ、社会権

は裁量を伴う権利であって自由権より低い法的ヒエラルキーにある

ように取り扱われてきました。そういう人権論の下ではどうしても

超えられない自由権と社会権の段差がありました。しかし国際人権

条約と国際人権法論は、次第にこの段差を克服する方向へ発展して

きていて、その発展の歩みの上に、今度の障害者権利条約もできてい

て、自由権と社会権の不可分性、相互依存性、不可侵性が強調されて

おります。  

これまでは、例えば、福祉サービス（社会権）を受ける人々は、

それと引き換えに自由権が少し制限されてもやむを得ないとみなさ

れていました。なにしろ長期入所施設で生活を 24 時間守られてい

るんだから、そこで少しプライバシーが制限されたり、外出したいと

きに外出できなかったりというのは、それはやむを得ないですよ、と

いうことが当然視されてきた。そうした考え方に対して、いや、そう

ではなく、自由権と社会権が一体として保障されるようなサービス

に変えていかねばならない。その新しいサービス概念として、障害者

権利条約は「パーソナルアシスタンスを含む地域支援サービス」とい

うものを定めた。  

「パーソナルアシスタンス」というのは日本政府の仮訳では「個

人的支援」と訳されたと思います。直訳すれば個人的支援と訳しても

間違いではないのですけれど、でも単に「個人的」支援というだけで

は、障害者権利条約の意図するところは伝わらないと思います。パー

ソナルアシスタンスの本来の意味は、「行政・専門職が管理するサー

ビスから自己管理サービス（self-directed support）へ転換」され

た個人的支援という点にあるからです。自己管理というのは、障害者

本人がニーズ・アセスメントして、どういうサービスを利用するかに

ついてもセルフ・プランニングして、そしてサービスを実際に利用す

るにあたっては、金銭給付（ダイレクト・ペイメント）の形で受けて、

そのお金で障害者が自らパーソナル・アシスタント（ヘルパー）を雇
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用する。つまり、障害者が使用者になり、ヘルパーは障害者によって

雇用される被用者となることで、障害者とヘルパーの立場が大きく

変わるわけです。 

そういうことを通じて、本当の意味での自由権と社会権の一体的

な保障を実現していく、それがパーソナルアシスタンスという言葉

に込められている本来の意味だと私は理解しています。こうした自

己管理サービスへの転換を通じた自由権と社会権の一体的な保障は

障害法を考える場合、重要な原理的転換というべき意義を有すると

私は思っているのです。  

２ 障害法の形成へ向かう障害者の権利運動  

行政・専門職が管理するサービスから自己管理サービス（パーソ

ナルアシスタンス）への実践的な取り組みとして、実際に進んでいる

と私に思えるものに、次の３つの例をあげることができます。 

（１） 障害者の介護保障ネットの取り組み 

一つは、障害者の 24 時間介護保障へ向けて、「介護保障ネット」

1による行政交渉が 47 都道府県で進められております。この実績は

目を見張るものがあります。『賃金と社会保障』誌に報告されている

事例を見ますと、現行法の下で実質的にパーソナルアシスタンスに

相当する先例が多くの都道府県において実現されつつあると私は評

価しています。  

例えば、富山県Ｂ市の事例（2015 年）は、ALS で人工呼吸器を

装着した男性（40 歳代）が、介護保障ネットの支援を受けて支給量

変更の申請に踏み切った事例です。その際、男性は「24 時間の公的

介護が認められた場合には、自薦ヘルパー（被介護者自身がヘルパー

 
1 「介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット」通称「介護保障ネッ

ト」。同ネット編「支援を得て私らしく生きる！24 時間ヘルパー介護を実現さ

せる障害者・難病者・弁護士たち」（山吹書店・2016 年 10 月）に同会の活動

報告がある。 
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の実質的雇用主となり、人選やシフトなどの決定を行い、被介護者の

介護を実施する仕組み）を利用する」という計画を伝えて交渉に臨

み、そして交渉の過程で男性は「自薦ヘルパーの確保や育成のために

時間を要するので、申請時間のすべてを重度訪問介護とするのでは

なく、しばらくの間居宅介護と併用して利用したい。つまりは、自薦

ヘルパーの運用状況を見つつ、次第にすべてを重度訪問介護に移行

していきたい。」という計画をもって協議を進めたところ、市はこれ

を認めて居宅介護 252 時間（身体介護 190 時間、家事援助 62 時

間）と重度訪問介護 630時間を支給すると決定し、申請どおり月 882

時間を認定したという事例です。（中村万喜夫・西山貞義・丸山哲司

「家族介護に頼らざるを得なかった ALS 患者に 24 時間の公的介護

が認められた結果、介護の大部分を自薦ヘルパーでカバーする点に

至ったケース」『賃金と社会保障』1695 号 42～48 頁参照） 

これは介護保障ネットによる行政交渉を通じて、現行法の下で、

パーソナルアシスタンスに近いサービス利用を実現した１つの事例

として注目されます。  

（２） 介護保険と障害者総合支援の併給調整問題  

二つは、介護保険と障害者総合支援の併給調整をめぐる、いわゆ

る 65 歳問題が全国的に発生しました。65 歳に達して介護保険の被

保険者になった途端に、今まで受けてきた障害者総合支援法による

支給は打ち切られ、介護保険の要介護認定に従って、新しく支給量が

決定される。その結果、65 歳をきっかけにサービスの量も質も下が

る。そのうえ、1 割自己負担の負担増となるという問題が全国的に発

生したわけです。この問題は訴訟にまで発展して、浅田訴訟（岡山地

裁）2、天海訴訟（千葉地裁）などが争われています。広島高裁岡山

支部まで進んだ浅田訴訟の高裁判決3を見ますと、今までの社会保障

 
2 2018 年 3 月 14 日岡山地裁判決（『賃金と社会保障』1707 号 7 頁） 
3 2018 年 12 月 13 日広島高裁岡山支部判決（『賃金と社会保障』1726 号 8

頁） 
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法における併給調整の常識を打ち破るような判断が示されています。

といいますのは、広島高裁は障害者総合支援法（7 条）に基づく併給

調整を裁量処分と解したうえで、65 歳まで総合支援法に基づいて受

けてきたサービスによってどのような生活が支援され、他方、65 歳

後の介護保険によるサービスによって生活の支援はどのように変わ

るか、生活の支援は前進するのか、後退するのかを考慮したうえで、

障害者本人の生活を維持していくためにはどちらがいいのかを障害

者が自ら選ぶのが相当である場合があり得ると判示して、いわば選

択制を是認する判決を下したからです。 

これまで社会保障法で併給調整といえば、例えば、老齢年金と基

本手当（雇用保険）、あるいは健康保険法の療養の給付と労災保険法

の療養補償など、これらは同じような機能を持っている給付ですか

ら、基本的にはどちらかを優先して、他方は支給しないという調整規

定となっています。つまり、二重給付を避けるために定められた優先

順位に従って、現場の実施機関は調整決定するだけで、その優先順位

を変えるわけにはいかない。現場ではこれを羈束処分というふうに

解釈運用してきたわけです。ところが浅田訴訟の広島高裁判決では、

介護保険と障害者総合支援との併給調整について羈束処分説を退け

裁量処分としたうえで、本人の選択を是認する判断を示したわけで

すが、それは画期的な判決であったと思っています。これは自己管理

サービス（パーソナルアシスタンス）の考え方に沿った判決と言って

よいでしょう。併給調整規定の解釈においてここまで広島高裁判決

が踏み込んでくるとは、今まで予想もしませんでした。判決は確定し

ましたので、この判決の影響は大きいと私は見ています。  

（３）就労中の介護  

自立支援の考え方の発展を示す３つ目の事例として、就労中の介

護をめぐる動向に注目したいと思っていましたら、さいたま市が突

破口をまず開けてくれた。さいたま市が市独自の施策として、就労中

に介護サービスを利用できれば働ける障害者、とくに在宅で就労し
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ている障害者に対して、就労中の介護を始めたのです。 

これまで「就労中の介護は重度訪問介護制度による介護の範囲に

含まれない」と、国が一貫して除外してきた大きな理由の一つは、就

労して賃金を得ることは個人資産の形成に通ずることになるので、

そのような個人資産の形成に関わる活動を国の福祉サービスで支援

することはできないということでした。だけど、参議院でもう一つの

突破口ができましたね。2 名の重度障害のある方が参議院議員に選

出されたことによって、国会議員としての活動を保障するために、就

労中というか公職中というかはともかく、どういうふうに介護すべ

きか、という問題が生じました。厚生労働省はあくまで重度訪問介護

制度でそれを支援するのはノーと言いましたが、参議院が独自の予

算によって、2 名の議員の介護を行うことを決めたようです。  

さすがに厚労省としても後のことは知らんと言うわけにはいかな

かったんですね。厚労省は就労中の介護について、全国の状況はどう

いう実態にあるのか、どういう障害者がどういうニーズを持ってい

るのか、全国調査をすると決めた、と報道されました。全国調査をす

れば、客観的に一定の介護ニーズが出てくるでしょう。そのとき、就

労中の介護を重度訪問介護制度から除外してきた今までの通達をど

う変えるのか。私は変えざるを得ない局面に入ってきたと、その動向

を注目しているところです。  

３ 障害者所得保障における転換の可能性と展望                   

（１）インクルーシブな所得保障の概念と体系の射程 

以上に述べたような発想で、次は障害年金に目を向けて考えてみ

たいと思います。私たちは、障害者の所得保障と障害者のリハビリや

福祉サービスを、縦割り行政のなかで別のものとして分けて考えて

きたのではないか。そして前者の所得保障は、障害年金を支給するこ

とで一応果たされているとしてきたのではないか。  

しかし、翻って考えてみますと、障害年金を受けても、障害者は
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依然として教育あるいは就労の面、あるいは地域における市民生活

の面でさまざまな差別をずっと受け続けてきている。障害者が従属

的な劣位に置かれているという現実はそのまま変わっていないので

はないか。確かに生存は障害年金で維持されているかもしれないけ

れども、差別をどのように克服していくか問題に関して、年金給付は

十分応えていないのではないか。まったく応えていないというと語

弊があるかもしれません。というのは、金銭給付がないことには、社

会参加だってできないわけですから、年金給付は社会参加のための

前提ではありますけれども、しかし、その前提は参加促進へ結びつか

ないまま、むしろ障害年金は障害者の構造的な差別・不利益をそのま

ま放置する免罪符となっているのではないか。そういう批判がイギ

リスの障害者運動から起こったのです。 

だから、我が国においても、障害年金を支給していますというだ

けでは駄目で（障害者も特殊支援学校で教育していますというだけ

では駄目なように）、年金支給を通じて、社会参加がさらに質的にス

テップ・アップしていくような所得保障のあり方になっているのか

どうか、それが問われるべきだという意味を込めて、私は「インクル

ーシブな所得保障」という課題を掲げてみました。  

インクルーシブな所得保障がどういう体系になるかというのは、

骨格だけですけれども、寄稿論文で述べておりますので、参考にして

いただきたいと思います（前掲拙論、3～4 頁）。  

要約して申しますと、ここでインクルーシブな所得保障とは、「社

会的障壁の除去、社会的包摂（ちなみに障害者権利条約の公定訳では

inclusion（包摂）は「包容」と訳されていますが、包容ではインク

ルージョンの本来の意義を伝えにくいという嫌いがあります。）を指

向する所得保障の在り方を指すものです。したがって、このインクル

ーシブな所得保障は、「稼得能力の喪失」だけではなく、「障害に起

因する特別な費用」の発生も要保障事由として所得保障体系の中に

位置づけます。かつ所得保障と早期リハビリテーション、就労支援等

との密接な連携も、重要な構成要素として、その射程に含む概念にな
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ります。 

４ 障害認定要件における法解釈上の課題  

（１） 日常生活能力の制限と稼得能力の制限という 2 つの評価基準の関

係 

インクルーシブな所得保障の中でも特に焦点になりますのは、障

害認定要件において、日常生活能力の制限と稼得能力の制限という

二つの評価基準の関係をどう考えるかということです。前掲の拙論

（9 ページ）をご覧いただきたいのですが、私は基本的な考え方を以

下のように書いています。  

「日常生活能力の制限と稼得能力の制限との間に一方が他方を規

定する絶対的な規定関係は存在しない。」言い換えますと、日常生活

能力がこの程度の制限であるから、だから稼得能力の制限はこの程

度となるというように、一方が他方の判定を導くみたいな、そういう

関係にはないと述べています。  

これは、2001 年 5 月の WHO 総会で承認されました「国際生活

機能分類（ICF）」の障害観にヒントを得て書いているのですが、ICF

の障害観によりますと、障害とは、たとえば①下肢の麻痺といった

「機能の障害」と、②歩行できないという「活動の制限」、そして③

「スポーツを楽しめない、就労できないという参加の制約」という、

三つの次元に分けて捉えられる。 

このように生活機能と障害を三つの次元に分けて理解する理解の

仕方は、佐藤久夫教授によれば「生活機能と障害の構造的理解」とい

うふうに言われています。佐藤教授の理解によりますと、障害の各次

元、すなわち機能障害と活動制限と参加制約という三つの次元の間

には一般に相対的独立性がある、とされます。相対的独立性というの

は、三つの次元がそれぞれ独立していて、初めの機能障害が後の活動

制限や参加制約をすべて決めてしまう、あるいは活動制限が参加制

約をすべて規定するという関係にはない。言い換えますと、どういう
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機能障害があるかを調べさえすれば、あとは全てそれに付随して結

論が導かれるという関係ではなくて、相対的にそれぞれが独立して

いる、ということです。確かに三つの次元はお互いに関係はしている

けれども、絶対的な 100 パーセントの規定関係にはないということ

です（佐藤久夫「『障害』と『障害者』をどう理解するか―障害者観

と ICF（国際生活機能分類）」佐藤久夫・小澤温『障害者福祉の世界

（第 4 版補訂版）』21 頁以下参照）。  

この相対的独立性への着目は、機能障害があっても補装具等によ

ってできるだけ活動の制限を最小限にすることを促すばかりでなく、

例えば車いすの障害者のような活動に制限がある人でも、社会的障

壁の除去によって社会参加（たとえば就労）が可能になることに気づ

かせることになり、自立支援のあり方が大きく変革されることにも

なったと言われます。 

このような考え方から言いますと、「障害認定基準」（厚生省社

会保険庁、当時 1986 年、最近改正 2017 年通達）はどうも日常生

活能力の制限があるから、労働能力が制限されるという、一方が他方

の判定を決めるという認識に基づいて書かれているのではないか。

労働といえば肉体労働だった昔の時代であれば、そのような理解で、

あるいはよかったのかもしれない。事実、肉体労働であれば、日常生

活において歩けない、衣服を着脱できないというような人が、どうし

てツルハシやスコップを持てるかということになるわけですから、

日常生活能力の制限はそのまま労働能力の制限と考えて、ストンと

腑に落ちたのかもしれない。しかし、現代社会にあっては、そういう

わけにはいかない。 

 結論的に言いますと、前掲の拙論（１０頁）ではつぎのように

述べております。  

「日常生活能力の制限と労働能力の制限という２要素が、国民年

金施行令別表を受けて通達された『障害認定基準』では、あたかも並

列的な要素として、一方が他方を規定する関係にあるもののごとく

捉えられているように読める。少なくとも障害の各次元の間におけ
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る相対的独立性が明確に捉えられていない。そうだとすると、そのよ

うな捉え方は、ICF における障害概念の発展を受けて採択された障

害者権利条約およびその批准に伴って改正された現行の障害者基本

法の法理念とは、もはや相容れない古い障害の理解と言わなければ

ならない。」  

ところで、安部（敬太）さんにご指摘いただいて、気が付いたこ

とですが、前掲の拙論のあるところでは労働能力という言葉を使い、

あるところでは稼得能力、またあるところでは就労能力と言ってい

て、統一していないという問題を残しています。ですので、障害年金

の要保障事由としては、稼得能力の喪失もしくは減退という用語で

統一して用いるべきでした。ちなみに厚生省（当時）の「障害認定基

準」（通達）では、労働能力という言葉を使っています。ただ、施行

令別表では「労働によって収入を得ることができない」という言葉を

使っていて、稼得能力の意味合いを持たして使われていると思えま

す。 

（２） ICIDH から ICF への障害概念の発展の評価――医学モデルから社

会モデルへ 

日常生活能力の制限と労働能力の制限は前者が後者を決めるとい

うふうに考えないで、私は ICF を参考に、両者の相対的独立性を考

慮に入れて、かつ障害年金の支給要件においては労働能力の制限（正

確には稼得能力の制限）を重視すべきだという考え方を導き出して

いるわけですが、もう少し ICF は、ICIDH とどう違うのかなど、調

べる必要があります。 

WHO は障害分類を ICIDH から ICF へ改訂してきたのですが、そ

の改訂の発展は、一言で言うと、私は医学モデルから社会モデルへの

発展だというふうに認識しています。 

① １９８０年国際障害分類(ICIDH) 

1980 年に採択された国際障害分類（ ICIDH、 International 
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Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps; A 

Manual of Classification Relating to the Consequences of 

Disease）の 表題は「機能障害、能力障害、社会的不利の国際分類

―疾病の諸帰結に関する分類マニュアル」となっています。これは副

題に明示されているとおり「疾病の諸帰結に関する分類」、すなわち

疾病がどういう帰結になるかということを明確に分類することによ

って、疾病に対する医療保障、リハビリがどういう成果を上げている

か、国際的に比較可能にしようという作業の中で作られた分類マニ

ュアルです。 

こ の マ ニ ュ ア ル で 、 障 害 と い う も の を イ ン ペ ア メ ン ツ

(impairments)、ディスアビリティーズ(disabilities)、ハンディキャ

ップス（handicaps）という三つの次元に分けて捉えるという認識が

初めて示されました。障害というのは、まず上肢、下肢等の機能の喪

失・麻痺を指すインペアメンツ、活動の制限を指すディスアビリテ

ィ、それにハンディキャップというもう一つの次元があるとされた。

これは社会的な側面ですね。障害の社会的側面というものを初めて

認めたのです。 

ただ、ちょっと横道にそれますが、ハンディキャップという言葉

自体はちょっとまずかったのではないか、という批判が後に出まし

た。ご存じのとおり、ハンディキャップはもともと手の中の帽子、手

に持って路上で通行人に憐れみを乞う帽子、そこから来ている言葉

と言われます。それを障害者の社会的不利を表す言葉として用いる

のは、果たして適切かという批判がありました。  

でも、それよりもっと本質的な問題は、1980 年の ICIDH が疾病

の諸帰結として障害を分類した点です。つまり疾病の諸帰結として、

手や足が動かないという機能障害が生じる。その機能障害が歩けな

い、衣服を着脱できないという能力障害・能力低下を生み、その能力

低下が社会的な不利につながっていると。こういうふうに全ては疾

病の諸帰結として説明をする。確かに ICIDH は社会的不利というと

ころに初めて着目しましたけれども、それはしかし、疾病の諸帰結と
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してしか見なかった。だから、医学モデルだというふうに ICIDH は

批判されるわけです。 

② ２００１年国際生活機能分類（ICF） 

この批判を受けて、WHO はその後、長い年数をかけて、議論を深

めていきます。その成果がおよそ 20 年後の 2001 年、国際生活機

能 分 類 (ICF, International Classification of Functioning, 

Disability, and Health)。国際生活機能分類では、タイトルがガラ

リと変わり、「生活機能、障害および健康の国際分類」となった。こ

こで分類は一転して、障害の三つの次元という視点が消えたように

見えるのですけれども、しかし、ちゃんと ICIDH を受け継いで、生

活機能および障害を ICIDH と同じく三つの次元（body functioning 

& structure, activity, participation）に区分して捉えている。つま

り生活機能（Functioning）および障害(Disability)という表現で、

生活機能(Functioning)に問題を抱えた状態が障害(Disability)だと

いうふうに捉えている。その問題を抱えた状態は、身体の機能と構造

（body functioning & structure）の面でまず現れる。それがいわ

ゆる機能障害ですね。活動（activity）に問題が現れると、それは活

動の制限であり、参加(participation)に問題が現れるとこれは参加

制約であると。  

ICIDH 分類では身体の機能と構造（ body functioning & 

structure）の次元をインペアメンツと言い、活動（activity）の次

元をディスアビリティーズと言い、参加（participation）の次元を

ハンディキャップと言っているんですけれども、佐藤久夫教授によ

ると、2001 年の ICF では負の意味合いを持つ概念を使わないで、

プラスのイメージで障害を捉えようという発想で立てられたタイト

ル、概念に改められたと言われます。要は、身体の機能の面、活動の

面、社会参加の面というように、三つの次元に分けて障害を構造的に

捉えるという考え方自体は引き継ぎつつ、その上に三つの次元を健

康状態からの影響と、環境因子からの影響と捉え直している。つまり
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本人の健康状態だけではなくて環境因子、後の言葉で言いますと、社

会的障壁によっても影響を受けて、パーティシペーション（参加）が

できないということを初めて WHO は表現した。これが人間と環境

の相互作用モデルといわれ、ここに今日の言葉で言いますと医学モ

デルから社会モデルへの転換が認められるわけです。  

もっとも 2001 年段階の ICF もまだ宿題を残しているようです。

というのは、身体の機能と構造に関する項目をリストアップして、活

動の面および参加の面に関する項目もそれぞれきちんとリストアッ

プしようとしているんですが、活動の面の項目と、参加の面の項目を

分けることが必ずしもできなかった。活動の面と参加の面の項目が

重なるというか、相互に重なっていく。たとえば食事をする、着物を

着る、買い物をするというのは活動の面でもあるし、参加の面でもあ

る。どこからが参加の面と言ったらいいのか、項目としてきちんと分

類する点は各国がなかなか合意できないところだった。ですので、次

回回しということになったと言われています。  

今のところは、活動の項目と参加の項目をまとめて一つにして、

リストアップされている形になっていますね。しかし、項目の分類が

ダンゴ状になっている点が今後の改訂の課題として残ったとしても、

活動制限と参加制約の関係が一方が他方を規定する、一方が他方の

結論を導くというのではないということは、ICF が明確にした重要

な点ですので、この意義は看過すべきではないと考えています。  

（３）援助・補装具・医療等を受けた上での稼得能力の判定―インクルー

シブの視点から 

前に述べたように、「稼得能力」という表現については安部（敬

太）さんから指摘を受けたことですけど、稼得能力の喪失・減退を評

価基準として障害年金を支給するか、支給しないかの判定をすると

きに、その稼得能力の判定は援助、補装具、医療等を受けた上での稼

得能力とするのか、そうではないのかということが問題で、援助等を

受けた上での稼得能力とすべきだというのが安部さんのご意見でし
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た。私もそのとおりだと思います。確か、ADA の下でもそういう解

釈であったと思います。社会参加の実現を中心的な目標におくと、参

加促進のために必要な支援を障害年金と同時に、むしろ障害年金に

先立って行うべきであって、インクルーシブの視点に立った支援と

いうのは、障害年金と同時に、あるいは障害年金に先立って支給すべ

きものである。そのような支援によって社会参加（就労）ができて、

それで稼得可能となれば、障害年金はその限りにおいて必要ではな

いというケースが出てくるかもしれない。出てくることが、むしろ望

ましいことではないか。  

もう一つ、別稿で書きましたように、日常生活能力の制限と労働

能力の制限とを分けて、かつ後者（正確には稼得能力の喪失・減退）

を重視して障害年金の要否を判断するという考え方を、実際の事例

に当てはめてみたときに、結論として果たしてどれほどの違いが出

てくるのか。判定は結局、現状と同じような結果になるのかどうか

を、安部さん編集の『障害年金  審査請求・再審査請求事例集』を手

掛かりに検討したいと考えたんですが、そこまで作業が進みません

でした。本日、皆さん方から、実際の事例をもとに私見の考え方は役

に立たないとか、使えるとか、お聞かせいただければありがたいと思

います。  

５ 障害に起因する費用とは何か、およびその保障のあり方について  

もう時間が来てしまいました。あとは、問題意識を述べるにとど

まりますが、お許しください。  

障害年金は働けないから稼得収入に代わる代替所得として提供す

るものですね。この稼得能力の喪失や減退を埋め合わせる必要とは

別に、障害のために特に生ずる出費増に対応する必要があります。こ

の部分もこみにして障害年金で保障する手厚い年金額ならばいいの

ですが。障害年金の制度設計は稼得能力をどのくらい失ったかとい

うことを前提にして、収入喪失の部分を年金で支給しようというも

のです。ですので障害のために生ずる出費増は障害年金でカバーさ
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れない。カバーされないから別途、特別障害者手当（児童の場合には

障害児福祉手当）という給付を設けて、これで補うとしています。  

ところで、重度障害者が入浴、排せつまたは食事の介護（重度訪

問介護）を必要とする場合、現行法では金銭を支給しないで、ヘルパ

ーを派遣して、ヘルパーによる介護というかたちで現物を提供して

いる。法律は介護給付費という金銭給付を支給するという規定（障害

者総合支援法 28 条）になっていますが、実際の運用は、いわゆる代

理受領方式つまり金銭を本人に支給する代わりにサービス提供事業

者に支払うことによって、本人はヘルパーによる介護そのものを受

けることできるという方式を取っています。でも、介護給付費はもと

もとは費用保障です。ヘルパーの利用に必要な費用のように、障害に

起因する特別な費用の保障と障害年金とは密接な関係があり、そこ

には役割分担があるはずですけれども、役割分担をしかるべく整序

して現行の法律ができているかというと、疑問がないわけではあり

ません。 

時々、障害者が長期入所施設で亡くなると何百万か、あるいはそ

れ以上の預貯金が残っていて、「最後に遺族が笑う」みたいな新聞記

事が出てくる。そんなことがなぜ起こるのか。それは単なる一例にし

か過ぎないんですけれども、何のために現物を支給するのか、何のた

めに金銭を支給するのか。本人が本人らしい生活を営むための自己

決定を何もできない環境（長期入所施設）の中で現物給付を受けて、

何十年も生活をしていたら、お金（障害基礎年金）は残りますよ。自

分のしたい生活ができていないことのひきかえというより、したく

てもできない環境に置かれているわけですから。ですので本来のイ

ンクルーシブな所得保障のあり方を考えることが求められていると

思うんですね。  

そうしますと、難しくなるのは、福祉という観点から現物給付を

提供したり、福祉という観点から特別障害者手当等を支給してきた

ものを見直して、差別の禁止、地域社会で自立して生活する他の市民

と平等の権利の保障という障害法の視点から、障害者の社会参加を
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真に人間らしく保障していくとなると、どういう費目のお金がいく

ら必要なのかを、一人一人の障害者の生活目標、自己決定に則してき

ちんと判断して支給決定していく必要がある。しかし現状では、福祉

的な観点からの現物給付と福祉的な観点からの障害者特別手当とい

う、どこかどんぶり勘定とも思える支給になっているわけで、それを

きれいに洗い直して、本当の意味でのパーソナルアシスタンスのた

めの費用を保障する制度へ立て直すことが必要になってきます。し

かしそれは、なかなか短期間に実現できることではないと思います。

介護給付費も特別障害者手当も歴史的に形成され、社会的に受容さ

れてきた、そういう歴史を全く無視して、白紙に何かものを書くよう

に制度設計できる問題ではないという難しさがあるように思います。

そうだとしても、障害年金のあり方とともに、障害に起因する特別の

費用の保障のあり方についても、障害法の視点から検討を迫られて

いる課題だと考えています。私の試論は前掲の拙論（１８頁以下）に

述べていますので、ご参照いただければ幸いです。ご清聴ありがとう

ございました。  

 

第Ⅱ部 参加者との意見交換  

 

安部 ありがとうございます。河野さんから、事前にお配りしたレジュメ

にそって、論文の骨子といいますか、いろいろ問題を投げかけていただき

ました。それを受けて、ここからは出席者の皆さんから質問なり、ご意見

をいただきながら、議論をすすめていきたいと思います。  

 

なぜ「障害者像および法理論の転換」から出発すべきなのか 

 

福田素生会員 埼玉県立大学の福田と申します。河野さんのことは以前

から存じ上げ、尊敬申し上げているのですが、今日の河野さんのお話、
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配布された論文を含め、改めて興味深く、読み、聞かせていただきまし

た。実はさっき河野さんにも抜き刷りを差し上げたのですけれど、私も

今年 7 月に、国立社会保障・人口問題研究所が出している『社会保障研

究』という学術誌に障害年金に関する判例評釈と「障害年金をめぐる政

策課題」という拙文を書かせて頂きました。その私の拙い論文と河野さ

んから配布頂いたレジメや論文に共通点が非常に多くて、後で河野さん

が読まれたら、まねしたのではないかと思われるような中身になってい

る部分もあります。河野さんから配られた論文を読んだのは初めてで、

知らずに自分の論文を書いて、結果的に非常に共通点が多い論文になっ

ただけなのですが、一つ決定的に違うことがあります。ここでは、数多

くの共通点ではなく、河野さんと違う点を取り上げて、質問させていた

だこうと思います。  

河野さんの論文と私の論文の大きな違いは、障害者の権利条約を踏ま

えた新しい障害者像とか、法原理の転換とか、そういう河野さんが総論

的というふうにおっしゃっている部分は、私は一切ロジックとして使っ

ていない点です。例えば、河野さんも取り上げておられる、何故、日常

生活能力を基準に障害年金（１，2 級）の障害の程度を判断しているの

かを例に考えてみたいと思います。障害年金制度の目的が稼得能力の喪

失、低下に対する所得保障である以上、制度目的から目的合理的に考え

ると、障害認定の基準も稼得能力の喪失、低下の程度となるのが本来の

姿のはずです。しかし、実際には、稼得能力ではなく、日常生活能力を

１，２級の障害認定の基準にしています（国は、厚生年金の被保険者と

異なり、無業者も対象としているため、（厚生年金のように）労働能力

を基準にするのはなじまないと国民年金の創設当時は説明していまし

た。）。稼得能力とは異なる日常生活能力を障害認定の基準にするのは

おかしいじゃないかという点までは、河野さんと全く同じなのですが、

違うのはその後の論理（河野さんは、インクルーシブ所得保障などの総

論的なコンテクストから批判されています）で、私のロジックは次のよ

うなものです。  
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ご存じのとおり、国民年金制度は、社会保険方式への反対も強く、非

常に小さいものとしてスタートせざるをえなかったこともあり、障害の

範囲についても厚生年金（当時は、労働能力を基準に１級から障害手当

金までの４段階）よりも狭かったわけです。その後、１９８５年に年金

の制度体系を変える大きな改革があって、成熟化が進む国民年金制度を

救済するため、老齢年金を 2 階建ての制度体系にする必要があり、それ

で障害年金の方も、１，２級については国民年金の障害の基準に合わせ

て２階建てとし、厚生年金についても日常生活能力を基準に判断するよ

うになったのではないか。つまり、私の説明は、障害とはこういうもの

だからとか、障害を新しい視点からこういう基準で判断することにした

からといった演繹的なものではなく、制度内在的というか、むしろ老齢

年金財政に引っ張られて、年金改革の中でそうせざるを得なかったとい

うような説明になっているわけです。そういう歴史の中で、障害者の就

労支援とか障害者福祉などの隣接の障害者制度が少しずつ進んでくるわ

けですが、支援費や自立支援の制度ができたり、障害者雇用の大きな改

善があったりしたときでさえも、「障害」の定義を含め、障害年金との

関係はほとんど、整理、調整されないまま今日に至っているので、障害

年金を受給後に（福祉的）就労ができた障害者が年金を切られてしま

い、裁判になるといったことも起きてしまっているわけです。つまり、

障害関係の各制度が連携の取れていないバラバラの対応をして来た結

果、言わば、なし崩しでやってきた結果が現状の不合理な障害認定にな

っているのだという、そういう説明をさせていただいています。  

 障害者雇用、障害年金、特別障害者手当、障害者総合支援法、・・・

確かに皆、障害という、同じ言葉、共通の言葉は使っていますけど、雇

用系、所得保障系、サービス系など対象としている障害の定義はそれぞ

れ相互に異なり、対象者は異なりますし、制度の目的も違うわけです

ね。そういう中で、障害者の人権といった原理的、演繹的、画一的な言

説が、本当に様々な方がおられる障害者の福祉の向上に実際―全く同じ

障害の状態にあっても認定を受けた場所、時期、認定医などの違いによ

り年金受給の可否が異なり、河野さんがおっしゃる最低限の形式的平等
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すら守られていないのが今の日本というのが私の現状認識です―、どれ

だけつながるのだろうかと思わなくもないわけです。  

私はもともと厚労省 OB で発想が現実的、実際的にすぎるのかもしれ

ませんが、むしろ以下のような具体的な対応の方が、結果的には障害者

の福祉の向上に実際につながるのではないかとも思うわけです。具体的

な対応というのは、つまり、身体、知的、精神、難病など障害の種類、

生まれつきあるいは、就業前後など、どのタイミングで障害になったか

など、障害を、きめ細かく場合分けして、マトリックスを作って、それ

ぞれの就労、所得保障、サービスなどのニーズをきちんと把握した上

で、それに対し、どういう制度がどの場合に、どう連携しながら対応し

ていくかを一つずつ丁寧につぶしていくみたいな気の遠くなるような、

具体的で地道な作業をする以外に、障害者施策を公正、着実に進める道

はないのではないかというのが今の私の結論なわけです。そういうきめ

細かく、地道で実際的な作業が求められる中で、総論的、抽象的な議論

に多くの時間を使うことに、どれだけの意味があるのだろうと、あえて

乱暴に言わせていただければ、そういう感じがしないでもありません。  

ついでに付け加えさせていただけば、河野さんのお話を聞いていて、

人権といった総論的なロジックを武器として今の日本で使いたい場面

は、私個人としては、まず精神障害の医療の部分ではないかと思ってい

ます。措置入院、医療保護入院とか、そもそも障害者の同意すらなく入

院させられるもの、ほとんど憲法違反じゃないかと思われるものが、そ

っくり残ってしまっているのに、そのことについては、十分な議論すら

なされていないような印象があります。  

もちろん、いまだに世界の精神科病床の約５分の１が日本に集中して

おり、入院を必要としない多くの方が長期の入院を強いられているこ

と、そうした病床が最近は認知症の高齢者のケアの場として転用、流用

されていること、そして入院している方の身体拘束みたいな問題もあり

ます。呉秀三さんの言葉を引用するまでもなく、私には、日本の恥とも

言うべき本当に深刻な問題のようにも思われ、こうした問題にこそ、人

権といった総論的な原理や国際的な動向などを武器にしてもっと議論を
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喚起したらいいのではないか。そちらの方が順番が先なのではないか。

だから、成年後見の話なんかは読ませていただいて、すごく面白かった

のですけれども、そういうところでこそ、総論的な議論を使うほうがい

いのではないかなという気がいたしました。  

 あと少し、細かいことなのですけど、質問させていただきます。私の

理解不足であれば申し訳ありませんが、河野さんは、行政・専門職が管

理するサービスから自己管理サービスへ転換というお話の中で、行政が

ニーズを判定し、判定したニーズに基づきサービスを提供することの限

界のようなことをおっしゃったとように思いました。上野千鶴子さんと

いう社会学者の方が、以前、介護保険の「要介護認定なんかやめてしま

え」とおっしゃったのをご存じかもしれませんけども、私は行政の中で

介護保険を作った側の人間として、要介護認定をやめたら介護保険はあ

っという間に壊れてしまうと現在でも思っています。もちろん、要介護

認定は保険者としての行政の仕事であり、介護認定審査会という第三者

機関をつくって、基本的にその結論を保険者が追認するという仕組みに

なっていますが、やはり利用者のニーズを客観的に認定する仕組みがど

うしても要るのではないか。もし、河野さんが利用者たる障害者の主観

的な意向に合わせてそのニーズを判定すべきとおっしゃっているのだと

すれば、それはちょっと賛成できないという感じがいたしました。  

 もう一つ、セルフダイレクテッドサポートについておっしゃっていたの

ですが、それでは（客観的なニーズの判定を前提に）ケアマネジメント付

きで利用者の選択に基づく契約により利用者本位のサービスの提供を目

指すという現在の仕組み以外に具体的にどういう利用の仕組みを考えて

おられるのだろうかということがあります。ケアマネジメントの標準化が

進まず、特定の事業者と結びつくなど公正で利用者本位になっていないと

いう批判は良くわかりますが（それはケアマネジメントの在り方の問題で

はないでしょうか）、セルフダイレクテッドサポートになると、ケアマネ

ジメントはなくなるのでしょうか。また、現金給付とおっしゃるなら、河

野さんは、ドイツのように介護の現金給付も肯定されるお立場になるので

しょうか。ご存じのようにドイツでは約半分が現金給付ですが、もし、障
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害の方がそうなるのであれば、障害と高齢者介護との関係をどうするかと

いう問題もありますが、基本的には高齢者介護でもそうしないと一貫しな

いのではないかという感じがしております。セルフダイレクテッドサポー

トは、障害者総合支援法（＋特別障害者手当などの社会手当）に対応する

お話のように思いましたが、セルフダイレクテッドサポートと障害年金の

関係はどう整理されるのかなど、まだまだお聞きしたいことがあるのです

が、大分長くなってしまいましたので、取りあえずこれぐらいにさせてい

ただきます。ありがとうございました。  

 

河野 とても大事ないいご指摘をいただきました。全てに適切な答えがで

きるとも思いませんけれども、最初の障害基礎年金ができた経緯というの

は、福田さんがお考えでご説明されたとおりで、そこは多分、議論の余地

のない、共通の認識があるところだと思いますけども、それは厚生年金と

国民年金という制度上の制約を受け継ぎつつ、障害基礎年金をどう設計す

るかという制約の中で生じたことなので、福田さんがおっしゃりたいこと

は、そこに障害についての考え方の転換だとか、人間像の転換だとか、法

原理の転換だとかという総論は要らないんじゃないかということでしょ

うか。 

 

福田 いや、というか河野さんの総論に何も反対なわけではなく、むしろ

基本的に賛成なのですが、障害の定義も制度ごとに異なる中、障害者の権

利条約などの総論なしでも障害年金などについては議論ができるし、抽象

的な議論に多くの時間を使うよりも、具体的に検討する方が結局、障害者

の福祉の向上に早く結びつくのではないかということです。  

 

河野 なしでも言えるんじゃないかっていうご指摘ですよね。そのとおり

なんでしょうね。別に私も総論的に、人間像の転換とか、法原理の転換か

ら障害基礎年金ができた経緯を説明しようとはもちろん思ってないです。

そうなんですが、これから例えば、障害者の 24 時間介護保障の課題でも、

あるいは介護保険と総合支援の併給調整の問題でも、あるいは就労中の介
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護保障の課題についても、いろんな面でこれまでの障害者の保障の在り方

を見直さなきゃならないというところは出てくるというふうに予想して

います。その見直しを長期的展望として一貫した発想の下に引っ張って導

いていく、そういう理念というのは要るんだろうと思います。そして、そ

の理念はやっぱり障害者権利条約が定めたところに求めるべきだと思い

ます。 

わが国の場合は、障害者権利条約の批准に備えて障害者差別解消推進法

を定めましたし、障害者基本法も改正しました。さらに障害者総合支援法

も改正した。で、批准に必要な国内法の関係法はこういうふうに改正して

いるので、仮に条約を直接の根拠として国内法の条約違反が法廷闘争とし

て争われることになったときには、法秩序全体として条約違反という問題

が生じないように国内法の改正でそれは済んでいることだという解釈の

仕方がなされると思うんですね。しかし、それもまずいので、私は障害者

総合支援法の部分改正で、条約が定めている締約国の義務がすべて履行さ

れたとは考えられませんので、長期的展望と一貫した発想のもとに障害者

の支援の見直しを導いていくため、人間像の転換とか法原理の転換といっ

た総論的な考察が必要だと思っているわけです。 

 

福田 でも、結局、多様な障害をきめ細かく場合分け、類型化して、それ

ぞれに必要なサービスとか、就労支援、所得保障などの在り方を、具体的、

総合的に考えていく地道な作業をすることにしかならないのではないか

というのが今の私の結論です。河野さんが総論をお立てになることに何も

反対ではありませんし、考え方そのものには基本的に賛成です。でも総論、

抽象論から入っても、結局、制度ごとに定義が異なる中で、極めて多様な

障害をきめ細かく場合分けをして、どういうニーズがあるかというのを、

障害者類型ごとに整理して、具体的、総合的に所得保障やサービスなどの

制度を用意するという気の遠くなるような作業をするしかないという点

では同じことになるのではないかという気がしているわけです。  

それからニーズについて、障害者の主観的な意向に合わせるのではなく、

障害者のニーズを客観的に判断する要介護認定のようなものが必要だと
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いうことを申し上げさせていただきました。河野さんが、行政が要介護認

定をして、ニーズを決めているというふうにおっしゃって、河野さんはそ

れを否定されているのかなと思ったものですから。  

 

河野 否定しているわけじゃないんですが。  

 

福田 では、誰がニーズを判定するんですか。（社会保険だと保険事故の

発生の確認は保険者が行うことになりますが）福祉の制度だと行政がやる

ことになってしまいます。  

 

河野 行政専門職はニーズを判定してもいいんですけど、それしかないと

言えば、それしかないんですけども。でも、私が言いたかったのは、ニー

ズに基づく制度設計に合理性が認められる一方で、ニーズ・オリエンテッ

ド・システムの持つ限界性というのがどうしてもあって、その限界性が、

障害者の運動の中で少しづつ克服されてきて、ニーズ・オリエンテッドで

ありながら、それを行政専門職の判定に委ねるんではなくて、障害者自身

が自らニーズを判定する。自らニーズを判定したものと、ソーシャル・ワ

ーカーが専門的な知見を使って判定したものとすり合わせながら、最後に

協議をして合意を得るという方式、つまり自己管理サービスの方式が作ら

れてきたということです。 

 

福田 保険者（介護保険の場合は行政）がその結論を尊重する第３者機関

たる介護認定審査会に当たるものをつくることはできますよね。福祉の制

度である障害者総合支援法にも、一応市町村審査会みたいなものがありま

すし。 

 

河野 そのセルフアセスメントと、協議のプロセスというものがやっぱり、

介護保険のニーズ・オリエンテッドとは違うんですよね。そこにパーソナ

ルアシスタンスとの違いが出てくるというふうに僕は認識しているんで

す。私の説明が不十分で分かりにくいと思いますので、ご関心のある方は、
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拙稿「障害者の自己決定権の保障と給付決定における公正性の確保――イ

ギリスの試み」障害学研究９号、2013 年を参照していただければ幸いで

す。 

 

橋本宏子代表 すみません。時間があまりないので、これでよろしいでし

ょうか。 

 

福田 大変申し訳ないです。  

 

橋本 そんなことはないのですが。今、福田さんがおっしゃっていること

については、「障害者の自己決定権と給付決定の公平性」という、河野さ

んの論文を見ていただくことにしてください。 

ここでは司会を差し置いて申し訳ありませんが、河野さんが、謙虚に自

分のこの理論で、現場はうまくいくかどうかと、おっしゃっている辺りの

ことについて、皆様のご意見を伺いたいと思います。せっかくですので。 

 

 

障害年金の審査認定における社会モデルの位置づけについて  

 

野口卓司会員 社会保険労務士の野口です。きょうは河野さんがお越し

になられるということを前々から、橋本さんに伺っていまして、是が非

でもと思い参加しました。  

私は理解が浅いので、いろいろご指導いただければと思います。気に

なっていることは、障害年金の審査において、就労をどういうふうに捉

えるか、特にそれを「社会モデル」の考え方とからめれば、どうなるの

かということです。社会モデルの考え方には、障害は社会に原因がある

との考え方や、障害に対して社会が責任を持つとの考え方等があろうか

と思いますが、浅学にして、社会モデルの考え方がよく理解できており

ません。 
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そこで障害年金の審査においてなんですが、例えば、保護的環境下に

あって、いろいろサポートを受けて就労しているということであるなら

ば、障害年金の請求手続きにおいて、そのようなサポートをこうやって

受けているんですよ、ということをしっかりアピールしていく。  

 こうしたやり方は医学モデルを踏まえてということだと私、思ってい

ますけれども、要は保護的なことがなくしては就労ができないほど、機

能障害とか能力障害があるんだと。つまり、背景に、障害自体は重いん

ですよということで認定を受けていきたいという思いがあるわけです。

これは私の理解では、医学モデルに準じたものと考えています。一方、

社会モデルで考えていくならば、保護的環境下で就労ができているので

あれば、就労自体はできているわけですから、社会的障壁そのものが軽

減、あるいは壁が低くなっているんじゃないですかと。その分だけ、障

害の程度が軽いということになりますと、社会モデルによるとそうやっ

て障害は軽減されているわけですから、年金自体は支給しなくてもいい

んじゃないか、あるいは減額してもいいんじゃないかという考え方にな

ってしまうのかな、どうかなというところが、ちょっと自分では悩まし

いところではあります。  

もう少しだけ観点を変えて申し上げますと、個人に対して金銭給付を

行う障害年金という方式ではなく、保護的なことを行っている当該企業

にもっと補助を支給するべきじゃないか。あるいは合意的配慮というこ

とが企業に対しては求められていると思いますけれども、これはあくま

でも努力義務ですので、そういった支援をやっている所にもっと補助す

べきではないのかなと考えたりしています。  

ただ、あくまで個人、その障害者個人を主体として考えると、河野さん

がおっしゃるように、保護の対象から権利の主体へという観点からいくと、

パーソナルな個人への支援として、何回も強調されましたパーソナルアシ

スタンスといった考え方、同じくこれも金銭的な支援がまず先立つものと

思うのですけど、障害年金というよりは、あらかじめ目的が決まっている

ところのパーソナル支援、パーソナルアシスタンスのほうをもっと充実さ

せるべきじゃないのかなということも思ったりしたんです。いずれにしろ、
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社会的モデルをどういうふうに捉えるべきか、考えればいいのか、という

ことによって障害年金の在り方も変わってくるような気がしたんですが、

いかがでしょうか。  

 

河野 難しいですね。 

 

橋本 でも、重要な質問ですよね。  

 

河野 多分、野口さんが問題提起されたことの 10 分の 1 も、今、私は理

解できていないんじゃないかな、と思いますが、社会モデルは確かに分か

るけれども、障害認定基準の当てはめというか、障害認定にあたって、社

会モデル的な考え方がどういう役割を果たし得るのかというところで、問

題を提起されたようにお聞きしました。そういう理解でよろしいでしょう

か。 

 

野口 はい。  

 

河野 結論から言いますと、結局は医学モデルでどの程度の機能障害があ

り、それがどの程度の労働能力の制限になっているのかということを、立

証するしかないじゃないかと思います。現に医師の診断書を添えてやって

いるわけですから、結局は医学モデルに依拠する以外ないんで、どこに社

会モデルの役割というか、果たせる余地があるのかという、そういう問題

意識ではないかと思って、ずっと聞いていました。  

 

