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まえがき 

今から遡ること 37 年前。1984 年日弁連人権擁護大会において、「精神病院に

おける人権保障に関する決議」が採択され、この中で、「精神障害を理由として

精神病院に収容される者の人権を保障することは、適正な精神医療の確立にと

って欠くことのできない土台である。」とした上で、「入院を強制される者が、何

時でも弁護士による援助を受けることができるように、そのための制度的な方

策を検討すること」が決議されました。 

その後、1987 年に精神衛生法が改正され、精神保健法が成立し、その後精神

保健福祉法が制定されました。しかし、今も 30 万人以上の人々が精神病院に入

院し、そのうち 20 万人以上の人々が拘禁され続けています。 

当会の人権擁護委員会では、精神障がい者のヒューマンライツの保障のため

に、この現状を広く伝え、また、上記の決議を実現したいと考え、この講演録の

出版のために３年越しで取り組んできました。本書に資料として掲載されてい

る「ウィンターウェルプ判決」の翻訳出版から数えれば、実に 34 年にわたる活

動になります。 

この講演録の中で、ハーディング教授は、日本のような状況は世界にも例がな

く、精神病院の高い壁の内側に弁護士など外部の人たちが訪問し、「透過性」を

高めることが決定的に重要であると指摘しています。 

私たちは、この問題を広く社会に可視化するとともに、精神障がい者の方たち

が速やかに弁護士にアクセスできる制度を実現していかなければなりません。

この講演録が多くの人に読まれ、その大きな一助になることを願っています。 

第二東京弁護士会 会長 神田 安積 
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第１ 講演会講演録 



ハーディング教授講演会講演録 

司会者（大竹前委員長） 
（大竹）それでは、時間になりましたので、第二東京弁護士会主催、日弁連・東京弁護士会・
第一東京弁護士会共催のハーディング教授によるオンライン講演会を開始いたします。ま
ず当会の副会長を勤めております西川より開会のご挨拶を申し上げます。よろしくお願い
します。 

開会のあいさつ（西川担当副会長） 
（西川）ただいまご紹介にあずかりました第二東京弁護士会で副会長をさせていただいて
おります西川研一です。 
亜紀書房から出版されました『精神医療と人権』という 3 巻の報告があります。そこに

は、1987 年の精神衛生法改正前のことがわかるようになっています。この本は、当会人権
擁護委員会の活動を報告にしたものですけれども、法改正の前の精神病院の処遇の実態が
良くわかるものになっています。当時は、精神病院には、自分の意志で入院するという法制
度もなく、いったん入院させられると退院請求の法手続きもなかったというのです。閉じ込
められているのに弁護人依頼権も保障されていませんでしたし、外部に手紙も出せず、電話
もできなかったんです。その結果、拘禁されていた人々は刑務所の 6 倍、30 万人にものぼ
るところまで事態が悪化していました。 
 このような恣意的拘禁の恐るべき実態に直面して、当会人権擁護委員会は、ヨーロッパ人
権裁判所の判例や、ヨーロッパの開放医療の実態を調査しました。日本とはあまりにも違う
ことを知って、驚いた当会人権擁護委員会は、日本の実態についての研究成果を国連に報告
し、支援を求めたのです。それにこたえ国際法律家委員会（ICJ）調査団が 3回も訪日する
ことになりました。ジュネーブ大学の司法精神医学教授だったハーディング教授は、第 1回
目の 1984 年調査団から 3 回とも来日したただ一人の専門家でした。そのおかげもあって、
1987 年精神衛生法を、精神保健法に改める法改正が実現したのです。 
 法改正にもかかわらず、日本の精神医療の実態は、まだ多数の恣意的拘禁を残していて、
問題が山積していることは、皆さまご承知のとおりだと思います。今回、ハーディング教授
にお願いして、恣意的拘禁を防止するためのヨーロッパの最新の法的な枠組みを教えてい
ただくことになりました。東京３会の会員の皆さまのみならず、一般の方々もご一緒に勉強
する良い機会となることを願っています。 
 以上を持ちまして、開会のご挨拶とさせていただきます。 

ハーディング教授紹介（大竹前委員長） 
（大竹）早速本日の講演の方に入って参りたいと思います。それでは最初に、ハーディング
教授のご紹介をさせていただきたいと思います。 
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 ハーディング教授は、ジュネーブ大学を 2007 年に退職され、名誉教授の称号を授与され
ています。これまでに、世界保健機関の精神障がい者に関する法律専門官、南アフリカ虐待
申立て調査団の事務局長などを勤められ、人道・人権分野における医療専門家として活躍さ
れています。日本との関係では、西川副会長のお話にもありましたが、日本の精神病院にお
ける国際法律家委員会人権実情調査団に参加し、日本政府に対する勧告に関与されるなど、
日本の精神保健制度の改革に貢献されています。また、現在まで、ヨーロッパ拷問等防止委
員会専門調査員として、精神科病院、警察など拘禁施設に事前通告なしの立ち入り検査を行
っておられます。 
ご紹介は以上になります。また、質問ですが、講演中に、Q＆Aというボタンをご利用下

さい。 
 それでは、ハーディング先生、よろしくお願い申し上げます。 
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ハーディング教授講演（通訳戸塚委員） 