野口 現行の障害認定基準は別に社会モデルに立脚しているとは、私はあ

んまり思っていないものですから。 

 

河野 私もそう思っています。現行の障害認定基準の下でも、日常生活能

力や労働能力の制限の有無、程度等を判断するにあたって、医学的な機能

障害の所見だけに頼らないで、できるだけ広く障害者の置かれている環境
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や社会的な条件を考慮して判断するように改善する余地はいくらかある

と考えますし、現に野口さんも意識してそのように活動されているという

ご意見だったと思います。  

しかし、そこから更に進めて、社会モデルに立脚して、障害年金のある

べき姿を提起するとなると、それはたいへん難しいことです。私には具体

的な制度設計案はありませんが、ただ、社会モデルの観点から障害年金の

あり方を考えるとすれば、少なくとも次のような論点を考慮に入れておく

必要があると思っています。  

（１）  まず、「社会モデルに立脚して」ということの理解の仕方

ですが、力点の置き方によって多様な見解があることと思います

が、私は、ここで紹介しました ICF における障害の構造的な捉え

方を踏まえ、そのうえ障害者権利条約に定められたように「障害

者は機能障害だけではなくて、社会的障壁との相互作用によって、

一般の市民と同じように地域社会で自立して生活することを、あ

らゆる面で妨げられている」という障害の理解に則して、稼得能

力の喪失・減退（すなわち障害年金の要保障事由）の有無・程度

を認定する方式へ改革することだと理解しています。  

（２）  最も重要な論点である障害認定のあり方については、基本

的には、医学モデルに立脚して「定型的な機能障害のリスト」に

当てはまるかどうかを判定するという現行方式から、社会モデル

に立脚して「稼得能力の喪失状況を社会的背景・条件をも考慮し

て個別的に審査する」方式へ移行する、もしくは前者の方式を第

1 段階とすると第 2 段階として後者の方式を加味するというよう

な抜本的な検討が必要ではないかと考えています。  

（３）  社会モデルに立脚した新しい方式の下では、審査体制も医

師のみに依らず社会的要因を判断できる専門職まで含めた個別的

な審査体制の整備が論点となるでしょう。 

（４）  また障害認定の手続過程においては、就労支援ニーズのア

セスメントに始まり、就労計画・リハビリ計画の策定にいたる過

程などが想定されますが、その過程において障害当事者（必要に
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応じて権利擁護者を伴うことを可能とする）の主体的な参画を認

めること、そして、このような主体的な参画は、稼得能力の喪失

状況を判定するための重要な手続要件とすることも論点となるの

ではないでしょうか。 

（５）  現行の年金制度では、社会保険の保険事故（要保障事由）

として「老齢、障害、遺族（生計維持者の死亡）」の３つは、稼得

能力を長期的に喪失した事故という点で共通する性質を有すると

考えられていて、かつ老齢を中心に制度設計されているわけです

が、老齢を中心とする年金設計に付随した形で障害年金の支給要

件や年金額が定められていることによって、障害の社会モデルの

視点から見ると、障害の特性が無視されたり（ネグレクト）、歪

められたり（不公平）という結果となっているのではないか。仮

にそうだとすると、老齢年金制度の枠組みから外して、障害年金

制度を創る（例えばスウェーデンの年金改革）ことも、論点にな

ると考えられます。  

現行制度で無拠出の障害基礎年金は、20 歳前の障害について、20 歳

から被保険者（拠出義務を負う）とする社会保険制度の制度的な限界ゆえ

に、拠出要件を満たしえないものとして、拠出制原則の例外として、20 歳

から基礎年金を支給するという制度になっています（つまり、保険原理に

基づき本来、拠出要件を満たすべきところ、例外として許容される障害基

礎年金となっています）が、これも社会モデルの視点からは、20 歳後の

障害を含め、社会的障壁によって社会参加（就労）できない構造的な差別・

不利益にたいして、社会的責任として基礎年金を支給する（つまり、社会

的責任原理に基づき本来、無拠出であるべき障害基礎年金）というように

抜本的に立てなおすという論点も考えられます。この場合、新しい障害基

礎年金と拠出制の障害年金の 2 階建方式のあり方も、当然、連動して大き

な論点となるでしょう。  

以上の他にも、障害年金制度の制度設計となると、考慮すべきことは

多々ありますが、社会モデルへの転換という問題意識から、障害年金のあ

り方を考えるときは、以上のようなことを少なくとも検討する必要がある
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ように思います。）  

 

野口 ただ、社会モデルという考え方を導入して考えると、どういうふう

に障害を認定すればいいのかなということになってくると思うんですね。

そこにおいて、障害年金の果たすべき役割がどこまであるのか。あるいは、

障害年金がなくても済む、あるいはもっと他の方策を充実させるべきこと

につながってくるのか、どうなのかなということなんですね。  

 

 

河野 「インクルーシブな所得保障」という発想から言えることは、一つ

は障害年金制度を「お金さえ支給しておけば役割は済んだ」としないで〈そ

の年金を受給できない障害者が多いことが、まずは問題なのですが、それ

はここでは措くとして、仮に年金を受給できたとしても、それでよしとし

ないで〉、年金支給に先立って早期リハビリテーション・就労支援等との

密接な連携を創る必要があるということです。そしてもう一つは、稼得能

力の喪失に対して障害年金を用意するだけでなく、障害に起因する特別な

費用についても、あわせて所得保障として考える必要があることです。こ

の「あわせて所得保障と考える」方式の一つとして、「個人予算化とダイ

レクト・ペイメント」という方式が考えられるのではないかと思っていま

す。障害者権利条約 19 条にいう、すべて障害者が「地域社会で自立して

生活する他の者と平等の権利」をわが国でも実現できる手がかりがそこに

あると考えるからです。  

 

 

「稼得能力」の判定をめぐって  

 

安部 野口さんが冒頭に言われたのは、特に発達障害とか、精神障害の

方で援助とか、支援を受けて就労できている場合に、どこの部分を要保

障事由というふうに、審査を請求する側が主張していくのかというとこ

ろだと思うんです。援助がない中での障害なのか、あるいは援助があっ
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た上でのその稼得能力なのかっていうところで、そこでちょっと悩みが

あるっていうお話だったわけです。  

そこについては、ちょっと私は河野さんにメールでお伝えしている内容

で、河野さんのレジュメの最後のほうにある援助、補装具、医療等を受

けた上での稼得能力の判定なのかどうなのかっていうことに関わってく

ることだと思います。河野さんのお話にもあったとおり、私は援助した

上での稼得能力の喪失の程度により認定するというふうに、本来的には

考えるべきだと思います。ただし、そのためには、外部障害の人も含め

て、すべての障害がそのように認定されることが大前提です。つまり、

車いすの人も車いすを使った状態での稼得能力の喪失の程度を判断する

ということです。そして、さらに、その結果であっても、現状は発達障

害とか、知的障害の方が十分にお給料もらっているかっていうと、本当

に最低賃金ギリギリのところで、月収でいうと東京なんかだと 13 万ぐ

らいしかないっていう中で、それが一生ほぼ続くっていう方がほとんど

なわけで、そういう人が所得保障の対象にならないのかどうなのかって

いうふうに考えると、私は一応、所得保障の対象になるだろうと。た

だ、やっぱり減額調整の対象になる、なり得る可能性はあるのかなとい

うふうに思っているところではあるんです。さっきの野口さんの話を引

きついでお話ししました。  

 

 

「稼得能力」だけに問題を収れんさせていいのか  

 

橋本 ちょっとだけいいですか。河野さんは、論文で障害年金においても

就労能力の制限を重視して、障害認定することが本来の目的に沿うことは

自明であると書かれています。どんな教科書にもそれらしきことが書かれ

ています。これに異論を唱えるのは非常に難しいでしょう。私の理解に間

違いなければ、安部さんもよく障害認定の請求をするときには、この人は

昔はこんなに働いていたのに、今、障害のためにこんなに働けないのだ、

ということを強調されると伺った気がします。現状では、そういう解釈を
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せざるを得ないのかもしれません。しかし、少なくとも立法論的というか

障害者権利条約の精神からすると、過去に働けたのに今は収入がないから、

それを保障するという考え方は、障害者権利条約が強調する人間の主体性、

言い換えますと、その人なりのあるがままの状態を本人の生存条件とみる

見方からすれば、ちょっと矛盾するのではないでしょうか。皆さんはどう

お考えでしょうか。  

 

河野 安部さん何か、ご意見を。  

 

安部 橋本さんの話を私なりに理解すれば、日常生活能力というのを河野

さんはこの論文で、稼得能力を重視して認定すべきではないかとおっしゃ

っていると思います。ただ、私は稼得能力オンリーで障害年金の支給の対

象になるかどうか、あるいは等級を何級にするのかっていうのを判断すべ

きなんじゃないかと。それが障害年金における社会モデルに基づいた運用

ということになるんじゃないかと思うんですね。社会モデルっていうのは

結局、社会的不利、ICIDH のほうが言葉として言いやすいので社会的不利

っていうふうに言うと、結局、社会的不利っていうのがやっぱり稼得能力

を減退、喪失しているっていう、障害年金の場合で言うと、その程度にな

るので、それでもって純粋にそれだけで等級を認定する、支給対象かどう

かっていうことを判断するっていうことが、障害年金の場合の社会モデル

を反映させた運用の仕方、あるいは制度的な設計の仕方になると私は思っ

ていて、ただそれと、橋本さんは前から言ってらっしゃるんだけど、全然

違う考え方で稼得能力っていうのは、資本制社会の中で労働力商品として

働くことを強いられるという、そのあり方を前提にすべきなのかどうなの

か。基本的には稼得能力っていうところじゃないところを、その支給の要

保障事由とすべきなんじゃないかっていうことを前からおっしゃってい

て、ただ、その中身っていうのは、まだ今のところ私ははっきり分かって

ないところがあるんですけど（橋本註：このあたりについては、ウエブジ

ャーナル創刊号掲載の小稿で私の考えを述べたいと思います）。  
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安部 河野さん、どうなんでしょうか。解釈上の問題として、稼得能力を

含むけれどそれだけではないという考え方に対しては、その辺はどうです

か。 

 

障害年金と障害に起因する費用の保障を分けて考えたい  

 

河野 日弁連のハンドブックで、稼得能力の制限を重視して障害要件の成

否を結論づけるというのではなくて、日常生活能力の制限の中に稼得能力

の制限を含めて解するというふうに広く解する立場が取られているのは、

結局は、労働収入の喪失に対する生活費の保障だけでなくて、障害ゆえの

特別の出費に対する保障など、障害者の所得一般の保障の役割を障害年金

にやっぱり期待しているというか、そのような所得保障全般の役割を障害

年金に含ませるしかないじゃないかと。今の制度上は、そういう現実的な

判断がハンドブックの執筆者におありなのかなという気がするんですよ。

だから、障害年金にかなりの期待を寄せている。もらえるものはもらえる

ように、障害年金の目的と障害要件はできるだけ広くつかまえようと、そ

ういう解釈論を残しておいた方がいいという発想なのかなとも思います。 

障害年金の目的を考えるときに、稼得能力の喪失にたいする代替所得の

保障だけでなく、障害者の特別の費用までカバーするものと考えるという、

広い捉え方は現行法の一部（1 級基礎年金の 25％相当分）にも現れてい

ます。日弁連のハンドブックでは、たとえば「年金制度の主な目的は所得

の喪失や減少に対して、所得保障を行うことであるが、障害年金では、障

害ゆえの日常生活・社会生活上の不利益に対する填補<必要な援助者への

費用等>も目的としている。」（79 頁）という叙述に、そのような広い捉

え方が表明されていると思います。その点、私は、稼得能力の喪失と、障

害に起因する特別な費用とは、要保障事由として区別されるべきであって、

それぞれの要保障事由に適切に対応する所得（または現物）保障が必要で

あること（たとえば、1 級障害者だけに 25％の介護費用相当分を付加す

るのは、2 級障害者で介護を要する人を合理的な理由なく差別するもので

あって、1 級障害者の 25％分は削除のうえ、別途障害に起因する費用に
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対する保障へ再編すべきである）、そのうえで、障害年金制度と障害起因

費用の保障制度（個人予算化とダイレクトペイメントを含む）は、インク

ルーシブな所得保障の両部門として体系化されるべきと考えています。で

すから、ここはハンドブックと私との解釈の違うところと感じます。 

 

安部 あと、実際にその機能障害で例えば、盲目の人とか、1 級をもらっ

ているわけですよね。それでも働いて高収入を得ている方もいらっしゃる。

そういう方は、稼得能力だけで認定すると、なしでいいんだっていうこと

になってしまうので、それはかなり影響が大きいということもあるのかも

しれない。 

 

河野 だから、そこのところで、障害年金の役割と、障害に起因する費用

の保障という、もう一つの制度の役割を仕分けする。本当はこちらが充実

すれば障害年金ももっと障害者の生活保障に寄与することになるのでは

ないか。パーソナルアシスタンスに相当するものを金銭で支給することが

できたら、もっと障害者の社会参加の支援になるというふうに考えられな

いか。そこに対する一般の関心がまだ日本でないだけに議論の中に登場し

てこないのかなと思いますが、議論の中に登場させていく一つの手段とし

て、個人予算化という方式を日本に取り入れられるかどうか提案してみた

い。 

すべての障害者に一律に取り入れるのではなくて、障害者の中で個人予

算方式を選択したいと、そういう方法をやってほしいという人が出た場合

には、たとえば仮にＡさんが重度訪問介護、同行援護、療養介護、補装具

等をも受けている場合、それらを全部金銭で支給されたときに、月いくら

の給付になるか。個人予算として総額を合算した上で、それをどういうふ

うに本人らしい生活の実現に使うかというのを、本人中心にプランニング

していく。障害者はそのプランニングに基づいてちゃんと本人の生活の目

標に向けて使われているということを、行政・専門職に対して説明しなく

てはならない立場に立ちますし、そのプロセスで障害者がきちんと果たす

べき責務もあるんですが、まずは個人予算という方式を選択した障害者に
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は、その方式の利用を認めるということを日本に導入できるかどうか、そ

の可能性があるかどうかを検討したいと思っています。この方式はイギリ

スの試みを参考にしています。これは現行の障害者総合支援制度を、障害

者の権利条約に沿った制度へ転換していくのに大きな意義を持っている

のではないかと期待しているのです。 

なお、個人予算化の導入の可否を検討する際に留意すべき点の一つは、

現物で提供されている重度訪問介護等については、現行法の下でこれを金

銭給付（償還払い）に切り替えても、障害者総合支援法による介護給付費

等の枠組みに従って、障害福祉サービスの購入に当てなくてはならないこ

とです。これでは金銭給付に切り替えてもあまり意味はありません。した

がって個人予算化とダイレクト・ペイメントの導入にあわせて、「障害に

起因する費用」の費目・金額・使途等について現行法の枠組みを超えた再

検討が不可欠となることは言うまでもありません。  

なお、安部さんのご指摘の例（１級の盲目の方で、働いて高収入を得て

いる人の場合、稼得能力だけで判断すると、1 級障害年金を受けられなく

なるという例）は、現行法の解釈運用の際には考慮に入れておくべき事例

と思います。ただ法改正（立法論）を論ずる際には、経過措置（従来から

受給している年金は、改革後も引き下げたり廃止したりしない、といった

経過措置）で対応可能な論点と考えられますので、抜本的な障害認定基準

の改正の論点（すなわち稼得能力の制限を判断基準とするか否か）からは

一応除外して考えてもよいのではないでしょうか。  

 

野口 よろしいですか。そのパーソナルアシスタンスの制度についてなん

ですけども、私、本当勉強不十分でよく知らないんですが、ネットで検索

なんかしてみると、札幌市で「パーソナルアシスタンス制度について」と

いうのが出てきたりします。そこだと平成 22 年度に札幌市では開始して、

同様の制度は国内の他市町村では行われていないというようなことが書

いてあるんですが、これ、ごめんなさい。私が今見ている資料はいつ作ら

れた資料か、ちょっと知らないんで、分からないんですけど。他の市町村

でも、もうそういったような制度を導入されている所ってあるんでしょう
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か。 

 

河野 私もそれはチラッと見たことがありますけど、私が日本におけるパ

ーソナルアシスタンスの一つの実現の仕方をしていると思ったのは、介護

保障ネット（藤岡さんが中心になっておつくりになっているネット）が自

治体と交渉して実現した前述の事例です。この事例では、障害者の自立生

活運動団体が運営するヘルパー養成課程を修了した人で、その養成課程を

通じて障害者本人と個人的な信頼関係ができた人にもっぱら、ヘルパーと

して来てもらって、それに市から 24 時間介護の介護費を支給してもらう

というところまで交渉で実現している事例でした。実際上、障害者団体が

自主的に運営する組織で養成されたヘルパーさんで、障害者本人との間で、

この人こそと思う個人的な関係ができた、そういうヘルパーさんに来ても

らって、障害者本人が介護の提供の仕方を管理している、それに総合支援

制度上の介護費が支給されるというように実施されているんですが、これ

は日本的なパーソナルアシスタンスの実現だなと思って感心しました。  

 

安部 ちょっと弁護士の方、全然発言がなかったんですが、どなたかあり

ませんか。事務局長、代表していかがですか。 

 

 

社会モデルを実践レベルで組み入れることの難しさ  

 

関哉直人会員 今日はどうもありがとうございます。さきほど野口さん

も言われたんですが、実務ですと社会モデルをどう位置付けていいのか

がよく分からない部分があります。認定基準の下にあるようなガイドラ

インですと、支援を受けている知的障害とか精神障害の方がいて、その

支援を受けている状況も踏まえてその人の稼得能力を評価している面が

あって、支援を受けているということは、その分を差し引いて、それを

一つの能力として、おそらく機能障害に近い能力として見て、これを評

価して年金の判断につなげているように思えるんです。しかし他方で、
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社会モデルを純粋に採り入れると、社会的障壁との相互作用で社会的な

不利益を受けているという状態なので、本人はその社会的障壁がないと

いうか、ある程度取り払われた現場で働いていて、実際に収入が低くな

るという不利益を受けていないということになる。つまり、社会モデル

を全面に採り入れれば、その状態は本人にとって障害がない状態で、稼

得障害として捉えればですけれども、稼得障害がない状態で年金を支給

しなくてもいいというふうに結び付きそうです。  

しかし今日のお話を聞いていて、社会モデルを採り入れたとしても、

そこの現場での配慮っていうのは、あくまで個人に対する個々の現場で

の配慮すなわち合理的配慮であって、不安定なものであると。それが環

境にまで転換して、本人が安定的に働ける環境の整備として確保された

時点で、おそらく稼得能力が安定的に維持できている状態というふうに

年金は評価して、したがってもうこの場合は年金出さなくてもいいねと

判断して支給停止というのが起きると。そのように整理すると、社会モ

デルを採り入れても、個々の現場での不安定な合理的配慮にとどまるも

のというのは、年金の適用場面では、その年金排除の理屈としては使わ

ずに、環境の整備まで高められた状態を年金不支給の判断要素として使

う、そういう整理もできるのかなと思って聞いていたんですが。  

 

河野 実際に精神障害があって、総合支援法上の就労継続支援のサービス

を受けていて、その人が障害年金 2 級に該当するのではないかというケー

スが登場しますよね。就労継続支援は社会的な支援ではあるけれども、支

援を受けていてもなお、仮に A 型でも工賃が非常に低くて、最低賃金を下

回るような収入しかない。しかし、本当に社会的障壁がなくて働きたい所

の門戸が開かれていれば、働けるはずのところが、現実には就労継続支援

の A 型のような所でしか働けない。その収入が最低賃金を下回るような

場合に社会モデルの視点から見れば、依然として社会的障壁の中で就労で

きない者として稼得能力が制限されているという、そういう判断に持ち込

む可能性はあるという発想になるんじゃないでしょうか。  
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関哉 そうですね。その場合は、A 型でしか働いてなくて十分な収入が得

られていないという状態を社会的障壁との関係で捉えると、A 型っていう

サービスでしか働けない現状があると、それを社会的障壁と捉えるか、あ

るいは収入が実質的平等や包摂的平等に届かないような、そういった社会

における所得保障が十分にされていないという現状自体を、社会的障壁と

捉えて、それが除去されていないので年金を出そうと。その点は整理でき

るかなと思うんですが、一方で、十分収入が得られている人についての判

断が非常に難しいなと。精神障害のある方で、これまでは離職を続けてい

たけれども、今回は非常にいい上司の方で、なんと 4 年も働けていると。

収入もちゃんと月 25 万円ずつもらっているとなると、所得も得られてい

るので年金の制度趣旨からしても年金は出さなくてもいいと。社会モデル

の点からしても、合意的配慮が十全に尽くされた上で、環境も整備され稼

得が十分に得られているのだから、社会的障壁もないということで、社会

モデルの観点を採り入れても年金を出さなくてもいいと。ただ、現実には

本当にそれでいいのかということがあります。  

 

河野 その場合、私の理解では、稼得能力の制限に対する所得保障として

の障害年金の必要性はなくなったり、あるいは減少したりしているけれど

も、その人が月二十数万も取りながら、果たしてその人らしく社会に参加

することを実現できているか。普通の市民と同じように社会参加していく

ための費用の保障はどうなのかというと、移動やコミュニケーションやあ

るいはその人の個性的な生き方の実現に則して考えなくてはいけません

が、それに対する費用の保障がない、あるいは不十分であることがむしろ

問題で、それは月 25 万あろうと、何万あろうと、そうした保障の必要は

ないということにはならない。それを私は「障害に起因する特別な費用に

対する所得保障」として確立することとして考えています。現状では、そ

れが非常に福祉的に介護サービス等の現物給付や障害者特別手当で部分

的に手当されているけれども、本当に個人の障害特性や生き方に即応して

社会参加に必要な費用は何で、かついくらかということを判定した上で、

保障するという仕組みになってないんじゃないかということです。  
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橋本 それは本来的には、河野さんの理解だと障害年金の役割ではないと

いうことでしょうか。 

 

河野 そうです。障害年金の役割ではない。  

 

橋本 でも現状は、そこが十分でないから、広い意味での社会的包摂がな

されないという視点から、年金の場合もその分を日常生活、その人にとっ

てのクオリティー・オブ・ライフの問題として捉える余地はあるというふ

うに考えられないでしょうか。 

 

河野 それを障害年金の中に持ち込んだり、障害年金に背負わせようとす

ると、障害年金の方が非常にあいまいになると思います。 

 

橋本 それは現状でも入れないということなんですかね。  

 

河野 私はそういう議論をしています。 

 

橋本 要保障事由としては入れないっていう感じなんですか。  

 

河野 それで、個人予算方式が僕は出てきたと思う。  

 

安部 イギリスのやつはそういうの含まれているんでしょうか。  

 

河野 イギリスの場合は個人予算方式です。 

 

安部 そういう、外へ参加の場を求めて、出ていくことの支援とか、そう

いうことも丸ごと見てくれている。  

 

パーソナル・バジェット（個人予算）という考え方の意義 
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河野 そうだと私は見ていますが、くり返しますが、イギリスではパーソ

ナル・バジェット（personal budgets）といいますが、パーソナル・バジ

ェットとダイレクト・ペイメントというのはセットになっていて、今まで

福祉制度の歴史的な沿革から、イギリスでも障害者のニーズは制度ごとに

切り取られて、これは手当、これは現物給付という格好で対応されてきた

制度があって、それを本当は全部やり変える必要があるが、抜本的にとい

うふうにいかないから、それらをあなたが受け取るものとして、現物給付

であろうと、金銭給付であろうと、まとめて一つの個人予算として、予算

化しちゃう。月当たり、たとえば 60 万の個人予算として組まれています

と。その 60 万を今度は、今までの制度の枠組みに従って使いなさいじゃ

なくて、あなた自身の生き方に、あなたの設計、プランニングで使ってい

いですという方式に切り替えました、そういう発想として注目しています。 

イギリスでは、パーソナライゼーション（personalisation）という言葉

が、障害者政策全体の転換を表す新たな用語として、2008 年以来、中央

政府によって用いられ始めました。それによれば、パーソナライゼーショ

ンとは、社会的ケアの提供の仕方に対する主要な変更を表す用語とされて

いまして、一言でいえば、個人予算のシステムを通じて、人々に、より強

くより多く、選択・コントロール・権限および自立を与えることを目指す

政策を表すと言われています。そして、その政策転換は、自己管理型支援

（Self-directed support）とも呼ばれます。  

なお、ここで個人予算の定義を紹介しますと、「個人予算とは、支援を受

ける資格があると認定された人に社会的なケアの予算を割り当てる前払

いの金銭給付の方式をいう。非施設サービス型のサービス利用者に限られ

る。ニーズ判定を受けた後に、地方当局によって、そのニーズを満たすた

めに必要な金額の給付を受ける。ダイレクト・ペイメントは個人予算の利

用方法の一つとして位置づけされる。」と定義されます。  

 保健省によって発せられた要綱によれば、個人予算の使途は、当事者が

地方当局との間で合意した生活目標を達成するための費用に充てるもの

として、具体的にこれをどう使用するかは、当事者が自分で選択・決定す
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ることとされました（そのさい意思決定支援を受けて決定することもでき

る、とされました。）。また、2009 年福祉改革法（The Welfare Reform 

Act）によって、それまで細分化されていた福祉関係の財源は一本化され

ることになりました。具体的には、コミュニティケアの個人予算の財源に、

他の福祉基金の財源（たとえば The Independent living Fund, Access 

to work grants, Disabled facilities grants, Supporting people 

moneys(housing support)など）を加えて一本化することとされたので

す。 

 しかし、自己管理型支援と呼ばれる政策転換は、上記の通り積極的な意

義を有する反面、政府の経費節減の手段として利用される側面も有してお

り、イギリスの障害者運動が今後どのような展開を示すかということとと

もに、政府の政策動向と実際の運用に注意を払う必要があります。） 

 

安部 それは、金額的には日本でも 120 万とか聞きますよね。重度介護

の人とか、月にそれぐらいいっている人もいるって聞いていますが、イギ

リスのそのケースでどれぐらいのお一人にやられているんでしょうか。も

ちろん、その障害の重さによるんでしょうけど。 

 

河野 私もそういう数字持ってませんけど、イギリスではそれを全額公的

に支給する（利用者負担にしない）ということになってないんですよ。個

人予算を基にダイレクト・ペイメントで金銭支給するけれど、それのうち、

いくらを公的費用で、いくらを自己負担するかということで、やっぱり本

人からも取るんです。  

 

安部 それは応能でということなんでしょうか。  

 

河野 応能と応益と両方の考え方を入れています。それは社会的資源を使

って、自分の生き方を実現していこうということだから、社会的資源を使

う人の責任として、一定割合は自分の応能と応益両面から考えて、一定の

割合は本人にも負担してもらうと。それが個人予算を使う人間の責任とい
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う考え方で、どういう計算式かというのは、前掲の拙稿に詳しく書いてい

ますので、それを見ていただければと思います。 

 

橋本 関哉さんのさっきの質問に対する河野さんのお答えだと、上司の配

慮で例えば月 25 万円の所得を得られている人は、河野さんの意見だと、

障害年金の対象にはならないっていうことになるのでしょうか。 

 

河野 そうだと私は思います。  

 

関哉 年金という枠の中で現物支給を受けて、障害に起因する特別費用に

当てるべきだということで、年金にいわゆる通常の労働、障害のない方を

前提とした労働による稼得ということ以外の福祉的な、現物支給的な要素

を入れることはなく、それは別物として考えましょうということでしょう

か。年金は年金でということで、河野さんはお考えということでしょうか。 

 

河野 そう考えているんですけど。それでは現実的に使えないっていうか、

かえって困るというご意見でしょうか。 

 

安部 ただ、一番問題なのは、働けないのに障害年金の対象になってな

い人がすごく多いっていうことです。最低、そこからやっぱり変えてい

かないと。どうしてかと言うと、やっぱり日常生活能力で判断されてい

るからなんですよね。日常生活能力はあっても働けない人はすごく多

い、あるいは働けるか働けないか自体を機能障害でもって示すことがで

きない、がんを患っている方とか、難病の方とかかなりいらっしゃるの

で、実際医学の限界ってすごく感じるんです。そうすると、やっぱり障

害年金の対象にはならないっていうことになってしまう。日常生活能力

での判定と、それから機能障害を重視したというか、機能障害のみでの

判定と言ってもいいと思うけど、それによって、稼得能力を喪失してい

るのに対象に全くならない人がかなりいらっしゃる実態があります。  
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 それは河野さんが書いてらっしゃる精神障害よりもむしろ、難病と

か、内科的な疾患の方のほうが圧倒的に多いと、私たち、実務をやって

いる者からすると感じるところなんですよね。障害年金の受給者のうち

精神障害の人は、今は 6 割、7 割近いと思いますけど、それだけ精神の

方がもらっているというのは、もうドクターも書き慣れているですよ

ね。それと比べてやっぱり内科的な疾患、がんの後遺症とか、がんその

もので倦怠感が大きいという方は全く収入がなくても 2 級にはならない

っていう現実があるっていうのは、難病の方もそうなんですけど、そう

いうのがすごくやっぱりおかしいっていうか、そうしたことを感じると

ころなんです。  

すみません。ちょっと自分で最後に話してしまって申し訳ありませ

ん。議論尽きないんですけど、時間がきてしまいました。河野さん、今

日はどうもありがとうございました。 

 (了) 
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       障害年金法研究会 報告レジュメ（2019・10・16） 

                                  河野正輝   

１ 障害法研究の視点 

（１）社会保障法・社会福祉法から障害法への転換（？）―そのために法的人間像と法原理

の捉え方をいかに進めるか。 

（２）法における障害者像 

「要援護者」・「福祉サービス利用者」（いずれも障害者を保護の客体として捉える）と

いう障害者像から、「機能障害と社会的障壁の相互作用により社会参加を妨げられ社会的

不利に置かれている障害者」（従属的劣位 subordination に置かれた障害者）という側面を

直視して、そこから「人権および基本的自由の完全かつ平等な享有主体性の保障をとりわ

け必要とする者」という障害者像への転換。そこから、 

①教育、雇用、その他全ての社会生活において障害を理由とするあらゆる差別の禁止を

目的とする差別禁止法の形成。 

②地域社会で自立して生活する平等の権利を保障することを目的とする総合的な地域

生活支援法の形成。 

（３）法原理の転換  

①差別禁止（平等）の考え方の転換――形式的平等から実質的平等へ、さらに形成的（包

容的）平等（transformative equality, inclusive equality）への平等概念の発展（権利条約

3 条・5 条）。そのための具体的手段として、アクセシビリティ（障害者集団に対する事

前の義務）および合理的配慮（障害者個人に対する将来に向かっての義務）による形成

的平等の実現。 

②自立支援の考え方の転換――自由権と社会権の不可分性・相互依存性（一体的保障）

の確立へ。そのための具体的手段として、たとえば地域生活支援サービス（パーソナル

アシスタンスを含む。権利条約 19 条）による行政・専門職が管理するサービスから自

己管理サービス（self-directed support）への転換。 

 

２ 障害法の形成へ向けた改革の動向（権利条約批准後の２，３の具体例） 

（１）障害者の 24 時間介護保障問題 

行政・専門職管理サービスから自己管理サービス（パーソナルアシスタンス）への実践

的な取り組み（介護保障ネットによる行政交渉の到達点） 

（２）介護保険と総合支援の統合問題・併給調整問題 

  一律の介護保険優先から障害者の選択へ（障害者自立支援法違憲訴訟原告・弁護団の戦

い、2018・12・13 浅田訴訟広島高裁判決） 

（３）就労中の介護 

 「個人資産の形成に対する支援不可」（厚労省）から、自治体独自の就労支援（さいたま

市）および参議院における独自予算措置、そして全国的な実態調査の実施へ 
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３ 障害者所得保障における転換の可能性と展望 

（１）「インクルーシブ所得保障」（仮）の概念と体系 

 ここで「インクルーシブ」とは、社会的障壁の除去、社会的包摂を指向する所得保障の

あり方を指す。したがって、その所得保障は、稼得能力の喪失だけでなく、障害に起因す

る特別な費用も要保障事由とする。かつ、所得保障と早期リハビリテーション・就労支援

等との密接な連携も含む概念。インクルーシブ所得保障の体系につき拙稿 3~4 頁。 

  

（２）障害認定要件における法解釈上の課題 

 ①日常生活能力の制限と稼得能力の制限という 2 つの評価基準の関係 

 

②ICIDH から ICF への障害概念の発展の評価――医学モデルから社会モデルへ 

ⅰ）1980 年国際障害分類（ICIDH, International Classification of Impairments, Disabilities, and 

Handicaps; A Manual of Classification Relating to the Consequences of Disease 機能障害、

能力障害、社会的不利の国際分類；疾病の諸帰結の分類マニュアル） 

 (a)障害を 3 つの次元（impairment, disability, handicap）で捉えた。 

 (b)3 つの次元のなかに社会的レベルの障害（社会的不利）を位置づけた。 

  （注；Handicaps は、後に差別用語との批判を受けることも。） 

 (c)問題は、疾病の諸帰結としての機能障害→能力障害（能力低下）→社会的不利という

捉え方に、医学モデルとしての限界が。 

ⅱ）2001 年国際生活機能分類（ICF, International Classification of Functioning, Disability, and 

Health 生活機能、障害および健康の国際分類） 

 (a)生活機能および障害（生活機能が問題を抱えた状態）を、ICIDH と同じく 3 つの次元

(body functioning & structure, activity, participation)に区分（障害の構造的理解）。 

 (b)3 つの次元は、いずれも健康状態からの影響と環境因子からの影響を受けることを

明確化（人間と環境の相互作用モデルを打ち出した）。 

 (c)ただ、活動分類と参加分類は分けにくい（たとえば「食事をする」「着物を着る」「買

い物をする」などの生活機能が活動の次元か参加の次元か分けにくい）ことから、整理

の仕方について各国の合意が得られず、WHO のつぎの改訂の重要課題として残った。 

  

 ③援助・補装具・医療等を受けた上での稼得能力の判定――インクルーシブの視点から 

 ④安部敬太他『障害年金 審査請求・再審査請求事例集』から 

 

（３）障害年金と就労支援・社会参加促進の連携の欠如 

 

（４）障害に起因する特別の費用とは何か、およびその保障のあり方について 
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-Ⅱ 特集 ３ 補論- 

補論 河野論文を受けて 

   浮かび上がる＜近代＞への関心―２つの視点を通して「生存権」を考える 

 

                      橋本宏子 

（神奈川大学名誉教授） 

目 次 

 

一 補論を提示する理由 

 

二 河野さんの考え方を読み解く 

 

 １、背景 

 ２、「河野さんの考え方を読み解く」にあたって 

 （１）あらかじめ述べておきたいこと 

 （２）河野理論と池原毅和弁護士のコメントとの交錯 

 

三 本文の関心 

 １、浮かび上がる＜近代＞への関心 二つの視点から 

 （１）＜近代＞と「西欧の白人成人男性」像 

 （２）＜近代＞と「権利」－「人間が人間として生きる権利」を考える 

 

 ２、解明されるべき課題への取組み 提起された二つの切り口を拠点として 

 （１）問題への視角―＜近代＞と「西欧の白人成人男性」についての課題 

 （２）問題への視角―「人間が人間として生きる権利」に含まれる要素 

 

 ３、「近代的自我」を再考する 

 （１）「西洋人の自我（意識のあり方）」と「死、老、病」 

 （２）「西洋人の自我（意識のあり方）」と障害者 



Ⅱ 特集 ３ 河野論文を受けて 橋本補論 

 

100 

 

 

 ４、「人間が人間として生きる権利」に含まれる要素を再考するー見落としてきた

ものは何か？ 

 （１）これまでの確認 

 （２）自由・平等が中心とされたのはなぜか 

 （３）「人権」を考える根底になにを置くか 

 

四 見落としてきたことを踏まえてー「人間が人間として生きる権利」の再考 

 

 １、「近代的自我」の課題を超える視点 生存にとっての他者 

 （１）＜近代＞における進歩・発展 

 （２）境界（間）への挑戦 

 （３）注目される「複雑性」や「不完全さ」 

 

 ２、生存権（人間として生きる）を原点にー自由・平等＜生存 

 （１）確認 考え方の整理 

 （２）他者から侵害されないことが、人間として生きる条件であるという考え方

と「人間として生きる」を根本基準とすることの違い 

 （３）特殊＜近代＞西欧的な「人権」概念に入らないもの 

 （４）「人間として生きる」 

 （５）「障害年金の要保障事由」と「稼得能力の喪失・減退」 

 （６）「人間として生きる」ことと日常生活・社会生活 

 （７）当該機能障害と社会の関係性から生じる日常生活または社会生活上の支障 

 

 ３、まとめ 

 （１）出発点の確認 

 （２）見落としてきたものは何か 

 （３）①「生存にとっての他者の存在」と②「生存権」をつなぐものはなにか 

 （４）本稿と障害年金 
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 （５）障害年金の立法政策を考える前提として 

 （６）社会保障法というものの考え方 

 （７）社会保障の制度体系と障害年金 

 

一 補論を提示する理由 

河野さんは、「障害年金の要保障事由」について、「社会モデル」の理解と関連づ

けて、次のように述べています。「ICFにおける障害の構造的な捉え方を踏まえ、

そのうえ障害者権利条約に定められたように『障害者は機能だけではなくて、社会

的障壁との相互作用によって、一般の市民と同じように地域社会で自立して生活す

ることを、あらゆる面で妨げられている』という障害の理解に則して、稼得能力の

喪失・減退（すなわち障害年金の要保障事由）の有無・程度を認定する方式へと改

革することだと理解しています」（第５回障害年金法研究会事例検討部会における

発言から。以下「研究会」という。下線は橋本のもの。この原稿のすべてにおいて

以下同じ）。 

 私は、「障害年金の要保障事由」を「稼得能力の喪失・減退」と関連させて考える

ことに疑義を感じています。現行法令に則して考えるなら、むしろ障害認定の評価

基準とされている「日常生活能力」についての考察を行政解釈の理解を超えて深め、

それを基軸に発展的に理論を展開していくことが、解釈論を考える上でも、立法政

策を論じる上でも重要ではないかと、考えています。 

とはいえ、稼得能力の喪失・減退に依拠しながら、障害年金の要保障事由の有無・

程度を認定する方が明快なことは事実です。「日常生活能力とは何か」を定義するこ

とは難しく、私自身も、自分の考えをすっきり整理しきれないでいます。 

「研究会」の質疑の中でも、以上のことに関連することが話題になりかかりまし

たが、私は、それについてうまく応答できませんでした。 

今回私が、「河野論文を受けて」（以下、「本稿」という）において述べようとす

ることは、ひとことでいえば「研究会」の場で述べられなかったことの「紙上補足」

ということになります。しかし、実際には「ひとことで言えば」といえるまでに纏

まっておらず、いくつかの点についての「考察」を辿ることで、わずかですが、「日

常生活能力」を基軸に発展的に理論を展開していく方向性がみえてきたかな、とい
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うところです。 

 

二 河野さんの考え方を読み解く 

 

 １、背景 

ウｴブジャーナル創刊号に掲載されている河野正輝論文「障害者の年金・手当・

福祉サービス法における社会参加阻害の要因と展望―障害法の視点から」（以下「ジ

ャーナル論文」という）は、障害年金にかなり引き付けたところで論旨が展開され

ています。 

「ジャーナル論文」は、河野さんが日本障害法学会編「障害法」創刊号（以下「障

害法 創刊号」ともいう）に発表された「『新たな社会法』としての障害法」で展開

されている考え方が土台になっていると思われます。 

またこの間、河野さんとはメール交換や直接お会いすることで、河野さんの考え

方について、上記を超えるところでの最近の考察についてもお話を伺ってきました。 

 

２、「河野さんの考え方を読み解く」にあたって 

（１）あらかじめ述べておきたいこと 

① 上記のことをふまえて、本稿ではまず河野さんの考え方を以下の展開に

必要な範囲で「確認」しておきたいと思いますが、具体的な記述は、付記１に譲っ

ています。 

② ここで本稿における注記の扱いについて説明しておきたいと思います。 

ⅰ 付記は、主に本文中で指摘していることの詳細について記述していま

す。 

ⅱ（注）は、本文で用いた用語の説明を中心に記載しています。 

ⅲ ＜注＞は、青木宏治高知大学名誉教授（英米法、憲法、障害児教育法）

からこれまで「研究会」等（以下「青木研究会」という）を通じ得たこ

とを、本稿の関心に即して橋本が、青木さんの了承を得て纏めたもので

す。なお本稿中の国際人権、障害者権利条約、アメリカ法についての記

述も、個別に指摘するものの他は、「青木研究会」で青木さんから得た
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ことを土台に橋本の関心から整理したものです。 

 ③ 河野論文については、本稿での以下の記述並びに付記１以外の注記でも

適宜触れています。 

   ④ このように本稿では多くを注記に譲ることで、本文の流れを簡潔にする

ように努めています。ウェブジャーナルの役割のひとつが「理論と実践をつなぐ」

ことにあるとすれば、本稿もその役割をめざしたい。成功したかどうかは別として

その意図は上のようなところにあります。 

   ⑤ ところで河野理論の考察を経て本稿の関心は、ⅰ＜近代＞と「西欧の白

人成人男性」像 ⅱ ＜近代＞と「権利」の二点にむかっていくことになりますが、

ⅰ についての本稿の指摘は、全体として河合隼雄『対話する生と死 ユング心理

学の視点』（大和書房）の他、『河合隼雄著作集』（岩波書店 １９９４ 所収）の論

文に依拠しつつ、橋本の理解に基づき整理したものです。ⅱ についての記述は、

全体として下山 瑛二『人権の歴史と展望』（法律文化社 １９７２年）に依拠し

ています。 

 

（２）河野理論と池原毅和弁護士のコメントとの交錯 

さて「障害法 創刊号」には障害法研究会創立大会での河野報告（「障害法 創

刊号」掲載の河野論文と基本的に同じと考えられます）を受けた池原毅和弁護士の

コメント（正確には、河野報告を受けた日本障害法学会でのコメントを敷衍したも

の）も掲載されています（「障害法 創刊号」ｐ９７～ｐ１０２参照）。ちなみに

池原毅和さんは障害年金法研究会の顧問でもあります。本文の関心に添って、河野

さんの考え方と池原さんの考え方を交錯させると、以下の諸点が浮上してきます。 

 

 ① 社会モデル 人権モデル 

 河野さんは、基軸に「社会モデル」（注１）をあげています。これに対し

て池原さんは、「人権モデル」（注２）に高い関心を示しています。もっとも河野

さんの場合には、「社会モデル―人権モデル―法的人間像」について、河野さんの固

有の理解があり、その理解に基づいて論理が展開されていると考えられます（付記

１ 参照）。 
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 ② 基点とされる障害者権利条約の条文の違い 

両者の違いは、河野さんと池原さんが、それぞれ障害者権利条約の条文のどこ

を重視しているかにも反映されているようにみえます。河野さんは障害者権利条約

の主として２条、５条、１９条に注目しているのに対し（付記１ 参照）、池原さ

んは人間の尊厳を最上位規範として（障害者権利条約３条 a）、平等性（条文等略。

以下同じ 橋本）、社会的包容化、教育、就労、健康やハビリテーション・リハビリ

テーション、文化的で相当な社会的生活の権利等々の人権の帰属主体としての障害

者像に注目しています（「障害法 創刊号」ｐ１００参照）。 

   ③ 平等と人間の尊厳（「生存権」） 

上のことは、河野さんが、障害のある人に関する法的課題を「平等」を基軸に考

えようとしているのに対し、池原さんは「生存権」「人間の尊厳」を基軸にしている

という、対比でみることもできそうです（もっとも、池原さんへの橋本のヒアリン

グによれば、池原さんとしては、障害者権利条約にいわれる人間の尊厳の理解を日

本国憲法１３条や２５条と結びつけて考えてはいないということでした）。 

   ④ 「西欧の白人成人男性」 

ⅰ 池原さんは、普遍化された人間像を前提にする世界人権宣言や自由権

規約、社会権規約などの人権規約は実際には、「西欧の白人成人男性」の歴史的社会

的経験に基づいて構成された規範であり、特定の属性ゆえに差別され排除されてき

たそれ以外の集団の歴史的社会的経験に適合した規範になっていない、という形で

「西欧の白人成人男性」像について言及しています。 

ⅱ 河野さんへの私のヒアリングによれば河野さんも、従属的障害者像は

「市民法的人間像」すなわち西欧の・白人の・男性の・非障害者の・納税者の成人

を抽象化した範疇と考えられる人間像から除外され疎外されたさまざまな従属的集

団の一つであるとともに、人間の多様性を価値あるものとして承認する人間像であ

る、と考えられています。なお河野さんは、「障害者とは、一定の社会的集団に付加

される社会的身分（地位）にあたる。この社会的身分の特徴は、社会システムに置

いて構造的に生活上の不利益を付加されてきた点にある」として、このような社会

的身分（地位）としての障害（者）を「従属としての障害（者）」と定義しています

（「障害法 創刊号」ｐ１５参照）。 
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ⅲ 「西欧の白人成人男性」についての記述はおそらく、後に触れるテレジ

ア・デゲナー（Theresia Degener）が複数の論文で指摘していることを土台に、お

二人がそれぞれの理解に基づき消化した上で、指摘されているものと思われます。

いずれにせよ、お二人が共通して「西欧の白人成人男性」像に注目されていること

は留意すべきことに思われます。 

 

三 本稿の関心  

１、浮かび上がる＜近代＞への関心 二つの視点から 

 上記の考察から、本文の関心は（１）＜近代＞と「西欧の白人成人男性」像 （２）

＜近代＞と「権利」の二点に集約されます。以下、少し説明を加えていきたいと思

います。 

 

（１）＜近代＞と「西欧の白人成人男性」像 

 

 ① 「西欧の白人成人男性」像と「市民法的人間像」の関係 

先の指摘のなかで河野さんは、「『市民法的人間像』すなわち西欧の・白人の・

男性の・非障害者の・納税者の成人を抽象化した範疇と考えられる人間像」という

言い方をしています。「市民法的人間像」は、近代市民社会を前提としており、そ

の「市民法的人間像」として想定されていたのが、「抽象的な自由・平等の地位を

保つ自覚的主体的人間」（強い安定した自立した個人）ということになります（注

３）。この「市民法的人間像」が、ここでは「西欧の白人成人男性」像として表現

されている、といって間違いないように思われます。 

 

 ② 「市民法的人間像」 

ⅰ 「抽象的な自由・平等の地位を保つ自覚的主体的人間」像の創出が近

代と関係していること、またこのような「自覚的主体的人間像」が資本制社会にお

いて必要とされたことは、まずここで押さえておくべきことのように思われます（関

心のある方は付記２を参照下さい）。 

ⅱ 「障害法 創刊号」における河野論文のタイトルが、「『新たな社会
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法』としての障害法」となっていることからすると、「市民法的人間像」に関連す