 今日は、精神病院における患者の恣意的拘禁とその防止についてお話ししたいと思いま
す。お話を始める前に、まずどういう風に私の恣意的拘禁についての考え方が変遷してきた
かについて申し上げることが皆様のご理解の助けになると思います。40 年前、1970 年代の
ことですが、WHOで働いていたときですが、ハーバード大学のカレン教授と一緒に、精神
保健法についての調査を行いました。 

これは、その調査成果を出版した本の日本語版です。このころは、恣意的拘禁を防止する
には、精神保健に関する立法を行うことが最善だと考えていました。 
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数年後の 1980 年代のことですが、国際法律家委員会の調査団に参加して、日本の精神病
院における患者のヒューマンライツを侵害する虐待問題を調査するために日本を訪問した
時にも、まだ同じように精神保健に関する法を改善する立法が一番大事だと考えていたの
です。ですから、その点を強調して日本の精神保健法を改善するようにという勧告を行いま
した。2 番目の勧告は、地域精神医療の推進が重要であると強調する勧告をいたしました。 

そして、1990 年代の初めに 3番目の国際法律家委員会による実情調査で訪日したときで 
すが、すでに精神保健法の改正はされていました。それにもかかわらず、精神病院での虐待 
は、未だに起き続けていたのです。 
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そこで、二年前に戸塚さんがスイスを訪問されたときにお会いし、精神病院での虐待を防
止するヨーロッパの仕組みと私の活動についてお話しをしました。その際、私の現段階の考
え方をご紹介することは、日本の弁護士、活動家、精神科医の皆さまにとっても興味深いテ
ーマではないかと、戸塚さんから示唆を受けたのです。 

 私は、この 30 年の間精神病院に関わり続けてきました。それは、欧州拷問等防止委員会
（CPT）によって始められた新しい活動、つまり常時精神病院を訪問調査するという活動だ
ったのです。この間の私の発見ですが、恣意的拘禁というのは、単に患者さんの意思によら
ない入院をさせる行為によって起こされるだけでなく、精神病院の壁の向こう側で実際に
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何が起きたのか、患者さんの処遇の問題についてでもあったのです。院内の処遇次第で、恣
意的拘禁の問題が起き得るということに気づいたのです。 
 そこで今日は、入院に際してどのように法が適用されているのかという問題だけでなく、
実際の精神病院内のプラクティス（処遇）がどのようになされているのか、それ次第では、
適法にはじまった拘禁が、恣意的拘禁に変わり得るということ、それによって患者さんのヒ
ューマンライツと尊厳が尊重されていないという事態が起きることをお話ししたいと思い
ます。 
 恣意的拘禁に関する私の新しい定義について皆さんに賛成して頂けるかどうかはわかり
ませんが、精神病院への入院に関する法についてだけでなく、入院中のヒューマンライツの
尊重についてもお話ししたいと思うのです。 

 初めに申し上げておきたいのですが、今日の精神病院では、世界中どこでも虐待がしばし
ば起きているという事実について、まず確認していただかなければなりません。法が改正さ
れたにもかかわらず、スタッフに対してヒューマンライツを尊重するトレーニングがなさ
れたにもかかわらず、地域精神保健サービスを進めてきたにもかかわらず、それでも精神病
院では虐待が起きるのです。こんなに努力したのに、それでもまだヒューマンライツの侵害
が起きるという事実に直面して、私たちは今どうすべきなのかという問題があるのです。 
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 そこで、私は、今日は二つの解決方法を提案したいと思います。最初の解決方法は、とて
も直截で、ラディカルな方法です。それは、精神医療の実践のうえですべての強制的措置を
廃止するという方法です。これは、皆さまご承知のとおり、障がい者権利委員会と世界保健
機構（WHO）の立場なのですが、精神医療におけるすべての強制措置を廃止するという方
法です。 
第二の解決方法は、第一の方法を進めながら並行して行うことができると考えられ、相互

に矛盾するものではないのですが、私が関与してきたもので、モニタリング、報告制度及び
基準設定をするという方法です。 
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 これは、ヒューマンライツを保障する国際法の枠組みの中で条約によって設置されたモ
ニタリング機関であるCPTが行ってきた主な活動です。閉鎖された世界である精神病院を
訪問してモニタリングをするというこのプロセスは、一歩一歩と基準を設定することにつ
ながってきたのです。この基準設定は、もちろん精神保健法の進歩につながってきましたし、
そのほかに精神病院の物質的な条件、とりわけ非任意の薬理学的な治療、隔離、道具を用い
た拘束、電気ショック（ECT）の使用、そして外部との接触についてなされてきました。 

 私は、ヨーロッパのお話をしますが、それは、もっぱら欧州評議会の活動についてです。
欧州評議会（COE）は、欧州連合（EU）とは違います。 
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この国際機関の加盟国は、47 か国にもなります。初めは少数の西ヨーロッパの民主主義
諸国だけで創られたのですが、次第に、ことにソ連の崩壊後に拡大されてきました。欧州評
議会は、今では、47か国が加盟し、8億人をカバーするほどまでに大きくなったのです。 

 欧州評議会の中には、多くの様々な機関がありますが、ここでは、欧州人権条約によって
設置された欧州人権裁判所で、欧州評議会の基礎になった機関のことからお話を始めたい
と思います。閣僚委員会、議員会議（PACE）と CPT、主としてCPTに絞ってお話しした
いと思います。これら 4 つの機関は皆、精神医療の患者さんのヒューマンライツの保護に
貢献しています。 
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 例えば、閣僚委員会は、2004 年に精神障害がある人のヒューマンライツ及び尊厳の保護
に関する勧告を出しています。 