ることとして、市民法、社会法、新たな社会法、障害法についても頭に入れておく

必要がありそうです。（注４）参照 

 

  ③ 「西欧の白人成人男性」と「近代的自我」 

とりわけここで指摘しておきたいことは、西洋＜近代＞と「西洋人の自我（意識

のあり方）」（以下「西洋人の自我」という）の関係であり、「西洋人の自我」の特徴

についてです。この点は、法的視角から執筆されている河野論文、池原論文では、

言及はありません。私の固有の関心にそって、この点にも注目していきたいと考え

ています。ここでは、西洋＜近代＞と「西洋人の自我」の関わりについて、その要

点のみあげておきます。 

 

ⅰ 「西洋人の自我」は、「他に依存しない存在」として確立し、他から独

立した主体性をもつ、といわれています。 

ⅱ 「西洋人の自我」が、このような特徴をもつ存在として確立されたの

は＜近代＞であることから、「西洋人の自我」は「近代的自我」とも称されています。 

ⅲ 「近代的自我」は壮年男子を中心的イメージとしています（詳しくは、

河合隼雄「昔話と日本人の心」岩波書店 ２０１８年 参照）。 

ⅳ なおここでは、「西洋人の自我」という言葉は、「西欧人（あるいは欧

米人）の自我」と同義で使用します。 

 

   上のことから「近代的自我」は、壮年男子を中心的イメージとしていること

を入口として、さらにはⅰのことを踏まえてその内実が「西欧の白人成人男性」像

あるいは「強い安定した自立した個人」像とつながりをなすものと考えることがで

きそうです1（本稿注１）。 

 
1 （本稿注１）人間は意識をもっています。意識は、① 何かを経験することであると同

時に、②判断し、類別化し体系化するという二面性をもちます。そのような経験をする主

体であり、意識内容の体系の中心をなすものをここでは「自我」と呼ぶことにします。な

お河合隼雄は、ユング心理学を背景に「西洋人の自我」を「近代自我」と表現しています

が、ここではより一般的な表現として「近代的自我」という言葉を用いることにします。
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  ④ 日本人の自我（心の意識のあり方）  

  それでは日本人はどうなのか、なぜ西欧人の自我だけが強調されるのか とい

う疑問が当然浮上してきます。確かに日本人と言おうと何人と言おうと、共通の部

分が多いことは事実です。しかし最近は、普遍的な基盤を前提とした上で、日本人

と西欧人の自我のあり方が異なるという点にも関心が向けられてきています。欧米

中心主義の考えが弱くなり、西欧人の自我のあり方だけが、唯一の自我のあり方で

はないということが強調されるようになってきているということでしょう。日本人

の自我は、常に自他との相互的関連のなかに存在し、「個」として確立されたもので

はないといわれています。そのため、かつては極端な場合「自我がない」とか「日

本人には個性がない」といわれ、日本人の無責任性とか、他人志向性などと非難さ

れてきました。こうした日本人の自我の特徴（他にひらかれている、すべてのもの

を包摂する、バランスをとる、場のなかにところを得る、察する、耐える等々）に

ついても、近年では「他に開かれており、他と切り離して存在することが難しい」

という形でその特徴がとらえられるようになってきているといわれています。しか

しそれは、西洋人の自我を全面的に否定し、日本人の自我を全面的に評価するとい

うことではありません。近代的自我のなした仕事の大きさとそれを現代においても

無視できないことは事実です。しかし他面、後述のように近代的自我に対する反省

も生じてきています。そしてその反省の部分に、特に障害者問題にかかる「西欧の

白人成人男性」像の問題点が関係しているよう窺えます。いささか先取り的にいえ

ば、その課題の克服に、日本人の自我のあり様の一部が良い意味で関係しているよ

うにみえるということでしょうか。 

その際注意しなければならないことは、日本人がその意識のあり方として、西洋

人と異なる側面をもち、異なる対応を示すことが少なくない反面、客観的には（頭

のなかでは）、西洋人の自我と同じように「西欧の白人成人男性」像にそった物の考

え方をしている場合もまた少なくないということです。例えば、＜自立＞について

の考え方にその傾向は顕著にみられるように思いますが、どうでしょうか。その意

味では「西欧の白人成人男性」像について考えることは、（女性も含め）私達自身を

 

また河合隼雄は、「西洋人の自我」を「他と切れた存在」と表現していますが、本稿では同

じ事を「他に依存しない」という言い方で表現することにしました。 
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振り返ることであるとも思われます。日本人の自我については、この程度にして話

を＜近代＞に戻したいと思います。 

 

（２）＜近代＞と「権利」－「人間が人間として生きる権利」を考える 

 先に障害者権利条約の条文に引き付けたところで、河野さんが「平等」を基軸

にしてその考えを展開しているのに対し、池原さんは「生存権」「人間の尊厳」を基

軸にしている、ようにもみえるという指摘をしました。本文の二番目の関心は、＜

近代＞と「権利」、さらにいえば「人間が人間として生きる権利」についての関心で

す。 

 

   ① 自由権・平等権を中心とした人権体系 

現在、実定法制度として定立されている人権体系には、自由権を中心とし、そ

れに若干の「生存権」的要求を充たすための社会権を加味した構造をとるものが多

いといわれています。 

   ② ＜近代＞西欧の所産 

注目したいことは、自由権を中心とする人権体系は、アジア・アフリカ社会に

おいては、その起源を見出すことができず、その所産物を継受した場合にのみ発見

しうる制度である、といわれていることです（下山 瑛二「人権の歴史と展望」ｐ

２２ 法律文化社 １９７２年）。つまり、自由権（平等権）を中心とする人権体

系は、＜近代＞西欧社会の所産だということになります（下山論文の上の文章では、

「自由権を中心とする～」という表現になっていますが、自由権（平等権）を中心

とする人権体系を意味することは下山論文全体から明らかなことに思われます）。 

   ③ これまでの国際人権における規定のあり方 

世界人権宣言、市民的及び制止的権利に関する国際規約（自由権的規約）

および経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約）の規定のあ

り方も上記のこと（自由権（平等権）を中心とする人権体系）との関連性が強いよ

うに窺われます。 

④ 障害者権利条約とアメリカADA法の位置 

では障害者権利条約はどうでしょうか。障害者権利条約は、障害のあるアメ
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リカ人法（Americans with Disabilities Act of 1990:ADA 以下ADA法という）

を継受しているといわれます。そしてＡＤＡ法の基礎となる権利論は、Civil Rights

（公民権） モデルであるといわれています。そのアメリカは、周知のように連邦憲

法上「生存権」に係る条項をもっていません。そのことは、遡れば自由権を中心と

する近代西欧社会の人権体系と無関係ではないように私には思われます。補足すれ

ばアメリカでは、Civil Rights モデル等を通じて、実質的な「生存権」の積み上げ

ともいえる法政策がなされていますが、その効用と限界にも目を向ける必要がある

ように感じています。ＡＤＡ法を継受する障害者権利条約が、ともすれば「自由・

平等」の重視に傾き勝ちのようにみえるのもこうした背景と関係しているように私

にはみえます。しかし同時に、それがどのような条件のもとにおいては生存権を基

底とする人権を保障し、実質的自由・平等を確保するプロセスになるかの検討もも

とより重要なことはいうまでもありません＜注１＞。 

⑤ なお本稿の関心は、資本制社会における制度的保障としての自由権・平

等権を一概に否定するのでないことは、上記④の最後に記したとおりです。 

  

２、解明されるべき課題への取組み 提起された二つの切り口を拠点として 

障害者「問題」を考える上で重要なことは、＜近代＞西欧社会が「西欧の白人

成人男性」を中心に構成されてきたという視点だけでなく、自由権を中心とする人

権体系が、＜近代＞西欧社会の所産物であることにも注目することが重要だと考え

ています。この二つは、どこかで交差しそうですが、まだ先はなにもみえていませ

ん。 

 ではありますが、提起された二つの切り口を拠点として、解明されるべき課題に

肉薄していくことが次の課題であることはいうまでもないでしょう。 

 

 （１） 問題への視角―＜近代＞と「西欧の白人成人男性」についての課題 

   ① それではなぜ、＜近代＞西欧社会は「西欧の白人成人男性」を中心に構

成され、（河野さんや池原さんも指摘するように）、障害者や女性などの集団を差別

し、排除することになったのでしょうか。 

   ② その理由が明らかにされなければ、障害者「問題」を克服する視点は、
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明確になってこないのではないでしょうか。 

 ③ 河野さんは、「従属としての障害（者）」が形成されてきたのは、「偏見、

固定観念および社会に蔓延する無視・放置を通して、社会の態度や慣行が、システ

ム化された不利益を特定の機能障害に付加してきたからであ」り、そのことによっ

て「従属的な階層としての障害者の地位」が形成されてきたと指摘しています（以

上について詳細は、「障害法 創刊号」ｐ１５参照）。そこでは、「従属としての障害

（者）」の形成は、「体制的な生活阻害」の問題として把握されているといえそうで

す（関心のある方は付記３を参照下さい）。 

   ④ 障害者に対する偏見、固定観念および社会に蔓延する無視・放置が生じ

るのはなぜなのでしょうか。「体制的な生活阻害」の問題を、「西欧の白人成人男性」

像として象徴される「近代的自我」の特質と絡ませてみることによって、もしかし

たら障害者「問題」を克服する視点は、より明確になるかもしれません。 

  ⑤ 「近代的自我」（「西洋人の自我」）の様々な側面（課題）に注目し、そ

の意味することを考えることは、生きることが障害者にとっては、なぜ「障害者問

題」になってしまうのか、それを克服するために、私達はどうあるべきかについて

多くの示唆を含んでいるようにみえます（「近代的自我」の様々な側面（課題）に関

心のある方は付記４を参照下さい）。 

 

（２）問題への視角―「人間が人間として生きる権利」に含まれる要素 

  ① 「人間が人間として生きる権利」という概念には、少なくとも「人間が」・

「人間として生きる」・「権利」という３つの要素が含まれています。 

  ② 「人間が」というのは、主体性をあらわす言葉であり、「人間として生き

る」というのは一定の状態を表す言葉であり、「権利」というのは他者に対する関係

を表す言葉です。 

③ 特殊近代西欧的な「人権」概念とされる「自由権を中心とする人権体系」

は、「自覚的主体的」な人間が他者から侵害されない（「自由・平等」の重視）とい

うことが、人間として生きる条件であるという考え方を表現しています。 

④ これに対して、「生存権」を、あらゆる｢人権｣の根本基準とすることは、

「人間として生きる」という点にアクセントが置かれることになります（以上、①
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~④は、前掲下山「人権の歴史と展望」ｐ１１ による）。 

⑤ 障害者の人間としての本源的自然的な要求から発生する「人間として生

きる」ことの要求のなかには、特殊＜近代＞西欧的な「人権」概念には入らないも

のがあるのではないでしょうか。見落としてきたことを見出すことが次の課題に思

われます。 

⑥「非障害者との対比や権衡という次元とは別に障害のある人固有の尊厳を

守る人権規範を考えること」（前掲 池原「障害法 創刊号」ｐ１００）という指摘

は、私の理解に引き付けていえば、「生存権」（人間として生きること）を、あらゆ

る｢人権｣の根本基準とすることを求めているように思われます。生存権（人間とし

て生きること）を起点として、はじめて自由権や平等権の存在事由と限界が明確に

なるのではないでしょうか。 

 

３、「近代的自我」を再考する  

 

（１）「西洋人の自我（意識のあり方）」と「死、老、病」 

＜近代＞社会が強力なものになるにつれて、「死、老、病」などを社会システム

から排除しようとする傾向が強められてきたことは（本稿注２）、「近代的自我」に

関わる諸側面、例えば「近代的自我がめざした進歩と発展」や「近代的自我の他を

対象化して把握する力」｢労働ではなく、労働力（所有）を人権の中枢的概念とする

考え方｣と関係しているようにみえます。このことは、＜近代＞における「障害者」

の位置を考える上で重なることが少なくないと思われます。以下では上記（２）「問

題への視角」を踏まえて、もう少しその内実をおってみることにしたいと思います。 

 

（本稿注２） 河合隼雄「対話する生と死」ｐ２１６～７（大和書房 ２００６

年）では、「死、老、女、病」などをそのシステムから排除しようとする傾向を強め、

と指摘されています。デゲナーは、特定の属性ゆえに排除される傾向をもつ「集団」

をより広い範囲で捉えています。本稿では、とりあえず視点を「死、老、病」にお

き、それとの関わりで＜近代＞における「障害者」の位置を考えていくことにした

いと思います。 
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（２）「西洋人の自我（意識のあり方）」と障害者 

 

 ① 「近代的自我」がめざした進歩と発展 

ⅰ これまでの確認 

西欧＜近代＞において主体性を獲得した自我が、論理実証主義という態

度をみにつけたことにより、自然科学は急激な発展を遂げてきました。「近代的自我」

は、「まず人間ありき」を出発点として、自然科学を武器として自然を「客体」とし

て対象化し、支配することを通して、人間社会の進歩や発展をめざしてきた、とい

ってもよいでしょう。注目されるのは、「進歩」とか「発展」の概念が重視されてく

るのは＜近代＞になってからということです（付記４をあわせ参照下さい）。 

 

ⅱ 「進歩」とか「発展」の概念が与えた「人間が人間として生きる権利」

のあり方 

＜近代＞における西欧社会の人権体系は、「自由権」（平等権）を中心に

構成されています。それは、「自覚的主体的」な人間が他者から侵害されないことが、

人間として生きる条件であるという考え方をあらわしています。こうした考え方は、

自然科学を武器として自然を支配し、進歩や発展をめざすことができる「人間への

全幅の信頼」を前提とし、「生存すること」「生存できること」は、そこでは所与の

前提とされる傾向をもち、「いかに生きるか」にその関心が向けられているように窺

えるがどうでしょうか。「進歩」とか「発展」の概念は、他者に向けられる「人間が

人間として生きる権利」の主張のあり方にも影響を与えているようにみえます。 

 

ⅲ 自然科学の「進歩」「発展」と「老」や「死」の理解 

自然科学の発展を背景に、西洋近代科学は病気の原因を見出し、それを

除去して治療することに集中してきました。そのことは歓迎するべきことではあり

ますが、他面現代医学は、病気の原因を見出し、それを除去して治療することに集

中した結果、死を敗北ととらえ、死から目を背けることをその基本構図としてしま

ったようにもみえます（河合隼雄・柳田邦男「心の深みへ」ｐ１８１ 新潮文庫 ２
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０１３年）。 

「生きること」を当然の前提であるかのように扱うこと、あるいは「いかに生き

るか」に関心を集中することは、「老」や「死」を避けるべきもの、疎ましいものと

して、「死、老、病」を社会システムから排除しようとする傾向に通じるものがあり

そうです。そうみなすことで、「老」や人間の「死」を人間のひとつの「姿」として、

人間の一生の中に積極的に位置づける(包摂する)ことを難しくしている、といえる

のではないでしょうか。 

詳細は省きますが、他からいったん切れ、他に依存しないことに積極的な意味を

見出そうとする「近代的自我」にとって、死を客観的に論じることはできても、死

を自分のなかに受け入れつつ、自身の存在のあり様を考えることは難しいように思

われます。そのことは、他人の死を自分の問題として捉えることが難しいことをも

意味しています。客観的な死を論じることは、いわば「三人称」の立場で死を考え

ることです。そこでは、冷静に科学の論理で論じることができますが、他人の死を

自分の問題として捉えることはできません。自分の問題として捉えるためには、そ

こに自分が入っていく「他者との関係性」が求められてくることになります（前掲

「心の深みへ」ｐ２１３）。それは、「近代的自我」が苦手とすることのひとつとい

えるのではないでしょうか。 

 

   ⅳ 「健康でない生命」の立ち位置  

    自然科学の「進歩」とか「発展」に結びついたところで、できる限り治癒

させ健康にする手立てを探る方向は、いわゆる慢性病や難病等「健康でない生命」

に対する社会の立ち位置を曖昧なものにしているようにもみえます。 

 

② 「新しい病」と客観的観察・自然科学的手法の再考 

   自然科学の発展とともに、観察者と観察対象である自然を切り離し、客観

的観察によって知見を得るという自然科学的手法が主流を占めてきたことは、医学

における治療つまり患者と医師の関係においても基本的な姿となっています。しか

し＜近代＞社会になり、神経症のように薬も手術も効果をもちにくい病が増加して

くると、その治療においては「『近代的自我』の外に価値あるものが存在する」こと
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が重視されるようになってきます。「『近代的自我』の外にあるもの」とは「無意識」

を指しますが、患者の「無意識」に対応するためには、治療者も患者の「無意識」

に関わる（治療者も患者の一部になる）ことが求められてくる、いいかえれば患者

と治療者を互いに「他と切れた、他に依存しない存在として確立し、他から独立し

た主体性をもつ存在」とみることへの「再考」が促されてくるように思われます。 

 同様に、観察者と観察対象である自然を二分法的に切り離し、客観的観察によっ

て知見を得るという自然科学的な手法を人間の相互関係のあり方にも及ぼすことの

問題点は、教育学や心理学の領域において、子どもやクライアントを観察対象とし

てみること、すなわち教育者や観察者を子どもやクライアントと切り離す手法への

批判としても指摘されてきています。 

 

  ③ 境界（間）への挑戦 

  以上のことは、「『近代的自我』の他を対象化して把握する力」あるいは我々が

ともすると二分法によって物事を考える傾向にあることを評価しつつも、他面では、

その再考をも促しているといえるでしょう。障害者問題を解決していくためには、

主体・客体の重なりあい、つまりその境界（間）への挑戦が求められている、とい

うことではないでしょうか。 

 

４、「人間が人間として生きる権利」に含まれる要素を再考するー 見落としてき

たものは何か？ 

  

（１）これまでの確認 

   ① 自由権・平等権を中心とした人権体系 

現在、実定法制度として定立されている人権体系には、自由権を中心と

し、それに若干の「生存権」的要求を充たすための社会権を加味した構造をとるも

のが多いといわれています。 

   ② ＜近代＞西欧の所産 

注目したいことは、自由権（平等権）を中心とする人権体系は、アジア・

アフリカ社会においては、その起源を見出すことができず、その所産物を継受した
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場合にのみ発見しうる制度である、といわれていることです。つまり、自由権（平

等権）を中心とする人権体系は、＜近代＞西欧の所産だということになります。 

 

（２）自由・平等が中心とされたのはなぜか 

＜近代＞における西欧社会の人権体系は、「自由権」（平等権）を中心に構成

されています。それは、「自覚的主体的」な人間が他者から侵害されないことが、人

間として生きる条件であるという考え方をあらわしています。河野さんの「障害者

は機能だけではなくて、社会的障壁との相互作用によって、一般の市民と同じよう

に地域社会で自立して生活することを、あらゆる面で妨げられている」という指摘

にも、「＜近代＞における西欧社会の人権体系のあり様」が反映されている、とみる

のは誤りでしょうか。「従属としての障害（者）」という把握においては、「生存する

こと」「生存できること」は、むしろ暗黙の前提であって「いかに生きるか（他の市

民と同じように自由・平等に生きること）」にその関心が向けられているように私に

はとれるのですが、どうでしょうか。 

遡ればこうした把握の背景には、自然科学的認識を武器として自然を分析・支配

し、進歩や発展をめざすことができる「人間への全幅の信頼」が関係しているよう

にみえることは先にも述べました。「進歩」とか「発展」の概念は、他者に向けられ

る「人間が人間として生きる権利」の主張のあり方にも影響を与えているように窺

えます。 

 

 （３）「人権」を考える根底になにを置くか 

  自然科学の進歩や発展が、資本主義経済の発展を促してきたことは否定できな

いでしょう。そして産業の自由活動を確保するために、市民法上の自由権、とくに

財産権の保障という論理構造がとられてきたことも指摘されてきたところです。 

 進歩や発展をめざすことができる「人間への全幅の信頼」に裏付けられた「生

存すること」「生存できること」への自信は、「財産」の所有と直接 間接に結びつ

いていることが少なくないように思われます。結果、そこでは、（進歩や発展あるい

は「財産」の所有とは無関係な）「人間として生きる」ための多くの主張が、視野の

外に置かれてしまってきたのではないでしょうか。 
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このようにみてくると「所有」を「人間の原点」とし、「人権」の中枢的概念とす

る考え方に対して、「人間の社会生活の基点に労働を置く」（その保有者の生命の保

持あるいは自己保存を目的とする）という考え方が、「人権」の理論的考察の鍵とな

る、という指摘には極めて重要な示唆が籠められているように思えてきますが、詳

細は次章に譲りたいと思います。 

 

四 見落としてきたことを踏まえてー「人間が人間として生きる権利」の再考 

 

 １、「近代的自我」の課題を超える視点 生存にとっての他者 

「近代的自我」に関わる諸側面は、「死、老、病」などを疎ましいものとして

社会システムから排除しようとする傾向、さらにいえば「西欧の白人成人男性の考

え方に基づいて物事が決定・処理され、障害のある人びと等、特定の属性をもつ人々

の思いの実現を無視し、差別あるいはその存在を排除してきたといわれること」と

も繋がっているように思われます。それはなぜなのか。以下では、その理由を今一

度整理・確認するとともに、「近代的自我」の課題を超える視点をどこに求めてい

ったらよいのか、探っていきたいと思います。 

 

（１）＜近代＞における進歩・発展 

  ①「健康でない生命」の軽視 「健康でない生命」の生存の希薄さ 

主観・客観の二分法を基本に、「『近代的自我』により他を対象化し把握

する力」は、自然科学や医学等様々な分野において進歩や発展をもたらしました。

それはすばらしいことではありますが、他面でそれは「人間の力強さ」「健康であ

ること」への過大な評価に繋がり、社会の進歩や発展に寄与しにくい「健康でない

生命」の軽視に陥りがちになることは見やすいところです。生活が危機的状況にな

るほど、高齢者や障害者の存在意義がゆらぎ、社会ダーウイニズムに繋がる動きが

顕在化してくるのも、ひとつには「人間の力強さ」「健康であること」への過剰な

評価と関係しているようにみえます。では、それを克服する鍵はどこにあるのでし

ょうか。翻ればそれは、西洋人の自我（心の意識のあり方）が、「他に依存しない

存在」として確立し、他から独立した主体性をもつ、ことにも関係しているように



Ⅱ 特集 ３ 河野論文を受けて 橋本補論 

 

117 

 

みえますが、そのことについては後に詳述したいと思います。 

 

   ② 発達と変化（横への発達） 

    ⅰ＜近代＞と発展 

「健康でない生命」が軽視されやすいことの理由のひとつは、「健康でない生命」

が社会の進歩や発展に寄与しにくいことにあることは、先の指摘からも推察される

ことです。しかしながら進歩や発展は、人間にとってすべてでしょうか。想起した

いことは、「進歩」とか「発展」「発達」の観念が重視されてくるのは＜近代＞に

なってからだと指摘されていたことです。一般的な意味でいわれる「発展」「発達」

という言葉には、自己を完成させていく、いいかえれば完成された人格というもの

があり、下からそこに段階的に近づいていくというイメージが強いこと、そしてこ

うした発達のイメージにあたって他者の存在が特段には意識されていないことにも

再考の余地がありそうです。  

    ⅱ 変化（横への発達） 他者との関わりの中での発達 

 近江学園、びわこ学園を創設した糸賀一雄は、人間がより難しいことができる

ようになるだけでなく、多様な能力を身につけたり発揮できる場面が広がって、人

との関わりが広がり生活に幅が出てくることも「横への発達」だと指摘しました。

また能力だけでなく、気持ちが育つ、価値意識が深まるなど、人格が豊かになって

いくことも大切な「横への発達」と考え、力の獲得と人格の形成とを統一的にとら

える発達観を提起し、生活や人生が豊かになっていくことにつながる「横への発達」

をめざすことが重要であると指摘しました。 

高齢社会の中で増加してきている認知症や「ねたきり」の高齢者をはじめ、重度

の障害をもつ人たちと、その人たちを介護する他者との間に結ばれる関係が、労働

力としての有価値性重視から人間の尊厳を守る新たな発見の機会（場）になってき

ているのは見逃せないところです。私達はその関わりを通じて、人間が縦方向に上

昇するだけでなく、お互いが横へも広がり、発展、成長することに気づかされるこ

とがあるからです。 

 「成長すること」は、多くの場合、人間の縦方向の上昇に着目することと表裏一

体の関係にあります。しかし重度の障害をもつ人との関わりを通じて、私たちは、
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人間が縦方向だけでなく、横方向へも「発展」「成長」していくことでより充実し

た生き方ができるのだということ、どんなにわずかでも横につながることでの新た

な成長、発展の機会を見出していく、その質的転換を感じることが豊かさをつくる

のだということ、そしてそのことを私たちは、永い間忘れていたことに気づかされ

ます。糸賀一雄が、「この子ら（重度の障害をもつ子供達をさす。橋本注）に世の

光をではなく、この子らを世の光に」という言葉を残してから多くの時間が流れま

したが、この言葉にこそ私達が今後を見据える原点が示されているといえないでし

ょうか。障害をもつ人と他者との関わりは、「人間の生命活動そのものとしての労

働」を原点にすえた人間相互の関わりを取り戻す現代的な契機を含んでいるように

思われます（②に関しては、橋本宏子「社会保障と未来社会への展望」ｐ７０及び

同稿に記載の引用文献参照 神奈川大学評論 ７２号 ２０１２年所収）。 

  ⅲ Right to Development 

  ＜注１＞で言及したように、Right to Developmentという言葉は、1997年

の国連宣言に含まれている言葉ですが、宣言の中では、集団としての発展という意

味と、一人一人の人間が個人の尊厳を最後まで捨てない、排除されない、消せない

という意味が含まれているとされますが、このことが上のこととどのような繋がり

をもつのか、もたないのか、今後の検討課題のひとつと考えます。 

 

（２）境界（間）への挑戦 

   ① これまでの確認 

   慢性病や難病のように「治癒」が難しい病への医療のあり方、障害年金でい

われる「治癒」や「固定」をどう考えるのか、神経症のように薬も手術も効果をも

ちにくい病への対応等々が抱える課題は、「『近代的自我』の他を対象化して把握す

る力」に関係する問題であると同時に、我々がともすると二分法によって物事を考

える傾向にあることへの再考を促しているようにみえます。障害者問題を解決して

いくためには、自・他の境界（間）への挑戦が求められてきているのではないでし

ょうか。 

 

② 個と他者―全体的関係性について  
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 教育学や心理学の領域において指摘されてきている子どもやクライアント

を観察対象として、観察者と切り離す手法への批判は、客観的観察によって知見を

得るという自然科学的な認識の重要性を認めつつも、それとは異なる視点からの、

つまり「自分が他者の中に入ったものの見方」の重要性にも関心を向ける必要性を

示唆しています。「自分が他者の中に入ったものの見方」は、観察者と観察される現

象の間を切断するのではなく、重ね合わせるという意味では、境界（間）への挑戦

のひとつといえるでしょう。 

観察者と観察される現象とを明確に区別して考えることが不可能な場合があるこ

とは、現代の理論物理学（量子物理学）においても指摘されています。観察者も現

象のなかに組み込んで全体的関係性を問題にしなくてはならなくなってきていると

いうことでしょう。では全体的関係性とはどのようなことでしょうか。それは、個

人が個人として独自でありながら、そのなかにすべての人を含み、すべての人との

関係性のなかに個人が存在している、ことを意味する、とされます。重要なことは、

このような全体構造が共時的に存在しているということであり、人間の生命・生存

を、原因と結果という継時的な連鎖だけで認識しないということであるといわれて

います。「共時性」についてはさらなる説明が必要になりますが、この程度の指摘に

留めておきたいと思います。ここで思い出しておきたいことは、西洋人の自我（「近

代的自我」ともいわれ、「西欧の白人成人男性」像さらには「市民法的人間」像すな

わち「自覚的主体的人間」像とも同義といえるでしょう）が、「他に依存しない存在」

として確立し、他から独立した主体性をもつ、と表現されていたことです。そして

重要なのは、上記下線部分にいわれる「関係性のなかに個人が存在している」とい

う状態とはそれはまったく異なっていることです。 

  ③ 生存にとっての他者 

   心理学者 ユングは、はじめ自我を「個人の意識体系の統合の中心である」

と考えていましたが、無意識の世界の重要さと強力さを自ら体験し、自我を自分の

中心とは考えられなくなっていったといわれています。このことは、「（「近代的自我」

の）中心性の喪失」を意味し、自己（無意識）の重要性を示唆しています。自己（無

意識）を形成しているは、他者（精神的存在としての自己）であるとユングはいっ

ています。 
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 この「他者（精神的存在としての自己）」という指摘は、上記の「個人が個人とし

て独自でありながら、そのなかにすべての人を含み、すべての人との関係性のなか

に個人が存在している」という表現に繋がるもののように思われます。 

 

（３）注目される「複雑性」や「不完全さ」 

 ① 「完結」（あるいは「成長」）の条件である「複雑性」や「不完全さ」 

   上の「個人が個人として独自でありながら、そのなかにすべての人を含み、

すべての人との関係性のなかに個人が存在している」という指摘は、人間は、環境

や他者からの働きかけで自己を自己にしていく、つまり個としての人間（ひいては

生物としての個体）は、自らの力だけで発展・成長するわけではなく、環境や他者

との関わりを通じて、不完全な状態」の中で活動を展開し、かつ自己を「完結」さ

せていく。一見矛盾するようですが重要なことは、個々人が、一人の人格をもった

自己として、「完結」していく条件として必要なのが、むしろ「不完全さ」ではない

かということです。人間が自己を「完結」（あるいは「成長」）させていくためには、

環境や他者との相互作用を通じて、たえず「不完全さ」（フレキシビリティ）を維持

すること、そのことに注目することは、「西洋＜近代＞の自我がめざした進歩と発展」

とは異なる視点を提起することのように思われます。 

 

 ② 治癒と固定に関連して 「複雑性」ということ 

  人間は主観・客観の二分法によってものごと考えることを好むといわれていま

す。治癒と固定という把握の仕方も二分法に依拠しています。二分法を超えて、治

癒と固定の間にあるものをどう捉えるか。このことについての直接の回答に繋がる

わけではありませんが、ヒントになりそうなことのひとつは、上で述べた「複雑性」

ということです。一人の人間が、関係性を構築していく対象（ここでは、治癒とか

固定が問題になっている対象）は、常に不完全かつ複雑なものであり、したがって

双方（ここでは、私達と対象）が複雑であり続けることを保持（相互承認）するこ

とが、多くの可能性を磨耗させないためには重要だということです。「要素が不確定

性、不完全性をもっているから秩序が発生する」のであり、「異なっていることによ

って、かえって秩序ができ、発展していく」という視点をあわせ持つことが、治癒



Ⅱ 特集 ３ 河野論文を受けて 橋本補論 

 

121 

 

と固定を考える上でも必要なように思われます（（３）の記述については、橋本宏子

「中間媒介組織としての社会福祉協議会」ｐ７８～８０及び同稿記載の引用文献参

照 橋本宏子・飯村史江・井上匡子編著『社会福祉協議会の実態と展望』日本評論

社 ２０１５年）。  

 上のことは、障害年金に関わる専門職自身が日常的な、生活者としての感覚を持

って、関係性を構築していく対象（ここでは、治癒とか固定が問題になっている対

象）と向き合うことにも通じることではないでしょうか。「新しい科学を生むには、

科学そのものの変化と科学者の変化とが不可欠であり、ある意味必然です。さらに

いえば、自然と向き合うという姿勢が生れることが、近代が依拠してきた世界観の

見直しという、大きな問題に繋がるはずです」（注５）。 

 

２、生存権（人間として生きる）を原点にー自由・平等＜生存 

 

（１）確認 考え方の整理 

① 特殊近代西欧的な「人権」概念とされる「自由権を中心とする人権体系」

は、「自覚的主体的」な人間が他者から侵害されない（「自由・平等」の重視）とい

うことが、人間として生きる条件であるという考え方を表現しています。 

② これに対して「生存権」を、あらゆる｢人権｣の根本基準とすることは、

「人間として生きる」という点にアクセントが置かれることになります。 

③ 人間としての本源的自然的な要求から発生する「人間として生きる」こ

との要求のなかには、特殊近代西欧的な「人権」概念では包摂しきれないものがあ

るのではないでしょうか。 

 

 （２）他者から侵害されないことが、人間として生きる条件であるという考え方

と「人間として生きる」を根本基準とすることの違い 

  前者の考え方は、「生存すること」「生存できること」は、むしろ暗黙の前提と

されていて、他者から侵害されないことにウエイトが置かれています。「人間として

生きる」ことに重心をすえる考え方にはあまり関心が示されていないようにみえま

す。この点にこそ、２つの考え方の基本的な相違があると考えます。 
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（３）特殊＜近代＞西欧的な「人権」概念では包摂しきれないもの 

  ① これまでの確認 

自然科学の進歩や発展が、資本主義経済の発展を促してきたことは否定できな

いでしょう。そして産業の自由活動を確保するために、市民法上の自由権、とくに

財産権の保障という論理構造がとられてきたことも指摘されてきたところです。無

限の進歩や発展を可能とする「人間への全幅の信頼」に裏付けられた「生存するこ

と」「生存できること」への自信は、「財産」の所有と直接 間接に結びついている

ことが少なくないように思われます。 

結果、そこでは、（進歩や発展あるいは「財産」所有との関係が希薄で）生存す

ること自体に課題をもつ人びとの「人間として生きる」ための多くの主張が、視野

の外に置かれてしまうのではないか、という疑問が生じてきます。 

 ② 十分でない人権保障 

上では、特殊＜近代＞西欧的な「人権」概念のもとでは、「人間として生きる」

ための多くの主張が視野の外に置かれてしまうのではないか、と指摘しました。以

下の二点も「『人間として生きる』という視点からみた場合には課題も残されている」

と考えます。その意味で上のことに関係する問題のように思います。 

ⅰ 労働力の資本に従属する関係 

先に指摘したように、現在実定法制度として定立されている人権体系には、自

由権を中心とし、それに若干の「生存権」的要求を充たすための社会権を加味した

構造をとるものが多いといわれています。では、「『生存権』的要求を充たすための

社会権を加味した」とはどういうことでしょうか。何が問題なのでしょうか。それ

は「人間として生きる」ための要求を充たすものではないのでしょうか。 

資本制社会では、あらゆるものが商品という形態をとることになりますが、労

働もまた然りです。資本制社会では労働もまた自由で平等な商品交換の文脈の中に

位置づけられていることになります。しかし資本主義経済が成熟し、恐慌が繰り返

されるようになると、雇用契約に象徴的にみられるように、自由・平等の名のもと

に実質的な不自由・不平等が顕在化してくることになります。こうした社会的経済

的背景の変化を受けて、１８７０年代頃から西欧各国ではいわゆる社会政策が普及
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してくることになりますが、社会政策を通じて生存権が人権体系のなかに包摂され

たとしても、資本制生産関係、すなわち、労働者の資本に従属する関係を保障する

（「商品」としての労働力を保障する）ことの中に組み込まれた人権体系を考えるこ

とは、そもそも論理矛盾となり、「人権擁護」として、人権「一般」を擁護する意義

は、そこからは生じにくいのではないか等の疑問が残ることになります。 

こうしたことからすると、「『生存権』的要求を充たすための社会権を加味した実

体法制度」は、特殊＜近代＞西欧的な「人権」概念のもとでは、「人間として生きる」

ための多くの主張が、視野の外に置かれてしまう、その一例を示しているようにみ

えます。先取り的にいえば、「障害年金の要保障事由」に関連して、私が「稼得能力

の喪失・減退」を中心として考えることに疑義を感じているのも、遡ればこのこと

にも関係しているように思います。 

 

  ⅱ 地域で自立して生活する平等の権利に関連して 

（ⅰ）河野さんは、あるべき障害者法においては、①差別禁止アプローチと

②自己管理型支援の法部門（パーソナル アシスタンスを含む地域生活支援サービ

スの整備を意味すると考えられる 橋本注）が車の両輪として必須不可欠であると

指摘しています（「障害法 創刊号」ｐ２０、２４）。 

（ⅱ）河野さんが「差別」「不平等」を起点としながら、（パーソナル ア

シスタンスを含む地域生活支援サービスの整備といった）障害者に対する国や社会

の「合理的配慮義務」が求められる分野をも組み込んでいるのは、「社会モデル―

人権モデル―法的人間像」についての河野さんの固有の理解が関係しているように

思われます（付記１参照）。 

   （ⅲ）ところで河野さんも指摘しているように、障害差別解消法８条２項に

よれば、民間の事業者の合理的配慮提供義務は努力義務にとどまります。そこでい

われる民間事業者には、たとえば地域生活支援を担う民間の指定障害福祉サービス

事業者（以下「サービス事業者」という。障害者総合支援法３６条等参照）も含ま

れることになると思われますが、障害差別解消法８条２項を根拠に、サービス事業

者への合理的配慮の請求権を直接導くことはできません。したがって民法の公序良

俗（民法９０条）、不法行為（民法７０９条）等を介して違法無効の確認を求め、
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損害賠償を請求する方法に依らざるを得ないことは、河野さん自身が指摘されると

ころです（「障害法 創刊号」ｐ１８参照）。 

（ⅳ）また障害者基本法４条２項、障害者差別解消法７条２項、８条２項の

「必要かつ合理的な配慮」は、条約上の appropriateの意味するところとは異なる

もののようにも窺われます。生存権を基底とする人権を保障し、実質的自由・平等

を確保するプロセスとするには、いくつかの媒介項が必要と思われます（付記１参

照）。 

  （ⅴ）アメリカでは、生存権・社会権といった政府の給付による直接的な権

利保障（positive rightsへの保障）は、連邦憲法においては第一義的なものとして

は実定法化されていません。そして連邦憲法の修正１４条の直接的な解釈適用の困

難な場合と連邦政府以外の平等侵害を防ぐためにCivil Right（公民権）の法理を発

展させてきたという経緯があり、憲法上の人権論に公民権法をどのように組み入れ

るかということは、アメリカ合衆国という国のあり方に関係して説明が必要と考え

られています。いずれにしても、ADA法（公民権法のひとつ）において合理的配慮

（reasonable accommodation）義務が挿入されたのは、上のようなアメリカの背

景があってのことに思われます。 

  （ⅵ）地域で「自立」して生活することが、「人間として生きる」ことのひと

つの姿だとすれば、そのために必要な地域生活支援を受けることは、生存権（人間

として生きる権利）の問題なのではないでしょうか。合理的配慮義務の請求権を考

えたとしてもその先には、（ⅳ）で述べたように、障害のある人が「人間として生

きる」ことを充たしていく確かな方向はみえてこないのではないでしょうか。そこ

には取り残されるものがあるような気がしますが、どうでしょうか（注６）。 

  （ⅶ）とは言え、生存権（人間として生きる権利）の問題として捉えたから

といって問題がすぐに解決するわけではありません。しかし「人間として生きる」

ことを基礎にすえることで、より確実な方向を見出す道筋が開けてくるように思わ

れます。 

「権利」という言葉は、人間の本源的自然的要求の意味で使われる場合と国家の

実定法制度として規定された「人権」の意味で使われる場合があります。先にいう

「人間として生きる」というのは前者の意味です。しかしこの考えには続きがあ
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り、人間の本源的自然的要求としての＜人間として生きる＞ことへの要求は、日本

国憲法の人権規定のなかに含まれている、具体的には憲法１３条を根底におき、

それを受けた憲法２５条を初めとする憲法の諸規定に人間としての本源的自然的

要求が含まれているとみています（後述）。障害者権利条約のいう人間の尊厳を最

上位規範とみる考え方ともそれはどこかでつながっていくのではないかと考えま

す。 

 

 （４）「人間として生きる」 

先には「『人間として生きる』という視点からみた場合には課題もある」という

観点から、ⅰ 労働力の資本に従属する関係の問題 ⅱ 地域で自立して生活する

平等の権利に関連したところでの合理的配慮提供義務の問題 の二点をとりあげま

した。ここでは、「人間として生きる」ことにより直截的に接近してみたいと思いま

す。 

 

   ① 「人間として生きる」とは 

あらためて考えてみたとき、「人間として生きる」とはどういうことなので

しょうか。「人間として生きる」という欲求は、人間としての本源的自然的な欲求か

ら発生するものですから、具体的内容は千差万別です。これだと定義できるもので

はありませんが、テレジア・デゲナー（Theresia Degener 国連障害者権利条約

特別委員会＜２００２～２００６＞に参加。国連障害者権利委員会前委員長）の以

下の指摘は、障害のある人が「人間として生きる」姿を如実に示しているように思

われます。 

② テレジア・デゲナーの指摘 

 T・デゲナーは、国連の特別委員会の委嘱により執筆された著書（共著 

Human Rights and Disability 2002年）の中で次のように述べています。 

下記ⅰの指摘が注目されるのは、障害のある人個々人が、個々の健康状態や身体

的特徴を包含したそのままの姿で「人間として生きること」を捉えていることだと

思います。また下記ⅱも含蓄のある指摘ですが、この点については後で触れたいと

思います。 
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ⅰ 人権モデルにおいては第一に、「人権がある一定の健康あるいは身体

的状態を要件とするものでないこと」は確かである。これに対し社会モデルは、障

害が社会的に構築されたものであることを説明するだけにとどまっている。First, 

the human rights model can vindicate that human rights do not require a certain health or 

body status, whereas the social model can merely explain that disability is a social 

construct.  

 ⅱ 人権モデルは第三に、障害を「生活の質を下げるかもしれない状態で

はあるけれども、人間のひとつの姿であり、それゆえに人間の多様性のひとつとし

て尊重されなければならない」ものとして理解する Thirdly, the human rights model 

embraces impairment as a condition which might reduce the quality of life but which 

belongs to humanity and thus must be valued as part of human variation 

 

③ 生理的、心理的な困難 

 なお池原さんは、社会構造とは直接的な関連性の乏しい各人の機能障害に

よる生理的、心理的な困難（苦痛を伴う機能障害や進行性の機能障害のある人々の

固有の経験、苦痛や健康や死への不安）について指摘しています（「障害法 創刊号 

ｐ１００、ｐ１０２参照」。「人間として生きること」を考える上では落としてはな

らない視点だと考えます。 

 

 （５）「障害年金の要保障事由」と「稼得能力の喪失・減退」 

  障害のある人の「稼得能力の喪失・減退」を問題とすることは、突き詰めてい

えば稼得能力を喪失・減退する前の状態と（端的にいえば健常者と）、障害者を比較

することになるのではないでしょうか。もっといえば、それは「人権がある一定の

健康あるいは身体的状態だけを要件とする」ことにつながるのではないでしょうか。

さらに問題なのは、「障害年金の要保障事由」を「稼得能力の喪失・減退」と結び

つけて捉えてしまうと、そこからは当該障害者が、現状の健康状態や身体的特徴を

包含したところで「人間として生きようとすること」を、「障害年金の要保障事由」

と積極的に結びつけてとらえることができなくなってしまうのではないかというこ

とです（上の（３）②のT・デゲナーの指摘ⅱ参照）。「障害年金の要保障事由」と
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「稼得能力の喪失・減退」とを結びつけて捉えることは、「個々人のそれぞれに則し

た権利保障」という昨今の国際人権の発展とも逆行することのように思われます＜

注２＞。 

１８７０年代頃から普及してくる社会政策を通じて生存権が人権体系のなかに包

摂されたとしても、資本制生産関係、すなわち、労働者の資本に従属する関係を保

障する（「商品」としての労働力を保障する）ことの中に組み込まれた人権体系を考

えることは、そもそも論理矛盾となり、「人権擁護」として、人権「一般」を擁護す

る意義は、そこからは生じにくいことについてはすでに指摘しました。もとより、

そのような人権体系のもとでも、生存権を基底とする人権を保障し、実質的自由・

平等を確保するプロセスを構築する努力が積み重ねられてきたことは事実です。し

かし昨今の国際人権の発展を踏まえ、「人間として生きる」ことの契機を新たに見出

そうとしているにもかかわらず、障害年金の分野において、「稼得能力の喪失・減退」

を起点として問題を捉えることは、方向を逆転させることのように思えるのですが、

どうでしょうか。 

 

（６）「人間として生きる」ことと日常生活、社会生活 

  

 ① 問題の視角 

    ⅰ 「障害年金の要保障事由」を「稼得能力の喪失・減退」と結びつける

のではなく、現状の健康状態や身体的特徴を包含したところで、人びとが「人間と

して生きようとする意欲」を、「障害年金の要保障事由」と積極的に結びつけて考

えることが重要なのではないでしょうか 

    ⅱ 障害程度要件の認定に関連して、「当該機能障害と社会の関係性から

生じる日常生活または社会生活上の支障の存在」が指摘されています（日弁連高齢

者・障害者権利支援センター編「法律家のための障害年金実務ハンドブック」ｐ７

８ 民事法研究会 ２０１８年。以下「ハンドブック」という）。 

    ⅲ 現行法令に則して考えるなら、むしろ障害認定の評価基準とされてい

る「日常生活能力」についての考察を、行政解釈の理解を超えて深め、それを基軸

に発展的に理論を展開していくことが、解釈論を考える上でも、立法政策を論じる
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上でも重要ではないかと考えます。 

    ⅳ ここでは上記の関心から、日常生活、社会生活を「人間として生きる」

ことに結びつけて考えてみたいと思います。 

   ⅴ これまで述べてきたことを踏まえ、私は「所有」を「人間の原点」と

し、「人権」の中枢的概念とする考え方に対して、「人間の社会生活の基点に労働を

置く」という考え方が、「人権」の理論的考察の鍵となると考えています。ここでは

その意味することについても、上記に絡ませながら考えてみたいと思います。 

 

② 「人間の社会生活の基点に労働を置く」という場合の「労働」に関しての哲

学的な把握は、枚挙に暇がありませんが、ここでは以下の二点をとりあえずの出発

点として記述を進めたいと思います。 

 ⅰ 労働は、言語活動、認識活動とともに、人間の基本的な活動である。 

 ⅱ 労働を通じて、人間の基本的な精神的、肉低的諸能力、ならびにその総体

としての人格が形成される。 

 

 ③ 生存権を起点とするロックの人権体系 

 

ⅰ 「生存権」を起点とした自由権・財産権の存在事由と限界の把握 

 ロックは自然法思想家のひとりです。ここでなぜ自然法思想なのかというこ

とになりますが、煩雑になるのでその理由は注にまわしたいと思います（注７）。 

ロックの人権体系は、「生存権」を起点として、自由権・財産権の存在事由と限

界を把握しようとしたものと指摘されています。ロックは、人は生まれながらにし

て自由であり平等であるという観念から出発しています。そしてこの自由を保持す

るため政治社会を形成する、とされるわけですが、ロックにおいては、この自由は、

抽象的な自由一般の概念ではなく、絶対専制権力からの自由であり、その自由は自

己保存のための自由であるといわれています。ロックは、この自己保存権をしばし

ば「財産プロパティ」を保存するため、と記していますが、ここでいわれるプロパ

ティとは、「生命・自由・財産（注 狭義の概念としての財産であり、主として不動

産を意味する estateという概念を用いている）」と説明されています。ロックにお
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ける「プロパティ」の重要性は、生命・自由・財産がプロパティとして統一的に把

握されていることです。その意味で、ロックの人権体系は、自由権・財産権の存在

事由と限界をおさえたうえでの「生存権」の成立条件を把握しようとしたものとい

うことになります。簡単にいえば、自由や財産は、「人間として生きる」ための条件

としてあるということでしょう。では、「人間として生きる」とはどういうことなの

か、が次に問題になってきます（ロックの人権体系についての記述は、前掲 下山

「人権の歴史と展望」ｐ３０～４４による）。 

 

  ⅱ 生存のための労働 

   ロックは、次のように述べています。狭義の財産の限界は、各自が本来所有

する「身体」を動かすこと、すなわち「労働」により、その生命・身体の維持（自

己保存のための自由）に必要な限度で認められる。 

 わかりやすいところで考えれば、そこでの「労働」は、「生命・身体を維持するた

めに身体を動かすこと」ですから、農作業等がその典型的（原初的）かたちとなり、

狭義の財産の保有は、例えば農作業をするのに必要な限度で認められるということ

でしょうか。 

 

  ⅲ 人間の社会生活の基点に＜労働＞を置くということ 

   上に指摘したようにロックは、狭義の財産を保持することの限界は、「労働」

によりその生命・身体を維持（自己保存のための自由）するために必要な限度で認

められるとして、本来的な欲望を充たす限度を指示しています。このことから、「ロ

ックは、人間の社会生活の基点に労働を置いている」という考察がなされ、「所有」

を「人間の原点」とし、「人権」の中枢的概念とする考え方に対して、「人間の社会

生活の基点に労働を置く」考え方が、「人権」の理論的考察の鍵となる、という指摘

がなされています。 

 

 ③ ロックの労働を発展的に理解する 

  ⅰ ロックは労働の目的を「生命・身体の維持」に置いています。そのことか

ら農作業等が、労働の典型的（原初的）かたちとして浮上してきます。 
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  ⅱ ロックのいう「生命・身体の維持」を、現在の人権体系を理解するために、

発展的に捉えるなら、「人間が人間として生きる」ことと同義といえないでしょうか。

そうだとすると労働の目的は、「人間が人間として生きる」ことを維持することにあ

るといえるのではないでしょうか。 

   

 ④ 「人間が人間として生きる」 

  ⅰ 確認 「人間が人間として生きる」 

「人間として生きる」とはどういうことなのでしょうか。「人間として生きる」

という欲求は、人間としての本源的自然的な欲求から発生するものですから、千差

万別であり、これだと特定できるものではありません。しかし、ロックが想定した

ような直截的な「生命・身体の維持」が基底をなしていることは忘れるべきではな

いでしょう。ここではそのことを前提とした上で（そのことに関係した形で）、「人

間として生きる」上での他者（含む自然）との関わりの重要性に触れておきたいと

思います。 

 

  ⅱ 生存にとっての他者 

「他に依存しない存在」として確立した「近代的自我」は、「市民法的人間

像」、「自覚的主体的人間」像、「西欧の白人成人男性」像等々のなかにその姿を反

映しているようにみえます。「自覚的主体的人間」像の理論的な創出が＜近代＞と関

係していること、いいかえれば「自覚的主体的人間」像が資本制社会において必要

とされたことは、すでに指摘しました。しかし実際には、社会関係を抜きにして抽

象的人間を論じることは現実的ではありません。「他に依存しない存在」としての

「近代的自我」のもとで「対話」や「神」が重視されてきたのは、「他に依存しない

存在」をもう一度つなぎ合わせる意味をもってきたといえるでしょう（付記４参照）。 

最近では、こうした「近代的自我」のもつ限界―そもそも人間は他者（含む

自然）の存在があって初めて「人間として生きる」ことができる、もっといえば個々

の人間は、それとして独立した存在であるわけではなく、全体的関係性の中で初め

て存在するという視点の重要性も注目されてきていることは前述のとおりです。個

人が個人として独自でありながら、そのなかにすべての人を含み、すべての人との
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関係性のなかに個人が存在している、ということでしょうか（上記 ② 個と他者

―全体的関係性について 等参照）。 

 

 ⅲ 「自己」の実現の場としての日常生活・社会生活 

   上のことからすると、「人間として生きる」（生命・身体を維持する）ために

は、他者（あるいは対象）との関わりが不可欠ということになります。そのことは

表現をかえれば、人びとが個々の目標をもちながら、日々様々な他者（あるいは対

象）とかかわっていく、そのかかわりを通じて、かかわるすべての他者（あるいは

対象）が「自分のこと」になる、つまり「自己」の実現として、毎日のことが重み

をもってくることを意味するようになることを示しています（「小説の中の『自己実

現』の位相」ｐ２９２～ｐ２９８参照 河合隼雄著作集第Ⅱ期第２巻 心理療法の

展開 ２００２年 岩波書店）。 

 

  ⅳ 労働の目的は、日常生活・社会生活を「自己」の実現の場として維持する

こと 

   本文ではこれまで、ロックの指摘を発展的に捉え、労働（身体を働かすこと）

の目的は、「人間が人間として生きる」ことを維持することと捉えてきました。上記

のことを踏まえれば、日常生活・社会生活を「自己」の実現の場として捉えて生き

ることは、まさに「人間が人間として生きる」ことのひとつの姿を示しているとい

えるのではないでしょうか。日常生活・社会生活を「自己」の実現の場と捉えて日々

を生きる（生命・身体を維持する）ことは、労働の大きな目的のひとつということ

になりそうです。 

 

 ⅴ 社会生活とは、日常生活とは 

  「ハンドブック」は、「『社会生活』とは、必ずしも所得を伴うものに限らない。

社会改善のための市民活動等、無償の社会参加活動も有償の活動と変わらぬ意義が

個人のためにも社会のためにも存在する」「人の日常生活は、居宅内での生活・社会

的生活・職務上の生活等から構成され、人とコミュニケートしたり、家事をこなし

たり、趣味を楽しんだり、金銭管理をしたりしており、日常生活能力とはさまざま
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な総合的な能力のことである」と述べています（ｐ７９）。 

  上の指摘を「自己」の実現の場としての日常生活・社会生活という視点と重ね

あわせることによって、その意味することはさらに具体性を帯びてくるように思え

るのですが、どうでしょうか。 

就労支援施設や小規模作業所で働く場合はもとより、障害者が雇用契約により

一般就労をしている場合であっても、就労が「自己」の実現の場としての日常生活・

社会生活の維持に含まれることはいうまでもありません。働いていることだけで「障

害年金の要保障事由」を欠くことにはならない、と考えていきたいものです（年金

受給に係る所得制限の問題はでてくるかもしれませんが）。 

 

  （７）当該機能障害と社会の関係性から生じる日常生活または社会生活上の支

障 

 

    ① 問題の確認 

     ⅰ T・デゲナーは、障害を「生活の質を下げるかもしれない状態ではあ

るけれども、人間のひとつの姿であり、それゆえに人間の多様性のひとつとして尊

重されなければならない」と述べて、障害が生活の質を下げる可能性があることを

指摘しています。 

     ⅱ 上記のことは次のように捉え直すことができるのではないでしょう

か。障害のある人の人生が、本人にとって「価値あるもの」となり、また（私達に

とっても障害のある人の人生が）「人間の多様性を再評価する」ものになるために

は、障害のある人の日常生活・社会生活が、「自己」の実現の場として維持されてい

るという「生活の質」の担保が重要になります。障害はその維持へのバリアになる

可能性がある、ということではないでしょうか。 

  ⅲ 国際人権の動向や障害者基本法との整合性を考えると、わが国の現

行の年金法（国年法・厚年法）を前提としても、「日常生活または社会生活上の支障」

について、障害程度（状態）要件認定の際に考慮する実務上の留意が必要と思われ

ると指摘されています（「ハンドブック」ｐ７９参照）。 

  ⅳ 本稿は、「日常生活または社会生活上の支障」に係る実務上の留意を、
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上記ⅰⅱと絡ませたところで理解していく（捉えていく）ことを期待するものです。 

  ⅴ 立法政策としては、上記ⅰⅱのような視点にたって、法体系や手続

のあり方等を全面的に検討することが求められてくると思います。この点について

は、後に少し触れたいと思いますが、多くは今後の課題です。 

 

 ② 個々の目標を判断する 

     ⅰ すでに述べたことですが「人間として生きる」ためには、人びとが

個々の目標をもちながら、日々様々な他者（あるいは対象）とかかわっていくこと

が重要になります。そのかかわりを通じて、かかわるすべての他者（あるいは対象）

が「自分のこと」になる、つまり「自己」の実現として、毎日のことが重みをもっ

てくることになります。 

  ⅱ 本文では先に、「日常生活または社会生活上の支障」に係る実務上の

留意を、（（７）の①の）ⅰⅱと絡ませたところで理解していく（捉えていく）こと

を期待するものです、と述べました。 

  ⅲ 実務を念頭に置いた場合、日常生活・社会生活を「自己」の実現の

場として維持していく上での「支障」の有無を判断するためには、人びとの個々の

目標との関わりが重要になってきます。人びとの個々の目標が、どのようなものな

のか、ということが問題になってくるということです。以下ⅳ～ⅵのことは、「個々

の目標」と「自己」の実現を考える基本的な視点を提供しているように思われます。 

     ⅳ 使用価値は「そのモノとはきりはなせない本質を指す」 

  飛躍するようですが、アリストテレスは使用価値を「そのモノとはきりはなせ

ない本質を指す」と定義していたといいます。アリストテレスの使用価値について

の考え方は、中世やルネッサンス期においては、コミュニティや個人にとって「何

が必要なのか」を判断する上でも大きな影響を与えたとされています。しかし１９

世紀の社会においては、使用価値ではなく商品の交換価値が最も重要な要素となり、

このことが経済は無限に成長するという考え方に大きな影響を与えていくことにな

ったといわれています（橋本 宏子「社会保障と未来社会への展望」ｐ６６及び同

稿における引用文献参照 神奈川大学評論 ７２ ２０１２年）。 

ⅴ 生存のための労働と使用価値の類似性 
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  ロックは、狭義の財産の限界は、各自が本来所有する「身体」を動かすこと、

すなわち「労働」により、その生命・身体の維持に必要な限度で認められると述べ

ていました。ロックのいう「その生命・身体の維持に必要な限度」という指摘とア

リストテレスのいう「使用価値は、そのモノとはきりはなせない本質を指す」とい

う指摘には共通するものがあるように思いますが、どうでしょうか。 

    ⅵ 何をしたいか、どうありたいか  

  アマルチア・セン（Amartya Sen）は、ニーズを goods（商品 財産 物）へ

の必要としてではなく、doings and beings（何をしたいか、どうありたいか）へ

の必要として再定義すべきと述べているとされます（注８）。 

 

 ３、まとめ 

 

（１）出発点の確認 

本稿は、＜近代＞にかかる以下の二点を出発点とし、以下①②がそれぞれ「見

落としてきたものは何か」を検討し、「障害問題」を考える手がかりとしようと考え

ました。 

  ① ＜近代＞と「西欧の白人成人男性」（近代的自我）についての課題 

  ② ＜近代＞と権利についての課題 

 

（２）見落としてきたものは何か 

 そこからえた結論を簡潔に述べれば、 

① 上記①に対する結論 生存にとっての他者の存在の重要性  

その結論は、「他に依存しない存在」として確立し、他から独立した主体性を

もつと言われる「近代的自我」に対し、「生存にとっての他者の存在の重要性」を考

えることでした。 

 ② 上記②に対する結論 自由権・平等権＞生存権（社会権）から生存権＞自

由権・平等権への思考転換 

その結論は、自由権・平等権を中心とする人権体系から、「生存権」を起点と

して、自由権・平等権・財産権の存在事由と限界を考えることの重要性でした。 
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（３）①「生存にとっての他者の存在」と②「生存権」を繋ぐものはなにか 

  その繋ぎを求めて本稿では、 

ⅰ 自然法思想家の一人であるロックが労働（身体を働かすこと）の目的を「生

命・身体の維持」にあるとしていることに注目するとともに、ロックが人間の社会

生活の基点に「労働」を置いていることを重視しました。 

ⅱ こうして本稿では、ロックの考え方をふまえ、現在の人権体系を理解する

ために、労働と社会生活の関係に注目しました。その内容は、以下ⅲのとおりです。 

ⅲ 「人間として生きる」（生命・身体を維持する）ためには、他者（あるいは

対象）との関わりが不可欠ということになります。そのことは表現をかえれば、人

びとが個々の目標をもちながら、日々様々な他者（あるいは対象）と関わっていく、

その関わりを通じて、関わるすべての他者（あるいは対象）との関係が「自分のこ

と」として、自分の中に組み込まれていく、つまり「自己」の実現として、毎日の

ことが重みをもってくることになることを示しています。 

ⅳ 本稿では、上記のことを「労働と社会生活の関係」さらにいえば、＜生存

にとっての他者の存在＞と＜生存権＞を繋ぐ説明としてとりあえず理解することに

しました。 

 

（４）本稿と障害年金 

  ① 確認：「障害年金の要保障事由」と「稼得能力の喪失・減退」 

  障害のある人の「稼得能力の喪失・減退」を問題とすることは、突き詰めてい

えば稼得能力を喪失・減退する前の状態（端的にいえば健常者）と障害者を比較す

ることになるのではないでしょうか。もっといえば、それは「人権がある一定の健

康あるいは身体的状態を要件とする」ことに繋がるのではないでしょうか。さらに

問題なのは、「障害年金の要保障事由」を「稼得能力の喪失・減退」と結びつけて

捉えてしまうと、そこからは当該障害者が、（当該障害が、当該障害者の生活の質

を下げるものではあるかもしれないけれど）現状の健康状態や身体的特徴を包含し

たところで「人間として生きようとすること」を、「障害年金の要保障事由」と積

極的に結びつけてとらえることができなくなってしまうのではないかということで
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す。「障害年金の要保障事由」と「稼得能力の喪失・減退」とを結びつけて捉えるこ

とは、「個の尊重は人間の尊厳を確保するための不可欠な要素である」とする昨今の

国際人権の考え方と矛盾するもののように思われます。 

  ② 確認：「所得保障」の理解 

  １９８６年の基礎年金制度の導入を契機に、労働能力が２級以上の認定につい

ての尺度とされるかどうかは法的に非常にあいまいになりましたが、障害年金の主

な目的が所得の喪失や減少に対する所得保障であることは否定できません。本稿で

はそのことを念頭においてはいますが、①を踏まえ、「所得保障」を現状の健康状

態や身体的特徴を包含したところで「人間として生きる」ための生活（費の）保障

と考え、そのような視点から「所得の喪失や減少」を捉えたいと考えています。所

得の喪失や減少を、単に従前と比較して論じることはしないということです。 

  ③  確認：障害程度要件の認定に関連して、「当該機能障害と社会の関係性か

ら生じる日常生活または社会生活上の支障の存在」をどう認定するか。 

   ①②のことを前提とした場合、難しいのは障害程度要件の認定に係る問題で

しょう。ここでは「検討の方向性」について考えていることを指摘しておきたいと

思います。 

  

   ⅰ 本稿のように日常生活・社会生活を「自己」の実現の場として捉えた場

合には、当該障害者の日常生活・社会生活が、個々の目標との関わりでみた「自己」

の実現の場としてどのように位置づけられているのか、その場合に、当該機能障害

との関わりでどのような支障が生じているのか が問われることになります。 

 

   ⅱ しかし、人間は（障害の有無に関わらず）、常に「近代的自我」に象徴さ

れるような「自覚的主体的人間」として行動しているわけではありません。個々の

目標との関わりでみた「自己」の実現の場としての意識をもって、日常生活・社会

生活を生きている人ばかりではないということです。中には障害の故に、通常の言

語で上記に関係する自分の思いを表現したり、形成したりすることが難しい場合も

ありうると思います。 
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   ⅲ 厚生労働省の障害認定基準は、国民年金法施行令別表の障害等級１級「日

常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」、同じく２級「日常生活が著しい制

限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」

について、それぞれ評価を示しています（「ハンドブック」ｐ７８参照）。障害年金

実務にあたる実務家にとって障害認定基準に精通することは重要ですが、他面、障

害者権利条約が求める障害のある人の権利を保障するための実務基準としては、障

害認定基準には問題もあることを念頭に、障害認定基準に批判的・懐疑的な姿勢で

取組むことの重要性も指摘されています（「ハンドブック」p８６参照）。そもそも障

害認定基準とは、法律でも政令でもなく、行政内部の通達にすぎず、法規範性はな

く、通常、裁判所の判断もこれに拘束されないと考えられています（「ハンドブック」

p８６参照）。 

 

   ⅳ 上記のことを踏まえ、本稿では以下のようなことを考えています。すな

わち日々障害年金の問題に取組んでいる実務家の方々が、障害のある方々とともに、

障害認定基準とは別に、障害者権利条約が求める障害のある人の権利を保障するた

めの実務基準（準則のようなもの）をつくり、障害認定基準に批判的・懐疑的な姿

勢で取組む際の指針としていくことはできないかということです。実務基準の検討

においては、通常、私達は日常生活・社会生活をどう過ごしたいと思い、どうあり

たいと思っているのか、障害等級１級・２級に該当すると思われる人々にとって、

通常考えられる日常生活または社会生活上の支障とはどのようなものなのか、等々

が上でいう実務基準（準則のようなもの）を考える上での課題になろうかと思いま

す。 

 

  ⅴ もとより、日常生活・社会生活をどう過ごしたいと思い、どうありたいと

思うかは個々人によって異なります。またそれが見つからない、見つかりにくいこ

とについてもすでに述べたとおりです。特に障害年金の請求者のなかには、障害の

故に自分の思いを纏めたり、表現することが難しい人も少なくないように見受けら

れます（注９）。こうした場合にも、上で述べた実務基準（準則のようなもの）が当

該障害者のニーズを判定するひとつの拠所となるのではないでしょうか。当該障害
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が、日常生活・社会生活を送る上での支障になるかどうかも障害によって様々でし

ょう。言いたいことは、障害年金給付は、受給資格者の請求の上にたって、個々の

必要即応の原則（本人が日常生活・社会生活をどう過ごしたいと思い、どうありた

いと思うか）により処理するのが基本原則で、障害認定基準はその個別事案処理の

一応の内部的基準にすぎないということです。 

 

  ⅵ しかし個々の必要即応の原則にたつといっても、「個々の障害者が求める

ニーズを、障害程度要件の認定において具体的にどこまで反映させるか」について

は自ずと限界はあると思います。現状では、このあたりのことは不明確ですが、あ

るべき障害年金受給権の決定過程は、個々の障害年金受給権者のニーズを確認する

手続として構成されることが望ましく、その過程には本人はもとより本人の側にた

ってそのニーズの存在を代弁する人びとの存在は不可欠ですが、あわせて（言葉の

正確な意味での）保険財政の維持さらにいえば国民所得といった要素に規定された

社会保険（障害年金）にあてうる基金との「一種のつきあわせ」も必要になると考

えます（後述）。 

 

 （５）障害年金の立法政策を考える前提として 

 

 ① 河野さんとの対話の中で 

かつて河野さんとの対話の中で、話が先に引用した T・デゲナーの「人権モ

デルは、ある特定の健康状態や身体的特徴だけを是とするものではないことを擁護

する立場にある」という指摘に向かったことがあり、それとの関連で私が、障害年

金の要保障事由を「稼得能力の喪失・減退」と関連させて考えることへの疑義を述

べたことがありました。その時河野さんは、正確には覚えていませんが「それはそ

うだけれど、T・デゲナーの指摘は（人的・物的サービスや医療保険、生活保護など）

すべての領域に及ぶものだから、その指摘から＜障害年金の（固有の）目的を捉え

ることはできない＞」という趣旨のことをいわれました。まことに簡潔 明快で、

一種の「感動」を覚えたことを思い出します。しかしながら私は、メロディー（T・

デゲナーの上の指摘）は、一曲（人的・物的サービスや医療保険、生活保護などを
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含む社会保障制度体系全体）の中に流れるものでなければならないのではないか、

という思いを捨てきれないでいます。本文では、障害年金の立法政策をきちんと考

える余裕はありませんが、一曲の中に T・デゲナーの上の指摘がメロディとして流

れるためには、少なくとも以下のことが明らかにされなければならないでしょう。

結論に入る前にこの点について指摘しておきたいと思います。 

 

  ② 障害年金の受給権を生存権の視点から考えるために、念頭に置かなければ

ならないこと 

   ⅰ 社会保障の制度体系全体のなかでの障害年金制度の占める位置を明確に

すること 

   ⅱ 本稿では、自由権・平等権を中心とする人権体系から、「生存権」（人間

として生きる）を起点として、自由権・平等権・財産権の存在事由と限界を考える

ことの重要性を指摘しました。では、「生存権」という権利は、権利保障がなされた

権利なのでしょうか。「権利（法）あるところ救済方法あり」（Coke）でなければな

らないはずなのですが。問題のひとつはここにかかってきます（注１０）。 

 ⅲ 従来の法の多くは財産の私的所有を中心核に置いています。これに対し

社会保障は、人間のニーズ（思い）を中心核に置いています（人間として生きる、

日常生活・社会生活を「自己」の実現の場として捉える、といったことは、人間の

ニーズ（思い）に関係してきます）。したがって、その可変性をもつ「思い」のニー

ズをどう扱うか、いいかえれば、その「柔軟性」という要素を法がどのように取り

扱うかが社会保障法の基本問題のひとつとなってきます。つまり財産法的思考方式

にもとづく権利概念とは異なった権利概念の把握が必要ということです。 

  ⅳ 社会保障の（生存権の）権利保障においては、先にも少し触れましたが「国

民のニーズの一種の確認手続」ともいうべきものが、権利とその決定において重要

な役割を果たすことになると思われます。 

ⅴ 国際人権条約に規定された「権利」は、法規範としての記述としては完結

的なものではなく、権利主体が参加し、構成していくもの（constructive）であり、

その意味では、つねに権利主体に開かれた考え方が基底に置かれています。上の「国

民のニーズの一種の確認手続」との関連性が注目されるところです。 
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ⅵ 憲法２５条は、これまで貧困そのもの、又はその予防に対する所得保障と

の関わりで捉えられることが多かったと思います。障害年金も所得保障であること

に変わりはありません。しかし「生存権」（人間として生きる）を起点におくという

発想は、憲法１３条の規定のされ方のなかに「生存権的基本権」の意味を読み取り、

憲法１３条を核規定としてそれとの関わりで憲法２５条を含む憲法の諸規定を位置

づけることによって「基本的人権」一般の問題を考究するという立場に依拠してい

ます。重要なことは、「生存権的基本権」という発想は、憲法１３条を＜近代＞自然

法思想の単なる再確認に留まるものではなく、その発展的形態とみていることだと

思います（注１１）。 

 以上のことを確認した上で、積み残したことのいくつかに言及しておきたいと思

います。 

 

③ 社会保障の制度体系 

  社会保障の制度体系については、定まった理解があるわけではありません

が、ここでは社会保険、社会手当、社会福祉、公的扶助の各領域から構成されるも

のとして考えたいと思います。社会保険には、雇用保険・労災保険・医療保険・年

金保険が含まれ、障害年金は、年金保険の一分野を構成するということになります。

ここで言う社会保障制度体系の一環としての社会福祉は、児童福祉法や老人福祉法、

身体障害者福祉法等に法的根拠をもつ人的・物的サービスの供給にかかる制度を総

称する用語として使用されてきたといえるでしょう。しかし介護保険法や「総合支

援法」（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）が成立して

くる時代になると、現実の制度は上記のような社会保障制度の理解では整理が難し

くなってきているのも事実です。介護保険法や「総合支援法」成立以前は、老人福

祉法、身体障害者福祉法に基づき、国が公的責任において人的・物的サービスを供

給していましたが、介護保険法や「総合支援法」における公的責任は、人的・物的

サービスに係る費用の支給に関わるものであり、サービス自体の供給は、サービス

事業所と利用者の「契約」で決まる構成になっています。また介護保険法や「総合

支援法」は、老人福祉法、身体障害者福祉法と表裏一体の関係にもある、といった

構造になっています。大筋でいえば社会保障の制度体系は以上のように纏められる
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かと思います。 

 ④ 社会保障の法体系と生存権の関係  

  法学の領域においては、上のような社会保障の制度体系とは別に、社会保

障法の法体系の構築をめぐる議論がなされてきました。ここでは、「法体系論と生存

権の理解との関わり」に絞って、極めて簡単にこの点について言及しておきたいと

思います。 

 

ⅰ 社会保障法領域は生存権保障の一領域 

 社会保障の法体系論を考える場合、社会保障法領域を生存権保障の一領域と位

置づけ、その守備範囲を明確にする考え方があります。すなわち、社会保障は生存

権保障の特殊的発現形態であり、その法体系としての社会保障法は生存権保障の具

体化を志向する諸法制の一分野をなすという理解です。この考え方は、生存権保障

の根拠を、憲法２５条に求めています。そして社会保障制度は、社会保険、社会手

当、公的扶助、社会福祉から構成されるとした上で、法的にみた社会保障は、「貧困

もしくはその予防に対する所得保障＜生活費の一部を保障する＞）を目的とするも

ので、生存権保障の一領域を構成する、としています。そしてこの考え方では、社

会保障の一環である社会保険は、（稼得能力の喪失・減退のゆえに）貧困化の契機

となる障害や老齢に対し、一定の所得保障を行うことを目的とするものとされてい

ます。 

 

   ⅱ 社会保障制度は、諸体系を連携させた一連のもの 

これに対して、社会保障という制度は＜人間として生きる＞ための流動的で多

様な要求と深く関連するところに成り立つ制度であることから、社会保障制度は一

つの体系ではなく、諸体系を連携させた一連のものとして把握されなければならな

いとする指摘もあります。後者の理解のもとでは、社会保障は、いろいろの制度の

連結されたもので、統一的原理の上に体系化されていないので、必ずしも一元的原

理で捉えることは危険ということになります。 

   

③ 憲法２５条と憲法１３条 生存権の位置づけに関連して  
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    ⅰ 憲法２５条を根拠とする考え方 

ところで「社会保障法領域は生存権保障の一領域」といわれるときの生

存権保障は、「憲法２５条における生存権保障」という理解を前提としています。そ

こでは、生存権思想そしてその実定法化が市民法原理の反省ないし修正の法原理と

して登場してきたという歴史的意義を踏まえ、「健康で文化的な最低限度の生活」

（憲法２５条１項）の保障と生活水準の「向上」「増進」への努力義務（憲法２５条

２項）こそが求められてくるのであり、重要なのはその保障（もしくは努力義務）

を求められる国家権力の関与・責任の程度と範囲を確定すること、に関心が向けら

れています。 

    ⅱ 憲法１３条を根底におく考え方 

    これに対し、上の②－ⅱにおいて、＜人間として生きる＞と表現されてい

るものの内実は、国家の実定法制度として規定された「人権」ではなく、人間の本

源的自然的要求を指しているように窺えます。しかし同時に②－ⅱを主張する論者

は、国家の実定法制度である日本国憲法の人権規定のなかに人間としての本源的自

然的要求が含まれていると考え、問題はどうすれば、日本国憲法の人権保障を要求

することによって、人間としての本源的自然的要求を充たせるのかという点に関心

を寄せています。具体的には、「生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利」を

認めた憲法１３条を根底におき、それを受けた憲法２５条に人間としての本源的自

然的要求が含まれているとみていることが窺われます。 

この論者は、人権問題の原点に立ちかえって、人権問題を考慮すべき基準を考察

するなかで、「人間が人間として生きる権利」は、生存権を基盤とし、それとの関連

で、自由権・財産権が確保されることを要求する権利である、とみています。「人

間存在そのもの」に着目するその理解は、生存権を起点として、自由権・財産権の

存在事由と限界を把握しようとするロックの人権思想と重なるもののように窺えま

す。この論者が、「人間の尊厳」について規定した憲法１３条を起点とするのは、

ファシズムの政治と第二次世界大戦を克服した現代の「人間の尊厳」の思想が、近

代自然法思想の単なる再確認に留まるものではなく、生存権を基盤とすることなく

して、＜人間として生きる＞ことの保障はありえないことの実感と反省の上に成り

立っていることを重視しているからです。「生存権的基本権」を基軸にすえ、「自
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由権の主体」が「生存権の主体」となることによって、人間は「現実的に自由にな

る」のであるから、「人間の尊厳が自覚されるのは、このような主体＝人間でなけ

ればならない、ということになります。反ファシズムの抵抗を経て自認した「人間

の尊厳」の思想が「主体性」を前提として「生存権」を要求するに至ったことに価

値があるとされていることにも注意を払いたいと思います。 

こうした人間の尊厳の思想は、ただ国家の課題であるだけでなく、むしろ直接的

に個人の課題であり、その課題自覚をもつ個人の結集体としての社会集団の課題で

もあるため、国家が資本主義国家であれ、社会主義国家であれ、人間の尊厳に値す

る生活に反するような政治や制度をなそうとするかぎり、それに反対し批判するこ

と、そのために個人や社会集団の抵抗運動をおこすことを要求している思想であり、

それだけ権力に対して厳しさをもつ思想として捉えられています。 

最後の指摘は、やや難解ですが、「人間の尊厳の思想は、ただ国家の課題である

だけでなく、むしろ直接的に個人の課題であり、その課題自覚をもつ個人の結集体

としての社会集団の課題でもあるため～」の指摘は、本稿にも関係する個の問題、

階層の問題そして「国家と社会」の関係を考える上でも示唆的なことに思われます

（ⅰ、ⅱについては、橋本宏子「社会福祉（計画）における住民参加の再構築―ア

メリカの「統治」概念を手がかりに」ｐ２４～２６及び同稿記載の引用文献参照 神

奈川法学 ５１巻１号 ２０１８年所収）。 

 

 ⅲ 生存権の位置づけに関連して （②－ⅱの）補足 

（ⅰ）確認 

（②－ⅱの）考え方は、憲法１３条の規定のされ方の中に、たんに「自由権的

基本権」としての意味だけでなく、積極的に生存配慮する「生存権的基本権」の意

味が含まれていることを指摘しています。このことは、日本国憲法の基本的人権体

系の中核に「生存権的基本権」を据えていることを意味しています。 

（ⅱ）「生存権的基本権」と「自由権的基本権」 

そのことから次に、核規定としての「生存権的基本権」との関係で、各種の「自

由権的基本権」をどう位置づけるのかが問題になってきます。ここではこの点に立

ち入って述べる余裕はありませんが、（②－ⅱの）考え方においては、「基本権の相
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互間に目的と手段の関係をつけて理解するのは、機能の面のみをみて、基本権の規

範的意義を看過する考え方」に陥ることになると指摘されています。重要なことな

ので指摘しておきたいと思います。 

（ⅲ）「生存権的基本権」と各種の「生存権」規定 

核規定としての「生存権的基本権」と各種の「自由権的基本権」との関係に続

いて問題になるのは、核規定としての「生存権的基本権」と各種の「生存権」規定

（労働基本権、勤労権、生存権、教育権）との関係ということになります。ここで

は本稿に関連するところで、狭義の生存権（憲法２５条）と憲法１３条の関係につ

いて（②－ⅱが）指摘していることを少しだけ紹介したいと思います。この考え方

は、狭義の生存権（憲法２５条）を「生存権の物質的経済的保障」との関わりでみ

ているように思われます。その意味では、②－ⅰの考え方に近いようにみえますが、

重要なのは「信仰、良心、出版、集会、結社などの私的生活＝人間生活の自由に関

するかぎりでは、生存権はその十分なる実現こそ自己の必須の要素として含むと共

に、これらの自由権のいわば物質的経済的根底を確立する要請そのものとして意識

される」と指摘していることだと思います。（ⅱ）（ⅲ）に共通していえることは、

核規定としての「生存権的基本権」が意味するところの「人間存在そのもの」との

関係で、各種「自由権的基本権」や各種「生存権」規定を解釈しようとしているこ

とだと思います。このことは、「基本権の相互間に目的と手段の関係をつけて理解

すること」とは異なることと考えます。ここで述べられていることは、日常生活・

社会生活を「自己」の実現の場として維持していく上での「支障」をどのように捉

えるかについても示唆深いものに感じられます（ⅲについてのここまでの記述は、

下山 瑛二「沼田理論と『基本的人権論』」『沼田稲二郎先生還暦記念論文集 現

代法と労働問題』総合労働研究所 １９９１年 に多くを依拠している）。 

 

（ⅳ）現実の社会保障制度と所得保障 

さて、現実の社会保障制度は、確かに「生存権の物質的経済的保障」というべ

き部分が多くを占めています。障害年金もその典型的な分野のひとつといえます。

上記では、「障害年金の要保障事由」についていくつかのことを述べてきました。

そのことをここでの指摘に絡めていえば、核規定としての「生存権的基本権」（憲
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法１３条）が意味するところの「人間存在そのもの」との関係で、「生存権」規定

（憲法２５条）ひいては障害年金を解釈することにほかなりません。 

（ⅴ）現実の社会保障制度の多様性 

ところで現実の社会保障制度には、「生存権の物質的経済的保障」というべき

部分以外のことが少なからず含まれています。児童福祉法や老人福祉法に規定され

る虐待に係る規定はその一例でしょう。介護保険法や総合支援法が導入されたこと

で、「人的・物的サービスの種類・内容・その供給量あるいは供給方式」に係る国

の支援のあり方がみえにくくなり、明確でなくなってきていることは否めません。

夜警国家のひそみにならえば規制行政の役割は限定的になりますが、介護保険法や

総合支援法のもとで多様な主体により提供されるサービスの内容や質を確保するた

めには、国民の生存権を守るという視点にたって、「規制行政」をより積極的に再

構成し実行することは、政府の後方支援の重要な役割となるはずです。ここでの指

摘に絡めていえば、核規定としての「生存権的基本権」（憲法１３条）が意味する

ところの「人間存在そのもの」との関係で、憲法上の諸規定だけでなく、法律（こ

こでは主に行政法）をも捉えていくことが求められてきている、ということだと思

います。 

（ⅵ）障害者保障と障害法  

上のような、いわば複雑な規定を包含する現実の社会保障制度が、法のあり様

として妥当かどうかはともかく、現実の社会保障制度をみても、核規定としての「生

存権的基本権」（憲法１３条）が意味するところの「人間存在そのもの」との関係

で、関係する憲法上の基本権（含む財産権）や法律を捉える場合の「生存権的基本

権」の体現形態は実に様々だということになります。 

河野さんは、市民法及び既存の社会法と障害法との関係を論じていますが（「障

害法 創刊号」ｐ２０）、私の問題関心からすると、それは当該障害者が人間とし

て生きる上での様々な課題に係る市民法や既存の社会法に係る法的課題を、核規定

としての「生存権的基本権」（憲法１３条）との関係でみていくことのように思わ

れるのですが、どうでしょうか。  

このような考え方からすると、障害法（私の言葉でいえば障害者法）は、当該障

害者が「人間として生きる」うえでの流動的で多様な要求と深く関連する形で、個々
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にその具体的姿をあらわすもの」であり、「諸体系を連携させた一連の生存権保障

ともいうべきもの」のように思われますが、どうでしょうか。こうした理解は、上

記②の ⅱ 「社会保障制度は、諸体系を連携させた一連のもの」という理解と重

なるところが少なくありません。 

障害年金は、年金を通じた生活保障の視点と障害者の権利保障の視点を総合的に

統合して権利論を組み立てる必要があると思われます。（社会保障を含む）諸体系を

連携させた一連の生存権保障と障害者保障（当該障害者が「人間として生きる」う

えでの流動的で多様な制度的要求）を重ね合わせることは、上のような権利論の組

立てにも資するとことがあるように思われます（注１２）。 

 

（ⅵ）１９７０年代以降の国際人権の動向は、個（individuality）の尊重が、

人間の尊厳を確保するうえで不可欠とする考え方が深まりを増してきています。当

該障害者が人間として生きるうえでの様々な課題に係る市民法や既存の社会法に係

る法的課題を、核規定としての「生存権的基本権」（憲法１３条）との関係でみて

いくという視点は、こうした国際人権の動向とも考え方において重なるものをもつ

ように思います。＜注２＞参照 

 

（６）社会保障法というものの考え方  

 先に、次のような指摘をしました。 

障害程度要件の認定に関連して、「当該機能障害と社会の関係性から生じる

日常生活または社会生活上の支障の存在」をどう認定するか、難しいのはこの認定

に係る問題だと思います。 

ここでは立法政策も視野に入れながら、この問題にかかわることを補足してお

きたいと思います。 

  ① 社会保障法の特殊性  

従来の法の多くは財産の私的所有を中核に置いています。これに対し社会保障の

ような人間の生存を保障する権利概念の中には、人間のニーズ（思い）を中核に置

いているものが少なくありません。そこでは厳格な権利概念で把握できない社会保

障給付にあてることが出来る基金を想定しても、資源の有限性という制約要因が働
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き、しかも絶えず変動するところの要素に対峙せざるをえないことから（注１３）、

権利概念をめぐる＜法の柔軟性＞が求められ、財産的思考方式に基づく権利に求め

られるような権利概念の厳格的規定性を求めることが難しくなります。 

その可変性をもつニーズをどう扱うか、いいかえればその「柔軟性」という要素

を法がどう扱うかが社会保障法の基本問題の一つとなります。ここに法学のなかで

社会保障法が占める位置の特殊性があるように思います。「当該機能障害と社会の

関係性から生じる日常生活または社会生活上の支障の存在」をどう認定するかの問

題も、その「柔軟性」という要素を法がどう扱うか、の問題を避けてとおることは

できないように思われます。 

 ② 確認手続の重要性 

  国民の生存の権利は、多分に行政主体の決定に依存し、その決定の枠内での

権利性でしかないのが現状です。障害年金の受給に係る権利も例外ではありません。

しかし障害年金とは、憲法２５条に基づき障害を理由とした生活の安定が損なわれ

ることを防止し、障害に関して必要な給付を行うものです（国民年金法１条）。この

規定をみても、国民の生存の権利（障害年金の受給権）は、現状のように行政主体

の決定の枠内での権利ではなく、逆に行政主体の決定は、国民の生存の権利保障の

一手段にすぎないはずではないだろうか、という疑問が生じてきます。障害年金に

係る権利が、国民の生存の権利であるならば、国民の生存権保障のあり方のひとつ

として、「国民のニーズの一種の確認手続」ともいうべきものを制度化し、障害年金

の受給権者の要求を中心におき、行政主体の主張も聞きながら決定を導きだす「権

利と決定に至るプロセス（手続）」に解決の糸口を見出すことが考えられてもよさそ

うに思います（①②の考え方は、下山 瑛二「サーヴィス行政における権利と決定」

『人権と行政救済法』 三省堂 １９７９年 所収 に依拠するところが大きい）。 

  ③「個々の当事者の関与（engagement）と合意形成の確認手続」 

確認になりますが、人権の主体自身の関与・承認を欠いたところでの基本的

人権はありえないことからすれば、上のプロセス（手続）においては、人権の主体で

ある受給権者の考え（思い）が基軸とされなければならないことは重要です。行政

主体の主張は、国民の生存の権利保障の確認手続に組み入れられるものであっても、

中心となるのはあくまで本人の主張（ニーズ）だと考えます。そこに「国民のニー
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ズの一種の確認手続」の意味があると考えます（注１４）。「確認手続の重要性」に

通底すると思われる考え方を上げれば、以下のとおりです。 

 

 ⅰ 「国際人権条約に規定された権利は、法規範としての記述としては完結的な

ものではなく、権利主体が参加し、構成していくもの（constructive）であり、そ

の意味では、権利主体に開かれた考え方を基底に置いている」ことをあらためて指

摘しておきたいと思います。 

ⅱ 「公共的に対応すべき生命のニーズをどう解釈し、どう定義するかは、行政

に委ねられるべき仕事ではない。生命のニーズが公共的な対応にふさわしいかどう

かを検討し、それを定義していくことは、まさに公共的空間における言論のテーマ

である」（齋藤純一「公共性」ｐ６３ 岩波書店 ２０００年）とも指摘されていま

す。  

 

 当面は、現状の審査手続 審査請求 再審査請求を「ニーズの一種の確認手続」

の視点から批判的に検討し、立法政策に反映していくことが望まれます。 

  

（７）社会保障の制度体系と障害年金 

 障害程度要件の認定に関連して、「当該機能障害と社会の関係性から生じる日

常生活または社会生活上の支障の存在」をどう認定するか、に関連して最後に指摘

しておきたいのは以下の点です。 

「ハンドブック」は、「年金制度の主な目的は所得の喪失や減少に対して、所得保

障を行うことであるが（注１５）、障害年金では、障害ゆえの日常生活・社会生活上

の不利益に対する補填（必要な援助者への費用等）も目的としている」（ｐ７９）と

述べています。 

本稿においても、「必要な援助者への費用等」は、障害年金における「当該機能障

害と社会の関係性から生じる日常生活または社会生活上の支障」の視点から捉えた

いと考えます。仮に「必要な援助者への費用等」が、他制度（例えば、総合支援法

等）から支給されているような場合には（現状は違いますが）、その「証明責任」（当

該費用が、当該障害者に支給される法令の根拠等の提示）は行政側が負うというこ
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とになると思います。 

 

河野さんは「研究会」で、「障害年金の役割」と「障害に起因する費用の保障」

という、もう一つの制度の役割を仕分けすることの重要性を指摘しています。   

その上で「障害年金の役割」については、「障害者の生活保障」あるいは「労働収

入の喪失に対する生活費の保障」さらには（障害年金の目的と関連づけたところで

の）「稼得能力の喪失にたいする代替所得の保障」という言葉で表現されています。 

しかし障害のある人個々人が、個々の健康状態や身体的特徴を包含したそのまま

の姿で「人間として生きること」を重視する本稿の立場からすると、障害年金の役

割が「障害者の生活保障」にあることは間違いないとしても、その内実を「労働収

入の喪失に対する生活費の保障」あるいは「労働収入の喪失に対する生活費の保障」

として把握することはできません。障害年金の役割は、障害のある人個々人が、個々

の健康状態や身体的特徴を包含したそのままの姿で人間として生きるために必要と

される生活費の保障にある、としか考えられないからです。それはいいかえれば「障

害者の所得一般の保障の役割を障害年金にやっぱり期待している」ことになるでし

ょう（「」内は、「研究会」において河野さんが日弁連の「ハンドブック」への評価

に関連して使われている言葉です。ここではその言葉をそのまま使わせて頂きまし

た。もっとも「ハンドブック」と本稿の立場もすべて同じというわけではなさそう

ですが）。 

河野さんはまた、「障害年金の役割」と「障害に起因する費用の保障」を峻別した

上で、「障害に起因する費用の保障が充実すれば障害年金ももっと障害者の生活保

障に寄与することになるのではないか」と述べています。河野さんの顰にならえば、

私も（他制度において）「障害ゆえの特別の出費に対する保障」や「障害者に係る医

療保障」あるいは「人的・物的サービス」の充実等が実現すれば、障害年金は「も

っと障害者の生活保障に寄与することになるのではないか」と考えています（注１

６）。 
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付記１ 河野さんの基本的な考え方 

  

  １、河野さんの「社会モデル」の理解と障害年金の要保障事由 

本稿本文にも引用したところですが、表題のことに関連して河野さんは、「ICFに

おける障害の構造的な捉え方を踏まえ、そのうえ障害者権利条約に定められたよう

に『障害者は機能だけではなくて、社会的障壁との相互作用によって、一般の市民

と同じように地域社会で自立して生活することを、あらゆる面で妨げられている』

という障害の理解に則して、稼得能力の喪失・減退（すなわち障害年金の要保障事

由）の有無・程度を認定する方式へと改革することだと理解しています」と述べて

います（下線は橋本のもの。本稿において以下同じ）。 

 

 ２、障害者権利条約 障害者の法的人間像 障害法の基本原理の主柱 

   ① 上記において河野さんが、「障害者権利条約に定められたように」とい

うときの、障害者権利条約は、主として２条、５条、１９条を指すものと思われ、

河野さんが考える障害法の基本原理の主柱となっていると考えられます。河野さん

は、障害法とは固有の法領域からなる「新たな社会法」部門であると定義していま

すが、障害法についてのもう少し詳しい説明、社会法ならびに「あらたな社会法」

（「新しい社会法」）についての説明は、（注４）に譲ります。 

② 上記の障害者権利条約の諸規定が、「障害法の基本原理」とされるのは、

河野さんが捉える「障害法における法的人間像」に関係しているといえるでしょう。 

   ③ 河野さんの「障害法における法的人間像」は、「機能障害と社会的障壁

との相互作用により社会参加を妨げられており人権の完全かつ平等な保障を必要と

する人間像」（「障害法 創刊号」ｐ１６参照）として把握されており、河野さんの

「研究会」での発言とも符号しています。 
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３、社会モデルと人権モデル 

（１）社会モデルを超えた人権モデル 

 ① 「社会モデルの観点からみた障害年金のあり方」という表現からすると、

河野さんは社会モデルを基軸として、障害年金の問題ひいては障害法の問題を捉え

ているように窺えます（なお下記（２）もあわせ参照）。 

   ② これに対し近年では、障害者権利条約が前提とする障害の理解につい

て、「社会モデルを超えて人権モデルを提示する見解」が有力であるともいわれてい

ます（本文の池原弁護士の考え方 参照）。 

（２） 河野論文における「社会モデル、人権モデル」の理解 

 ① 社会モデル―人権モデル―法的人間像 

ⅰ 河野さんに伺ったところによると河野さんは、「『社会モデル―人権モデル―

法的人間像』が捉えようとする対象は異なっている。すなわち『社会モデル―人権

モデル―法的人間像』は、それぞれ『障害とは何か―障害者の権利とは何か―障害

法の法主体と法原理とは何か』を表す概念である。これら三概念を相互に関連する

ものとして捉えなおすことは有益ではあるが、同じ次元の概念として対比すること

はできないもの」として理解されているように窺えます。河野さんは、こうした理

解にたって社会モデルを基軸としつつ、人権モデルもとりいれながら、「障害法の法

主体と法原理」を構築されているように思います。 

 なお医療モデルは、形式的平等（formal equality）、社会モデルは実質的平等

（substantive equality ）といわれるのに対し河野さんは、障害人権は従来の平等

論に対する新たな平等論が必要であるとされ、変革的平等（transformative 

equality）の視点にたつことの重要性を唱えられている、と理解しています。新た

な平等（差別禁止）とは、障害者個人と障害者集団の両者を平等（差別禁止）の保

護の対象（ターゲット）として、社会構造の転換に迫ることを目的とするものとし

て把握されている、と考えられます。 

 