議員会議は、とても違う機関ですが、近年精神医療の患者さんのヒューマンライツの問題
について議論をするようになってきました。議員会議は、大きな会議体で、しばしばラディ
カルなアイディアが激しく交わされる議論の場となりますが、重要な決議を採択し、閣僚委
員会に提出されています。しかし、その決議は、加盟国に対して拘束力はありません。 
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 ここであげます議員会議決議 2291 は、2019 に採択された、「精神保健における強制を終
わらせる：ヒューマンライツ基盤アプローチの必要性」というタイトルのものです。国連の
障がい者権利条約と両立するヒューマンライツ基盤アプローチを採用するためになされた
ものです。決議は、その第一歩として、強制的措置の使用を抜本的に減らすための行程表を
作成することを求めています。よく読んでみると、強制的措置を抜本的に減らすことを目指
していて、直ちに完全な廃止を求めているものではありません。 

 多分、欧州評議会の一番重要な機関は、ヒューマンライツ裁判所だと思います。いくつか
の判決がありますが、最も重要な判決は、早期のフリッツ・ウィンターウェルプ判決です。 
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フリッツ・ウィンターウェルプは、妻の要請に基づいて、地域の市長の承認を得て、強制
入院をさせられました。彼は、何年もの間精神病院で過ごすことになりました。 

最終的に、長期間の入院ののちに、欧州人権裁判所は、オランダが欧州人権条約 5条（4
項）と 6 条（1 項）に違反したとの判決を下しました。患者本人が聴聞を受けることなく、
弁護士による弁護を受けることもなく、適切な司法的手続きぬきで強制入院を継続させら
れたことから条約違反という判断がなされたのです。 

－ 12 －



 多くの判決がありますが、もう一つ最近の一番重要な判決をあげたいと思います。クロア
チアの事件です。この事件は、非常に違います。腰の痛みを訴えて病院の救急室に行った女
性患者の事件です。彼女は、腰痛症と診断されましたが、同時に精神病との診断を受けて、
本人の意に反して精神科クリニックに強制入院させられてしまいました。彼女は、道具によ
ってベッドに拘束されたのです。隔離室のベッドに 15 時間もの間縛り付けられた状態だっ
たのです。その後、1か月の間彼女の意に反して入院が続きました。 

このMS対クロアチア事件判決は59頁にも及ぶ長い判決ですが、読むに値するものです。
様々な決議、勧告、判例に触れています。その中でも、とりわけCPTによるクロアチアへ
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の訪問に関する報告書に言及していることに注目すべきです。 

第 1 の違反として、欧州人権裁判所は、欧州人権条約 5条 1項(e)（精神が不健全な者）
が定める、申立人の精神病院への収容に関する手続きに際して、効果的な法的代理が欠如し
ていたことを条約違反と判断しているのです。 

同時に、重要なことは、第 2の違反として、この患者の精神科クリニック入院中の 15時
間の身体拘束について、欧州人権条約第 3条（非人道的な品位を傷つける取り扱い）の定め
に違反したと認めたことです。 
 ここで皆さんに裁判所の判断が発展してきていることをご理解いただけると思います。
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ウィンターウェルプ判決の場合は、何年もにわたる長期入院に関する事件でした。ところが、
この MS さんの場合には、1 か月の入院のための手続きで違反が認められただけではなく、
しかも、さらに恣意的拘禁の概念が拡張されて、非人道的な品位を傷つける処遇について条
約 3条の違反を認めているという点で、注目すべきだと思います。 
 この判決は、非常に示唆に富む内容豊かなもので、皆さんによく研究していただきたいと
もう一度お勧めします。この判決は、欧州人権裁判所と CPTの活動、さらには障がい者権
利条約の相互作用を良く示しているものだと言えます。 

 それでは、今度は、CPTの活動についてお話ししたいと思います。 
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 CPTは、1989 年の条約によって設置された、拷問および非人道的なまたは品位を傷つけ
る取り扱いまたは刑罰の防止のための欧州委員会です。CPTの名称からわかりますように、
これは、欧州人権条約第 3 条の規定に基づいて設置された欧州委員会なのです。すでに制
定されている条約の条文があるのですから、なぜ、重ねて同じ内容の定めを持つ条約を制定
し、新たな委員会を創設する必要があるのかと疑問に思う方もおられるかもしれません。 

 この疑問にお答えするために、写真をお見せしたいと思います。牛が野原に静かに寝そべ
っていますね。牛の背中には、鳥がとまっています。この鳥は、アオサギです。 

この牛は、欧州人権裁判所です。牛は動きが鈍く、静かにストラスブルグに座っていて外
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には出て行きません。白い鳥、アオサギは、行きたいところには敏捷にどこにでも遠くまで
飛んでゆけます。非常に広い範囲にあるものを探しに行けますし、迅速に反応できます。牛
である裁判所の方は一か所で待っていて、MS事件でもクロアチアの弁護士さんが裁判所に
申し立てをし、裁判所は数年もしてから判決を出すのですが、アオサギのCPTの方は、待
っているのではなく、いつでも、どこにでも飛んで行って、虐待を発見し、数週あるいは 1
か月で素早く結論を出します。裁判官は、ストラスブルグに座っていて待っていて、弁護士
さんが裁判所に情報をもってきて、それに政府が返事をして、何年もして判決を出すのです。 