ⅱ 河野さんは、「～障害法における法的人間像は、社会全体の仕組みによる構造

的な不利益（従属としての障害）を受けている集団的人間像であるとともに、アマ

ルティア・センの潜在能力アプローチによって解き明かされた『人間の多様性を具



Ⅱ 特集 ３ 河野論文を受けて 橋本補論 

 

152 

 

有する人間像』として捉えられるであろう」（「障害法 創刊号」ｐ１６参照）と述

べています。普通に理解すると、社会モデルの捉える人間像は「前半部分」であり、

「アマルティア・センの～」の以下の部分は、人権モデルの捉える人間像に近いよ

うに思われます。河野さんのなかで、「前半部分」「後半部分」が融合されているの

は、『社会モデル―人権モデル―法的人間像』という河野さんの固有の理解が関係し

ているように私には思われます。 

 

② 平等と地域生活支援サービスの整備「義務」 

河野さんは、「障害法における法的人間像」は、「機能障害と社会的障壁との相互

作用により社会参加を妨げられており人権の完全かつ平等な保障を必要とする人間

像」であるとしています。そこでは、公的・私的な生活の重要な場面への参加が制

限されてきた障害者の健常者との「差別」「不平等」が問題とされている、ことにな

ります。 

 だとすると、差別禁止に係る問題、さらには参加の問題までは河野理論の視野

に入るとしても、さらに「医療・教育・就労等の福祉サービスに係る分野」（積極的

な福祉サービスの給付の提供を求めること）が、平等を基礎としながらなぜ論理的

に包摂できるのか（なぜ説明が可能なのか）が、今ひとつわかりにくいことになり

ます（整備の要求は、平等の要求だけではなく、それにプラスする権利の実現を求

めることになるからです）。河野理論が「差別」「不平等」を起点としながら、障害

者に対する国や社会の配慮義務を組み込んでいるのは、私の理解では、河野さんが

障害のあるアメリカ人法（Americans with Disabilities Act of 1990:ADA 以

下 ADA 法という）を通じて障害者権利条約２条に反映されている「合理的配慮」

（reasonable accommodation）に注目して論理を組み立てているからであり、そ

れを可能としている背景には、①のような河野さんの固有の理解があるように思わ

れます。しかし私が十分に理解できているわけではありません。 

 

（３） 合理的配慮（reasonable accommodation） 補足 

 ここで「合理的配慮」について、「青木研究会」での青木宏治さんの説明を、私

の責任で纏めておきたいと思います。青木さんの説明によれば、日本における
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「reasonable accommodation」の理解には、アメリカにおけるそれとはかなり異

なるものがあるように思われるからです（ADA 法ならびに障害者権利条約２条の

「合理的配慮」については、長瀬修・東俊裕・川島聡編「増補改訂 障害者の権利

条約と日本 概要と展望」生活書院 ｐ４２、ｐ４５～ｐ５８も参照）。 

① 障害者権利条約２条 英文 

 

 “Reasonable accommodation”  means necessary and appropriate 

modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue 

burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with 

disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all 

human rights and fundamental freedoms;  

 

 ② “Reasonable accommodation” を合理的配慮と訳すことは適切ではな

いのではないか 

ⅰ その理由 

   （ⅰ） 日本語としての配慮には、「心遣い」「気遣い」のような心の持ち

方を表す意味がつよい。 

   （ⅱ） したがって accommodation＝配慮という日本語訳は、権利保障

の基準になりにくい 

   （ⅲ） 英文の accommodationは、法的規範とりわけ人権保障の効果を

もつ言葉として使用されている。 

  ⅱ 英文の accommodation 

    （ⅰ）accommodation は、条約、アメリカ法では、法規範とりわけ人

権保障の効果を持つ用語として使用されている。 

    （ⅱ） 英文の accommodation は、necessary and appropriate 

modification and adjustments 

   （ⅲ） すなわち、障害をもつ人の権利・自由の実現のために「必要かつ

適切な調整と適応」を意味する。 

   （ⅳ）  アメリカの教育裁判、公民権法裁判の中で散見される
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accommodationには、いろいろな措置、行為が含まれている。Accommodationに

ついては条文の中では、modification and adjustmentsが挙げられているが、も

っとひろく customs, environments, provisions, requirements, standards な

ども対象とされている。具体的には、障害をもつ子どもへの車いす対応の通学バス

の準備、大きな文字の教材、パソコン、手話通訳者の配慮、透析患者のための弾力

勤務時間の設定等も含まれている。 

   （ⅴ） 新しい定義用語の創設 

     障害人権法として、「障害年金法研究会」等社会運動の主体の側が、 

“Reasonable accommodation”についての新しい定義用語を創設することも考

えられる（「研究会」では、仮にということで、配慮義務・配慮調整措置といった案

も出た）。    

   （ⅵ） 国際条約は基本的には国が義務主体となるので、権利主体の享有

する権利内容を明確にする文書等は別に準備する必要がある。 

  ⅲ reasonable 

    （ⅰ） 英文の reasonableは、not imposing a disproportionate or 

undue burden 

    （ⅱ） not imposing a disproportionate or undue burdenは、政府

訳では「均衡を失した又は過度の負担」となっている。法律用語としては、

disproportionateは目的・効果の均衡の欠如か、比例原則に反するという意味で使

い、undueは目的や基準を外れた不当という意味で使用するが、条約の解説書など

では、国の財政状況、国民の意識なども含む政策的考慮も入るとなっていることか

らすると政府訳でもよいかということになる。 

    （ⅲ） 合理的というのは、施策者の政策判断の基準・理由であり、人

権保障の範囲と義務を規範化するためのものである。 

  ③ 人権論としては、 

  ⅰ まず、necessary and appropriate accommodationが保障されている

か、権利侵害がないか、をはっきりさせる基準を創ること（ステップ１） 

  ⅱ その後、政策として reasonableを考慮しうるかを審査すべきである（ス

テップ２）。 
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   （ⅰ） 合理的（reasonable）とは、not imposing a disproportionate 

or undue burdenの範囲で実施するということである。 

   （ⅱ） accommodation の日本語訳である「配慮」においては、権利・

自由の保障のために不可欠なものであることが、十分に表明されておらず、

reasonable が、施策者側にそこそこ正当化理由があればよいかのようなニュアン

スをもっている。 

  ⅲ 以上のステップをふまえることが、人権論としては重要ということにな

る。 

 

 ④ 障害者基本法４条２項、障害者差別解消法７条２項、８条２項の「必要か

つ合理的な配慮」の意味について 

  上の障害者権利条約の理解からすると、障害者基本法４条２項、障害者差別

解消法７条２項、８条２項の「必要かつ合理的な配慮」は、条約上の appropriate

が意味することとは異なるようにみえる（平等保障の憲法審査として人権侵害とな

らない正当化として合理的な範囲を示すものとして使うことが可能なようにも推測

できるが）。立法過程を調べて確認する必要がある。 

 

付記２ 「自覚的主体的人間」の創出と＜近代＞との関わり 

 

① ＜近代＞という世界史的区分のメルクマール 

ルネッサンス・宗教改革・市民革命は、＜近代＞という歴史区分の成立と密接に

関連しているといわれています。 

  ② 「自覚的主体的人間」創出の契機 

①にあげたいずれもが「自覚的主体的人間」を社会的に創出するための契機であ

ったという点に着目して＜近代＞成立のメルクマールとされています。また市民革

命と並んで産業革命も、「＜近代＞とそれ以前を分かつ分水嶺」であったといわれて

いますが、その産業革命に先行した技術革新の進展は、自然に対峙する人間のあり

方（自然に対する人間の優位。自然/神の意のままに行われるべきものではなく、人

間の主体性の方に価値を置く）に大きな影響を与えていくことになったと考えられ
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ます。神の前にまず「人間ありき」とするルネッサンス（renaissance 再生）の

思想、神と人間の関わり方にも通じる宗教改革等々と考えてみると、これらが「自

覚的主体的人間」を社会的に創出するための契機であったということがなんとなく

見えてくるような気がします。なお、後に触れる自然法思想は、市民革命に決定的

な影響を与えたといわれています。 

  ③ 資本制社会において必要とされた「自覚的主体的人間」像  

   資本制社会を打ち出した市民革命のイデオロギーそのものが、自由・平等

を本性とする自覚的主体的人間像を必要としたのはなぜなのでしょうか。資本制社

会は、なぜ自由・平等な「自覚的主体的人間」像を必要としたのでしょうか。資本

制社会では、労働力さえも、商品という形態をとることになり、あらゆる社会関係

は、自由な等価交換の法則の貫徹によって、商品形態で覆われてくることになりま

す。そこでは、商品の所有者はすべて自由であり、所有物を処分する主体性が確保

されていることが、自由・平等ならびに所有というイデオロギーが資本制社会の基

底をなす大きな理由のひとつになったと考えられています。（注３）もあわせ参照く

ださい。なお専門的になりますが、下山 瑛二「沼田理論と『基本的人権論』」『沼

田稲二郎先生還暦記念論文集 現代法と労働法学の課題』ｐ５９ 総合労働研究所 

１９９１年 もこの点に関係し重要と考えます。 

 

付記３ 「従属としての障害（者）」の形成と「体制的な生活阻害」 

  

 １、一定の社会的集団（階層）としての理解について 

 （１）一定の社会的集団に付加される社会的身分（地位）としての障害（者）

の把握 

河野さんは、「障害者とは、一定の社会的集団に付加される社会的身分（地位）に

あたるが（憲法１４条１項参照）、この社会的身分の特徴は、社会システムに置いて

構造的に生活上の不利益を付加されてきた点にあると考える」と述べ、このような

社会的身分（地位）としての障害（者）を「従属としての障害（者）」と定義してい

ます（詳細は、「障害法 創刊号」ｐ１５参照）。 

（２）「階層」あるいは「集団的人間像」に対する池原さんの積極的評価 
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  障害のある人の人間像を「システム化された不利益が特定の機能障害に付加

された者」として把握する河野論文の指摘について、池原さんは次のように述べて

積極的に評価しています。（河野さんの把握は）近代市民法の抽象的人間像を具象化

するものであり、その者たちを「階層」あるいは「集団的人間像」として把握すべ

きものとしている点で近代市民法が市民である人間をあえて社会的文脈から切り離

して構成した個人主義の現実との乖離を超克する可能性を秘めているように思われ

る（「障害法 創刊号」ｐ９８）。 

 

２、「社会的生活被（阻）害」像と「一定の階級的人間」という理解 

 

 （１）「社会的生活被（阻）害」＝「障害の社会モデル」 

河野さんは、「社会的生活被（阻）害」あるいは「障害の社会モデル」という捉え

方を基本としたうえで、障害法における法的人間像を具体的に把握し、市民法およ

び既存の社会法との対抗：補完関係を再考する、と述べています（「障害法 創刊号」

ｐ１１）。 

（２）「社会的生活被（阻）害」像と「一定の階級的人間」という理解 

  ① 「社会的生活被（阻）害」像  

河野論文の上記の問題意識は、社会生活のなかで人間の尊厳に値する生活の営為

が何らかの点で阻害を受けていること（阻害とは、損害を受けるというほど当事者、

内容について特定的に語りえない状況）に着目して提起されているものと思われま

す。河野論文のいう「階層」あるいは「集団的人間像」が、「一定の階級的人間」と

いう視点から理解されているものなのかは河野さんに確認する必要がありそうです

が、本来の「阻害」は、体制的な生活阻害を直視したものであり、「社会的生活被（阻）

害」像は「一定の階級的人間」という理解を背景としていると考えられます（「障害

法 創刊号」ｐ１１）。 

   ② 資本制生産様式の確立と「階層」としての障害者の形成 

  上記の最後に記した問題は、河野さんが指摘する「従属としての障害（者）」

の形成に関係しているように私には思われます。言い方を換えれば障害者の「階層」

としての形成は、資本制生産様式が確立し、やがて社会諸関係が商品交換の網の目
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で覆われ、制度的にその経済構造が保障されてくる過程と関係しているのかどうか

ということです。 

 

 ３、私の問題意識 

  私の問題関心は、さしあたり個々の障害者に向けられていますが、それと同

時に（あるいはそれに先立って）障害者を「階層」として把握することが適切なの

かどうかという問題です。もう少し正確にいえば、「階層」としての障害者の出現が、

資本制生産様式の確立と関係していることは間違いないとしても、障害者の生活が

「障害者問題」になってくる理由を考えるためには、「社会的阻害」の次元を超えた

さらなる掘り下げが必要なのではないか ということです。具体的には、本文で述

べたように「体制的な生活阻害」の問題は、（もっと他のことも関係しているのかも

しれませんがさしあたり）「西欧の白人成人男性」像として象徴される「近代的自我」

の特質にまで思考の範囲を広げて考えてみないと納得のいくところまで思考が広が

ってこないのではないかということです。「階層」という把握は、「社会的阻害」と

しての理解と関連させた理解のように思われますが、もし、「社会的阻害」の次元を

超えて問題を掘り下げてみるなら、「階層」の問題は、ふたたび「個」の問題に戻る、

正確には「個」と生存における他者の問題に深化していくことになるのではないか、

まだ漠然としてですがそんなことを考えています。 

 ４、参考 

 河野さんは、先行研究（Samuel R. Bagenstos）に依拠して「従属としての障

害（者）」（disability as a subordinated group status）という定義を使用すると

しています（「障害法 創刊号」ｐ１５）。 

 「青木研究会」での青木宏治さんの指摘によれば、アメリカ合衆国の司法審査、

違憲審査基準においては、subordinated class に入るということは、（違憲審査

基準における）suspected  class になるということであり、結果 subordinated 

group に分類されるということを意味している。suspected  class になると、

suspectable（疑わしい、人権侵害があると推定される）集団であるということに

なり、厳格な審査基準が適用され司法審査が厳しくなるそうです。この指摘からす

ると、（差別を受けている障害者、特に（外にあまり出てこない重篤な個々の障害者



Ⅱ 特集 ３ 河野論文を受けて 橋本補論 

 

159 

 

も全て含めて集団で）障害者への差別を合衆国憲法の修正 44 条違反平等違反にの

せていくためには、厳格に審査するアメリカの違憲訴訟論としての構成が必要にな

るため、（Bagenstosにおいては）subordinated groupであることが強調されて

いるようにも窺えます。青木さんの教示によれば、アメリカ憲法における「平等」

は、集団に対するもので、集団的にしか保障されないということのようです。人種

だとか女性だとか障害者の場合、（上のような試みが効を奏さない限り）集団では捉

えられないので、個々人に対する救済が必要になり、例えば＜注１＞でのミッシェ

ル・アシュレイ・シュタインの指摘が示唆するように、個々人に対する救済のため

には（個々人の human dignity を認めるためには）、人権モデルを通じて、

development という発想やヌスバウムのような発想が必要だということに繋がる

ことになりそうです（なお、青木さんの教示によれば、Bagenstosは、アメリカの

障害者の権利要求において、人権・憲法訴訟をターゲットにしておらず、公民権法

（Civil Rights Act）の訴訟として取り組んでいるということです。彼の障害法のテ

キストもDisability Civil Rights Lawとなっています。Subordinated groupとい

う法的地位は、憲法の平等原則のもとでただちに保護されるのではなく、Civil 

Rights Actでは訴訟資格に該当するということです）。 

 

付記４ 西洋＜近代＞と「西洋人の自我（意識のあり方）」 

 

１、「西洋人の自我」がもたらしたもの 

（１）世界精神史のなかで重要な意味をもつ「近代的自我」（「西洋人の自我」） 

「近代的自我」は、「世界の精神史のなかで重要な意味をもつ」と指摘されていま

すが、このことは多くのことを示唆していると思います。 

 ① 普遍性をもつものではない「近代的自我」 

  まず「世界の精神史のなかで」と述べられていることからすると、西洋の＜

近代＞が確立した自我の観念は、人間の歴史のなかで必ずしも普遍性をもつもので

はないことが窺われます。西洋人の自我がはっきりと他に依存しない存在として確

立し、他から独立した主体性をもつと考えられるまでには、ヨーロッパにおいても

長い歴史を必要としたと指摘されています。このことは、前段のことを他面から裏
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付けているといえるでしょう。 

 ② 「近代的自我」と自然科学の発展 

また「重要な意味をもつ」と指摘されていることは、西欧＜近代＞において、主

体性を獲得した「自我」が論理実証主義という態度を身につけることにより、自然

科学の急激な発展を招来したことをも意味しています。他に依存しない存在として

確立された「近代的自我」が、他を対象化し把握する力を発揮することによって、

自然現象を観察し、解明して「自然科学」を発展させることになったということで

す。このことについては、下記（２）でさらに言及したいと思います。 

③ 「近代的自我」と資本制社会 

資本制社会において、「自覚的主体的人間」像が必要とされたことについては先に

指摘しましたが、「自覚的主体的人間」像と「近代的自我」が同一線上にあるもので

あるとすれば、「近代的自我」もまた、実は資本制社会の成立基盤と「重要なかかわ

りをもっている」といえるのではないでしょうか。  

 

 （２）「近代的自我」と自然科学の発展 

西欧＜近代＞において、主体性を獲得した「自我」が論理実証主義という態度を

身につけることにより、自然科学の急激な発展を招来したことは、前記のとおりで

す。自我（自分）を観察対象より切り離し、客観的観察によって得た知見は、観察

者のあり方とは関係のない「普遍性」をもつために、このような態度を徹底して得

た＜近代＞科学の知は、じつに強力なものとなったとも指摘されています。 

    ① 自分と観察対象の切断  

    上記の状況のもとでは、自我（自分）を観察対象より切り離す、観察者

のあり方が常態化されます。 

   ② 主流となる客観的観察・自然科学的手法  

 また上記の状況のもとでは、観察者と観察対象である自然を切り離し、客観的

観察によって知見を得るという自然科学的手法が主流を占めてくることになります。 

   ③ 対象化される自然     

このようにして確立された自我が、自然を対象化し、自然科学を武器として自然

を支配していくことになります。 
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 （３）進歩 発展という概念と近代 

「近代的自我」は、「まず人間ありき」を出発点として、自然科学を武器として自

然を支配することで、進歩や発展をめざしてきた、といえるでしょう。ここでは、

「進歩」とか「発展」の概念が重視されてくるのは＜近代＞になってからと指摘さ

れていることに注目しておきたいと思います（＜注１＞（３）Right to Development 

も、このような視点とあわせてみていきたいものです）。 

 

２、 「西洋人の自我」の様々な側面（課題） 

「近代的自我」は壮年男子を中心的イメージとしていることは本文で触れました

が、「近代的自我」の様々な側面を、「課題」も含めてみていきたいと思います。 

 

（１）他に依存しない「近代的自我」→つなぐものは何か 

  ⅰ 対話 

   他に依存しない「近代的自我」と「近代的自我」（個々人相互）をつなぐた

めには「対話」が重要になってきます。そして「言語化」を始めたら、対話を続け、

討論することで解決点や妥協点を見出す努力を期待することになると言われていま

す。欧米人を相手にして対話することは、（その内容の厳しさから）対決することに

等しいとも言われています。 

  ⅱ 神  

   「近代的自我」はキリスト教によって支えられてきたといわれています。

「最後の審判」の際に評価されるような自我を創り上げることが、「近代的自我」の

確立を支えてきたということです。しかし、＜近代＞科学の発展によって、キリス

ト教の教義が簡単に信じられない、という困難も生じてきています。 

 

 （２）対象化ということ 

   「近代的自我」が、自然を対象化し、自然科学を武器として自然を支配し

てきたことはすでに触れました。最近では、こうした自然科学的認識の重要性を認

めつつも、それとは異なる視点からの、つまり我々もまた「存在するものの全体」
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（自然）の一部であることに関連した「自分がなかに入った物の見方」の重要性も

指摘されてきています。客観的な観察者と観察される現象とを明確に区別して考え

ることが不可能な場合があること、観察者も現象のなかに組み込んで全体的関係性

を問題にしなくてはならなくなってきていることは、最近の理論物理学（量子物理

学）においても指摘されてきています。 

以上のことが、本文 （２）西洋人の自我（意識のあり方）」と障害者 の項を理

解する参考になれば幸いです。 

 

（注１） 社会モデル 

  ① 「障害の社会モデル」の捉え方は論者により異なりますが、それは一般

に、障害者の不利や排除等の「障害問題」の原因と責任を社会の側に帰属させるも

のです。このモデルは、「障害問題」の原因と責任を障害者個人に還元させる「障害

の医学モデル」と対立し、障害を社会的構築物として観念するものである、と説明

されています（前掲「増補改訂 障害者の権利条約と日本 概要と展望」ｐ２２ 原

語は略）。 

  ② 河野さんは、「社会的生活被（阻）害」あるいは「障害の社会モデル」と

いう捉え方を基本としたうえで、障害法における法的人間像を具体的に把握し、市

民法および既存の社会法との対抗：補完関係を再考する、と述べています（「障害法 

創刊号」ｐ１１）。 

 

（注２） 人権モデル 

① 人権モデルが、人間に固有の尊厳に焦点をあてていることは間違いなさそう

です。本文で触れた「障害法 創刊号」の中で、池原さんは、偏頗な社会構造（従

属性）あるいは差別をなくすことによって障害の問題はすべて解消することになる

のか、これは理念型の社会モデルに対する批判としてもよく指摘される点である、

と述べて人間に固有の尊厳に焦点をあてた議論を展開しているようにみえます（詳

細はｐ１００参照）。この指摘は、社会モデルと人権モデルの差異と関連をよく示し

ているようにみえます。 

② 池原さんはまた、近時、障害者権利条約が前提とする障害の理解について、
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社会モデルを超えて人権モデルを提示する見解が有力であり、人間の尊厳を最上位

規範として、平等性、社会的包容化、教育、就労、健康やハビリテーション・リハ

ビリテーション、文化的で相当な社会的生活の権利等々の人権の帰属主体としての

障害者像が求められている、としています（「障害法 創刊号」ｐ１００参照）。 

③ しかし一般的には、人権モデルと社会モデルとの関係については論者によっ

て、理解に相違がありそうです（人権モデルについては、前掲「増補改訂 障害者

の権利条約と日本 概要と展望」ｐ１７、ｐ２２に説明がありますが、社会モデル

との関係についてはわかりにくいように思います）。 

④ 付記１ 河野論文における「社会モデル、人権モデル」の理解もあわせ参照

下さい。 

 

（注３） 概略を述べると、近世以来しだいに自己の勢力を増大しつつあった市

民階級（一般にブルジュワジーといわれますが、その実像は国によって異なります）

は、市民革命によって旧身分社会を崩壊させ、代わりにすべての人間が平等である

という市民社会を出現させました。同時にそれは資本主義経済の発生を意味します。

このような近代市民社会（「資本制社会」）の法的表現が市民法といわれています。

そのモデルとなったのは、フランス革命の成果を取り入れたナポレオン法典（１８

０４年）であるとされています。 

 イギリスが典型とされますが１９世紀中葉、先進資本主義国ではひとつの理念

型として、自由放任政策のもと市民の生活は原則として各自の意思にゆだねられ、

市民相互の関係に行政が介入することは極めて少ない体制が採用されようとしてい

ました。つまりそこでは、「私的自治の原則」が最大限に保障されているということ

になります。このような国家体制は、夜警国家 近代国家とも称されていますが、

そこでは市民相互の関係は、「私法」関係として捉えられ、それらの関係形成は市民

の自由意思に委ねられるべきものとされてきます（通常それは、法的人格権の確立、

所有権の絶対性、契約の自由の三つの原則を柱として組み立てられていたといわれ

ています）。こうしたことが、本文で触れた「強い安定した自立した個人」が、「市

民法的人間像」として求められてくる背景と考えられます。 
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（注４） 

① 市民法原理は、実在の人間に付随する社会的経済的差異を一切捨象した自由・

平等な抽象的な法的人格者概念から出発します。（注３）もあわせ参照ください。 

② 市民法原理のもつ①のような抽象性は、資本主義経済の進展とともに、一部

で現実社会との遊離を是正することを目的とした立法とそのための法理が要請され、

社会法の領域が形成されてきます。社会法では、近代市民法が想定した人間像では

なく、より生活に密着した「社会的・経済的諸要素によって規定された具体的な実

在の人間像」が想定されています。その人間像の典型は、孤立した個体ではなく社

会のなかの人間、すなわち集合概念として把握された「労働者」ということになり

ます。 

③ 河野さんは、「合理的理性を有する抽象的人間像（近代市民法における人間像）

から外され、また身体・知的・精神障害者という一応具体的に捉えられた人間像（既

存の社会法における人間像）でも、現実にはほとんど保護の客体として処遇されて

きた障害者が、これからは地域社会において自立して生活する平等の市民として、

法的に位置づけ直されるため、障害のある人々の社会的属性に沿って、既存の法理

の修正・発展を図る「新しい社会法」の視点から、障害法概念を考える」（「障害法 

創刊号」ｐ１５、なおｐ１９もあわせ参照 下線橋本）と述べています。なお「新

しい社会法」については、＜注１＞の（５）河野論文に関連して もあわせ参照下

さい。 

 

（注５） 中村桂子「科学者が人間であること」ｐ８３ 岩波新書 ２０１８年。

中村桂子はまた、「総合的に自然を見るには、学問と学問の融合ではなく、人による

融合が必要です。それにはまず専門家が～自然と日常を自分の中に意識することで

す」（ｐ８２～８３）とも述べています。ここで言われる「自然」の中に、「治癒と

か固定が問題になっている対象（他者）」を入れてみると多くのことが見えてくるよ

うに思われますが、どうでしょうか。 

 

（注６） 「青木研究会」では、以下のような問題点も指摘されました。本文で

触れた自由・平等と生存に関係する問題のように思われます。 
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① 障害者権利条約 19条、28条は、障害を持つ人の「生活する権利」につい

て「自立し 

た生活」「地域での生活」「自己及び家族の相当な生活水準」の平等な機会の権利

を定めている。この規定する人権はどのような規範内容だろうか。 

② 権利条約の国内法の整備、準備のために設置された「障がい者制度改革推進

協議会」 

（2010 年）の中で「障害のあるひとが地域社会で独立した個人として基礎的生

活を営むこと」、「障害者ができる限り自由な選択での社会参加を目指すことを長期

にわたって支えられること」を障害関連法の改革に据えるべきだと主張されていま

す。これらは、権利条約の規定から根拠づけているようだが、日本のこれまでの人

権論からは導出できないのか、あるいは、障害者権利運動からは権利規範化は求め

られなかったのか。 

 

（注７） 人権体系という実定法制度が、資本制社会において基本的に今日まで

支配してきたという事実にたてば、自然法思想のなかに、資本制社会の要求する原

理が内包されていると判断せざるを得ないことになります。ここでは、ロックの自

然法思想の中で、現在の人権体系を理解するのに不可欠な部分の中からさらにその

一部に言及してみたいと思います。 

 

（注８） 齋藤 純一「公共性」ｐ７０（岩波書店 ２０１０）。Amartya Sen

については、前掲 橋本「社会福祉（計画）における住民参加の再構築―アメリカ

の「統治」概念を手がかりにー」ｐ１０３ 注５１も参照下さい。ヌスバウム

（Martha Craven Nussbaum）は、センと同じく潜在能力論に立脚しながら、潜在

能力の規範的基礎について論じています。 

これまでみてきた範囲にすぎませんが、センやヌスバウムにおいても「生存にと

っての他者」の視点はないように窺えます。近代西欧的な発想との関係が問われな

ければならないのかもしれません。今後の課題です。 

 

（注９） 障害年金に焦点をあてたものではありませんが、最重度障害者の「思
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い」の実現に関係する法律行為を、障害者自らが行使できるように支援することは

どこまで可能なのかの関心から執筆した論文として、橋本宏子「福祉サービス利用

契約における『支援された意思決定』を考える」神奈川大学法学部５０周年記念論

文集所収 ２０１６年をあげておきます。 

 河野さんは「研究会」で、「障害者自身が自らニーズを判定する」と述べていま

す。私もそのとおりだと思いますが、「ジャーナル論文」「障害法 創刊号」等の河

野論文全体から想像する限りですが、河野さんは「障害の故に自分の思いを纏めた

り、表現することが難しい人も少なくない」という事実にあまりウエイトを置いて

いないように窺われます。その結果「障害のある人」のイメージを、池原さんのい

う「車いすを利用している西欧の白人成人男性」（「障害法 創刊号」ｐ１００）に

はからずも近づけることになっているのではないか、と感じています。河野さんと

きちんと話し合ってみたいことのひとつです。 

 

（注１０） 「生存権」は「国家の配慮」を要請するという意味では、「政策」的

に捉えられるかもしれないが、「具体的に自由になる人間の尊厳の保障」という正義

の要請の実現を志向するものであるという意味では、現代の「法の理念」そのもの

であるという趣旨の指摘は重要と考えます。詳細は、下山 瑛二「沼田理論と『基

本的人権論』」『沼田稲二郎先生還暦記念論文集 現代法と労働法学の課題』ｐ６５

～６６ 総合労働研究所 １９９１年 参照。 

 

（注１１） これに対し憲法学界の憲法１３条の「人間の尊厳」理念に対する理

解は、「自由人権主体としての個人」の尊厳性を人権の普遍的要素とみるに留まり、

本文で述べたような「憲法１３条を近代自然法思想の単なる再確認に留まるもので

はなく、その発展的形態とみる」という発想はないようにみえます。 

 日本における憲法学研究の主流は、憲法審査の基準論を軸に置いているようで

すが、憲法 13 条から直截規範内容を導き出すわけではなく、原理としてはあるけ

れども規範内容の憲法の審査基準、解釈基準を導き出す場合は、憲法 25 条を根拠

としていることが窺われます。 

 憲法学においては（障害者関連の憲法訴訟においては）、障害者権利条約を日本
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が憲法基準として批准していることを視野に入れ、その原則を憲法２５条１項の生

存権の規範内容として、憲法の違憲審査基準として導入するという方向での考察も

なされているようです。その場合の憲法２５条の背景としては、成長発達権や自己

実現権が想定されている場合もあるように窺われます。 

また最近の憲法の学説のなかには、憲法２５条１項の規範内容を生活保護法にお

ける給付に限定しない傾向がみられます。その場合も他法他施策による所得保障・

医療保障・介護保障等を通じての、様々な基礎的生活保障への必要を充足させるこ

とという視点にたっている、と考えられます。もっとも、他法他施策による所得保

障・医療保障・介護保障等における各保障の必要・程度は、各給付及び各当事者の

状況において一様ではなく、ここでもやはりその者の必要に応じた基礎的生活保障

への多様な配慮が要請される、と述べられています（この点に言及したものとして、

尾形 健 「福祉国家と憲法構造」ｐ１４３参照 有斐閣 ２０１１年）。 

 社会保障法に関係する憲法訴訟の多くは生活保護法関連に集約され、障害年金

をはじめ社会保障法の他領域における訴訟は少ないのが現状です。いずれにせよ社

会保障法関連の訴訟においては、原告（たとえば障害者）の生存権の侵害が、憲法

に違反するという主張が軸となっていることが多いように思います。しかしその論

理の組立てには、残された課題も少なくないように見受けられます。厳しくいえば、

憲法学の既存の解釈に引きづられることなく、パラダイムシフト＝判断枠組みの転

換の提起が求められてきているということでしょうか。障害者の人権をもっと創造

的に構成し、憲法学説、判例を打ち破ることが求められている、という指摘もなさ

れています。そのためには、憲法審査の基準論を軸に置く憲法学の研究方法とは別

に、視点を法改革に置き、裁判や運動の事例の検討から、権利意識、人権意識の拡

充、発展を通して、運動の造る法規範―裁判規範、立法規範などーのダイナミズム

に注目していくことも重要なことに思われます。障害者権利条約には障害者の運動

がどのような法原則を創ってきたのか、いいかえれば（運動の創る法規範―裁判規

範、立法規範）の基礎づけ、理由付けのヒントがあると考えることもできそうです

（以上は、「青木研究会」での議論を踏まえながら、私の責任で纏めたものです）。 

 

（注１２） 本文で述べたことは、障害者権利条約の規定するルールとして
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inclusive principle をどう法規範化するかにも関連するのかもしれません。青木

宏治さんは「青木研究会」において、inclusive principleについて次のようにのべ

ています。 

 

権利条約の規定するルールとして inclusive principleは、障害を持つ人の legal 

capacityであったり、accessibilityであったり、living independently and being 

included in the communityなどがあります。これらをどこまで、人権としての平

等規範化＝ルール化にするのか、法律規範として示すことが重要だと思います。な

お、inclusionを法規範として法律用語として定義、訳語をどのようにするか、は依

然、課題であるように思います。包容とするのであれば、いまの国語辞典、英和辞

典の定義に加えて新たな人権平等論で使用する定義を提起する方が良いと思います

が、どうでしょうか。同じように、reasonable accommodationも同様です。 

 

（注１３） 財政の民主化ないし財政民主主義とは、「国の財政は、主権者である

国民に由来するものであり、国民の意思に基づいて処理され、国民全体の利益、幸

福のために運営されなければならない」ことをさし、「財政は財源を調達する『財政

権力作用』と調達した財源を管理・使用・処分する『財政権利作用』に分けられる」

と説明されています。この延長線でみていくと、保険者には行政庁としての面のほ

か保険事業を適格に行う権利義務の主体として、保険給付が適正に行われるように

図るべき職責があるとみることもできそうです（国民健康保険審査会の裁決の取消

訴訟と訴えの利益 最高裁昭和４９年５月３０日 昭和４６年（行ツ）第１０６号

大阪府国民健康保険審査会決定取消請求事件における１・２審判決参照）。本文で述

べたことは、下山 瑛二「サーヴィス行政における権利と決定」 『人権と行政救

済法』 三省堂 １９７９年 所収で述べられていることを土台にしていますが、

この問題は「保険財政の民主化ないし財政民主主義」の問題として検討すべきこと

のようにも感じています。今後の課題です。 

 

（注１４） 本文（６）で述べたことを、障害認定基準、「行政の専門的裁量」に

ひきつけたところで纏め直すと以下のようになります。 
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 ① 障害認定基準は、行政手続法上の審査基準 処分基準にあたると考えられ

ています。行政手続法は、「審査基準 処分基準は、出来る限り具体的なものとしな

ければならい」としています（５条 １２条参照）。 

 ② しかし障害認定基準は、多くを「行政の専門的裁量」に委ねています。例

えば第１７回障害年金法研究会において取り上げられる予定の１型糖尿病に関連す

る「代謝疾患に関する障害」の認定基準は、政令と同様に抽象的な定めにとどまり、

認定要領では客観的数値が出てくるもののそれでもなお「総合的に判断する」こと

となっています。 

 ③ それでは「行政の専門的裁量」とは何でしょうか。朝日訴訟において、最

高裁判所（傍論における多数意見）は、保護基準が争訟の対象になるか、またどこ

まで基準の違法違憲性について審査できるかという問題にあわせて次のように述べ

ています。「厚生大臣が定める保護基準は、法８条２項所定の事項を遵守したもので

あることを要し、結局には憲法の定める健康で文化的な最低限度の生活を維持する

にたりるものでなければならない」「しかし、健康で文化的な最低限度の生活なるも

のは、抽象的相対的概念であり、その具体的内容は、文化の発達、国民経済の進展

に伴って向上するのはもとより、多数の不確定要素を総合考量してはじめて決定で

きるものである。したがって、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定

判断は、いちおう、厚生大臣の合目的裁量に委されており、その判断は、当不当の

問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生ずる

ことはない。ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法お

よび生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえ

た場合または裁量権を濫用した場合は、違法な行為として司法審査の対象となるこ

とをまぬかれない」としています（１０４０頁）。生活保護法の保護基準（告示）は、

法規性をもって国民を拘束するという点では、通知である障害認定基準と異なりま

すが、「健康で文化的な最低限度の生活が、多数の不確定要素を総合考量してはじめ

て決定できる」ものであることに結び付けて、「行政の専門的裁量」を捉えているこ

とは、障害認定における「行政の専門的裁量」を考える上でも参考になりそうです。 

 ③ 上のことを前提としたうえで、問題をもう少し障害認定における「行政の

専門的裁量」に引き付けてみていきたいと思います。 
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  ⅰ 障害の認定が、主として医学モデルに依拠している現状は、「行政の専門

的裁量」といわれることを、「専門性」の視点から問い直すひとつのきっかけを提示

しているようにみえます。 

  ⅱ 「障害年金の要保障事由」を「稼得能力の喪失・減退」と関連させて捉

えるのか、本稿のように「日常生活能力」を「人間として生きる」ことと結びつけ

て捉えた場合に関係してくる「専門性」は異なってくるようにみえます。 

 ④ つまり「行政の専門的裁量」といわれますが、その多くは「行政」の役割

とは切り離したところで、考え直し位置づけなおすことが可能なように思いますが、

どうでしょうか。つまり、障害認定において求められる「専門性」は何か、その「専

門性」はどのような形で、人びと（受給権者）の「人間として生きる」ことの保障

に寄与することになるのか、の観点から検討しなおしてみるということです（下記

⑦参照）。 

 ⑤ 「行政の専門的裁量」との関わりで検討しなければならないのは、むしろ

財源の問題ではないでしょうか。障害を認定すべき十分な状態にあるにもかかわら

ず、予算の逼迫を理由に認定しないことはもとより容認できることではありません。

しかしこのこととは、別の次元の問題として、ⅰ 保険者には保険給付が適正に行

われるように計るべき職責があること ⅱ 保険者には行政庁としての面のほか保

険事業を経営する権利義務の主体としての側面がある（国民健康保険審査会の裁決

の取消訴訟と訴えの利益 最高裁昭和４９年５月３０日 昭和４６年（行ツ）第１

０６号大阪府国民健康保険審査会決定取消請求事件における１・２審判決）ことは、

確認しておくべきことのように思われます（下記⑦参照）。 

 ⑥ それでは障害の認定においては、いわゆる「行政の専門的裁量」をどのよ

うに整理することが求められているのでしょうか。行政法の立場からは、違法な裁

量権行使かどうかは、「多事考慮あるいは要考慮要素不考慮」「個別事情考慮義務違

反」等の視点から検討することになり、また他の同様の障害を抱える人と別異の扱

いを受けているという場合には、平等原則違反が問題になりそうです（当初、２０

２０年２月に予定されていた第１７回障害年金研究会の準備段階で受けた嘉藤 亮

神奈川大学教授からの教示を橋本の責任で纏めたもの。この点についての詳細は、

今後開催される同研究会での嘉藤報告に期待したい）。 
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 ⑦ 本稿では上に関わる問題を、憲法２５条に基づく国民の生存の権利（障害

年金を受給する権利）と行政主体の決定の関係を切り口として考えています。具体

的には、 

  ⅰ 行政主体の決定（障害の認定）は、国民の生存の権利保障のための一手

段にすぎない。 

  ⅱ 障害年金を受給する権利は、障害年金を必要とするという「需要（need）」

に裏付けられている。 

  ⅲ 国民の生存の権利（障害年金を受給する権利）と行政主体の決定（障害

の認定）の間に何らかの「調和」を見出すこと、受給権者の生存のための要求と行

政主体の判定基礎資料をつきあわせるという「新しい法観念」（以下ⅷ参照）に依拠

した問題処理を考える。 

ⅳ 行政主体の判定基礎資料を国民の生存の権利の対概念に置く根拠としては、

上記③④も関係してこようが、遡れば⑤ということになろうか。 

  ⅴ 上記ⅲで「調和」という言葉を使用しているが、あくまで受給権者の請

求（国民の生存の権利）の上にたって、個々の案件を処理するのが原則となる（上

記ⅰ参照）。したがってそれは、国民のニーズ（国民の生存の権利）の一種の確認手

続を意味する。 

  ⅵ うえで述べたように、あくまで国民のニーズが基盤になるのであるから、

認定基準は「法規性」をもって国民を拘束しない。認定基準は、「準則」でありその

個別事案処理の内部基準にすぎない。 

  ⅶ 障害の認定手続（国民のニーズの一種の確認手続）には、本人及び本人

の主張の擁護者が参加する（上記③④参照）。 

  ⅷ 個々の事案における決定（障害認定）は、しばしば「裁量」に依存して

いるが、全機構（障害の認定手続）は資格（entitlement）、すなわち、権利（right）

に基礎づけられている（ここでの entitlement、rightの用法は、イギリス法のもの

であり、本稿＜注１＞にいう entitlementと rightの説明とは異なる）。 

 上記７は、下山 瑛二「サーヴィス行政における権利と決定」 『人権と行政

救済法』 三省堂 １９７９年 所収 を参考としながら、独自の考察を加えたも

のである。 
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 なお、河野さんもイギリスのサービス利用計画についてですが、「本人中心にま

ず生活目標（outcomes）を立てて、地方当局はその目標の達成に必要なサービスの

利用計画を本人中心に策定しなければならないこと」に触れ（「障害法 創刊号」ｐ

２５）、わが国も総合支援法においては、「地方自治体の実施機関は、ニーズの判定

過程および支援計画の策定過程において、当事者と協働して判定・策定する義務を

有することを明文化する必要がある」（同ｐ２７）と述べています。 

 

（注１５） 「年金制度の主な目的は所得の喪失や減少に対して、所得保障を行

うこと」（注①）という点については、歴史的にはそのとおりではないかと思います

が、現状は変化しているのではないか、と感じています。金銭給付という意味では

所得保障ですが、後述する「安部分類 ウの請求の増大と個別性の焦点化」は、所

得の喪失や減少に対する所得保障から、現状の健康状態や身体的特徴を包含したと

ころで「人間として生きようとすること」を「障害年金の要保障事由」と結びつけ

る方向性を現実のものとしつつあるのではないか、と感じています。 

 

障害年金法研究会の会員である社会保険労務士の安部敬太さんは、国年令別表、

厚年令別表に定められた各障害は、その障害がどの程度、明確かということで 3つ

に分けることができる（2級について整理）としています（表１参照 以下、「安部

分類」という。表１は、第１１回障害年金法研究会「大量支給停止問題」を考える

「一視点」―社会保障法学の立場からにおいて、安部敬太さんの「論文」＜詳細 略

＞からご本人の了承を得て引用したもの）。  

 ① 「安部分類㋒」に分類される障害の認定は、（それだけで等級認定ができる

㋐や認定基準で明確になることも多い㋑と異なり）、障害の有無あるいは程度の認

定にかかる行政（認定医）の裁量を増加させていることが窺えます。 

 ② 安部分類 ウの請求が増大するにつれて、特に個々の障害者の「全体像」

に焦点をあてる必要性（個別の状況ごとの判断が不可避となるという「個別性」）が

顕著になってきているようにみえます。 
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表１において、㋒に分類される（例えば精神障害、知的障害、内部障害といった）

障害に係る認定は、（それだけで等級認定ができる分類㋐や認定基準で明確になる

ことも多い分類㋑と異なり）、障害の有無あるいは程度の認定にかかる行政（認定医）

の裁量を増加させていることは上で述べたとおりです。そのことは当該年金の請求

者側に、もっと個々人の異なる「障害の状態」に注目してほしいという要求を増大

させることに繋がってきているようにもみえます。こうした「個別性」への関心は

国際人権の最近の動向とも一致しているように思われます（＜注２＞参照）。 

 しかしながら、わが国の政策の基本的な方向性は「特定の人の特定の状態は考

慮しない」ことにあるようにみえます（注②）。「特定の人の特定の状態は考慮しな

い」とする行政（年金機構）の姿勢は、行政が社会保険（障害年金）は画一的なも

のであり、根っこの部分では（「表の分類 ㋐」に典型的にみられるような）定量的・

定性的判断になじむものであり、そのような判断がどのような障害においても基本

的に可能だと考えてきた（考えている）ことに関連しているようにも思われますが、

どうでしょうか？言い方をかえれば、社会保険（障害年金）は画一的なものである

という考え方は、伝統的な社会保険制度においてはひとつの見識であったのではな

いでしょうか。そうした社会保険においても、「特定の人の特定の状態を考慮する必

要性」が出てきており、それに伴い障害の有無あるいは程度の認定にかかる行政（認

定医）の裁量の問題を、「国民のニーズの一種の確認手続」の視点から捉え直すこと

が求められてきているということではないでしょうか。 

 

（注①）籾井常喜「社会保障法」総合労働研究所 １９７２年は、「年金制度の主

な目的は所得の喪失や減少に対して、所得保障を行うものであること」を明確に理

論づけた学説といえると思います。籾井理論をごくごく簡単に要約しておきたいと

思います。籾井理論は、生存権保障の根拠を、憲法２５条に求めています。そして

社会保障制度は、社会保険、社会手当、公的扶助、社会福祉から構成されるとした

上で、法的にみた社会保障は、「貧困もしくはその予防に対する所得保障＜生活費の

一部を保障する＞）を目的とするもので、生存権保障の一領域を構成する、として

います。そして籾井理論では、社会保障の一環である社会保険は、貧困化の契機と

なる障害や老齢に対し、一定の所得保障を行うことを目的とするものとされていま



Ⅱ 特集 ３ 河野論文を受けて 橋本補論 

 

174 

 

す。籾井理論においては、障害や老齢という保険事故に対しては、定量的・定性的

判断により、同じく一定の所得保障を行うものであり、老齢や障害は保険事由とし

て同列の位置にあり、保険事由の背後に存在する高齢者、障害者自体（個々人によ

って異なる「障害の状態」）に着目しているわけではないように私には思われます。 

（注②）例えば昭和５１年３月に設置された障害年金廃疾認定基準検討準備委員

会の会議では、「特定の人の特定な状態は考慮されないことで意思統一できた」とし

ています。今回の障害認定基準のガイドラインの議論においても、障害の認定はあ

くまで日常生活の支障におくのであり、その場合に各障害の特性は考慮しないとい

うことであったようです（関係者からの資料提供）。 

 

（注１６） 本稿本文では、障害程度要件の認定に関連して「当該機能障害と社

会の関係性から生じる日常生活または社会生活上の支障の存在」をどう認定するか、

難しいのはこの認定に係る問題だと述べました。 

河野さんは「障害法 創刊号」（ｐ２７）において、「常時介護が必要な障害者に

対する個別的・継続的・包括的な支援（パーソナルアシスタンス）の受給資格のニ

ーズ判定基準」は、「障害当事者が地域で自立した社会生活を営むのに必要な支援の

すべてのニーズを判定する基準、すなわち日常生活の身の回りのニーズに限らず、

就学上のニーズ、就労上のニーズを含め、地域生活を営むのに必要なすべてのニー

ズを判定する必要がある」と述べています。 

このことは基本的には「障害年金の受給資格のニーズ判定基準」についてもいえ

ることだと思います。河野さんが言われる「地域生活を営むのに必要なすべてのニ

ーズ」のうち、本来は障害年金以外の他制度において充足されるべきものが、現実

に制度化されれば、障害年金は「もっと障害者の生活保障に寄与する制度」として

の「本来の姿を明確にすることになる」と考えます。 

 

＜注１＞ 

１、公民権法について 

（１）ＡＤＡ法も公民権法  

アメリカ合衆国憲法における人権保障とその実現の在り方をみていく場合、無視
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できないのが公民権法の存在です。ＡＤＡ法も、公民権法のカテゴリーに含まれる

重要な法律のひとつです。ＡＤＡ法制定後、アメリカのロースクールのテキストブ

ックのなかには、「Disability  Law」ではなく、「Disability Civil Rights Law」と

いう表題のものも出てきているということです。 

 （２）公民権法と合衆国憲法修正 14条の平等保護条項の実施 

公民権法は、合衆国憲法修正 14 条の平等保護条項の実施についての連邦政府の

責任を確認するという視点にたって 1960 年代以降は、（それまでの）人種隔離撤

廃のみではなく、障害者、英語を母語としない人、ジェンダー、貧困者などの「マ

イノリティ」の平等をめざすための法律が、連邦法である公民権法として制定され

てきました。それと同時期に、国連においても国際人権宣言の具体化として国際人

権規約や多数の人権項目を具体化する個別条約が準備され、採択・批准がされまし

た。アメリカの国際条約の実施の仕方は連邦政府と各州によっても異なりますが、

前述のような 1960年代以降の公民権法をめぐる動きは、国際人権の拡充深化とシ

ンクロするものがあります。 

 （３）公民権法と連邦政府の統治責任の実行 

公民権法の制定は、連邦政府の統治責任の実行を意味しています。 

本文は、公民権法を以下の２つの関心からみています。 

１つは、連邦制と関係した連邦政府の人権保障上の役割です。この点に関し少し

補足しておきたいと思います。 

① 合衆国憲法がとる連邦制の下で平等を保障する義務は、州にあります（連邦

政府の管轄地であるワシントン D.C.を除く）。そこで、連邦政府は、修正 14 条の

平等保護条項（equal protection clause）を実現するために公民権（Civil Rights）

の保護のために連邦議会の権限を使って数多くの公民権法を制定してきました。 

② 公民権法は、当初は人種差別撤廃の連邦法を意味しましたが、その後、政治

的権利、経済的差別、社会的権利などの救済、保護義務を求める条項に広がり、広

範な人権訴訟（憲法訴訟）が提起されています。とりわけ、公民権法の 1983条は

注目されています。 

③ さらに連邦政府は、スペンディング条項を使って連邦補助金を州政府に交付

し、社会権保障策を実施するという手法をとることができます。メディケア・メデ
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ィケイドなどがその例とされています。 

（４）公民権法と entitlement 

① entitlement（法的資格）と rightの違い 

公民権法との関わりで、よく出てくるのが entitlement という言葉です。

entitlement という言葉がどのような場面で使われているのか、事例をあげると、

例えば、「経済機会法に基づく給付は、すでに法律によって規定されている『明示さ

れた資格についての原則』（principles of objective entitlement）に従って支給さ

れるべきである」といった使われ方がなされています。 entitlementのひとつの意

味として、「社会福祉や公民権法などに基づいてなされる給付や救済の請求権（法的

資格）を法定化し、権利の特定をして政府の給付義務を求めている」という意味が

あるとされます。上にあげた事例での entitlement の用法は、これに該当します。 

 この場合の entitlement の right との違いとしては、ⅰ 実定法ないし制定法

によって権利の内容、範囲が特定されていること、ⅱ entitlement の実現には政

府、行政からの給付措置が必要とされること、ⅲ ⅱとかかわる部分がありますが、

司法救済には給付措置が伴うので、right のように自己完結しないものとなること 

などがあげられます。 

 ② entitlement の実現と implementation 

上で述べたように、entitlement の実現には、政府、行政からの給付措置が必要

とされ、司法的な救済においても給付措置が求められることになります。つまり、

entitlement の実現には implementation（実行／給付措置）が不可欠だというこ

とが、重要な点です。 

たとえばアメリカでは、教育の機会の保障を具体的に意味あるものにするために、

公民権法に基づき「学校指定についての教育委員会への異議申し立て」、「教育委員

会への教員採用・転任・退職などの異動の議題提案」、「public hearing の要請」、

「文書開示請求、警察への差別禁止の介入請求」、「裁判所への訴訟提起」などを行

うことができる entitlements（法的資格）が規定されているとされます。 

これらの entitlement の実現には、「学校指定の再検討」「public hearing の実

施」といった行政の給付措置（implementation）が不可欠となり、そのような措置

がなされない場合には、当該措置の実施を求める訴訟を裁判所に提起することがで
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きるということでしょう。「entitlement の実現には implementationが伴う」とい

う文脈の含意は、上のように理解できそうです（公民権法についての上の記述につ

いては、橋本宏子「社会福祉（計画）における住民参加の再構築―アメリカの『統

治』概念を手がかりに」 ｐ３９～４０ ｐ５０～５５も参照 神奈川法学 ５１

巻１号 ２０１８年）。 

 

（５）河野論文に関連して 

  河野さんは、「～障害法の基本原理とは、障害に関して自由権的側面と社会権

的側面を分離せず、総合的に保障することにあり、このように、あらゆる人権およ

び基本的自由の完全かつ平等な享有を基本原理とする点において、伝統的に生存権

を基本原理とすると考えられた社会法理論（伝統的な戦後労働法・社会保障法の理

論）とは異なる面を有すると考えられる」（「障害法 創刊号」ｐ１６）とされ、そ

こに障害法の「新しい社会法」としての側面をみているようにも読み取れます。 

河野さんが指摘される「おおむね前段に自由権的側面を記述し、後段にそのため

の支援という社会的側面を併記するという」障害者権利条約の諸権利の定式化は

（「障害法 創刊号」ｐ１７）、「entitlement の実現には implementationが伴う」

という公民権法のあり様が、ＡＤＡ法を継受する障害者権利条約に反映された結果

のようにもみえるのですがどうでしょうか。 

 

２、実質的自由・平等を確保するプロセス 

本文においてＡＤＡ法を継受する障害者権利条約が、ともすれば「自由・平等」

の重視に傾き勝ちのようにみえることを指摘した上で、それがどのような条件のも

とにおいては生存権を基底とする人権を保障し、実質的自由・平等を確保するプロ

セスになるのかを検討することの「重要性」についても言及しました。この後段部

分のことはまだ明確にはみえていませんが、関連するであろうことをいくつか指摘

しておきたいと思います。 

 

 （１）「青木研究会」において、英米法における権利論を論議する中で使われて

きた implementaion という用語は、right には、remedy が伴わなければならない
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という意味だということです。「entitlement の実現には implementationが伴う」

という公民権法のあり様は、生存権を基底とする人権を保障し、実質的自由・平等

を確保するプロセスに繋がる可能性をもつようにみえます。もっともＡＤＡ法を継

受する障害者権利条約においては、その規定の仕方からみて、権利保障の実行主体

である加盟諸国に対し、実行効果までは求めていないと考えられます。しかし加盟

国は、モニター、報告義務、検証を通じ、その実効性を担保することが求められる

ことになります。 

（２）生存的平等（equality of well-being） 

少数民族の人々にとっては、アメリカ国民としての生活、生存を脅かされている

という意識が存在し続けてきました。生存的平等（equality of well-being）は、こ

こでは equality の新しい概念として考えられています。この概念は、制度上は自

由・平等を保障されているはずの人々の間の実質的自由・平等を求める要求が、生

存権の復権運動を基盤として自覚されつつあることを意味しているように思われま

す。アメリカ社会ではそれを根底のところでは citizenship と言っているとようで

す。 

（３）自立した個人と citizenship 

本文の問題関心からすると、「障害をもつ人々」にとっての「citizenship」の要求

が、「citizenship」の内実を、さらに深めた形で具体的に提示していくことが、こと

の外重要なことに思われます。付言すれば、基本的にアメリカ憲法の人権論は、

「independent な individual（自立した個人）」が権利を創っていくという視点に

たっています。（citizenship になれるように、多様な仕方で援助する、という意味

で）障害者権利条約は、citizenshipの平等を求めているもの、という見方は注目に

値します。 

（４）コモン・ローの役割 

アメリカにおいて、自由と生存の実質的な繋がりを求めてその要の役割を果たし

てきたのが、弱者の権利を尊重してきたコモン・ローであるようにもみえます。他

面、財産法的思考方式に基づくコモン・ローの態度と慣行には、社会保障の思想と

共通するものはないともいわれています。後者の側面をも念頭に置きつつ、コモン・

ローの新しい役割とされる「弱者の権利」をも擁護するというコモン・ローの伝統
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的な精神の具体的展開を考えていくことが重要なことに思われます。 

（５）規範の提案に関連して 

「障害と法」の実体的法領域を根拠づけるためには、障害の権利論の固有性、権

利効力の範囲、保障方法、救済などを画定する規範の提案が求められるように思わ

れます。 

アメリカで論議されているものとしは、障害をもつ子どもを教育からの排除する

ことは修正 14条の equal protection clause違反になるか、企業の職場で障害を

持つ人への作業障壁を取り除く措置をとらないことは reasonable 

accommodationの義務違反として equal protection clauseに反するか、それと

もCivil Rights Act のひとつであるADA 法に違反するか、精神障害者の強制施設

隔離は、修正 4条、5条、14条の違反か、などがあげられています。 

（６）まとめー自由と生存に関連する問題 

① 本文は、生存権を基盤にして自由権を考えています。その場合の自由は「自

己保存」（生存）のための自由と理解しています。 

② 本文で言及するように、ロックの自然法思想の人権構造においては、「生存権」

的見地からの生命・自由・財産権の統一的把握であったものが、資本主義的制度的

人権体系体系の具体的表現形態においては、生命・自由・財産の諸権利が、「自由権

一般」の観念からそれぞれ特殊性を帯びて表現されてきたものとなっていきます（下

山 瑛二「人権の歴史と展望」ｐ２５、ｐ５４～５５、ｐ５８ 法律文化社 １９

７２年）。 

③ アメリカには連邦憲法上、生存を権利とする規定をはじめ、現代にマッチす

る福祉の権利規定が存在しません。そのため平等条項に基づいて人権を保障しよう

とする試みがなされてきたように見受けられます。とすれば、「生存的平等」の意味

することも、アメリカにおける＜平等条項に依拠した人権保障＞にもう少し落とし

込んで検討する必要がありそうです。具体的には、 

ⅰ ＜表現の自由と生存の実質的な繋がり＞において、弱者の権利を尊重してき

たコモン・ローの果たした役割の有無を検討することもそのひとつでしょう。 

ⅱ わが国にひきつけていえば日本国憲法１３条を受けた２５条の「生存権」の

意味することと、アメリカにおける＜平等条項に依拠した人権保障＞の差異と関連
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を制度の相異を超えて考えてみることも必要でしょう。因みにアメリカでは、「福祉

への権利」は、連邦憲法上の平等条項、デュー・プロセス条項などに基づく運動を

バネに形成されていると言われています。 

ⅲ アメリカにおいて＜平等条項に依拠した人権保障＞といわれる場合、「生存

的平等」と libertyはどのように関連しているのでしょうか。Freedomが「権力か

らの自由（抵抗）」を意味するのに対し、Libertyは「権力への自由（参加）」を意味

する ととりあえず整理できそうですが、なお検討を要するようにも思われます。

従属性という属性だけで障害のある人を捉えることの是非の問題はこのあたりに関

係しそうです。 

ⅳ「生存的平等」は、根底のところでは citizenship であるといわれています。

「生存的平等」と liberty、citizenship は、日本国憲法１３条を受けた同法２５条

の「生存権」の意味することと繋がる「可能性」をもつものなのかどうか、問題は

そこに戻ってくるように思われます。 

ⅴ 特に citizenshipについては、日本では citizenshipを「生存」との関わりで

論じることは少ないようにみえます。それだけに、日本における citizenship の使

われ方や現代における citizenship の理解については、丁寧に検討してみる必要が

あると考えます。 

 

３、問題の複雑さ 

「青木研究会」で、青木宏治高知大学名誉教授は、ミッシェル・アシュレイ・シ

ュタイン（Michael Ashley Stein）の論文「Beyond the Disability Law」（カリフ

ォルニア・ロー・レビュー）を紹介しています。この論文は、人権モデルの視点か

ら、公民権法である ADA 法を超える障害者権利条約を構想するべく提起されたも

のです。この紹介を通じ、私達は、本文に関連するいくつかのことが実は複雑に関

係しあっていることに気づきます。ここでは、その要点のみを指摘しておきたいと

思います。 

 

（１）ミッシェル・アシュレイ・シュタインの主張 

論文のなかで彼は端的に、「社会権モデルをより充実した形での人権モデルとし



Ⅱ 特集 ３ 河野論文を受けて 橋本補論 

 

181 

 

て、障害者権利条約は作るべきである。つまり、障害者人権パラダイムは、国際人

権法の第 1世代（これは比較憲法の表現。第１世代は市民的、政治的、権利）、第 2

世代（経済的、社会的、文化的権利。これらは国際人権規約 A、B というふうに、

一般にはいわれている。わが国でいえば自由権と社会権に対応する）を超えた第 3

世代としてあるべきだ」と述べているそうです。 

（２）第三世代とは 

 彼の提唱する人権モデルは、国際法の中では、Right to Development（発展へ

の権利）として考えるべきであるということだそうです。 

（３）Right to Development 

 Right to Developmentについては、1997年に国連で宣言がありますが、宣

言の中では二つ意味があって、集団としての発展という意味と、一人一人の人間が

個人の尊厳を最後まで捨てないという、排除されない、消せないという形で言われ

ているということです。 

シュタインは、この国連の宣言である発展への権利と、ヌスバウム（Martha 

Craven Nussbaum）のケイパビリティのアプローチを統合する形で障害人権のパ

ラダイムというのを提案しています。ヌスバウムのケイパビリティは、アマルティ

ア・セン（Amartia  Sen）の潜在能力アプローチを踏まえたところで、独自の見解

を展開しているものと理解していますが、シュタインも論文のなかで、ケイパビリ

ティ・アプローチとはどういうもので、ケイパビリティ・アプローチではどういう

ところが不十分かを指摘しつつ、その主張を展開しているということです。 

 

（４）補足 developmentについて 

 ①（empowermentのコアの概念としての）development 

国際人権規約を支える理念として、empowermentとコアの概念として出てくる

のが developmentであること、empowerment、 developmentを包括する概念が

human dignity であると指摘されています。development という言葉は 1956 年

にユネスコで使用されたのが最初であること、development には、economic 

development、human development の２つがあること、（empowerment のコア

の概念としての）developmentは、後者の意味であることが明らかにされています。



Ⅱ 特集 ３ 河野論文を受けて 橋本補論 

 

182 

 

なお青木宏治さんの助言として、死に向かっていくのも development であるとい

う捉え方をすべきだという考え方が、国際人権規約の理解としてあることが指摘さ

れています（前掲 橋本「社会福祉（計画）における住民参加の再構築―アメリカ

の『統治』概念を手がかりにー」ｐ６０参照） 

 ② 個の尊重と権利主体の development 

１９７０年代、human dignity や integrity という概念は、empowerment や

developmentから導き出されるという意識が高まりをみせる中で、individualityは、

human dignityを確保するのに不可欠なものであり、人権の主体自身の関与・承認

を欠いたところでの基本的人権はありえないと考えられるようになってきます。そ

のことから権利主体の development が起点として不可欠とされ、そのためには、

参加（participation）が整備されなければならなくなります。 

２１世紀に入り、セン（Amartya Sen）の「capabilitiesの平等化の主張」等を

通じて、個の尊重への関心は深まりを増してきています。こうした動向は、国連の

指摘するhuman developmentにも直接 間接に影響を与えてきていることが窺え

ます。上に述べてきた諸点を含め、developmentの意味するところを多様に吟味し

ていく必要性があるようにみえます（前掲「社会福祉（計画）における住民参加の

再構築―アメリカの『統治』概念を手がかりにー」ｐ６５～６６参照）。 

 

＜注２＞ 個の尊重 

 国際人権の流れの中で、Individuality（一人ひとりの個別性に即する、応じる、

広くは個別性の原則といえる）は、human dignity（人間の尊厳）を確保するのに

不可欠なものであり、個々人、それぞれに則した権利保障という意味であることが

明確となり、個を重視する視点が強調されてきました。教育関係の講演などで使わ

れる「子どもの最善の利益」という言葉は、英語では best interest of the childで

す。つまり子どもを集団、集合で捉えるのではなく、個別、ケースごとに異なる個々

の子どもの利益を意味しているという指摘は、ここでいう個の尊重の意味をよく表

していると思います。その結果、human dignityを確保するのに不可欠なものとし

て、個への着目、すなわち「人権の主体である個の関与・承認を欠いたところでの

基本的人権はない」という考え方が重視されてきます。その結果、「一人一人の個人
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に則した権利保障」という考え方が注目を浴び、具体的には「個々の当事者の特性

に応じた権利を供与するために、その保障過程に当事者が関与（engagement）す

る手続」とともに、その保障の内容としても個々人への差別除去のその先にある「主

体的に生きる」ためには、何が必要かに関心が向けられていくようになります（橋

本宏子「社会福祉（計画）における住民参加の再構築―アメリカの「統治」概念を

手がかりにー」神奈川法学 ５１巻１号 ｐ１１２も参照）。 
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表 1  国年令・厚年令別表 2級 

 誰でもこれだ

けで等級認定

できるもの…

㋐  

抽象的内容を含み、等級認

定にはさらなる基準が必

要なもの…㋑  

完全に抽象的で別途、㋐や㋑に

は挙げられていない障害につ

いて基準を設けないと等級認

定は不可能なもの…㋒  

2

級 

① 両眼の視力

の和が 0.05～ 

0.08 

② 両耳聴力レ

ベルが90デシ

ベル以上 

⑥両上肢のお

や指及びひと

さし指又は中

指を欠く 

⑨1 上肢のす

べての指を欠

く 

⑪両下肢のす

べての指を欠

く 

⑬１下肢を足

関節以上で欠

く 

③ 平衡機能に著しい障害

を有する 

④ そしゃくの機能を欠く 

⑤ 音声又は言語機能に著

しい障害を有する 

⑦ 両上肢のおや指及びひ

とさし指又は中指の機能

に著しい障害を有する 

⑧ １上肢の機能に著しい

障害を有する 

⑩１上肢のすべての指の

機能に著しい障害を有す

る 

⑫１下肢の機能に著しい

障害を有する 

⑭ 体幹の機能に歩くこと

ができない程度の障害を

有する 

⑮ 前各号に掲げるもののほ

か、身体の機能の障害又は長

期にわたる安静を必要とする

症状が前各号と同程度以上と

認められる状態であって、日

常生活が著しい制限を受ける

か、又は、日常生活に著しい制

限を加えることを必要とする

程度 

⑯ 精神の障害であって、前各

号と同程度以上と認められる

程度 

⑰ 身体の機能の障害若しくは

病状又は精神の障害が重複す

る場合であって、その状態が

前各号と同程度以上と認めら

れる程度 

 

※①、②、③…は号数 

「安部論文」からの引用 
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はじめに 

(1)障害年金行政のありよう 

障害年金は、障害により稼得能力を喪失、減退した場合にその補てんを行う所得
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保障であると国は、何度も国会で説明している1。しかし、この国の障害年金認定は、

医学モデル2に偏重し、その目的に沿った給付を行うということができていない3。

そして、目的に反していることと表裏一体として、その医学モデル（機能障害）を

中心とした認定ですら、公正なものとはなっていないといわざるをえない。障害者

に対する、この国の中心をなす公的な金銭給付が障害年金であり、障害がある人に

とっての生活の糧であるにもかかわらず、十分な理由も説明されず、不支給とする、

打ち切る、減額するということが多々行われている。 

(2)大量の処分変更 

審査請求を行うことで処分が変更されることは多い。私が行った審査請求で

2007年から 2020年 4月までに結果が出た 370件のうち審査請求段階での処分

変更は 114件（30.8%）、再審査請求 213件のうち処分変更は 53件（24.9%）

ある。総務省の統計4では、2014年度の社会保険関係の審査請求のうち 25%程度

が、審査請求を受けて処分変更されていると推定できる5。社会保険の再審査請求の

うち障害年金に関するものが 73%を占める6ことからすれば、障害年金についても

 
1 国会での政府答弁は繰り返しこのように行われている。たとえば、「障害年金の、御指摘

ございましたけれども、公的年金の立て付けと申しますのは、稼得能力が喪失をする場合に

所得保障を行う、これが公的年金の大きな目的の一つでございまして、この稼得能力の喪失

は、通常は年を取るに従って、すなわち加齢に伴って起こるわけでございますけれども、障

害につきましてはこの稼得能力の喪失が加齢ではなくて現役期に障害状態となって早期に

到来をしたんだと、こういった考え方で所得保障をする、これが公的年金におきます障害年

金の立て付けでございます。」国会会議録2016年4月14日参議院厚生労働委員会。無拠

出制の障害福祉年金についても、「障害福祉年金の場合は、本人が障害を持つことによって、

本来なが(ママ)ば勤めてあるいは仕事をして得られるであろう所得の稼得能力が喪失いた

しますので、それに対する補てんという意味で考えられておるわけでございます。」と説明

する。国会会議録1975年3月20日衆議院社会労働委員会。 
2 障害を社会の側から捉える社会モデルに対して、障害を個人の医学的に身体、精神におけ

る各器官の機能障害により捉える思考枠組みである。 
3 福島豪「障害年金の権利保障と障害認定」『社会保障法』33号(2018年) 121頁。 
4 総務省「2014年度における行政不服審査法等の施行状況に関する調査結果─国における

状況─」（同省ウェブサイト）別表2。 
5 却下（老齢年金の特例水準是正のための審査請求がほとんど）を除いた処理件数に取下げ

件数を加えた 11,772件のうち、取下げ件数の 9割（同年度の再審査請求取下げのうち処

分変更による取下げの割合, 社会保険審査会「年度別（再）審査請求受付・裁決件数等の推

移」〔厚労省ウェブサイト〕により算出）が処分変更だとすれば、その割合は25.4%になる。 
6 社会保険審査会「年度別・制度別(再)審査請求受付状況」(厚労省ウェブサイト)の数字か
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これと同程度かそれ以上の処分変更があることになる。一方、労災においては、審

査請求の取下げは 6%程度である7。労災が比較的公正な決定をしているとは言えな

いにしても、不服申立てを受けて、国が 2～3 割も処分を変更するほどに、障害年

金についての処分はその根拠があいまいであると言えるだろう。それは行政側でさ

え織り込み済みであるといえる。再度見直せば、自ら誤りを認めるほど、その合理

的根拠が不十分で、不公正な決定が多々行われているのである。 

 

Ⅰ 初診日 

1. 初診日の重要性と認定のされ方 

(1)初診日の重要性 

初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を

受けた日であるとされていて（国民年金〔以下「国年」〕法 30条1項、厚生年金保

険〔以下「厚年」〕法 47条 1項）、「その傷病に関連ある症状での最初の受診日」と

解することができる。これを立証することは、その前日で納付要件が、その日で加

入要件が判断されるため、受給権に直結する。 

納付要件は、初診日の前日において、公的年金加入月のうち滞納月が 3分の 1以

下であるか、直近 1 年に滞納月がないかのどちらかを満たせばいいというもので、

20 歳前初診日の場合は、問われない。初診日以後に納付したり、免除申請した月

は、滞納月として扱われる。ただし第2号および第 3号被保険者については、届出

前 2年間は遡って納付したとみなされる。 

加入要件は、主には厚年に加入していたかどうかが問題となる。20歳から 60歳

までの国内在住者は国年の強制加入者であり、被保険者であった国内在住の 60歳

から 65歳までは、この要件は問われないためである。法人等で厚生年金に強制加

入しなければならないにもかわらず、法人が適用届や被保険者資格取得届を出して

いない場合には、被保険者確認請求を厚生労働大臣（ハローワーク）に行うことで、

強制加入すべきであった日から届出日まで「厚年被保険者であるべきもの」となり、

これにより、障害厚生年金の加入要件を満たすことになる。ただし、保険料納付は

 
ら2016～18年度分を集計。 
7 総務省・前掲文書（注4）において、同年度の1588件のうち107件で、すべてが処分

変更によるものだとしても、6.3%である。 
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届出前 2年間に限られるので、それ以前の期間は未納期間となり、結果的に納付要

件を充足しなくなってしまい、障害基礎年金すら受給できないことがあることには

注意を要する。 

(2)カルテの確認 

初診日の立証は複雑である。からみあった糸を、受給権に結びつくように解いて

いかなければならない。その際、カルテの確認が必要なことは多い。 

【事例 1】 てんかんの20歳前初診が、本人の請求では客観的資料で証明で

きず、友人等に話しておらず第三者証明（後述(3)③）が出せず、初診日特定

不能により却下された。審査請求から受任し、これまでのすべてのカルテを

開示して、丹念に読み込んだ結果、10 年前の受診時に本人の父親が中 2 の

ときに初めて発作があり救急搬送されたと話している記録が見つかり、処分

変更にて、障害基礎年金の受給権が認められた。 

【事例 2】 うつ病での障害基礎年金の事後重症請求において、もっとも過去

のカルテに基づき記載してもらった受診状況等証明書（初診日の証明書）で

は、納付要件を満たす期間に初診日があることが確認できなかった。そのた

め、念のためカルテの開示請求をして、カルテを確認したところ、その病院

の初診時において、その 7年前の納付要件を満たす期間に内科で安定剤が処

方されていたと本人が話していたことが記録されていた。そのことを受診状

況等証明書に追記してもらい請求したところ、障害基礎年金 2級が認められ

た。  

 

(3)初診日の認定のされ方 

2015年の厚労省通知「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添

えることができない場合の取扱いについて」（2015年 9月 28日 年管管発 0928

第 6号, 以下「2015年通知」）によれば、カルテがない場合等の初診日の認定は以

下により行われることになる。 

① 5年以上前のカルテ上の情報 

まず、もっとも一般的なのが、現存する最も古いカルテ上の初診日についての情

報である。2015年通知には、請求日から 5年以上前の日付のカルテに記載されて

いる、本人が申し立てた最初の受診時期を初診日と認める、とある。 
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② その他の客観的資料 

次に、①の記録がない場合には、その他の資料により、初診日が認定されること

がある。これは、受診日、診療科および傷病名等の PCデータ、薬局の調剤記録や

お薬手帳、障害者手帳や生命保険、自賠責、会社へ提出した診断書および傷病手当

金等の他の様式の診断書、精神科（または心療内科）単科の場合には日付の入った

診察券、交通事故の記録、レセプト、救急搬送記録ならびに労災の記録等である。

単独では証明力が弱いときは、年金機構のマニュアル8によると、これらのうち複数

（たとえば、下肢障害での障害者手帳交付日とその 4か月前の整形外科受診日〔傷

病名不明〕の記録）を提出することによる「併せわざ」で、認定されることがある

（事例 4）。 

③ 第三者証明 

上記①と②がない場合には、いわゆる最後の手段として、受診状況を知っている、

複数の第三者による証明（以下「第三者証明」）を提出することになる。これは、3

親等以内の者を除く友人や近隣者、教師、同僚などに、初診日の時期、病名、医療

機関名および初診に至った状況などをできるだけ記載してもらうものである。

2015年通知は20歳前初診日の場合は、第三者証明だけで認定することができる、

とし、20歳以降初診日の場合は、20歳以降初診は他の資料とセットで認めること

があるとする。なお、診療に関わった医療従事者の証明 1通があれば、それだけで

認めるとされている。 

④ 一定期間のどこに初診日があっても納付要件を満たす場合 

さらに、2015 年通知は、始期と終期を特定させて、一定期間のどこに初診日が

あっても納付要件を満たす場合で、①全てが同一制度加入であるときは請求人の申

立日を初診日と認定する、②国年と厚年加入が混在しているときで、請求人が、厚

年加入でない日を初診日として申し立てるケースでは申立日を初診日として認定

（つまり、少なくとも障害基礎年金は支給）し、厚年加入中初診日を申し立てるケ

ースでは他の資料（年金機構はこれを第三者証明9とする）が必要である、とする。

 
8 年金機構「初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い

(指示・依頼)」(2015年9月29日給付指2015-120,年相指2015- 76) 別添8「障害年

金の初診日の認定に関する事例集」 9頁。 
9 年金機構「初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い
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また、始期については、出生日を始期とすることも否定していない10。 

2. 初診日認定において問題となる点 

(1) 2015年通知の基準性 

 初診日の認定に関する 1985年改正後の通知で、まとまったものは 2015年通知

しかないなかで、この通知が行政手続法上の審査基準または処分基準といえるのか

どうかが問題となりうる。同通知の語尾はほぼすべてが「初診日として認定できる」

としているところ、これをどう解釈するかという点も議論がありうる。2015 年通

知は審査基準または処分基準として扱われるべきであって、「認定できる」という文

言は、明白に証明力に問題がある資料や第三者証明では認定しない場合がありうる

ことを示すにすぎず、原則として、2015年通知に書かれている内容で初診日を認

定すべきものであるし、さらに、その解釈を示した年金機構のマニュアルに該当す

る場合には、初診日を認定する義務が保険者（国）および行政不服審査の審査機関

にはあると考える。 

【事例 3】 2020年 4月の社会保険審査会裁決令和元年(厚)272号は、請求

人が 2015年通知の適用と年金機構の解釈文書（マニュアル）を根拠に厚年初

診日を認定すべきと主張したのに対して、2015年通知に一切ふれることなく、

請求を棄却した。糖尿病性腎不全により、人工透析を受けているケース（50歳）

で、高卒で就職した年の 6月の耳鼻科入院のときに、糖尿病の初診日があると

の請求（障害基礎年金から障害厚生年金への裁定替え請求）を、保険者は初診

日特定不能と却下した。厚年期間は高卒後から 4年で、その後は自営業で国年

1 号であった。障害基礎年金の初診日は、35 歳と認定されている。出生日か

ら 35歳の初診日まで、初診日がどこにあっても、納付要件は満たしているた

め、就職直後の 6月の耳鼻科入院時に初診日があった（入院中の検査で糖尿病

と診断）という当時の同僚の証明 2通により、2015年通知と年金機構の書面

により、厚年初診日が認められるべきと主張した。再審査請求の公開審理では、

国は出生日は始期として認められないと述べた。さらに、審査長は、2015年

通知はこれに該当しなければ、認定しなければならないという趣旨なのか、と

 
(指示・依頼)」(2015年9月29日給付指2015-120,年相指2015- 76) 別添9「初診日

を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱Q&A」 6頁。 
10 年金機構・前掲文書(注9) 5頁。 
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保険者に質問し、保険者は「認定できる」と書かれていることから「しなけれ

ばならない」ということではないと回答し、審査長も、審査会はこの通知には

縛られないと公言した。始期については、高校時代は運動部に所属し、糖尿病

と言われたことはなかったという元教師の妻と同級生の第三者証明を審理後

提出したものの、裁決は 2015年通知にもその解釈にも一切ふれず、第三者証

明では証明力がないと棄却した。 

(2)初診日のカルテがない場合 

まず、前提として、国は証明責任は請求者にあるという。しかし、カルテ保存期

間が終診時から 5年（レセプト等も同様）とされているなかで、どうして請求人が

証明責任を負わなければならないのかという問題がある。 

2015年通知を前提としても、初診日を証明できないケースは、まだまだ多い。

以下などである。 

第一に、第三者証明が取れないことが多々ある。統合失調症などでは、誰にも言

っていないことが多い。 

第二に、通知からすると、20歳前初診日については、第三者証明のみで認定する

ことができるとしているものの、実際には、20歳前初診日であっても、第三者証明

のみで認定する場合と認定しない場合（事例 4）があり、その切り分けがどういう

基準でなされているのかはまったく不透明である。 

第三に 20 歳以降の初診等で第三者証明しかない場合には、あわせて必要な客観

的資料とは何かが問題となる（事例4）。客観的資料については、日記、メール、ブ

ログ、家計簿などは客観的資料とはみない、というのが厚労省見解である。しかし、

実際の行政争訟では、証明力によっては認められた事例も過去にはある。 

【事例 4】 17歳時初診日の遺伝性の視力障害について、入社前の健診で視力

低下を指摘されたことを請求人から聞いたという第三者証明 2 通だけでは初

診日が認定できないと返戻されたのに対して、健診を受けたクリニックの受診

日（受診内容は一切不明）の日付だけの記録を提出したところ、第三者証明と

の併せ技で、障害基礎年金の受給権を認めた。 

第四に、5年以内のカルテしか残っていない場合にも、あわせて必要な客観的資

料とは何かが問題となる。受診が必要のない場合、治療法がない場合、進行が非常

に緩やかな場合などでは受診していない期間が長期に及ぶことは多い。5 年以上前
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のカルテは破棄されている場合には、初診日認定は非常に困難となる。 

第五に、一定期間のどこに初診日があっても納付要件を満たすが、複数の制度に

加入し、厚生年金加入中初診を証明したいものの、第三者証明が取れないときも問

題となる。誰かに話したのが5年以内の場合は、第三者証明としては認められない。 

第六に、一定期間に納付要件は充足とする場合に、特定しなければならない始期

と終期がはっきりしない場合がある。2010年頃、35歳頃という記載については、

年金機構はQ&Aで始期と終期を示している（2010年は同年1月1日～12月 31

日、35 歳は同誕生日～翌年の誕生日前日）11。では、「1 年前に〇〇に受診した」

という場合の始期と終期はいつからいつまでなのかが明確ではない。 

(3)因果関係 

① 精神障害の初診日 

精神障害の場合は、原則は、生涯で最初に精神科または心療内科にかかった日が

初診日とされる。しかし、受診経過によっては、それ以降が初診日と認定されるこ

とがある。 

【事例 5】 精神科受診前に全身性エリテマトーデス12の受診があり、精神科受

診時には、全身性エリテマトーデスによる器質性精神障害と診断された。しか

し、全身性エリテマトーデスの初診日では納付要件は満たさない。カルテ開示

により、精神科受診後、最初の 1年半は睡眠薬しか処方されず、その後、抗う

つ剤が継続して処方されていたことを確認し、抗うつ剤の処方前は精神症状に

ついての受診ではないとして、抗うつ剤処方開始日を初診日（納付要件を満た

す）として請求したところ障害基礎年金 2級が認められた。 

内科等の他の診療科受診であっても、通常、医師が精神科受診を勧めた時点が初

診日となる。精神疾患を疑われた時点、抗不安薬や睡眠薬が処方された時点も、そ

の前後の受診状況によっては初診日と認定されることがある。 

 
11 年金機構・前掲文書(注9) 10頁。 
12 指定難病 49。「発熱、全身倦怠感などの炎症を思わせる症状と、関節、皮膚、そして腎

臓、肺、中枢神経などの内臓のさまざまな症状が一度に、あるいは経過とともに起こってき

ます。その原因は、今のところわかっていませんが、免疫の異常が病気の成り立ちに重要な

役割を果たしています。」神経精神症状が起こることがある。難病情報センターウェブサイ

ト。 
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② 症状が発現した受診日と診断確定日 

なかなか確定診断がされない、慢性疲労症候群、線維筋痛症や難病などの場合に

問題となる。特異的症状やウイルス感染が原因である可能性が指摘されている場合

などは、それによる受診が初診日とされることもある。たとえば、慢性疲労症候群

で、疲労を訴えてかかりつけ医に行った日やマイコプラズマ肺炎で受診した日が初

診日と認定されたことがあるものの、全身疲労により仕事ができなくなっていろん

な科にかかっても病名がつかなかったときではなく、確定診断日が初診日とされる

傾向は強まっていると考えられる（慢性疲労症候群の初診日については東京地裁で

係争中）。線維筋痛症の初診日が争点となった、2020年 6月 5日東京地裁判決（判

例集未搭載）では、判決直前に、国は確定診断の 1年前に症状が発現した受診日を

初診日と認め、障害認定日における障害の程度が争点に変わった（同判決は 3級を

認容）。 

③ あやふやな因果関係 

A. 元の病気とその治療により発症した病気 

手術や特殊治療が原因で発症した場合に、元の病気と因果関係があるかどうかは、

これまで裁定段階や裁決でも判断がわかれていて、明確な切り分けができていない。

認定医の判断次第と思われる。しかし、元の病気がなければ手術や特殊治療は行わ

れていないのであり、それらが発症の直接の原因であれば、因果関係ありと判断す

るのが原則ではないかと考える。障害年金の実務上、因果関係ありと判断される場

合でも、A 傷病から B という病気を発症することが 100%ではない（糖尿病だか

らといって、糖尿病性腎症にすべての人が罹患するわけではない）ことと比べると、

元の病気の治療の結果の発症は元の病気との因果関係はより明確である。 

【事例 6】 がんに対する抗がん剤治療により、骨髄異形成症候群となり、死亡

したケースの未支給年金請求について、国は、2回目の抗がん剤治療開始日を

初診日としたのに対して、審査請求で、初診日はがんの最初の受診日であると

主張している（審査中）。 

B. 精神障害とそれによるケガ 

条文上は「疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病」（国年法 30条、厚年法 47

条）とされている。他の傷病に起因する負傷はありえないということである。する

と、うつ病により、高所から飛び降りケガをした場合にはどうなるか。この場合に
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は因果関係で判断するのではなく、高所からの飛び降り（とその障害）は、直接「う

つ病による障害」であると考えるべきである13。 

【事例 7】：うつ病のため飛び降りをはかり、両下肢障害により車いすとなっ

たケースで、飛び降り時には国年だったため、障害基礎年金を請求し、1級と

裁定された。受給開始の 3年後に、原因はうつ病であり、その初診時には厚年

加入だったため、飛び降り時のけがの受診状況等証明書に原因は「うつ病」と

されていたことを根拠に、事後重症の障害厚生年金に裁定替え請求を行ったと

ころ、国は障害厚生年金の受給権を認めた。さらに、障害基礎年金請求と認定

したことが国の誤りであったとして、障害基礎年金請求時に障害厚生年金の請

求があったとみなすべきであると主張したところ、国は認めて、障害基礎年金

の返金は生じなかった。 

C. ステロイドと骨頭壊死 

現行の年金機構マニュアル14には「ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無

腐性壊死が生じたことが明らかな場合には、相当因果関係ありとして取り扱います。」

とある。下線部は、2012年 5月の障害厚生年金手引きから加筆された。ステロイ

ド治療後の骨頭壊死等の関節症状はそれ以前は原則として因果関係あり、とされて

いたのに対して、最近は因果関係を認めさせるには根拠が必要とされる傾向にある。 

D. 高血圧と脳出血 

原則として、裁定や不服申立てでは、因果関係を認めていない。2014 年 10月

30日東京地裁判決（裁判所ウェブサイト）では、他の原因を具体的にすべて消去し

たうえで、高血圧との因果関係を認めている15。裁定段階や不服審査でも、このよ

うなていねいな立証が必要であろう。 

E. 糖尿病と心疾患 

これまでの裁決では、因果関係を認めているもの16と認めていないもの17がある

 
13 安部敬太・田口英子編『詳解 障害年金相談ハンドブック』（日本法令・2016）77頁。 
14 年金機構『国民年金・厚生年金保険障害給付(障害厚生)受付・点検事務の手引き』（2016

年4月）、同『国民年金障害基礎年金 受付・点検事務の手引き』（2015年9月）。 
15 日弁連高齢者・障害者権利支援センター編『法律家のための障害年金実務ハンドブック』

（民事法研究会・2018）250頁。 
16 『1995年版社会保険審査会裁決集』221頁。 
17 事例9のほか『2005年版社会保険審査会裁決集』被用者保険418頁。 
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が、最近の傾向としては認めない傾向が強いと考えられる。 

【事例 8】 社会保険審査会 2007年（厚）495号裁決（『2008-2010年社

会保険審査会裁決集』被用者保険 231 頁）は、糖尿病、高コレステロール血

症は「いずれも心筋梗塞発症の主要な危険因子であり、また、これらの危険因

子が複合することによって心筋梗塞発症の蓋然性が高まることが種々の疫学

研究の結果から広く認められているものの、前発傷病と心筋梗塞発症との間に、

糖尿病と糖尿病性網膜症のように、前者が後者を招来する関係を是認し得る高

度の蓋然性があるとまではいえないから、両者の間に相当因果関係を認めるこ

とは困難といわざるを得ない」とした。 

F. 糖尿病と急性腎不全 

糖尿病と糖尿病性腎症の因果関係は当然ありとされるのに対して、急性腎不全の

場合は、糖尿病は直接の原因ではないとされている。しかし、糖尿病により腎臓の

状態がよくないことがベースとなり、感染などにより急性腎不全となったときに、

糖尿病との因果関係の有無がどう判断されるのかが問題となる。 

G. 複数回の脳血管障害 

請求人が同一傷病であると主張をしない限りは別傷病と判断されることが多い。 

H. その他の医学的な因果関係との非整合 

医学的には因果関係がある可能性が高いとされている場合でも別傷病と判断され

ることがある。たとえば、クローン病（またはその治療薬）と悪性リンパ腫、クロ

ーン病と直腸がんなどである。 

④ 家族の相談 

家族の相談であっても、初診として認められることはある。家族が訴えた内容、

医師のそれに対する応答の内容、診断名はついているかなどにより、認められる場

合がある。 

【事例 9】 社会保険審査会裁決『2005年版社会保険審査会裁決集』国年関係

44 頁は、両親が精神科クリニックに行き、医師から、推測として、一応うつ

状態との診断を受けている件について、「本人に病識を欠き受診を拒否するこ

との多い精神病に関しては近親者による相談も保険給付上初診日に当たるも

のとして取り扱うことができる場合があると考えられ、本件事実関係の下では、

このうつ状態とされた傷病は当該傷病と同一性があると認められる」とした。 
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⑤ 医師でない専門職 

原則として、医師または歯科医師であることが条文上の規定であるが、それ以外

の専門職への相談であっても、初診日と認めることがある。 

【事例 10】 社会保険審査会裁決『1998年版社会保険審査会裁決集』436頁

は、親元離れを独立生活しており、自発的受診は困難な状況にあり、精神科受

診 2年前の 19歳時に臨床心理士が精神科受診を勧めたケースで、20歳前ま

でに専門医の診断を受けるべき状態にあったとして、この期間に初診があった

ものと取り扱うのが相当であるとした。 

⑥ 健診 

2015年通知では、「原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健

康診断を受けた日（健診日）は初診日として取り扱わないこととする。」とした。し

かし、これは医師の「診療」をどう解釈するかの問題である。この通知前は「健康

診断により異常が発見され、療護に関する指示を受けた場合は健康診断日」を初診

日としていたし、医療保険上は「診療」には当たらない、大学の保健管理センター

での医師への受診であっても、初診日と認定している。これらから、医師との面談

がある健診について、初診日と認定しないというのは法に反するといえるのではな

いか。実際に、事例 4は健診での異常指摘されたという第三者証明により初診日と

認定している。 

⑦ 違法薬物 

覚せい剤などの使用については、厳しい認定が行われているものの、覚せい剤の

前に精神疾患を発症している場合には、因果関係なしと扱われる可能性がある。覚

せい剤使用後に発症した場合には、発症までの期間、発症までの就労・生活状況、

発症後の精神疾患の病態（覚せい剤精神病との類似性の有無）などによっては因果

関係なしと判断される場合がある。なお、給付制限の根拠条文については、国は国

年法 69条（故意に障害…を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由

とする障害基礎年金は、支給しない）と 70条（故意の犯罪行為若しくは重大な過

失により…障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ…た者の当該障害につい

ては、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる）

を区別せず、70条が適用される覚せい剤使用の場合も、69条と同様に全部の支給

をしないと扱っているが、因果関係があるとしても、支給制限は一部とされるべき
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である18。 

(4)再発と「社会的治癒」 

社会的治癒とは、国の説明によれば、「医学的な治癒に至っていない場合でも、医

療を行う必要がなくなりまして社会復帰している状態を社会的治癒ということで治

癒と同様の状態と認めまして、その後、症状が著しく悪化した再発の時点を初診日

として取り扱う」19とされている。 

再発と社会的治癒の違いについては、再発後を初診とする扱いのうちに、医学的

な治癒（寛解）後の再発と社会的治癒の 2つがあると考えられる。社会的治癒はど

ういう場合に認められるべきなのか、社会的治癒に一定の医学的な裏打ちは必要な

のかについては、社会保険審査会裁決は治療が必要ではない状態であることや精神

障害等の場合には寛解維持のための最小限の投薬であること等医学的な根拠を要す

るとしているものが多い。裁判例でも一定必要としている（事例 11）。 

【事例 11】 2007年4月 12東京地裁判決（判例集未搭載, ウェストロージ

ャパン 2007WLJPCA04128004）は「薬物療法を継続していることのみを

理由として，『医療を行う必要』がなくなっていないから社会的治癒ではない

との結論を導くことは相当ではない。したがって，仮に薬物療法を継続してい

たとしても，寛解状態にあり，就労をするなど一般社会において安定的な社会

生活をある程度長期間にわたって継続的に営むことができるのであれば，社会

的治癒を肯定することができるというべきである。もっとも，薬物療法によっ

て辛うじて症状が抑えられているにすぎず，これを中断すれば直ちに症状が現

れるような状態にある場合は，効果的な薬物療法が継続しているといえること

から，社会的治癒を肯定することは困難である。」とする20。 

進行性の病気で、かつ、治療法がない場合に社会的治癒は認められるのか、につ

いては、「原則として認められないが、認められる場合もある」というのが、事例12

の口頭意見陳述（2019年 3月）での保険者の回答であった。上記の医学的裏打ち

を要するという扱いと非整合な面があることは否めないし、その切り分けは明らか

 
18 日弁連・前掲書(注 15) 226頁。 
19 2003年10月9日参議院厚生労働委員会。 
20 日弁連・前掲書(注 15) 241頁。 
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ではないものの、下記事例のほかに網膜色素変性症でも認めている事例21が複数あ