例えば、CPT のこの事例はバイカル湖の岸辺にある精神科施設です。ここまで小人数の
専門家が出かけて行って施設に到着したところです。スライドに写っているこの瞬間です
が、病院施設の所長さんは何が起こっているのかわからないのです。事前に予告せずに訪問
するからです。小さなかばんを持った私が通訳のとなりにいるのが見えますね。 
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欧州評議会の様々な機関について復習してみますと、最初は、閣僚委員会ですが、政府の
代表が座っています。加盟国政府の意思を代表しています。加盟国の旗が見えますね。ここ
には、欧州評議会の中で、加盟国政府を代表しています。議員会議は、各国議会から任命さ
れる数百にものぼる議員が参加しています。加盟国の議会を代表していまして、非常に多く
の政党を代表していますから、とても幅の広い意見が出されます。裁判所は、ストラスブル
グに座っていて、ゆっくりと判例を作って行きます。CPT は、旅をします。精神科施設、
警察署、刑務所、その他自由を奪われている人が収容されているところならどのような施設
でも訪問できます。 
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それでは、バイカル湖の精神科施設を訪問した時のことにもどって、CPT の活動の紹介
を続けてみましょう。この病院の訪問を始めて、2、3 日経ちますと、様々なことがわかっ
てきました。最初に、強制入院を防止する手続きが機能していず、恣意的拘禁が起こってい
ることがわかりました。患者さんは弁護士の代理を受けていず、事件は独立の司法機関によ
る聴聞を受ける機会もなく、強制入院の決定は、家族と病院の医師だけによってなされてい
ました。いったん入院させられてしまいますと、再審査の機会もないままになっていました。
精神科医など外部機関による監督も訪問も一切ありませんでした。外部からの監督は、私た
ちCPTの訪問が初めてのことだったのです。ですから、この施設への拘禁は、どのような
定義によっても、恣意的拘禁がなされていたというしかありません。 

主なヒューマンライツ侵害の問題の発見ですが、病院の物質的な条件は悲惨なほどひど
いものであることがわかりました。過剰収容ですが、60平米の部屋に、18人の患者さんが
収容されていました。職員による身体的な虐待、不適切な精神科治療、CPT の訪問前 3 カ
月間に精神科医による訪問は全くなく、許可なしに道具による身体的な拘束は常態化して
いました。病院による患者さんのお金の横領までなされていました。 
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要約しますと、CPT は事前予告なしに訪問します。いつでも施設を訪問できます。とき
には、夜中でさえも訪問します。自由をはく奪された被拘禁者がいるところはどこでも行く
のですが、その主なものは精神病院です。建物に入り、カルテなど書類を閲覧し、すべての
司法的手続きの記録を調べます。最も重要なことは、患者さんに秘密が守られる形で面接で
きる絶対的な権限があることです。必要なら医学的、精神医学的な検査をすることができま
す。非常に強力な権限です。 

CPTは、政府に対する報告書を作成し、所見と勧告を付します。政府は、6カ月以内に応
答をすることが求められます。ほとんどの報告書は、公表されます。バイカル湖の施設への
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訪問の報告書も、欧州評議会のウェブサイトで読むことができます。 

CPT がどのぐらいの頻度で精神病院への訪問をするのかについてですが、2018-2019 年
の 2 年間に３4 か国を訪問しました。この 2 年間の間に、21 か国で少なくとも 1 か所の精
神病院を訪問しました。最近、CPT は精神科施設の訪問を重視しているのです。ロシアは
8か所、トルコは 8か所、その他の国ではもっと少ないですが、この 2年間で合計 61の精
神病院への訪問が実施されました。活動としてはなかなか大変ですが、たくさんの精神科施
設のほんの一部にすぎません。 
精神病院の問題は、公衆の目から隠されていることです。壁は高く、その内側に外界の目

が届かないことから、虐待の温床になりがちなのです。ですからこのような施設へのアクセ
スがとても大事なのです。なぜCPTが様々なヒューマンライツ侵害の実態と恣意的拘禁の
データを集め、経験を蓄積してきたのか、その理由を理解していただけたと思います。 
皆さんにCPTの活動について、CPTが特に欧州人権裁判所との間で、また欧州評議会の

その他の諸機関とも相乗効果を発揮していることをご理解いただけたと思います。 
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ヒューマンライツの侵害や恣意的拘禁に関するデータ、恣意的な自由のはく奪のみなら
ず、病院収容中に起こる恣意性のある処遇、つまり、劣悪な物的な条件、過剰収容、親密な
関係の欠如、虐待、暴言、品位を傷つける処遇、同意のない治療、こういった行為は、CPT
は、ヒューマンライツの侵害と判断しています。例外的な場合をのぞいて恣意的拘禁になり
ます。過剰な向精神薬の投与、隔離、身体拘束、外界との接触の欠如もあります。 

CPT は、欧州評議会の議員会議の以下の強制的措置に関する 2019 年の決議を全面的に
確認していますが、その決議の言葉によりますと、「・・・苦痛、トラウマおよび恐怖を含
む、圧倒的に否定的な経験」と表現しています。この決議では、強制的投薬および強制的電
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気ショックといった、患者の意思に反して行われる非自発的「治療」は、とりわけトラウマ
につながるもので治療的でないと捉えられています。 

CPT による基準についてお話してきましたが、これらは、訪問の報告書として公表され
ます。CPTによる基準は、また、テーマ別文書にもなっていまして、早期には 1998 年に発
表された精神医療施設における非自発的入院措置に関するもの、最近では 2017 年に公表さ
れた精神医療施設における拘束手段などの非自発的措置に関する報告があります。 

CPT 基準についてもっとくわしく知りたい方には、E ラーニング情報があります。欧州
評議会のウェブページで見ることができます。”HELP”というヒューマンライツ教育のサイ
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トが法律家向けに作られています。Eラーニング教程は、無料で活用できます。これがCPT
基準に関する情報です。 

CPTの活動の任務の焦点は、虐待の防止です。 

これは何百という精神科施設の訪問からわかったことですが、スタッフが足りないとこ
ろもあるにもかかわらず、意図的な虐待はほとんど起きていないのです。意図的な虐待が起
きている場合は、ほとんどの場合は補助スタッフ、教育トレーニングがないとか、不十分な
場合、監督が不十分な場合でした。 
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ですから、補助スタッフは、注意深く採用しなくてはいけないのです。その教育トレーニ
ングを十分に行うこと、監督をしっかりすることが必要です。 

しばしば起きる虐待は、患者による他の患者に対する虐待の問題があります。被害にあい
やすい患者さんもありますし、他の患者によるいじめや非難の対象になることもあるので
す。ですから基準としては、夜間を含めて、十分な数のスタッフが常に配置されていなくて
はならないということが求められています。 
青少年や子どもは特に被害にあいやすいので、CPT の基準では、成人の患者さんと同じ

病棟に収容してはならないということになっています。 
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それでは、生活条件のCPT基準に移りましょう。 

自分の家から精神病院に移る体験は、他の患者さんと一緒になって、同じ部屋に暮らすよ
うになることなのです。衣服にしても私物など所持品にしても、日常生活活動にしても、規
則によって縛られるわけです。こういう大変化は、それ自体でトラウマになる体験です。 

8 人の患者さんが 30 平米の一つの部屋にいます。各患者さんはベッドサイドテーブルも
戸棚もあります。換気も良い。かなり良い条件ではあります。そうであっても自宅で暮らす
のとは全くわけが違います。もし、ここにもっと多くの患者さんを入れるということになっ
たらどうなるでしょうか。ベッドサイドテーブルは取り去られ、4つか 5つのベッドが運び
込まれ、床にマットレスが敷かれる。そうなったらどうなるでしょうか。こうなると、過剰
収容によって、簡単に品位を傷つける処遇になり得るのです。 

具体的な事例ですが、患者さんが救急病棟に入院させられ、狭苦しい病室に他の５人の患
者と一緒にされ、私物はなく、病院支給のパジャマを着せられる、私物を入れる場所もなく、
レクリエーションなど娯楽の機会もなく、自分だけの空間がない。投薬などの治療を語るま
でもなく、この条件では、個人的な自律は奪われた状態になります。 
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CPT の基準では、患者さんはできる限り個室をあてがわれ、ラジオや本など私物を持つ
ことが許され、私物入れもあり、机もあるということが望ましいということになっています。
患者さんは、自分の服を着る自由がなければなりません。CPT は、いつもパジャマのまま
で過ごすという生活条件は否定しています。思うままに動き回る自由がある、そのような施
設と庭が必要です。患者さんは、自分の選択によって読むことができ、自由にレクレーショ
ン活動を選ぶことができる。鍵になる考え方は、選択の自由と自律的な自治なのです。 

それでは、精神医学的な治療に移ります。 
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基本的なCPT基準の考え方は、自分の意思によらない非任意入院の場合であっても、ど
のような治療についても、患者さんの治療への同意権を奪わないということです。 

非任意入院の場合でも、大部分の患者さんは完全に治療への決定の能力があります。どの
ような強制的措置も、法に基づく例外的な場合に限られなければなりません。 
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身体拘束の場合についてお話ししたいと思います。 
身体拘束を受けた人の話を聞きますと、その経験を、屈辱的でストレスが強く苦痛に満ち

たものであったと言っています。この苦痛は、非常的に基本的なレベルのものです。身体を
動かすことができず、鼻もかめませんし、かゆいところも掻けない、飲み食いもできず、他
人の手を借りずに小用を足しに行くことも、排泄することもできないのです。極めて屈辱的
な経験なのです。 

ですから、身体拘束は、たとえ短時間でも、容易に非人間的な品位を傷つける処遇になる
のです。そこで、CPTは、とても詳細な身体拘束についての基準を設けました。 

－ 29 －



初めに、基本的原則ですが、身体拘束は、決して治療的ではないということです。 
その唯一の正当化の理由は、切迫した深刻な危害を防止することです。 
可能な限り短い時間、つまり時間単位ではなく、分単位でなければなりません。 
それは、処罰のためになされてはなりませんし、スタッフの不足を補うためなどという便