る。 

【事例 12】 筋ジストロフィーの確定診断と、そのきっかけとなった数か月

前の受診日は厚生年金加入中だったので、障害厚生年金を請求した。しかし、

中学時代に受診したカルテの病名欄に、確定診断と別種ではあるものの、筋ジ

ストロフィーの 1 種との記載があったことから、国は 20 歳前初診と認定し

た。カルテをすべて取り寄せ、20 歳前の受診は、何ら検査もなく、本人や家

族への病名告知もないことから、病名はレセプト上の記載に過ぎず、本件傷病

の診療開始時期は、確定診断の数か月前であること、仮に 20歳前の受診と同

一傷病であったとしても、就学と就労には支障がなかったことから、社会的治

癒により厚年初診と認定すべきだと主張したところ、再審査請求にて、国は、

処分変更で障害厚生年金を認めた。処分変更後に開示請求した障害状態認定表

には、就学期は体育実技ができていたことを根拠に社会的治癒を認める、と記

載されていた。 

Ⅱ 障害の程度 

日本の障害年金認定は、医学モデル（機能障害22認定）に偏重した法令・認定基

準・認定方法より行われている。かつ、そのやり方も不公正なものになっている。 

1. 法令…国年令・厚年令  

等級表は、1級と 2級は国年法 1966年から、3級と手当金は厚年法 1954年か

ら、変わっていない。変わったのは 1985年改正により法別表から政令別表に格下

げされたことだけである。 

 
21 安部・田口・前掲書(注13)185頁は、網膜色素変性症について裁定段階で、社会的治癒

を認定していることが障害状態認定表で確認できる。 
22 障害は、1980年のWHO「国際障害分類」（ICIDH）により「機能障害」、「能力障害」、

「社会的不利」の3層構造と捉えられた。上田敏「国際障害分類初版(ICIDH)から国際生活

機能分類(ICF)へ―改定の経過・趣旨・内容・特徴―」『ノーマライゼーション 障害者の福

祉』251号（2002年）38-42頁は、この3層を「手足が動かない(機能障害)、歩行その

他の日常生活の行為ができない(能力障害)、職を失う(社会的不利)」と説明する。この3層

は、2001年のWHO「生活機能・障害・健康の国際分類」（ICF）で、「機能・構造障害」、

「活動制限」、「参加制約」とされた。厚生労働省訳『ICF 国際生活機能分類』(中央法規・

2008)。 
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(1)「日常生活能力」尺度 

① 国が説明する目的との非整合 

日常生活能力によって、障害年金の等級を画することは、国が説明する障害年金

の目的（障害による稼得能力の喪失・減退に対する所得の補てん）と整合性が問わ

れうる。この日常生活能力は、国民年金の障害年金創設時に採用された認定尺度で

ある。法案提出1か月半前までは、厚年と同様に労働能力を尺度としていたものが、

議論も説明もなされずに、日常生活能力に差し替えられている23。 

2002年に国会において、西川きよし議員の「所得保障の必要性と日常生活能力、

この日常生活能力の関係が不明であるのではないか、あるいは厚生年金加入中の、

先ほども出ましたが、初診の場合は一級、二級は日常生活能力で、三級の場合は労

働能力で測定されることになっているというこの点についてですけれども、一つの

ものをはかる途中で例えばその物差しを変更するということなどは不可能なことで

はないか」との質問に対して、国は「昭和六十年までは国民年金と厚生年金、これ

は別々の制度でございました。それで、国民年金につきましては日常生活能力に着

目して認定基準がつくられておりまして、厚生年金はサラリーマンでございますの

で、労働能力に着目して基準がつくられておったわけでございます。六十年改正に

おきまして、その国民年金を日本国民全体の一階部分の制度として再編成するとい

うことになったわけでございまして、そのとき、その認定基準につきましても統一

が図られたわけでございます。そのときは、日常生活能力の制限の程度に応じて国

民年金は基準がつくられておりましたので、これを基本にいたしまして一級と二級

は決められたわけでございます。基準は一緒にされたということです。ただ、厚生

年金につきましてはサラリーマンでございますので、日常生活については大した支

障はない、しかし労働能力には支障があると、こういった障害を有する方につきま

して、三級の厚生年金だけの障害年金の制度ができたということでございます。」と

答えている24。国は、所得保障の必要性と日常生活能力尺度との関係について、正

面から答えることはできていない。ただ、元々別制度であった国年の障害年金と厚

年の障害年金を接合したために、認定の尺度が、1級と 2級は日常生活能力、3級

 
23 国年法案は 1959年 2月国会提出。1958年 12月の案は労働能力だった。社会保険庁

『国民年金三十年のあゆみ』(ぎょうせい, 1990年) 71頁。詳しくは別稿にゆずる。 
24 国会会議録2000年 2月24日参議院国民福祉委員会。 
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は労働能力という木に竹を接ぐものになっていることの歴史的経過を述べたにすぎ

ない。 

障害者権利条約の批准に向けた 2011年の障害者基本法の改正（2条）では、障

害者を「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の

障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継

続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と、社

会的障壁を「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるよ

うな社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義してい

る。この条文のように、「日常生活」は「社会生活」と区別されることが一般的であ

る。日常生活に制限を受ける状態は、労働を含む社会生活に制限を受ける状態より

も重度の障害状態にあると捉えられる。日常生活の制限の程度で、2級（障害基礎

年金）を給付するか否かを画することの最大の問題は、身辺処理可能だが稼得能力

を喪失している場合に2級（障害基礎年金）が支給されないことにある。 

【事例 13】 2015年 5月 29日大阪高裁判決（裁判所ウェブサイト）は、

不安恐慌性障害および回避性人格障害について 2 級該当性が争点となった事

案に関して、「施行令別表における『日常生活』とは、労働に従事すること等

の、社会内における様々な他人との複雑な人間関係の中での社会的な活動より

も狭い範囲の活動、具体的には食事や入浴、家事等、他人関係を伴わず、主に

家庭内で行う活動や、買物や通院等、比較的単純な対人関係を伴う活動をいう

ものと解すべきである。そして、このように解することは、国民年金が厚生年

金保険法等の被用者年金各法とは異なり学生や主婦等の職業を持たない者も

加入する制度であって、労働能力の喪失の程度を基準として障害の程度を判断

することが必ずしも適切でないこととも整合し、また、社会的な活動を行う能

力や労働をする能力が著しい制限を受ける場合であっても、日常生活が著しい

制限を受けていない場合に障害基礎年金を支給しないこととしても、健全な国

民生活が損なわれることを防止するという法の趣旨に反することはない。」と

判じた。 

一方、日常生活能力尺度により、精神障害や内部障害により自立した日常生活は

できないが労働はしているという場合に2級に該当するかというとそうはならない

ことも多い。というのは、日常生活能力と労働能力との関係については、一般的に
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は、身辺処理や家事の能力よりも労働して収入を得る能力のほうが高度なものであ

ると理解されていることに加えて、認定基準の一般的程度の記載（障害の状態の基

本）に日常生活能力の中身として、2級は「労働により収入がえられない」および

「活動範囲は家屋内に限られる」程度であると記載があるからである（後述 2 の

(1)）。内部障害については、これに加えて、「座業や軽い家事もできない状態」以上

が 2級という記載があるため、どういう形であれ、仕事ができている場合には、「日

常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要

とする程度のもの」という2級に該当しないと判断される可能性があるからである。

このことにより、福祉的就労や週 10時間労働等、とても自立した生活ができない

程度の稼得状況であっても、労働している（つまり、活動範囲が家屋内を超える、

または一般状態区分ウ「座業もできない」に該当しない）というだけで、2級非該

当となってしまうことがある。さらに、日常生活能力は医師が判定する機能障害認

定と親和性が極めて高いと考えられることも指摘しておきたい（後述2の(2)参照）。 

②  あいまいさ 

日常生活能力の問題点は、審査基準・処分基準としてのあいまいさにもある。2級

包括条項（15号）の「日常生活に著しい制限状態」というのはどういう状態なのか。

15号は「前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必

要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい

制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のも

の」とする。つまり、1号～14号までは、「障害の状態」としては同程度であって、

その状態とは「日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を

加えることを必要とする程度のもの」であるとしていると解される（2(1)）。しか

し、「両眼の視力の和 0.08」、「両耳の聴力 90db」、「一上肢のすべての指を欠く」、

「一下肢の足関節以上で欠く」などの 1号～14号の記載が、どうして同じレベル

の「日常生活に著しい制限がある障害状態」といえるのかは不明である。少なくと

も、同レベルと判断するために、どういう能力障害や社会的不利（参加制約）の指

標を立てたのかが説明され、それらの指標により各障害が、どうして同レベルの障

害状態にあると判断されたのかが説明されなければならない。1985年改正前の厚

年法の 2級は、同様の抽象的表現であっても、「高度の労働能力制限」であった。こ

れであれば、少なくとも労働能力を喪失していることが立証できれば 2級であると
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主張できる。しかし、「日常生活の著しい制限」では、「日常生活」とは何か、「著し

い」とはどの程度なのかが何ら明確ではなく、審査基準・処分基準として、あいま

いすぎて、これに当てはめて 2級を認定することも、請求者がこれを根拠に 2級を

主張することも不可能というほかない。 

障害全般についての「日常生活の著しい制限」について、一定具体的に、国が示

しているのが、認定基準における「障害の基本」である。これについては後述する

（2(1)）。 

(2)外部障害と内部障害25の二重基準 

外部障害は機能障害のみで、内部・精神障害は労働能力を含む日常生活能力（全

般的能力障害）で認定する。2級でいえば、国年令別表 1号～14号（外部障害）と

15号（包括条項）の規定の仕方の落差は大きい。 

【事例 14】1985年改正前の認定基準により血友病による障害の状態が 2級

と判断できるかどうかが争われ、検査数値は2級程度と認めたものの、認定基

準の日常生活能力の記載により 2級非該当とした一審判決26の控訴審27におい

て、外部障害に比して内部障害の場合にだけ日常生活能力や労働により収入が

得られないことが 2 級認定において要件とされることが憲法 14 条に反しな

いかが争点となり、判決は次のように判じた。「国民年金の障害給付は、被保

険者が障害により日常生活に支障を来したり、日常生活に著しい制限が加えら

れたりして所得が減少した場合に、その生活の安定が損なわれるのを防止する

ことを目的として支給されるものであり、…外部障害であれば、旧国年法別表

の各号に規定された障害の内容から、障害の程度を推測することが可能である

 
25 身体障害者福祉法では同法施行規則「身体障害者障害程度等級表」別表 5の「心臓、じ

ん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若

しくは肝臓の機能の障害」が内部障害、それ以外の視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害、音

声機能、言語機能又はそしやく機能の障害、肢体不自由が外部障害と考えられるが、年金の

場合はこれよりも障害対象を広くしていて、原則としてすべての傷病が対象とされ、認定基

準の第3第1章の1～7節（眼、聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下、言語機能、

肢体）が外部障害、同8～18節（精神、神経系統、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、

血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、高血圧症、その他の疾患）が内部障害とされる。

ただし、後述2の(10)③のとおり、傷病によりその区分は必ずしも明確ではない。 
26 2016年4月28日東京地裁判決(判例集未搭載 LEX/DB 25561138) 
27 2017年4月12日東京高裁判決(判例集未搭載 LEX/DB 25561139) 
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一方で、内部障害については、多種多様な傷病により生じる身体への障害を『前

各号と同程度以上と認められる状態』の文言のみで判断することは極めて困難

であり、検査成績が異常であっても日常生活に支障を来さない場合もあれば、

検査成績に異常がなくても日常生活に相当の制限が生じている場合もあるか

ら、旧国年法別表2級15号に関し策定された認定基準において、検査成績だ

けではなく、一般状態も考慮して障害の程度を判断すると定めていることは相

当である。…旧認定基準が内部障害について『労働により収入を得ることがで

きない程度』との要件を付加する点は、新認定基準においても維持されており、

旧認定基準の当該部分は、前記の障害基礎年金等の趣旨に照らしても合理性が

あるといえ、憲法 1 4条に反しない。」（下線引用者） 

この判旨には、疑問がある。国年法が制定された 1959年から 2級 1～14号は

変化がない（制定当時は法別表）。15号も 1966年から同一である。目的を「所得

が減少した場合に、その生活の安定が損なわれるのを防止する」と言いつつ、外部

障害だからといって、半世紀以上を経て、装着する人工物・補助具やユニバーサル

機器も進んでいるなかで、「所得減少による生活不安定の程度＝障害の程度」を機能

障害により認定可能といえるのか。「障害の程度」が稼得能力の程度であればもちろ

んだが、「日常生活能力」の程度であっても、現状では、そうとは言えないケースは

多々あるのではないか。 

(3)機能障害への偏重（認定基準も） 

機能障害認定への偏重の始まりは、等級表に解剖学的、外科的、生理学的な機能

障害が列記されていることによるものと考えられる。そして、その影響からと考え

られるが、認定基準においても、単独の外部障害は、原則として、その部位の検査

成績、欠損範囲等で等級が決まる。四肢の麻痺や失調、そしゃく障害、発語障害、

平衡機能障害などの場合に、例外的に、その障害部位に関わる動作制限（能力障害）

の程度が問われることはあっても、外部障害についての個別基準において、日常生

活能力や労働能力等の全般的能力障害が等級判定に影響するとの記載はない。 

① 機能障害では重症度を示せない場合の制度からの排除 

機能障害認定による最大の問題は、重症度を示せない難病（事例 15）、がん（事

例 16）等の場合に、障害年金制度から排除されていることである。 
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【事例 1528】 数値で重症度が示せない全身性強皮症29により、20歳からほぼ

毎年、1～2か月程度入院し、それ以外も週 3回、2時間の点滴をほぼ常時行

っていて、就労はまったくできていないケースで、20 歳前初診の障害基礎年

金を 30歳時に請求したところ、裁定段階では、検査数値で重症度が示せない

ために不支給とされ、再審査請求で請求日現状についてのみ 2 級と認定され

た。しかし、この 2級認定は、不服審査の最中に病気のため死亡したことが大

きく影響した。 

【事例 16】 前立腺がんにより、前立腺の全摘の後遺症としての尿失禁（夏に

は匂うほど）と長年のホルモン療法により筋力が低下して倦怠感が大きく退職

を余儀なくされたケースで、障害厚生年金を請求したところ、重症度が示せな

いことで 3 級すら不該当とされ、提訴し、高裁まで行ったが、棄却された30。 

② 障害をバラバラにみること 

傷病が複数あったり、同一傷病による複数の障害があったりして、全体として働

けない状態となっていても、各傷病や障害をそれぞれバラバラにみて、併合認定す

るため、全般的な能力障害の程度と等級認定が違ってきてしまう。たとえば、事例

16は、尿失禁、筋力低下、貧血等をバラバラにみて、それぞれ 3級にもならない

として、3級非該当とした。その人の生の総体としての全般的能力障害（この場合

は稼得能力の喪失）をみて判断するということをしない。症状、障害をバラバラに

みるのは解剖学的機能障害認定（医学モデル）が貫かれているからであろう。 

(4)「又は〜」規定の死文化 

1964(昭和 39)年に、内部障害の一部（結核性疾患およびそれ以外の呼吸器の機

能障害）を給付の対象としたときに、包括条項が機能障害または病状により認定す

るとされた。国民年金法別表 1級 9号と 2級 15号については「身体の機能の障害

又は長期にわたる安静を必要とする病状が…」とされていて、2級 15号の場合に

はこの後に「前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制

 
28 平27(国)60号裁決, 安部・田口・前掲書(注13) 427-431頁。 
29 指定難病51。皮膚や内臓が硬くなる変化（硬化(※)あるいは線維化(※)といいます）が

特徴。難病情報センターウェブサイト。 
30 2017年10月20日東京地裁判決（判例集未搭載, LEX/DB 25539631）, 2018年5

月21日東京高栽判決(判例集未搭載, LEX/DB 25560921) 
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限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」

と続けている。この規定は現在も国民年金法施行令別表に現存している。この 2箇

所の「又は」をどう考えるかはあまり注目されてこなかった。しかし、これは機能

障害認定とは別のもう一つの認定を規定したもので極めて重要である。この規定の

一般的な対応関係は、「身体の機能の障害」が「日常生活が著しい制限を受ける」か、

または「長期にわたる安静を必要とする病状（症状）」が「日常生活に著しい制限を

加えることを必要とする」かのどちらかに該当すれば、2級と認定するということ

になる。これは、機能判定と病状判定のどちらかでみるとの趣旨ということである。

病状判定は、肺機能に障害がなくても、結核で排菌により社会に出られない場合も

対象とすると説明されている31。社会的不利あるいは社会参加制約（ICF）と部分的

にしろ重なる判定方法であったといえよう32。しかし、この後の経過は、このよう

な説明は医学モデルによる認定か強まることにより後景に追いやられていき、この

「又は」以降の規定の意味合いも、認定実務において、議論の俎上にもほとんど乗

らなくなって行った。 

2. 認定基準 

外部障害であっても、2 級については、国年令 1～14 号に該当しない場合には

15号が適用される。しかし、認定基準により外部障害は 15号に該当するケースと

して、具体的に、欠損部位や関節可動域等の客観的な機能障害を記載しているため、

結局は、単独の外部障害はほぼ機能障害で認定される。これは、外部障害について

は、その機能障害を解剖学的、生物学的に 1～14号で 2級を規定していることに、

他の外部障害も引きずられているといえるだろう。 

(1) 一般的障害の程度「障害の状態の基本」 

1級と 2級の日常生活能力は身辺処理能力であるとされ、2級は「必ずしも他人

の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得るこ

 
31 等級表改正に関わった呼吸器科医師の笹本浩の講演録, 社会保険庁『国民年金 障害等

級の認定指針』(厚生出版社, 1968 年) 253-262 頁と砂原茂一の講演録,同書 270-273

頁。内部障害を国民年金の対象にする改正のための国会会議録 1964 (昭和39)年4月22

日衆議院社会労働委員会でも、国により同旨の説明がされている。 
32 ただし、病状判定の場合も、客観的裏付けとして、X線検査による空洞の有無と大きさ、

排菌の有無を確認することとしている。このことが、この後、病状判定と機能判定との区別

がつかなくなった要因であったと考えられる。 
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とができない程度のものである。たとえば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、

下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動はできないもの、または行っては

いけないもの、すなわち…家庭内の生活なら、活動の範囲がおおむね家屋内に限ら

れるものである。」とされている。この記載は1966年から変わっていない。 

事例 17～19 は、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」施行前の事案では

あるが、いずれも、社会保険審査会は、「障害の状態の基本」において「活動の範囲

がおおむね家屋内に限られる程度のもの」を2級としていることを根拠に 2級非該

当（障害基礎年金を不支給）とした。 

【事例 17】 社会保険審査会 2013年（国）687号裁決『2013年社会保険

審査会裁決集』は、統合失調症で、診断書の「日常生活能力の判定」が平均 3、

「日常生活能力の程度」が「(4)日常生活において多くの援助が必要である」

で、就労はできず、多少、家の手伝いをして、週に 1～2回訓練センターに通

所しているだけの事案について、2級非該当（障害基礎年金を不支給）とした。 

【事例 18】 社会保険審査会 2012年（国）697号裁決『2013年社会保険

審査会裁決集』は、うつ病により「日常生活能力の判定」平均 3.3、「日常生活

能力の程度」(4) で、就労継続支援B型に週4日通所している事案について、

2級非該当（障害基礎年金を不支給）とした。 

【事例 19】 社会保険審査会 2012年（国）217号裁決『2011・12年社会

保険審査会裁決集』は、アスペルガー・精神遅滞により「日常生活能力の判定」

平均 3、「日常生活能力の程度」(4) で、時には野球観戦に出かけ、就労はでき

ない状態であるものの求職活動を続けていることから就労に対する意欲があ

るとされた事案について、2級非該当（障害基礎年金を不支給）とした。 

 この記載は、「障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年

令別表第 1 及び厚年令別表第 2 に規定されているところであるが、その障害の状

態の基本は、次のとおりである。」としたうえで、2級を「日常生活の著しい制限状

態」であるとして、上記の具体的記載がなされる。すなわち、この記載は、包括条

項 2級 15号の説明にとどまらず、2級の 1号～17号に共通する障害イメージで

あり、すべての傷病による 2 級の障害の状態のレベルということになる。しかし、

肝臓 2級、腎臓 2級、人工透析 2級、心臓 2級、両眼視力の和 0.08以下、両聴力

90db、一上肢のすべての指を欠く、言語機能の著しい障害、両下肢の各関節の筋力
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著減 2級等がどうして同一の日常生活能力の著しい制限状態（2級レベル）といえ

るのか、ということを国は説明できているとはいえない。これらすべての障害につ

いて「家庭内の極めて温和な活動以上不能」＝「活動の範囲がおおむね家屋内」と

はいえないことは明白である。両聴力 90db であっても、常時車椅子であっても、

両眼視力の和 0.08 以下であっても、活動範囲が家庭内にとどまることはない。つ

まり、法令（1の(1)②）のみならず、この記載を含めた認定基準全体によっても、

傷病の症状の相違、機能障害の表出部位やその客観的な示し方（客観的に示せるの

か否か、示せる場合にその指標は何か）が異なるなかで、傷病にかかわらず、どう

いう状態が 2級（＝日常生活の著しい制限）なのか、傷病・障害をつらぬく 2級の

レベルはどう設定されているのかがまったく明確ではないのである。ものさしがな

いなかで、公正な等級認定はできない。 

(2)内部障害の等級を分かつ一般状態区分 

ほぼすべての内部障害の認定基準で、一般状態区分表のウ「時には少し介助が必

要で、軽い家事もできない状態」以上が 2級であるという記載となっている。 

一般状態区分は、日本癌治療学会「がん診療ガイドライン」「リハビリテーション

診療ガイドライン」33によると 1982 年の Eastern Cooperative Oncology 

Group(ECOG) Performance Status (付記文献17-19, 初発は1960年)である。

同学会は、ここで一般状態区分＝Performance Statusについて、がん医療におい

て 3 層障害評価を勧めつつ、「機能障害」評価として世界的に使用されている、と

ある。家事、労働の強度、自力での外出の程度についても記載がある一般状態区分

が「機能障害」といわれることは、評価主体が医師である場合に、日常生活能力を

中心とした全般的能力障害が機能障害とかなり重なり、相互関係にあることを示し

ているといえよう。 

(3)就労（労働能力・稼得能力）との関係 

① 精神障害と就労 

知的障害と発達障害は2011年から、統合失調症・気分感情障害と器質性精神障

害は 2013 年から、精神障害の各個別基準には、「現に仕事に従事している者につ

いては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと

 
33 http://jsco-cpg.jp/guideline/34.html, 第1章CQ02 
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捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場

で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断する。」34との記載がある。知的障害・発達障害で就労との関係

により 2級非該当決定の取消請求について、認容判決35は知的障害・発達障害の個

別基準とこの記載に当てはめ、棄却判決36では「障害の状態の基本」（労働により収

入がえられない、活動範囲は家屋内）に当てはめている。 

【事例 20】2016 年 6 月 28 日東京地裁判決（判例集未搭載 LEX/DB 

25536623） 

「原告の障害の程度は，…ヘルパーの支援を受けることなく毎日の入浴，洗

髪，歯磨き…等を一人で行い，指示があれば部屋の片付けも行うなどして生活

し，…障害者枠で就職してメール便の集配，清掃，トナーの交換，封入等の事

務補助の業務に週５日従事し、…一人で通勤…するなどしており，…日常的な

会話のやり取りに応じられていること等に照らすと…『日常生活が著しい制限

を受ける…程度のもの』（障害認定基準においても，上記の程度とは，…『日常

生活は極めて困難で，労働により収入を得ることができない程度のもの』であ

る…）に該当するとは認め難い」 

「障害認定基準は，障害等級２級…の例示として，『家庭内の極めて温和な

活動（軽食作り，下着程度の洗濯等）はできるが，それ以上の活動はできない

もの…活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの』を挙げるが，前示の諸事

実に照らすと，原告の障害の状態は，上記の例示に該当するとは認められない

…。…障害認定基準は，障害等級２級に相当する知的障害及び発達障害の状態

 
34 尺度が（少なくとも 2級以上は）日常生活能力であるであるにもかかわらず、労働に関

する記載がどうしてあるのか。2011 年改正前から、「現に仕事に従事している者について

は、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれ

らによる影響も参考とする。」との記載があった。これは1985年改正前の国年の基準には

なかった記載で、同改正後の認定基準に同改正前厚年基準から採用された。1961年厚年基

準では、結核、高血圧にも同様の記載があったが、1977年の基準で、精神障害だけに残さ

れた。それが、1985 年改正後にも引き継がれた。1977年に精神だけに残された理由は、

精神の程度は客観的に示すことが一切できないためではないか、と思われる。 
35 事例21 と22のほか、2018年12月14日東京地裁判決（裁判所ウェブサイト）。 
36 事例20のほか、2017年1月17日東京地裁判決（判例集未搭載, LEX/DB 25545668）, 

2016年9月29日東京地裁判決（判例集未搭載, LEX/DB 25537718）。 
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の例示として，〔１〕『知的障害があり，食事や身のまわりのことなどの基本的

な行為を行うのに援助が必要であって，…日常生活にあたって援助が必要なも

の』及び〔２〕『発達障害があり，社会性やコミュニケーション能力が乏しく…

日常生活への適応にあたって援助が必要なもの』を挙げるが，これらの例示に

いう日常生活における『援助が必要』とは，令別表の定義…に係る『日常生活

の著しい制限』に相当し対応する程度の広範な介護や介助の必要性を指す趣旨

と解されるところ（このことは，障害認定基準における障害全般の状態に係る

上記の例示の内容からもうかがわれる…），…原告の障害の状態は，上記〔１〕

又は〔２〕の例示に該当するとまでは認め難い」 

【事例 21】2018年3月 14日東京地裁判決 判例タイムズ 1461号170頁,

裁判所ウェブサイトほか 

〔障害等級の認定について〕 「知的障害があり、食事や身のまわりのことな

どの基本的な行為を行うのに援助が必要であって…日常生活にあたって援助

が必要なもの」…と認められるか否かで判断するのが相当である。そして、そ

の際には、障害認定基準が定めるとおり、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活…における援助の必要度を勘案して総合的に判断すべきであり、また、

…労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉

えず、…仕事場で受けている援助の内容等を十分確認した上で日常生活能力を

判断すべきである。また、…診断書においては、日常生活能力の判定…の判断

に当たっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断すべきこととされ

…これは…上記した援助が必要な程度を適正に判断するための方法と解され、

合理性が認められるから、日常生活能力の判定に当たっては、対象者が単身で

生活することを仮定して判断することが相当である。」 

〔2級該当性〕 診断書の「日常生活能力の判定」の各評価項目について、「適

切な食事」については「食事は…栄養バランスという概念がなく、…食事の用

意がないときは、原告自らカップ麺にお湯を入れて食べることはするが、お湯

がぬるくなっていても入れてしまい…などとされている。…以上からすれば、

原告は、空腹を感じた上で、助言や指導の下、…用意できた食事を摂ること自

体はできるものの…本件診断書において、適切な食事、すなわち、配膳などの

準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなどの能力につい
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て、自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできるとされ

ているのは相当というべきである。」、「身辺の清潔保持」については、「毎日、

家族に何度も指示されて入浴し、洗髪がうまくできないため、妹に手伝っても

らっている、用便のあとの始末がきちんとできていないため、下着が汚れてい

る…などとされている。…以上からすれば、…身辺の清潔保持、すなわち、洗

面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持…ができるなどの能力について、自発的か

つ適正に行うことはできないが助言や指導があればできるとされているのは

相当というべきである。」と判断する。「金銭管理と買物」、「通院と服薬」、「他

人との意思疎通及び対人関係」、「身辺の安全保持及び危機対応」および「社会

性」についても、同様にそれぞれ具体的に検討し、「助言や指導があればでき

る」等という診断書の評価をおおむね相当であるとする。 

就労状況について「…仕事場で受けている援助の内容…等を十分確認した上

で日常生活能力を判断すべきであるところ、…原告は、あくまで本件特例子会

社に、障害者雇用枠にて、１年単位の有期雇用の契約社員として採用されたも

のであり、その作業は、障害者職業生活相談員である管理職員の指導や監督を

受けて、おおむね反復継続して行われる、類型的な単純作業である。」とする。 

「以上からすると、…障害の状態は、障害認定基準にいう『知的障害があり、

食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、

…日常生活にあたって援助が必要なもの』に該当する…ものであり、障害等級

２級に該当する」 

「なお、被告は、障害認定基準が、障害等級２級の障害の程度につき、『…活

動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。』とするところ、原告の活

動範囲は、家庭内にとどまるものではないことは明らかで…２級に該当しない

旨を主張するが、そもそも障害認定基準は、労働に従事していることをもって、

直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず…としており、親族や職場の関係

者等の支援を受けた結果、対象者の活動の範囲が家庭内にとどまらない場合に

直ちに２級に該当しないとするものではない」 

【事例 22】2018 年 4 月 24 日東京地裁判決 判例タイムズ 1465 号 119

頁, 裁判所ウェブサイト 

「本件認定基準においては，アスペルガー症候群（本件傷病）を含む発達障
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害の場合について，社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係

や意思疎通を円滑に行うことができないことに特に着目すべきものとされ，

『社会性やコミュニケーション能力が乏しく…日常生活への適応にあたって

援助が必要なもの』と認められる場合には障害等級２級に相当するものと例示

されている…原告は，本件傷病のため社会性やコミュニケーション能力が乏し

いことにより，通勤以外の外出，社会生活に必要な諸手続，職場での意思疎通

など，日常生活において対人関係が必要となる様々な面での制約が生じている。

また，強迫観念に基づく確認行為や，衝動を抑制することができず興奮状態と

なるなどの不適応な行動がみられることから，他人とのトラブルが生じやすく，

そのため，日常生活に生じる上記の制約は一層困難なものとなっている。さら

に，給与の管理や，掃除，洗濯，入浴等の身の回りのことであっても，自発的

かつ適正に行うことができないものが少なからずあり，両親の援助や指導が必

要とされている。これらに照らせば，原告は…上記の例示に該当し，国年令別

表１５号，１６号及び本件認定基準にいう『日常生活が著しい制限を受ける…

程度のもの』に当たる」 

「被告は，障害等級の認定にあたって想定される『日常生活』とは，労働に

従事すること等の社会内における様々な他人との複雑な人間関係の中での社

会的な活動よりも狭い範囲の活動であり，具体的には，食事や入浴，家事等，

他人関係を伴わず，主に家庭内で行う活動や，買物や通院等，比較的単純な対

人関係を伴う活動を指すものとし，原告の本件処分当時の生活は，『…活動の

範囲がおおむね家屋内に限られるもの』との例示にみられる活動範囲を大幅に

超える広い活動範囲の中で営まれていたものである旨主張する。…本件認定基

準の例示の記載は，…『…日常生活は極めて困難で，労働により収入を得るこ

とが出来ない程度のもの』の例示として記述されたものであるところ，これら

は『身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状』についての例

示であって，必ずしも発達障害を含む精神の障害について想定したものとはい

えない…。本件認定基準は，発達障害について個別に基準を設け，日常生活能

力等の判定に当たっては，社会的な適応性の程度において判断するものとして

いるのであり，また，労働に従事したことをもって，直ちに日常生活能力が向

上したものと捉えるべきではないとしているのであるから，発達障害について，
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障害等級２級に相当する場合として活動の範囲がおおむね家屋内に限られる

ものに限定する趣旨ではないと解すべきである。」 

 ただし、認容判決事例 21と 22は、就労状況についての認定基準の記載よりも、

主には、それぞれ知的障害と発達障害の個別基準に当てはめて 2級を認めたといえ

る。他の精神障害については日常生活が何を指すのかという記載は個別基準にはな

いため、認定基準のレベルでは「障害の状態の基本」にある活動範囲が家屋内等に

当てはめるほかなくなる。ガイドラインでは、他の精神障害についても、就労と等

級との関係を「障害者雇用等で 2級以上」等と一定記載しているので、こちらへ当

てはめるべきであろう。 

② 中央裁定後 

特に知的障害・発達障害について減ってきているとはいえ、いまだに 1割弱程度

の事案で、就労を理由とした 2級非該当認定があると思われる。これは認定医の違

いによるとしか考えられない。そして、一度、2級非該当とすると、不服申立てで

は現状、審査官、審査会ともに 2級非該当を維持する傾向が強い。そのため、裁判

か、再度の請求（支給停止の場合は支給再開の請求）をするしかないことは多い。 

【事例 23】：知的障害と発達障害により、「日常生活能力の程度」が4・「日常

生活能力の判定」平均は 2.9で、の目安では2級とされ、就労できていないの

に、審査請求に対する国の意見書によれば、①「明確で具体的な指示を与えら

れれば簡単な作業は可能かもしれない。」と診断書にあることと②病歴就労状

況等申立書で「働きたいが適切な職場がないから」に○が付され請求人は就労

意欲を自認していることの 2 点だけを理由に 2 級非該当にした。社会保険審

査会は同様の理由で 2級請求を棄却した。 

③ 「単純な業務」と「常時の管理」 

精神ガイドラインにある「単純な業務」、「常時の管理」とは具体的にはどのよう

なものかが問題となる。口頭意見陳述で、国は、「単純な業務」とは、たとえば封筒

の糊付けを延々と続けるだけの作業である、と述べている。また、ガイドラインで

は、障害者雇用以上を 2級とするとしているにもかかわらず、事例 35の 27歳時

の支給再開請求に関する審査請求の口頭意見陳述で、国は、自分が仕事をしている

とわかっている人は 2級にはならない、と述べた。 
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④ 内部障害と就労 

個別基準の一部例示において、「障害の状態の基本」よりもさらに厳しいといえる

一般状態区分のウ（少し介助が必要で、軽い家事もできない）以上が要件のような

書き方となっている。 

【事例 24】 全身性エリテマトーデスで、一般状態区分はウだが、生活のた

め、1日 3時間、週 2日働いているだけでも、就労を理由に 2級非該当とさ

れ、再審査請求でも棄却された。 

(4)認定基準の狭い解釈、認定基準に明確に書かれていない場合 

たとえば、以下のような点が争点となりうる。 

① 体幹障害について国年令の限定解釈 

国年令は「体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることがで

きない程度の障害を有するもの」を 1級 8号、「体幹の機能に歩くことができない

程度の障害を有するもの」を 2級 14号としているが、国は認定基準により「高度

体幹麻痺」37という医学的に定義づけができない状態のみを体幹障害の対象として

いる。 

② CRT-D装着での2級を重症心不全への適応に限定 

厚年法第 52 条第 3 項には、「障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進した

ことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」には保険者の診査を受

けた日から起算して 1年を経過した日以前であっても、障害厚生年金の額改定請求

ができるとされ、厚生年金保険法施行規則（以下「厚年則」）第 47条の 2の 2第

 
37 体幹や脊柱に麻痺が生じることは極めてまれであるとして、「他動可動域による認定が適

切でない場合には…」という上肢の障害と下肢の障害にはある記載が、事務官は当初の案か

らわざわざ削除している。2012年2月24日障害年金の認定（関節の機能等）に関する専

門家会合（第３回）議事録,厚労省ウェブサイト。「高度体幹麻痺」とは、「高度体幹麻痺」と

は、少なくとも「麻痺によって」生じる、座ることができない、立ち上がることができない、

歩行することができない等、国年令の体幹に関する各号に規定された内容のことを指して

いるものと解するほかない。そして、この国年令の体幹に関する各規定は身体障害者福祉法

施行規則の等級表を基づくものであり、同法の障害認定要領には「体幹不自由は、高度の体

幹麻痺をきたす症状に起因する運動機能障害の区分として設けられているもの」（身体障害

認定基準の取扱い（身体障害認定要領）について, 障企発第0110001号2003年1月10

日）している。つまり、同法が体幹不自由の障害として対象としている「座っていることが

できないもの」等の障害の状態を「高度の体幹麻痺」と表現しているに過ぎないと考えられ

る。 
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2項の 3級から 2級とする「状態に至った場合」の 10号に「心臓再同期医療機器

（心不全を治療するための医療機器をいう。以下同じ。）を装着したもの」が掲げら

れている。CRT-DはCRTとともに心臓再同期医療機器にほかならないから、CRT-

D 装着は 1 年を待たずに 2 級とする障害の状態とされているのである。3 級の受

給権者に対して、診査から 1年を待たずに 2級とすると厚年則で明確に定めている

のであるから、新規の裁定請求者に対しても、障害の程度を認定すべき日が CRT-

D 装着から少なくとも 1 年未満である場合には、当然に 2 級とされなければなら

い。これに対して、国は、新規裁定時、額改定時のいずれも「重症心不全の場合に

限って」2級となるとし、その根拠として、認定基準の「心疾患による障害」にお

いて、CRT-DやCRT装着を 2級とするとの記載が「重症心不全」という表題の下

にあることを挙げる。しかし、このような要件は厚年則にはない。省令である厚年

則の規定にない、通知にすぎない認定基準を根拠に装着から 1 年未満であっても、

2級としないことがあるというのである。このため、CRT-D装着から 1年に満た

ないにもかかわらず、装着前に重症心不全の状態であるか否かの確認もない（診断

書は装着後の現症日の状態で書かれ、診断書様式に CRT または CRT-Dの装着前

の状態が重症心不全かどうかを示す欄はない）ままに 3級と認定される（2級に改

定されない）ことになる。このようなケースでは、不服申立てによって、装着前に

重症心不全であったことを証明しなければならないことになる。 

③ 人工骨頭とはどこまでか 

肘の一本の骨に人工骨頭を入れた場合に、3級とは認めない。肘の場合は 2本の

骨があり、1本だけでは認定基準の「人工骨頭置換」とは認めない。 

④ ICD38装着後の難治性不整脈 

【事例 25】 致死性不整脈39についての審査請求の口頭意見陳述で、保険者は

「難治性不整脈」認定基準の文言「2級：異常検査所見の『心電図で、重症な

 
38 植込み型除細動器。命に関わる不整脈を治療するための体内植込み型装置で、不整脈が

起こらないように治療するものではなく、常に心臓の脈を監視し、命に関わる不整脈の発作

が出た場合にすみやかに反応して、電気ショックを発生させてその不整脈を退治し、発作に

よる突然死を防いでくれる。大阪医科大学外科学講座胸部外科学教室ウェブサイト。 
39 放置したままでいると意識消失から突然死に至る危険性が高く、緊急な治療を必要とす

る不整脈。拍動が異常に速くなる頻脈性不整脈のうち、心室頻拍や心室細動を致死性不整脈

という。コトバンク。 
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頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの』で、かつ、一般状態区分表のウ又は

エに該当するもの」には該当していることは認めながら、ICDが正常作動して

いることを根拠に 2 級非該当としたと述べた。社会保険審査官が決定書で 2

級容認した。 

(5)傷病名、症状による排除や限定的認定 

① 神経症と人格障害の排除 

法令上の根拠はない。1964年 8月の国年法改正で、「精神の障害（精神病質、神

経症及び精神薄弱によるものを除く）」が支給対象となり、1965年8月に「精神病

質、神経症及び精神薄弱によるものを除く」が削除され、精神障害すべてが対象と

された経緯からすれば、法令に反しているといいうる。 

A. 神経症 

神経症と精神病（障害年金では ICD-1040の F2「統合失調症、統合失調症型障害

および妄想性障害」と F3「気分（感情）障害」）の区分けも明確とはいえない。気

分変調症（抑うつ神経症）は F34.1なので、支給対象とされ、混合性抑うつ不安障

害は F41.2なので対象外とされる。「精神病の病態を示している」と診断書に記載

すれば、対象とされるが、この定義は医師にも不明である。さらに、F2または F3

と神経症が混在している場合には、神経症による日常生活能力低下を差し引いて（現

状は 2級でも差し引くことで 3級等に）認定することがある。 

【事例 26】 気分変調症・広場恐怖症で、独力での外出はもちろんベッドか

らも出られないほど重度で、診断書の日常生活能力評価は 2級相当であるにも

かかわらず、日常生活能力の低下が広場恐怖症によるものであるとして、それ

による同能力の低下の程度を差し引いて、3級と認定した。再審査請求でも棄

却された41。 

B. 人格障害 

例外規定もなく、原則として対象外とされている。ただし、精神病の病態を示し

 
40 世界保健機関（ＷＨＯ）が作成した「疾病及び関連保健問題の国際統計分類 ICD-

10(2013年版)」。このうち「精神及び行動の障害(F00-F99)」については『臨床記述と診

断ガイドライン』が出されていて、障害年金診断書ではこのコード記載が必須とされている。 
41 安部敬太・吉野千賀・坂田新悟編『障害年金 審査請求・再審査請求事例集』（日本法令・

2016）521頁。 
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ているとされた境界性人格障害や統合失調症性人格障害は対象とした裁決などがあ

る。 

② 限定列挙（体幹障害、疼痛） 

A. 体幹障害 

認定基準の記載により、脊髄性小児麻痺、脳性麻痺だけを対象としている可能性

がある（前述(4)①）。ただし、国は、2019年 1月の意見陳述で、傷病による限定

はしていないと述べた。 

B. 疼痛 

8年くらい前までは、医学的に説明が可能な疼痛については 3級と認定すること

があった。しかし、その後、認定基準に挙げられている「㋐四肢その他の神経の損

傷によって生じる灼熱痛、㋑脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、

㋒根性疼痛、㋓悪性新生物に随伴する疼痛、㋔糖尿病性神経障害による激痛」のみ

を支給対象として扱っている。ただし、神経障害性疼痛については、3級を認容し

ている判決がある42。 

③ 眼瞼けいれん 

認定基準では障害手当金の程度という記載しかない。治療効果を認めて「治って

いない」として 3級とする裁決は少なくとも6件ある。不服申立てに対する処分変

更も 2019年以降、6件ある。また同年 4月以降の裁定請求に対しては 3級を認め

ている。しかし、一旦3級と認定した後の症状固定を理由とした支給停止について

は処分を維持している。つまり、3級認定後、治療していても、その内容や症状に

変化がないことを理由に、短期間で、症状が固定したとして支給停止とされる可能

性が高い。また、就労不能であったり、外出に付き添いが必要な場合でも 2級以上

はもちろん 3級 12号(労働に著しい制限)すら認めない。裁判でも障害基礎年金請

求が棄却されている43。 

④ アルコール依存症 

アルコール依存症は対象外と判断される傾向が強い。2014年の肝疾患の認定基

準改正で、最低 6 か月の禁酒後でないと認定から除外するとしたことの基礎にも、

 
42 2016年5月27日東京地裁判決（裁判所ウェブサイト）。 
43 2019年6月21日東京地裁判決（LEX/DB ２５５８０４８４）。 
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国のアルコール依存症に対する拒否感があると思われる。しかし、精神障害を国民

年金の対象としたときの国会審議で、国はアルコール依存症も対象にすると明言し

ている44し、抗酒剤を服用し、アルコールを口にすると命の危険すらあるというこ

とを承知のうえでも飲酒してしまうという場合に精神障害ではないとする理由はな

いと考えられる。 

【事例 27】統合失調症という病名での診断書のなかに症状としてアルコール

依存と書かれているだけで、国は診断書の生活能力低下には酩酊状態によるも

のが含まれている（いつも酩酊状態にあるという記載はない）という理由で、

認定不能の却下とした。審査請求中に、処分変更にて、今度は 2級非該当（障

害基礎年金不支給）としてきた。社会保険審査官は決定で 2級を容認した。 

⑤  顔面の状態や臭覚の喪失 

顔面の一定部分が失われたり、ケロイド状となったり等により、隠すほかなく、

就労不能である場合も障害年金は、原則対象とされない。労災では対象となってい

る。また、臭覚の喪失でこれまでの仕事ができない場合も障害手当金すら支給がな

い。 

(6) 検査数値の採用…身体障害者福祉法や労災、難病などとのかい離 

① PaO245は室内空気下か酸素吸入時か 

【事例 28】 顕微鏡的多発血管炎46のため、室内空気下の動脈血酸素分圧

 
44 国会会議録1964年 4月 20日衆議院社会労働委員会。「○滝井義高委員：（略）それか

らもう一つ、内部疾患としてアルコール中毒、麻薬中毒、モルヒネの中毒、こういうものは、

もう御存じのとおり重くなるとなかなか手に負えぬですね。こういうものが、やはり生活の

安定がないので麻薬を打って、何かふわふわしながら人生を過ごしていくということにな

るのですが、これは年金を差し上げるとだいぶ状態が違ってくると思うのです。…ここらあ

たりの討議はどうなっておるのですか。○安福信雄厚生事務官（社会保険庁年金保険部福祉

年金課長）説明員：麻薬あるいはアルコール、そういうことに基因する中毒性精神病は対象

にいたします。」。 
45 「動脈血酸素分圧（PaO2）は、肺における血液酸素化能力の指標です。PaO2の低下は

呼吸器系の異常すなわち呼吸不全を示します」。岐阜市医師会ウェブサイト。障害年金認定

基準において最も重要な指標となっている。 
46 「腎臓、肺、皮膚、神経などの臓器に分布する小型血管（顕微鏡で観察できる太さの細小

動・静脈や毛細血管）の血管壁に炎症をおこし、出血したり血栓を形成したりするために、

臓器・組織に血流障害や壊死がおこり臓器機能が損なわれる病気です」。難病情報センター 

ウェブサイト。 
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（PaO2）では 1級に該当し、ベッドの隣に置いたポータブルトイレに移動す

るだけでも、呼吸不全状態となる重度の間質性肺炎であるケースで、社会保険

審査会は酸素吸入時のPaO2値により、2級非該当とした。裁判しようと弁護

士を探している最中に本人が死亡した。 

認定基準には、動脈血酸素分圧は、室内空気下か酸素吸入時のどちらの検査数値

で認定するのかという記載はない。年金は実務的には酸素分圧時で認定していると

いう（2019年 1月の再審査請求公開審理での国の発言）。酸素を吸入していれば、

PaO2が改善されるのは当然である。手帳、労災、難病等すべてが室内空気下での

数値で認定している。しかも、PaO2は安静状態で測定される。少なくとも動作時

の SpO2等を参考とすべきである。 

【事例 29】 常時酸素療法施行中で、室内空気下では高度異常であるものの、

酸素吸入時の動脈血酸素分圧は軽度異常にも該当しないケースについて 1 級

を求めた審査請求に対して、社会保険審査官は車いすを使用し、ほぼ自力で屋

外歩行はできない状態であることにより容認決定をした。 

② 予測肺活量の計算式 

保険者は特に指示はしていない。旧来は、Baldwin式が使用されていたのに対し

て、日本人に適した計算方法として、2001年に日本呼吸器学会から「日本のスパ

イログラムと動脈血ガス分圧基準値」がとして発表された。身体障害者福祉法にお

ける身体障害認定基準においては、2016年2月 4日厚労省通知「障企発 0204第

2号」により、日本呼吸器学会の式を採用することを明確にした。それにより、た

とえば旧来の式では 3級に該当しなくとも、3級となることがある。しかし、国は

再審査請求の公開審理（2019年 1月）において、根拠もなく、旧来式のままにす

ると表明している。 

(7) 補助具、薬効、特別な治療、人による支援のある状態の有無 

これらが、ある状態で認定するのか、ない状態で認定かるのかについても、統一

性はない。 

① 補助具 

眼鏡を除いて、取り外しが可能なものやスイッチにより作動停止可能なものは外

した状態で認定している。補聴器、人工内耳、義足、車いす、杖などを使用しない

状態で認定している。一方、外せない、ペースメーカー、ICD、人工関節、人工骨
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頭、人工血管等は 3 級等と等級を明示している。言語障害関連では、「歯のみの障