宜のために用いられてはなりません。 
鍵になる基準は、道具を用いた身体拘束がなされる場合は、その同じ室内にスタッフが常

駐する状態でなされなければなりません。 
これは、患者さんの必要に応じて迅速に対応することができるためです。たとえば、水が

のみたいとか、食べ物が欲しいとか、排尿がしたいとか、排便がしたいとか、衛生的に処遇
してほしいとか、その他いろいろの場合があります。 
誰が身体拘束を命じたのか、いつから身体拘束が命じられ、いつまで身体拘束が続いたの

かなど、すべての拘束の経過を記録しなければなりません。 
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このスライドの日本の事例では、20 人の病棟の患者さんのうち 3 人の患者さんが同時に
身体拘束されていて、それだけ見てもCPTの基準には合致しない過剰処遇になります。 
日本の身体拘束についての最近の共同通信の報道によりますと、身体拘束を続けた期間

について、大部分は 1 日以上の身体拘束で、10％は、１か月以上も身体拘束が継続してい
るということです。 

この 2017 年の CPT基準「成人対象の精神医療施設における拘束手段（改定CPT基準）」
についての文書は、翻訳されて皆さんに配布されています。これは、CPT のウェブサイト
でも読めます。 
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一般的な基準から、特定の事例についてみてみましょう。2015 年に CPT の訪問事例で
すが、最新の小さい病棟で、非常に困難な患者さんが入院している病棟の場合です。CPTが
確認した資料によりますと、600 時間の身体拘束、26 のケース、大部分は 24 時間以上で、
数件は数日、数週に及ぶ事例もありました。 

ある部屋に入りますと、全くの裸のまま身体拘束を受けている患者さんが見つかりまし
た。道具で拘束された片手は腫れて、ベッドは尿で濡れていて、身体も灰色でぬれていまし
た。この状態で。3週間もの間身体拘束を受けていたのです。 
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隔離されて身体拘束を受ける患者さんもあります。隔離についても、特別のCPT基準が
あります。 

弁護士さんには必要ですが、患者さんの保護についてお話ししたいと思います。 
CPT 基準は、裁判所の判例を注意深くフォローしています。行政的な機関や家族によっ

て入院が決定された場合、必ず司法的な機関による決定によりコントロールされる必要が
あります。この決定は、2、3日中にされる必要があります。 
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もう一つの保護ですが、患者さんは、手紙を書くことができなければなりませんし、イン
ターネットへのアクセスも必要です。電話をかけること、電話を受けることができなければ
なりません。家族や友人の訪問を受けることができなければなりませんし、病院には知られ
ない立ち合い人ぬきの弁護人依頼権が保障されなければいけません。 

CPT はすべての施設に対して、書面で患者さんに権利を知らせる冊子を作ることを奨励
しています。病院の規則だけでなく、すべての患者さんとその家族に患者の権利を知らせる
ものである必要があります。 
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非任意入院は、症状が好転したら、直ちに廃止されなければなりません。必ずしも直ちに
退院させるということでなくても、任意入院に切り替えるということでもよいのです。 

非任意入院の患者さんは、少なくとも 2、3カ月に一度は、定期的な審査が行われる必要
があります。これは司法機関によってなされる必要があり、病院の精神科医の勧告に対して
批判的な視点で評価がされる必要があります。 
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ですから、司法機関は、独立の精神科医の意見を聞くことができる必要があります。患者
さんは直接に司法機関による聴聞を受け、弁護士や他の信頼できる人によって援助されな
ければならないのです。 

最後に、透過性(permeability)についてお話しします。私たちは、精神医療施設の閉鎖性
と戦う必要があります。精神科病院の壁の背後に起きることについて、最も重要な要素は、
この閉鎖性と戦うことなのです。恣意的拘禁を防止するために最も大事なことは、外界との
接触、オープンネス、開放性を保障することにあるのです。 
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ですから、患者さんは、家族、友人、弁護士、患者の権利擁護者との間で自由に交通でき
なければなりません。電話ができること、SNS もできること、外部からの訪問を受けるこ
と。 

モニタリング機関による定期的な訪問が必要です。司法機関、政治家、NGOこれらの訪
問者は、患者さんと立会人なく話すことができる必要があります。精神病院から独立の外部
機関による監督が必要です。 
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最後の点になりますが、内部告発活動が奨励され、内部告発者は保護されなければなりま
せん。 

ご清聴を感謝します。みなさまの忍耐と、ご理解にお礼申し上げます。興味深い意見交換
と討議を期待します。もしご質問がありましたら、よろこんでお答えしたいと思います。 
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質疑応答 
（司会大竹前委員長）ハーディング先生ありがとうございました。視聴者の皆さまからいく
つか質問が出ていますので、読み上げたものを通訳していただいて、お答えいただきたいと
思います。 
 早速一つ目ですが、CPT としては、強制入院に何らかの意味が患者さんにとってあると
考えていますか？例外的な場合であれ、なんらかの積極的な意味が患者さんにとってある
と考えておられるのでしょうか？ 
（ハーディング教授）ご質問は、障がい者権利委員会による、精神医療においてはすべての
強制措置を廃止すべきであるという見解を採用すべきかどうかというご質問だと思います。
私の考えでは、非任意入院は、必要以上に過剰に行われてきたのであって、大部分の場合は、
患者さんにとって意味があるものではありません。私は、すべての強制措置は廃止されるべ
きであるという障がい者権利委員会の見解に同情的です。しかし、CPT のために働いてき
た老人としては、若い人たちと違って、パラダイムの転換がむつかしいのです。例外的には、
非任意措置が患者さんにとって命を救うために有益な場合もあるという意見です。たとえ
ば、15 歳の拒食症の少女の事例で、何か月もの間毎月毎月この症状が続き、現在の体重は
30 キロに減少してしまってきているという症例の場合です。診察の結果、このまま放置す
るとこの少女は亡くなってしまうだろうと考えられました。彼女には治療が必要です。私は、
この事例では非任意入院と非任意の治療が必要な場合だと考えています。 
もう一つの症例をあげてみます。お産をしたばかりの女性が産科病院に入院しているの