害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う」とされ、気管切開

し挿入しているカニューレにより発声している場合は、取り外した状態で認定して

いる。 

②  薬効 

精神、てんかんについては、薬物治療をしていることが前提となり、他の内部障

害についても同様である。パーキンソンなど薬効に日内変動がある場合は、どの状

態で医師が診断書を書くのかは、平均的状態で評価するほかなく、実際は医師に委

ねられ、明確な基準はない。 

③ 特別な治療 

人工透析では 2級だが、1級かどうかについては、毎回の透析直前の検査数値で

判断する。血友病の凝固因子補充については最も適切に病態を示している時期の検

査数値とされているので、補充因子効果が最も少ない時期または効果がない状態で

の最低の凝固因子活性の数値が認定の対象となる。一方、糖尿病はインスリン治療

をしたうえでの検査数値である。 

④ 人による支援 

外部障害の場合は生活介護や外出付添のない状態で判断される。精神の場合には、

助言、指導の必要性や就労支援の内容により等級が判定される47。内部障害の場合

は、支援や配慮があったうえで就労できるかどうかにより判定される。 

(8)視覚障害 

2018 年 7 月に身体障害者福祉法施行規則や認定基準等が大幅に改正施行され

た。主な改正点は、視力障害は原則として、左右どちらかよい方の視力で認定する

ことと、視野障害は①求心性視野狭窄や輪状暗転など医学的に定義が統一されてい

ない用語が削除され、原則、中心視野の障害の程度だけで認定されること、②自動

 
47 事例20の2016年6月28日東京地裁判決は、なお書きで、「上記の認定判断は，…原

告の家族や職場の指導及び支援を踏まえた本件基準日の時点における原告の日常生活や労

働の具体的状況等を前提とするものであるところ，仮に，…将来においてこれらの指導・支

援が十分に得られない事情が生じ，そのために原告の障害の状態がより大きな日常生活の

制限を生ずる状況に至った場合には，…将来的に法３０条の４第２項に基づく障害基礎年

金の受給資格を取得するに至る可能性があり得る」とし、援助のある状態で認定したように

読める。これも2級非該当判断の要因であったろう。 
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視野計による認定も採用されたことの 3点である。年金の等級認定は手帳の等級認

定の後を追って改正されてきた（前回は手帳改正 2003年で年金改正は 2013年）

が、現在のところ、国年令（視力障害は国年令別表に規定）、認定基準改正の予定は

ない。 

医学的に基準が明確となった手帳認定に対して、障害年金が旧来の認定を続ける

ことが妥当といえるのか、手帳に沿った形での改正まで権利保障はされないのかが

問題となる。たとえば、年金は求心性視野狭窄（中心だけみえて中心以外は見えな

い）に該当することを前提としているため、中心視野（Ⅰ／2の視標）だけみると

2級に該当していても、広ろめの視野（Ⅰ／4 の視標）では、島状や一方向の視野

は残っている場合に 2級に認定するのかは、求心性視野狭窄をどこまで厳密に解釈

するのかにかかっていて、認定医によって判断が分かれる可能性がある。 

(9)両下肢、両上肢の等級認定の動作制限の程度 

「第 1 上肢の障害」には「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」を 2級と

するとしつつ、「一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制

約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。」とあるだけで、どう

いう動作制限で 2級とするのかという記載はない。これは下肢についても同様であ

る。一方、「第 4 肢体の機能の障害」では「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の

障害を残すもの」を 2級とし、「『機能に相当程度の障害を残すもの』とは、日常生

活における動作の多くが『一人で全くできない場合』又は日常生活における動作の

ほとんどが『一人でできるが非常に不自由な場合』をいう。」との記載がある。同一

の「機能に相当程度の障害を残すもの」なのだから、両上肢や両下肢の場合にも、

「第 4 肢体の機能の障害」の動作制限についての具体的記載を援用し、両上肢や両

下肢に係る動作のほとんどが非常に不自由な場合は「機能に相当程度の障害を残す

もの」として 2級とすべきである。同様に、3級「両上肢(または両下肢)に機能障

害を残すもの」も、「第4 肢体の機能の障害」の「機能障害を残すもの」を援用し、

両上肢（または両下肢）に係る動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場

合」とすべきである。 

この点について、口頭意見陳述で問うと、厚労省の担当官によって、同意する者

と拒否する者がいるなかで、線維筋痛症に関する障害の程度を判断した 2020年 6

月 5日東京地裁判決（Ⅰ2(3)②）は、両下肢について、「第 4 肢体の機能の障害」
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の記載を援用し、両下肢に係る動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由」で

あることを根拠の一つとして、3級を認容している。 

(10) 併合 

① 内部障害・精神障害の3級 12号と 3級 14号の切り分け 

併合認定では大きく結果に影響する。3級 12 号「労働に著しい制限」は併合判

定参考表 7号であるから、他に 1つの 6号または 2つの 7号があれば 2級に該当

する。しかし、3級 14号「労働に制限」は、併合 10号のため、2級となることは

ほぼなくなる。 

A. 認定基準上の根拠すらないこと 

認定基準上は内部障害のすべてで 3級 14号の記載しかない（これに対して精神

障害は、器質性精神障害、知的障害および発達障害は 3級12号の記載があり、他

の精神障害は 3級 14号の記載となっている）。にもかかわらず、確かに内部障害の

年金証書をみると 3級12号と 3級 14号がある（これに対してなぜか精神障害は

ほぼ全部が 3級 13号「労働に著しい制限」となっている）。その切り分けの基準の

有無を口頭意見陳述で確認すると、保険者はない、と断言する。 

B. 傷病が治った、治っていないの切り分け 

内部障害、精神障害で、傷病が治っているか、治っていないかの判断はできない。

というよりも、障害年金の場合は治らないことを前提に精神や内部障害の認定基準

は作られている。 

C. 労働に著しい制限と単に「制限」の違い 

この違いもまったく明確ではない。併合認定基準の活動能力減退率が、著しい労

働制限が 56%、単に労働制限が 27%となってはいる。しかし、口頭意見陳述で厚

労省は、同減退率は差引認定で使うためのもので、等級認定とは無関係としている。 

② 差引認定 

同一部位でも後発障害が単独で等級認定が可能である場合に差引認定はなされる

のか否か。保険者は具体的事案で、その場合には差引認定をしないという。しかし、

以下の理由で、差引認定は行われなければならないと考える。併合認定基準の第 4

節「差引認定」の 2には「後発障害の障害の状態が、併合判定参考表に明示されて

いる場合、その活動能力減退率が差引残存率より大であるときは、その明示されて

いる後発障害の障害の状態の活動能力減退率により認定する。」とあり、認定例 1と
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2が挙げられている。この記載は「後発障害の障害の状態が、併合判定参考表に明

示されている場合」で、かつ、「後発障害の活動能力減退率が差引残存率より大であ

るとき」に限って、後発障害の活動能力減退率により認定する、といっていて、逆

に、後発障害の活動能力減退率が差引残存率より小であるときは、原則どおり、差

引認定を行うということにほかならない。このことは、「差引認定基準の見直しに関

する専門家ヒアリング」において、差引認定事例として提示された事例 1および2

が、眼の障害と聴力の障害に関するもので、ともに両側を同一部位として、後発障

害は前発障害とは別の側の障害で、いずれも後発障害だけで等級認定が可能である

ものの、差引認定がなされている48ことで確認できる。 

また、差引認定基準の改正後も、現状1級であっても、後発が 2級とならない場

合等、差引認定による後発障害の等級認定に基づき、前発障害の年金と選択または

併合した支給等級と、現状の等級とが一致しないケースがある。差引認定の改正で

は実際に例がなかった場合には、併合または選択の結果が現状等級にあう形とはさ

れなかったためである。この場合にも現状の等級と支給等級が同一となるよう認め

させる必要がある。 

③ 内部障害同士、精神障害同士の場合だけが総合認定 

認定基準によれば、総合認定は同節に記載されている内科的疾患による障害（内

部障害）同士、精神の障害の認定要領に記載がある精神障害同士に限られる。その

ため、㋐外部障害 2級と外部障害 2級、㋑外部障害 2級と内部障害 2級、㋒外部

障害 2級と精神障害 2級、㋓内部障害 2級と精神障害 2級の場合は、併合（加重）

認定により、必ず併合1級となり、㋔内部障害 2級と内部障害 2級、㋕精神障害 2

級と精神障害 2級の場合にだけ、総合認定で1級 11号の状態でないと 1級としな

いということになる。これは、著しく公平性を欠く扱いであり、法令根拠もない。 

また、総合認定でない場合に適用される併合（加重）認定にはさらに大きな問題

があり、障害手当金の程度の外部障害がいくつあっても（たとえ 100個あっても）、

絶対に 2級とはならない（Ⅱ1(3)②）。 

そもそも内部障害か外部障害かという切り分け自体に合理性がない。たとえば、

 
48 2017年 6月 9日「差引認定基準の見直しに関する専門家ヒアリング」資料 4, 同議事

録。いずれも厚労省ウェブサイト。 
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線維筋痛症は、原則として、肢体の診断書により請求することとされ、WHO の国

際疾病分類において「筋骨格系及び結合組織の疾患」に分類されコードはM79.7と

されている。にもかかわらず、口頭意見陳述で保険者は、線維筋痛症は全身に症状

が出現する病気だから総合認定にするという。一方、同じ全身症状のある関節リウ

マチや筋ジストロフィーなどは外部障害としている。 

④  初めて 2級は非適用の場合に 2つ以上の障害を併合して 2級 

国年法36条2項但書により、2級の受給権はあるものの支給停止となっていて、

後発の 2つの病気で 2級である場合は、併合はなされるはずである。また、後発障

害で納付要件・加入要件を満たすのであれば、少なくとも現状の障害の程度から差

引認定がなされなければならないともいえるのではないか、と考える。 

 

Ⅲ「傷病が治った」 

条文上は「治った日（その①症状が固定し②治療の効果が期待できない状態に至

った日を含む。）」となっていて、この日が初診日から 1年6月前であれば、その日

が障害認定日となる。認定基準では「器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残し

ている場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわた

ってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をい

う。」とされている。「傷病が治った」とは上記①と②の要件を両方満たした状態と

いえる。行政解釈も同じである。 

1. 問題となる場面 

(1)初診日から 1年半経過前の受給権発生（遡及支給の有無） 

人工関節、ペースメーカー・人工弁装着、在宅酸素、人工肛門から6か月、人工

透析から 3か月等の人工物の置換や特別の治療開始（または、開始から一定期間経

過した時点）は、その時点で「傷病が治った」（基本的にそれ以上は改善しない）と

みなして、初診日 1年半前でも、受給権を発生させる（だからといって、永久認定

ということではない。永久認定とされることもあるが額改定請求は可能）。それ以外

の場合は初診日から 1年半前の受給権発生はなかなか認めない。 

(2)額改定 

麻痺や痛みにより「使わないことで使えなくなる」廃用症候群や加齢による悪化

を、再審査請求でも、障害年金の対象となかなか認めない。特に年齢が 60歳近い
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場合は神経学的悪化（再発）がなければ、症状固定とする傾向がある。 

(3)3級か障害手当金（3級 2年分の一時金）かの切り分け 

障害手当金の程度で傷病が治っていなければ、3級が支給される。この場合には、

3級認定後、「傷病が治った」と判断されれば、3級は支給停止となり、障害手当金

も支給されない。 

2. 国の認定 

初診日から 1年半前はなかなか「傷病が治った」とは認めず、1年半を過ぎたら、

「治った」と判断して、増額改定や 3級支給を認めない。初診日から 1年半前は非

常に厳格で、労災や自賠責とは違う扱いをしている。一方、初診日から 1年半を過

ぎたら、いきなりハードルを下げ、「傷病が治った」と判断する。どちらにしても請

求者側にとって不利な結果（国の給付抑制）をもたらす。 

【事例 30】外傷性左眼球破裂に起因する左増殖性網膜症により、左眼の矯正

視力が 0.05まで低下したケースで、初診日から 1年で障害年金の請求をした

ところ、傷病が治っていないため、障害認定日が到来していないとして、障害

給付を支給しない処分がなされ、それに対して審査請求をしたところ、医師照

会への「増殖性網膜症は今後進行する可能性はあります。進行して失明まで至

ればその時点が症状固定と考えます」との回答を根拠に、審査請求は棄却され

た。初診日から 1 年 6 か月経過後に同じ診断書で再度、請求したところ、今

度は「傷病は治った」として、障害手当金が決定された。それに対して、前回

請求時の医師回答を根拠に審査請求をしたところ、審査官決定で、傷病は治っ

ていないとして 3級 14号が容認された。 

3. 障害種別 

(1)外部障害 

切断では明確であるものの、特に脳血管障害で問題となる。障害者手帳の申請が、

通常、初診からおおむね 6か月経過して、医師等から勧められて申請するのに対し

て、障害年金は制度を知らずに何年もあとに請求することが多い。そのため、初診

日から 1年半のデータがなく、手帳申請診断書を基に、症状固定を主張して遡及請

求することになることが多い。 

どういう状態で症状固定と判断するのか。主には、リハビリの状況が問題となる。

機能回復リハビリが終了し、維持期リハビリであれば症状固定と認定すべきであろ
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う。認定基準では、「脳血管障害の場合に初診日から 6 か月が過ぎ、医学的に機能

回復がほとんど望めない場合は障害認定日とする」としているが、初診日から 1年

程度で症状固定を認めることもあるが、6か月程度ではなかなか認めないという傾

向があると思われる。 

(2)眼瞼けいれん 

認定基準がその程度を障害手当金としているため、ボトックス治療を継続してい

ても、裁定段階ではほぼ一律手当金と決定していたものの、2019年春頃の請求分

から、裁定段階で 3級14号を認める傾向にある（Ⅱ2(5)③）。 

(3)内部障害や精神障害（統合失調症・気分感情障害） 

症状固定はない、とされている（Ⅱ2(10)①）。しかし、精神障害では 3級 13号

と認定され、内部障害でも 3級 12号との決定もある。 

 

Ⅳ 認定の方法…認定の不公正 

1. 診断書なしでの認定 

年金機構窓口等では、診断書の提出をしないと障害認定日請求はできない、とい

う説明が通常なされる。しかし、以下のいずれかまたは複数に該当する場合は、障

害認定日頃の年金診断書がなくても、障害の程度が認定されることがある49。 

障害特性からして、障害認定日の前の診断書の状態と比して、障害の状態が固定

しているか、改善することがない（不可逆である）場合、良くなるという傷病の特

性から、障害認定日の後の診断書と比して、同じか、悪かったといえる場合および

他の制度（障害者手帳、労災、総合支援法の支援区分、介護保険、傷病手当金等）

の認定、日記、ブログ、第三者証明および写真等の診断書以外の資料により、障害

認定日の状態が証明できる場合には、障害認定日で受給権が認められることがある。 

2. 窓口での誤った説明 

「先天的に膝から下が欠損しているケースでも 20歳時の診断書がないと請求で

きない。」、「自殺未遂による失明は障害年金の対象ではない。」などと、明らかに誤

った説明がいまだに行われることがある。 

 
49 日弁連・前掲書(注 15) 9章判例14～17。 
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3. 同じ診断書に対する認定の相違 

同様の診断書に対して、相違した認定となることは多々ある。 

【事例 31】 多発性硬化症で松葉づえを使用しても歩行がやっというケースで、

20年間 2級を受給していたのと同じ診断書を提出した結果、3度連続で 3級

に落とされた。順に審査会、審査官、審査官といずれも級落ちは取り消された

ものの、3度目の審査請求の口頭意見陳述（2017年 9月）で、同じ診断書で

不服申立ての審査機関が 2 度も 2 級と判断したことは尊重すべきではないか

というと、年金局の事務官は不服申立てでの判断と保険者判断は無関係であり、

保険者としては 3 度とも 3 級と判断している、それがどうして問題なのか、

判決が出ても同じだと言い放った。 

4. 認定基準の無理解 

認定基準、認定の実務、取扱いの実際を、年金局、年金機構が十分に理解してい

ないことすらある。 

【事例 32】 脳性まひで、両下肢の足関節の筋力が著減、膝、股関節が両下肢

ともに筋力半減のケースで 2級非該当との認定だった。これについての口頭意

見陳述で、「一下肢 2級は 2関節が強直、『筋力半減＋可動域半減』、筋力著減

のいずれかとされ、両下肢 2 級は、各 1 関節が例示として『筋力半減＋可動

域半減』とされている。ということは、『筋力半減＋可動域半減』とは同程度で

あるのだから、両下肢各 1関節が筋力著減の場合も当然 2級である。」と主張

した。保険者は「『筋力半減＋可動域半減』と筋力著減は障害の状態が違う。筋

力だけでは判断しない。」と繰り返す。障害の状態が違うのはわかっているが、

等級を判断する障害の程度としては同じではないか、と言っても繰り返しの回

答のみ。では、一下肢2関節では筋力だけでも判断できるのに、両下肢各 1関

節では筋力だけでどうして認定できないのか、と聞くと、「質問の意味をはき

違えていた。これについては即答できないので、文書で後日回答する」という。

どうはき違えていたのかを聞いても混乱するので聞いていない。 

また、両下肢各 1関節の筋力が半減していれば 3級なので、3級が 3つあ

ることになり、併合認定でも 2級だという主張に対しては、「単一傷病では併

合加重認定は行わない。」と回答してきた。認定基準にはそんなことはどこに

も書かれていないし、逆に、同一傷病でも併合認定することは、マニュアルや
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裁決や実際の事例でも多々ある。「回答の根拠を、法令、認定基準、裁決例で示

してほしい。」と言ったら、これも後日文書回答するとなった。こんなレベル

では、口頭意見陳述において、実質的なやり取りができず、質問権が担保され

ない。 

5. 認定する医師の専門性 

以下のとおり、認定医の専門性が疑われる事例がしばしばみられる。 

【事例 33】 初診日が同じQT延長症候群と冠攣縮性狭心症50での障害厚生年

金請求に対して、QT延長症候群のみ認定日 3級とされ、重度で難治性の冠攣

縮性狭心症について、3級非該当された。①障害状態認定表で「冠攣縮性狭心

症でこのように重症となるケースはあるのでしょうか」と質問がなされている。

保険者は、「虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)」の認定基準で冠攣縮について説

明がなされていることをも知らずに認定したものと考えられる。②「認定内容

で疑義が生じたため循環器担当認定医に相談して下さい」とあることから、少

なくとも最初の審査は循環器専門医でない認定医が審査していたことになる。

③循環器診断書には「心電図所見のあるものは心電図を必ず添付してください」

と赤字で書かれているにもかかわらず、心電図を見ないで審査した。請求者は

心電図を提出したものの、年金機構職員は審査部署に心電図の保管がなく、審

査に際しても心電図は見ていないと言う。仮にどこかに紛失したとしても、心

電図がなければ再度提出を求めればいい。些末なことで返戻を繰り返す一方で、

機構は「今回については心電図所見の記載があるから心電図は見る必要がない

と判断した」という。心電図所見の記載で済むならすべてのケースで心電図は

不要になり、診断書の注意書きに反している。審査請求に対して、3年前の認

定日で（初めて 2 級では遡及支給が取り消されるので認定日 2 級は求めなか

 
50 「一般に狭心症は、運動等で体を動かした時に起きる『労作性狭心症（ろうさせいきょう

しんしょう）』と、安静時に起きる『安静時狭心症（あんせいじきょうしんしょう）』とに分

類されます。冠動脈（心臓の筋肉を養なっている血管）が動脈硬化により狭くなり、運動を

した時などに心臓の筋肉に充分な酸素が供給できず起きるのが『労作性狭心症』です。一方

で、夜間、早朝の安静時に冠動脈が痙攣により狭くなり、心臓の筋肉に充分な酸素を供給で

きずに起きるのが『冠攣縮性狭心症』です。…自覚症状は、狭心痛といわれる胸の痛みもあ

りますが、胸がしめつけられる、胸の中が焼けつくといったような『胸部絞扼感（きょうぶ

こうやくかん）』や『胸部圧迫感』、『胸部重圧感』等。」奈良県医師会ウェブサイト。 



Ⅲ 「障害年金認定の現状」 安部敬太 

229 

 

ったが職権で）冠攣縮性狭心症単独で 2 級、請求日同 1 級に処分変更となっ

た。 

【事例 34】 劇症 1 型糖尿病の障害認定日において受給権を求めた障害厚生

年金請求に対して、認定日前の尿中Cペプチド51検査値に関して、尿中Cペプ

チドでは認定できないと却下した。認定基準にある血清Cぺプチド0.3ng/mL

は尿中 C ペプチド 10 μg/日に相応52し、本件では 3.2μg/day と 2.9μ

g/dayという 2回の検査データがある。また、他の事案では尿中 Cペプチド

検査値だけでも 3級と認定されている。審査請求の口頭意見陳述で「糖尿病専

門医が認定したのか」と質問をしたが、口頭意見陳述後、文書で、「年金機構に

おいて、認定医の情報として内部疾患、外部疾患、精神疾患等の範囲で把握し

ている。本件においては内部疾患の担当医が認定している」と回答するだけで

あった。再審査請求の公開審理直前に処分変更で、遡及 3級となった。 

【事例 35】 20歳（2009年）時に発達障害と知的障害で 2級と認定され障

害基礎年金を受給していたところ、25 歳の再認定では 2 級とされたものの、

26 歳に支給を停止された。審査請求、再審査請求を行ったが、認められなか

った。ガイドライン施行後の 27歳時に支給再開を求めたが認められず、審査

請求も棄却された。支給停止処分の取消しを求めて提訴するとともに、再度、

28歳時に支給再開を求めたところ、2級が認められ、26歳時の支給停止時に

遡って 2 級と処分が変更され、支給停止期間の全額の障害基礎年金が支給さ

れ、かつ、永久認定となった。20 歳時の診断書から 28 歳時の診断書までの

5通の診断書の内容はほとんど変化なく、障害者雇用で単純作業を常時の指示

のもとで行っていることにも違いはなかった。裁判上の和解が成立し、その席

 
51「 C ペプチドは、膵臓からインスリンが分泌されるときにインスリンにくっついて出て

くるタンパク質です。その後、インスリンからは切り離されて、血液中を通った後に尿に出

されます。実際に血糖値を下げるのはインスリンであり、Cペプチドはそのかけらのような

ものです。Cペプチドの量を測ると、自分の膵臓からでたインスリンの量を推測することが

できます。」国立国際医療研究センターウェブサイト「糖尿病情報センター」。「C-ペプチド

検査は、24時間尿をためて、そのなかのC-ペプチド量を測る尿中C-ペプチド検査のほか

に空腹時の血中 C-ペプチドを測定する検査もあります。」サノフィ㈱ウェブサイト「DM 

TOWN」。 
52 日本糖尿病学会『糖尿病治療ガイド2018-2019』18頁。 
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で、厚労省年金局の事務官は、等級認定が相違した原因として、認定医の発達

障害の理解度にバラツキがあり、統一的な認定がなされていない現状がある可

能性があると述べ、統一的な認定がなされていない状況のなかで、今後の再認

定でも不利益な認定がなされないことを考えて、再認定不要の永久認定にした

と述べた。  

6. 認定医によるバラツキ 

たとえば、事例 35で厚労省自身が認めているように、発達障害の理解に認定医

間の差が大きい。知的障害または発達障害で就労により、1割弱が2級非該当とな

っているのは認定医による違いであると考えられる。 

認定医による認定のバラツキが、精神ガイドライン策定に至った精神・知的障害

に関する認定地域差および 2018年に発覚した大量支給停止問題をもたらした。 

2014年頃から認定医に番号が振られているため、障害状態認定表等を開示請求

すれば、番号（常勤の医療専門役 2 名は姓）が確認でき、認定医の特定ができる。

認定医番号ごとに事例を集積すれば、各認定医の認定傾向を把握しうる。 

2018年の大量支給停止問題を受けての厚労省通知53には、「認定基準のうち客観

的な基準のみでは必ずしも判断が容易ではなく、認定医の医学的な総合判断を特に

要する事例(上位等級に認定する事例、症例数の少ない疾患による障害の事例など)

は、担当の認定医のみならず、他の認定医の意見も聴いて判断すること」および「医

学的な総合判断を特に要する事例については、障害の分野別に認定医による会議を

開催し、当該事例について検討し、認定事例の共有を図るとともに、認定医間の審

査基準に対する認識の統一を図ること」とある。年金機構文書 2019年 7月 3 1日

給付指 2019-94「複数の障害認定医が認定に関与する仕組みの導入」は、公正性

の一層確保のため、複数の障害認定医が認定に関与する仕組み（以下「セカンドオ

ピニオン」）を導入するとし、①支給停止事例、上位等級認定事例、症例数の少ない

疾患事例などで、障害認定医の医学的な総合判断を特に要する場合、②障害認定医

から、より専門性を持つ障害認定医の医学的判断が必要との指摘等があった場合の

2つを対象とし、㋐セカンドオピニオンを行う障害認定医は、認定医経験が原則 2

 
53 2018年7月9日厚労省通知「日本年金機構における障害年金センターへの集約後の障

害年金の審査事務の取扱いについて」（年管管発0709第5号）。 
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年以上の認定医から選定し、㋑2人の認定医の認定結果が一致しない場合は、障害

認定審査委員会を開催し、合議で判断する、とある。複数の医師の認定、事例共有

会議が、誰の判断で、どのようなケースで、何件行われているのかについての文書

開示を求めるなどして、このセカンドオピニオンと合議が適正に行われていくよう

監視する必要があろう。知的障害・発達障害と就労との関連、難病（指定難病だけ

でなく慢性疲労症候群等も含む）、上記 5 に挙げた傷病等については、必ず複数の

医師の認定を行わせ事例共有会議の開催を求めていきたい。 

7. ボーダーゾーンでは軽い等級に認定 

精神ガイドラインの等級の目安が「2級または 3級」になる場合には、ほぼ 3級

となる。また、慢性疲労症候群や化学物質過敏症などで「その他の障害」診断書の

一般状態区分（ウ）（2級または 3級）の場合は 2級非該当（ほぼ 3級）となる。 

8. 医師だけが作成した書類を医師だけが認定 

実地調査を否定（事例36）、動画をみない（事例 37）・本人をみない（事例 38、

39）という認定が行われている。たとえば、運動失調、知的障害、自閉症スペクト

ラムなどでは診断書よりも、実際に本人に会い、障害の程度を確認したほうが公正

な認定により近づく。これは、裁定段階はもちろん行政不服審査でも同様である。 

【事例 36】中央裁定前の埼玉では、発達障害での障害年金認定そのものを否

定するような決定が相次いだ。面談すれば、就労できないほど重度の広汎性発

達障害であることがわかるケースで、実地調査をすべきだ、と求めたところ、

そのようなことはしていないと、年金機構は即座に拒否した。 

【事例 37】脳幹障害で重度の運動失調があり、自力では立ち上がることも、

歩行も、肘かけがない椅子で座位を保つことも、トイレへの移乗もまったくで

きないケースについて1級を求めた再審査請求で、診断書の内容はやや軽めの

評価であったため、動画を撮影し提出したところ、社会保険審査会審査員はわ

ざわざ公開審理で、動画を重視して審査している、と発言したにもかかわらず、

動画の内容はまったく無視して、診断書の内容だけで 1級請求を棄却した。 

【事例 38】 重度の知的障害により、自宅の住所を聞かれても何を聞かれてい

るのかがわからず、会話ができない状態にある事案について、1級を求めた再

審査請求で、診断書の評価が軽めであったため、本人に公開審理に出席しても

らい、実際に代理人とやり取りをして見せ、診断書の内容ではなく、障害の実
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体で判断すべきだと主張したが、社会保険審査会は診断書内容だけで1級請求

を棄却した。裁定請求段階だけでなく、不服審査段階でも本人をみようとしな

い。 

【事例 39】重度知的障害と自閉症スペクトラムで、自傷、他害があり、常時

付き添い、見守りが必要で、生活介護事業所に通所している人の 20歳時診断

書の日常生活能力評価はすべて最重度だったが、診断書に「配慮と理解があれ

ばコミュニケーションは可能」等との記載があったことで、2 級とされた。1

級を求めた再審査請求において、公開審理に本人が出席したところ、審査員（医

師）から本人に名前やどうやって来たかなどの質問がされ、本人が答えられず、

それを受けて、保険者医師が、「小児科医師なので期待を込めて診断書を書い

たのかもしれないと思ってはいたが、まさにそうでした。2級ではないと思い

ます」と話し、その場で処分変更を表明した。実地調査をしさえすれば、この

ような認定誤りはなくなる。 

9. 理由付記 

これまでは、処分通知はどうしてその等級となったのか、なぜ不支給、支給停止、

級落ちとなったのか、初診日が認められなかったのかがまったく不明の書き方とな

っていた。また、行政の内部文書（障害状態認定表または同調書）でも、理由は 1

語、2語せいぜい 1文程度で、理由がまったく書かれていないものもあり、事後に

検証可能な形で文章化された処分理由は残されない（労災においては、調査復命書

という A4・3～5 枚程度の処分理由書が個人情報の開示請求により出てくる）。そ

のため、請求者側としては、処分理由を予想するほかなく、不服申立てで国の判断

にどう反論していくのかという主張の組み立てがしづらい。また、認定の標準化が

担保されないとともに、行政としても事後的な検証ができない。このことが認定の

ずさんさと不公正をもたらし、処分の理由が不服審査の課程で、二転三転すること

にもつながる。 

【事例 40】 1型糖尿病支給停止等集団訴訟, 2019年 4月 11日大阪地裁判

決（判例タイムズ 1466号 114頁, 裁判所ウェブサイト） 

行政手続法の理由付記は、「行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣

意を抑制するとともに，処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を

与える趣旨に出たものと解される」としたうえで、「支給停止処分の通知書に
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は…処分の理由として，『…障害等級の３級の状態に該当したため，障害基礎

年金の支給を停止しました。』と記載されているのみであって…障害認定基準

中の認定要領…において総合評価の対象とされた事情である症状，検査成績及

び具体的な日常生活状況等によって２級に該当する程度の障害の状態に該当

すると認定しなかった理由は何ら明らかにされておらず，行政庁の判断の慎重

と合理性を担保してその恣意を抑制するという趣旨を全うしていないといわ

ざるを得ない。」「また，本件各支給停止処分の通知書に記載された理由は…結

論のみを示したものと評されてもやむを得ないほど簡素なものであるところ，

これでは…診断書（障害状態確認届）に記載された事実関係を前提としてされ

たものであるか否かすら認識することができないのであって，本件各支給停止

処分に対して不服を申し立てた場合，前記診断書に記載された事実関係のうち

のどの部分や範囲が争点となるのか，また，当該事実関係は争点とはならずこ

れを前提とした上で，症状，検査成績及び具体的な日常生活状況等に関する総

合評価の手法や判断内容等が争点となるのか等の見通しを立てることは困難

であるから，不服申立ての便宜を図るという趣旨に照らしても，不十分な理由

の提示というべきである。」 

そして、具体的に理由付記の仕方について、「厚生労働大臣が，糖尿病によ

る障害を理由とする障害基礎年金の受給権者につき，例えば，２級の状態とは

認められなくなったことを理由として支給停止処分を書面で行う場合には，そ

の理由として，(ⅰ)前記診断書記載の事実関係を前提として当該処分を行った

か否か（当該事実関係を前提としない部分・範囲が存する場合にはその特定を

含む。）に関する記載や，(ⅱ)障害認定基準中の認定要領において３級よりも

「さらに上位等級に認定する」際の考慮要素とされる症状，検査成績及び具体

的な日常生活状況等に関する判断等について，前記診断書の記載の要点部分や

前記障害状態認定調書中の認定医の意見等を引用しつつ，一定程度具体的な記

載をした書面を当該受給権者に交付することが，行手法１４条１項本文の趣旨

にかなうものと考えられる」とした。 

上記判決を受けて、厚労省通知「障害年金の不利益処分等に係る理由記載の充実

について」（年管管発 0926, 2019年9月 26日）が出され、「障害の程度（障害等

級）の認定の考え方を示した上で、対象事案に適用した 障害認定基準や当該基準に
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該当する事実関係等を示し、 これらを踏まえた判断結果を記載する。」として、申

請拒否処分（不支給、額改定不該当、支給停止事由不該当）および不利益処分（支

給停止、降級）について、2020年 4月以降に認定したものは障害の程度を認定す

る事案について、判断結果の記載を行うとされた。  

これにより、審査請求時に出される保険者意見書に近いものが、障害の程度要件

に関する申請拒否処分および不利益処分については出てくる可能性がある。しかし、

この理由付記の扱いは以下の点で極めて不十分なものである。 

第一に、障害の程度要件に関する理由付記についても、認定基準の該当箇所を示

し、診断書にある事実関係を列挙する（本判決の(ⅰ)）だけで、それらの事実が法

令や認定基準に照らして、どうして障害程度要件を満たさないのかという判断につ

いての具体的記載（本判決の(ⅱ)）はまったくなされていない理由付記事例が多々

あることである。これでは、本判決がいう「行政庁の判断の慎重と合理性を担保し

てその恣意を抑制するとともに，処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便

宜を与える」という理由付記の趣旨にかなうものとはいえない。そして、この点は、

より根本的には、審査基準・処分基準としての法令（Ⅱの 1(1)②）および認定基準

（Ⅱの 2(1)）の決定的不備によるのである。 

第二に、却下処分（初診日特定不能、初診日非被保険者期間中、傷病混在等によ

る認定不能）については、国は今回の理由付記の扱いの対象としないようである54。

初診日についての却下決定（不支給決定ということもある）は、受給要件のうち納

付要件、加入要件に関わるものであり、請求書類の不備などにより申請が不適法で

ある場合の「却下処分」と解して、理由付記の対象外とするのではなく、受給要件

を満たさないことによる申請拒否処分と解するべきものである。また、傷病混在に

よる認定不能も、混在しているかどうか、混在していたとしても請求傷病について

の障害の程度が認定可能かどうかは、障害程度要件認定の範疇に含まれ、申請拒否

処分と解するべきである。これらの処分が行政手続法 8条で理由の提示が必要とさ

れる申請拒否処分に含まれないとされれば、その根拠を記録として残すことがこれ

まで以上にないがしろにされ、審査請求になって初めて後付けで、理由を文書化す

 
54 厚労省通知「障害年金の不利益処分等に係る理由記載の充実について」（年管管発0926, 

2019年9月26日）別添「障害年金の不利益処分等に係る理由記載の充実について」によ

ると、申請拒否処分のなかに初診日認定や認定不能は含まれていない。 
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る可能性が高く、審査請求をするかどうかの判断や審査請求を行う場合の主張を組

み立てていくことの困難さはこれまでと何ら変わらないことになる。 

さらに、給付処分（2級、3級および障害手当金決定）については、申請拒否処

分ではないとして、この理由付記の扱いに含まれないため、上位等級を求める審査

請求については審査請求をするかどうかの判断や審査請求を行う場合の主張を組み

立てていくことの困難さはこれまでと変わらないことも留意したい。 
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－Ⅳ 事例報告－ 

事例報告 

社会保険労務士 七尾由美子 

「不支給決定の理由」を付された不支給事例報告および「就労している場合の精神

障害・知的障害の認定」事例報告 

I. はじめに 

平成３１年４月１１日大阪地裁判決（賃金と社会保障 1738号 10頁）を受けて

「令和２年４月１日以降認定する事案から不利益処分等に対して理由付記文書を

添付することとした」1と通知されたところであったが、今回初めて理由付記文書の

添付された不支給決定を受けたので事例を報告する。併せて「就労している場合の

精神障害・知的障害の認定」についてもいくつか事例を挙げて簡単に報告する。 

II. 「決定の理由」を付された不支給決定の事例報告 

1. 事例の概要 

平成２９年６月に本人が障害年金請求を行い不支給決定通知を受けてい

たが、手続き委任を受け、令和１年８月に障害厚生年金認定日請求（請求傷

病：うつ病）を行った事例である。その後令和 2年 3月に年金機構からの

要請に基づきカルテコピー(初診日～認定日期間)を提出したが令和 2 年 6

月に不支給決定通知（障害認定日、請求日ともに）を受けたものである。 

2. 理由付記文書の内容 ※原文ママ 

【障害認定基準】精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の

経過、具体的な日常生活状況等より、総合的に認定するものとし、労働が著しい

制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を

残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする

 

1 令和２年1月22日付厚労省年金局事業管理課給付事業室「障害年金の不利益処分に係

る理由記載の充実について」 

 

入社（厚年） 休職 退職

H30年9月 R1年8月H21年4月 H26年10月 H27年10月 H28年4月

請求初診日 障害認定日
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程度の障害を有するものを３級に認定することとされています。 

気分（感情）障害の３級に相当するものを一部例示すると、「気分、意欲・行

動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続し

たり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの 」です。 

なお、神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであって

も、原則として、認定の対象となりません2。ただし、その臨床症状から判断して

精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分（感情）障害に

準じて取り扱うとされています。 

【判断の根拠となった事実関係等】 

あなたの障害の状態、日常生活状況等に関しては、主に以下の事項が認められま

す。 

[障害認定日について] 

・請求傷病名は「うつ病」であるが、平成２７年６月～平成２８年１２月間の「傷

病手当金受給期間証明書」における傷病名は「適応障害3」であり、神経症圏の傷

病に当たること。 

・提出されたカルテの写しより、精神病の病態を示していないこと。 

[請求日について] 

・「日常生活能力の程度」は「（４）精神障害を認め、日常生活における身のまわ

りのことも、多くの援助が必要である。」であり、「日常生活能力の判定」（程度の

軽いほうから１～４の段階評価に置き換え、その平均を算出したもの）は３．０

以上３．５未満であること。 

・処方薬は、「サイレース、リボトリール、ソラナックス」のみであり、抗うつ剤

の処方はされていないこと4。 

 

2 （筆者注記）国民年金・厚生年金保険障害認定基準第８節「精神の障害」に記載されて

おり、「神経症は障害年金認定対象外」ということが国の方針となっている。 

3 （筆者注記）適応障害は ICD-10（国際疾病分類）によれば神経症性障害、ストレス関連

障害および身体表現性障害に分類されており障害年金認定対象外としている神経症圏に区

分される。 

4 （筆者注記）参考までに抗うつ剤は、たまたま請求日前２か月間のみ残薬があるという

理由で処方されていなかっただけであり、請求日診断書現症日の２週間後には処方が再開

されている。 
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・現在の生活環境は「在宅」、同居者の有無は「無」であること5。 

・福祉サービスについては、「利用していない」こと。 

【判断】 

以上のことから総合的に判断すると、障害認定日におけるあなたの障害の状態は、

精神病の病態を示しておらず、また、請求日におけるあなたの障害の程度は、労

働が著しい制限を受けるか、若しくは労働に著しい制限を加えることを必要とす

る程度のもの、又は「傷病が治らないもの（症状が固定していないもの）」であっ

て、労働が制限を受けるもの、若しくは労働に制限を加えることを必要とする程

度のものとは認められませんので、１級、２級及び３級の障害の状態に該当しな

いと判断しました。 

3. 理由付記文書の不合理性 

理由付記として[障害認定日について]、[請求日について]、とそれぞれの

判断の根拠を記載しているが、その根拠は以下の点で不合理である。 

① 診断書記載の傷病名は「うつ病」であるにもかかわらず、傷病手当

金傷病名（「適応障害」）を理由に挙げていること 

② 例え適応障害であったとしても、提出済みカルテ（初診日から障害

認定日までの期間分）において抗うつ剤が毎回処方されていたことが記載

されているにもかかわらず、「提出されたカルテの写しより、精神病の病

態を示していない」としていること 

③ 「日常生活能力の程度」は「（4）」、「日常生活能力の判定」は 3.0

以上 3.5 未満、であれば等級判定ガイドライン6に基づけば２級相当とな

るにもかかわらず３級不該当と判断した理由を記載していないこと 

④ 国が認定の拠り所としている障害認定基準には処方薬についての

基準はない中、単に「抗うつ剤の処方がない」を理由に挙げていること 

⑤ 「独居」であることについては、等級判定ガイドラインにおいて、

 

5 （筆者注記）生活環境には「入院・入所・在宅・その他」の４区分があり、「在宅」かつ

「同居者無」の場合は「独居」を指すことになる。（後述する） 

6 精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、『国民年金・厚生年

金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が策定され平成２８年９月１日から実

施されている。参照；厚生労働省URL https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-

12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf
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「独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることに

よって生活できている場合（現に家族等の援助や福祉サービスを受けてい

なくても、その必要がある状態の場合も含む）は、それらの支援の状況（ま

たは必要性）を踏まえて、２級の可能性を検討する。」（下線筆者）とされ

ているにもかかわらず、援助や福祉サービスの必要性の検討内容を記載し

ていないこと 

4. 今回の理由付記について 

不合理な理由ではあるものの不支給理由が具体的に記載されていること

からは審査請求、再審査請求を行うにあたり反論を組み立て易くなった。

障害認定基準に片鱗も見られない傷病手当金傷病名、抗うつ剤の処方有無、

という想定外の不支給理由に対しても事前対応可能となったことは評価

できる。しかしながら今回の理由付記文書は単に事実を列挙するにとどま

り処分理由に具体性がなく、大阪地裁判決の示した理由付記の水準7には

至ってない。 

「抗うつ剤の処方はされていない」「独居である」「福祉サービスの利用

がない」という事実からどのような判断につなげたのか、障害認定基準に

どのように適用したのか、事実と障害認定基準とのつながりは見えず、形

式だけの理由付記となっており不十分であると言わざるを得ない。 

5. 審査請求、再審査請求に向けての不支給理由の差し替え可能性 

一方、障害認定基準に則っていない不支給理由で不支給を主張していく

ことは不可能であろうから、審査請求、再審査請求においては別の理由を

挙げてくると容易に推察できるところでもある。 

III. 就労している場合の精神障害・知的障害の認定事例報告 

不支給理由が明確でないということは適正な認定がなされているかの客観的な

判断ができないということになる。障害認定基準においては「日常生活が著しい制

限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」を

 

7 平成３１年４月１１日大阪地裁判決（賃金と社会保障 1738号 10頁）は処分に係る行政

手続法８条１項本文の定める理由提示義務について「いかなる事実関係に基づきどのよう

に障害認定基準を適用して当該処分がされたのかを、当該処分の相手方においてその理由

の提示の内容自体から了知し得るもの」との求められる水準を示した。 
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２級、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要と

する程度のもの」を３級としている。また等級判定ガイドライン※前述注６において

も等級の目安が表で明らかにされている。 

しかしながら等級の目安では２級に該当しているにもかかわらずパート就労、休

職中であったりすると３級と認定される場合があり、適正な認定かは疑念が残る。 

以下にいくつかの事例を報告する。今回の事例にはないが福祉的就労（障害者雇

用等）などをしている場合も３級と認定される場合がある。 

1. 精神障害・知的障害の障害年金認定事例において請求時点における就労状況 

以下①②いずれの事例も等級判定ガイドラインにおける等級の目安は２級

に該当しているが、①は２級に認定され、②は２級を否定された事例である。 

① ２級に認定された事例（全て新規裁定請求） 

 請求 

年 

種別 傷病名 就労 雇用形態 勤続 

年数 

給与 

千円 

１ H29 厚生 双極性障害 週２日 一般 ６か月 80 

２ H30 厚生 統合失調症 休職中（正社員） 一般 35年 220 

３ H31 基礎 〃 週5日（社保加入） 障害者雇用 ６年 160 

４ H31 基礎 〃 週5日（社保加入） 障害者雇用 ３年 170 

５ H31 厚生 うつ病 週４日（週20H） 障害者雇用 3カ月 120 

６ H29 基礎 知的障害 週5日（社保加入） 障害者雇用 約2年 150 

７ H31 基礎 〃 週5日（社保加入） 障害者雇用 1年半 160 

８ R1 基礎 〃 週5日（社保加入） 障害者雇用 1年半 134 

② ２級を否定された事例（新規裁定請求および更新） 

 請求

年 

傷病名 就労・雇用形態 勤続 

年数 

給与 

千円 

認定 

１ 

厚

生 

H30 双極性障害 

※初回更新 

週１日・一般 1 年 9

カ月 

50 ３級 

（級落ち） 

再審査請求も棄却（令和 2年 1月） 

棄却理由；診断書提出の３か月後に社保取得して就職したため 

２ 

厚

H30 うつ病 

※新規裁定請

休職中（正社員） 

週5日・一般 

5 年 10

カ月 

240 認定日不

支給（請求
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2. ２級認定事例①、２級否定事例②の認否判断について 

事例①においては、週２日のパート就労、休職中の正社員、週５日の社保加

入パート就労（障害者雇用）であっても２級に認定されているところ、事例

②においては、週１日のパート就労、休職中の正社員、月２日のパート就労、

の状況で２級が否定されている。 

また処分に対しての理由付記はなく、その後の審査請求、再審査請求にお

ける保険者意見書においても事実の列挙にとどまり明確な理由は示されな

い（公開審理当日、具体的に示されることもある）。なぜ２級が否定されたか、

請求側で理由を推測して不服申し立てを進めていく状況にもかかわらず、そ

の認否判断に統一性が見えないのでは不服申し立ては闇の中に陥っていく。 

Ⅳ．理由付記への期待         

理由付記は今回の事例Ⅱ.のような形式だけのものでなく、恣意を抑制し不服申

し立てに便宜を与える趣旨に立ち、大阪地裁判決の求めた水準を満たすものとな

るべきである。それには例えば、「抗うつ剤の処方がない」事実であれば「処方薬

が必要なく、障害の病状欄の抑うつ状態項目へのチェックもなく、病状の程度欄に

も具体的な記載がないことから（今回の事例では全て記載されているが）、労働に

著しい制限があるとは考えられず障害の程度は軽いと判断した」など３級否定処

分への具体的根拠を示すべきである。適切な理由付記により認定ミスに抑止力が

生 求 日２級） 

独居（福祉サービスなし）認定日8か月後に復職 

再審査請求にて認定日３級容認、２級は認められず。（請求日

２級は維持、令和 2年2月） 

３ 

厚

生 

H31 双極性障害 

※新規裁定請

求 

月２日・一般 13 年

10カ月 

20 ３級 

独居（福祉サービスあり）、１年半前より不定

期パートに変更 

２級を求めて再審査請求、令和 2年7月公開審理終了 

審理当日の保険者意見：福祉サービスを受けながらも独居維

持、片道１時間半かけて駐車場見回り業務を月に２日行ってい

ることから日常生活に著しい制限を受けるとは認められない。 
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働くとともに一定程度判断基準が統一されていき、認定医にとっても当否判断の

際に有用となるはずである。 

一方、適切な理由付記を積み上げていくことで障害認定基準の抽象性も浮き彫り

となり、基準の課題が具体的に表面化されていくと考える。       以上 
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