ですが、妄想を持つようになって、助産婦に「赤ちゃんを殺したい」と言ったというのです。
助産婦の方は、母親が赤ちゃんを殺してしまう可能性があるのではないかと恐れたのです。
赤ちゃんとお母さんを引き離すのではなく、母親の意思には反するのですが、母子の絆を保
ちながら、母子病棟に一緒に入院させることで子どもの生命を守ることができると思われ
たのです。私は、非任意入院が必要以上に過剰に行われてきたことは認めるのですが、この
ような拒食症の事例や幼児殺の妄想事例のような例外的な症例では、非任意入院が患者さ
んにとって必要になると思います。私は、必要以上に極めて多数の不適当な強制入院がなさ
れてきたとは思いますが、例外的な場合は、非任意入院が本人の利益になるとも思うのです。
私は、78 歳の老人で、パラダイムシフトが困難なのです。 
私は、数百の精神病院を訪問し、何千例もの患者さんの診察をしましたが、過半数の事例

では、非任意入院は本人の利益にはなっていないと考えました。 

（司会大竹前委員長）強制入院の必要性がある事例として出された少女の事例についての
質問です。身体的なエマージェンシィーとして救命が必要な場合として理解できます。精神
的なクライシスは区分可能ではないでしょうか？精神的なクライシスを理由に入院させて
いるわけではないと言えないでしょうか？ 
例外的に治療等を強制される場合の手続きや基準は定められているのでしょうか？ 
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（ハーディング教授）患者は双方の治療が必要です。生命を救うために栄養を与えるという
身体的な治療だけでなく、拒食症の精神的な症状についても改善するための治療が必要で
す。身体的な状態を改善するとともに、精神的な状態を改善する治療が必要です。 
 CPT は、非任意入院のための要件について基準を設けてはいませんが、手続きについて
の基準を設けています。独立の司法機関による審査の必要性が第 1 です。第 2 に、いつで
も、強制入院に対して異議を述べる権利があります。CPT の基準は手続き上のもので、要
件についての基準はもうけていません。もちろん、強制入院の必要性の要件について「危険
性」というような激しい議論がありますが、CPTは、この議論に巻き込まれていません。 
 この点で注意すべきなのは「隠された非任意入院」にしばしば遭遇するということなので
す。これは「事実上(de facto)の強制入院」なのです。CPTが精神病院を訪問すると、本人
の意思により入院しているという患者さんのリストを出してきます。ところが、任意入院の
患者さんと言われている人に面接してみますと、実際には閉鎖病棟に入院させられていて、
実際は入院を希望していない方たちが見つかるのです。家族、警察、司法当局が精神病院に
圧力をかけて、実際は本人の意思に反して入院させているのですが、精神病院が名目上は
「任意入院」とラベルを張っている場合があるのです。 

（司会大竹前委員長）補助スタッフによる虐待はあっても、資格のあるスタッフによる虐待
は少ないというお話の関連だと思います。日本では看護師や医師による虐待が裁判になっ
ていますが、日本と海外では違いがあるのでしょうか？ 
（ハーディング教授）資格のあるスタッフによる虐待が少ないというのは、一般的な傾向に
ついて申し上げたのでありまして、ヨーロッパでも看護師と医師による虐待の事例もあり
ます。私が見たことのある、最悪の事例のいくつかの中には、医師と看護師による事例があ
りました。処罰のために患者さんを裸にしていた事例がありました。エストニアを訪問しま
した時のことですが、病棟内の 20 人の患者さんが全員裸にされた状態で見つかりました。
医師と看護師は、病棟の外にいて、必要があるとき、例えば食事を入れるときには、他の患
者を使って、患者さんを殴るとか噛むとかの暴行も行われていました。ですから、資格ある
医師や看護師による非常にひどい虐待もあるのです。ただ、私は、全体を見た時に一般的な
傾向を申し上げたのです。大部分の虐待の事例は、補助スタッフによって起こされているの
です。 

（司会大竹前委員長）日本で改革をすすめてゆきたいのですが、日本には独立の国内人権機
関はありません。人権意識を高めるよい方法はないでしょうか？ 
（ハーディング教授）私が考えるには、日本と他の国や地域との意見交換、たとえば、今晩
のような機会を持つことが必要だと思います。意見交換し、質問し、回答するということは
ヒューマンライツの意識を高めるために役立つと思います。国際的なNGO、例えば国際法
律家委員会（ICJ）の介入などはヒューマンライツ意識を高めることに役立ったと思います。
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しかし、残念なことに、日本は他の諸国の例に倣って非人間的な処遇や虐待を防止するため
の国内的な制度を創ることをしていません。このような制度を創るように、政権にある政治
家を説得することも必要でしょう。これは非常に長い時間がかかる困難な活動です。わかり
やすい事例としては、日本では死刑の廃止ができないことがあります。これをなくすのも大
変だと思います。死刑問題に関する意識を高めるにも多くの年月が必要だと思いますし、こ
れはヨーロッパの諸国と日本の違いをよく示していると思います。 
 ジャーナリストも大きな役割を果たすことができると思います。虐待の事例の報道をす
ることができますし、虐待の防止方法についての討論に加わることもできるでしょう。100
年前に精神病院の内部告発者の経験を報道した人たちがいます。医師であるモンタグ・ロー
マックス(Montagu Lomax)が 100 年前に『精神病院の医師の経験』(The Experiences of An 
Asylum Doctor)という本を出版したのです。今年、英国の王立精神科医学会（RCPsych）が
この方の功績を取り上げて顕彰しました。 
 ですから、ジャーナリストを激励すること、精神医療専門家を激励すること、患者さんた
ちを激励すること、執筆し外部世界に知らせることが重要です。 

（司会大竹前委員長）障がい者権利条約は、障害を理由とする自由のはく奪を禁止していま
す。そのようなことを許す法律を廃止することも定めています。日本では精神保健福祉法が
ありますが、そのような法律の手続きで非自発的な入院をさせられた場合に、そのこと自体
を国際法違反としたヨーロッパ人権裁判所の判決はありますか？  
（ハーディング教授）2015 年の MS 対クロアチア事件判決の前半には、障がい者権利条約
に関する言及が詳しく書かれています。14 条に関するものです。欧州人権裁判所は、障が
い者権利条約と障がい者権利委員会による解釈を考慮に入れています。しかし、欧州人権条
約は、精神病やアルコール中毒などを理由とする拘禁を今でも認めています。障がい者権利
条約の定めが存在しても、ほとんどどのヨーロッパ諸国にもまだ非任意入院を認める法律
があります。このような法律が存在する限り、CPT は、手続き的な権利を保障するために
精神病院を訪問し続ける必要があるのです。 
 多分、10 年、20 年後になれば、障がい者権利条約の定めが実現するようになると思いま
す。しかし、今日のヨーロッパでは、何万という患者さんが非自発的に入院させられている
のですから、法的手続き上の権利を強調するしかないと思います。 

（司会大竹前委員長）CPTのぬきうち訪問を受け入れない国はあるのでしょうか？ 
（ハーディング教授）いいえ、極端な状況の場合でもそういうことはありません。武装蜂起
下のチェチェンの警察署でも、クーデター直後のトルコでも、トルコの島に拘禁された政治
犯のアブドゥーラ・アチェランのような PKKの人々でも、非常に困難な状況下でも、CPT
の訪問が拒否された事例はありませんでした。精神病院へのアクセスですが、拒否事例は知
りません。 
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（司会大竹前委員長）イタリアだけでなく、スウェーデンでも単科精神病院が廃止されたと
聞いています。世界人口の２％の日本で世界の 20％の精神科病床があります。そのような
国は他にありますか？ 

（ハーディング教授）ありません。人口比でそのように精神科病床の多い国は他にないと思
います。多くの国では地域での精神医療によるケアーが進んできていまして、精神科病院の
病床は減少してきています。ただ、他に精神科病床が多い国としては、アイルランドがあり
ます。ロシアでは長期の精神科病院収容が多いのです。病床の減少は良いことと思います。
しかし、問題もあります。フランスでは、精神科病床を減らすことを決定しました。精神科
病院を減らして行くと、今度は、余分なベッドを病室に運び入れたり、マットレスを入れた
りして過剰収容が問題になってきています。単純ではありません。大事なことは地域精神医
療サービスを普及することです。 

（司会大竹前委員長）CPTのような第 3者機関が人権擁護にあたることも考えられますが、
患者権利擁護者も役立つのではないかと思います。どちらがいいでしょうか？どちらも必
要でしょうか？ 

（ハーディング教授）私はCPTのことを申し上げましたが、もちろん患者権利擁護者制度
も役に立ちます。全ての監督とモニタリングなどなんらかの訪問制度が役立つと思います。
国家による訪問制度も良いと思います。NGO、患者権利擁護者も役立ちます。多くの国で
は、オンブズマンも役に立っています。そのようにいろいろの制度が考えられます。 

（司会大竹前委員長）時間が 8 時半になりました。ここで締め切ってもよろしいでしょう
か。まだ応えきれない質問が残っていますが、全部に応える余裕がちょっとありませんので、
これで打ち切りということにさせていただきたいと思います。これで質疑応答の時間は終
了とさせていただきます。皆さまありがとうございました。 
最後に当会の人権擁護委員会の鳥海委員長からご挨拶をいただきたいと思います。鳥海

先生よろしくお願いします。 
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閉会の挨拶（鳥海人権擁護委員会委員長） 
（鳥海委員長）ご紹介をいただきました鳥海です。ハーディング先生、今日は、長時間あ

りがとうございました。また戸塚先生の方も、通訳をありがとうございました 。 
 とてもハーディング先生の講演をまとめる能力はないので、感想的なことを述べさせて
いただく中で閉会の挨拶とさせていただきたいのですが、先生のお話を伺いながら、日本の
現状と比較してどうなのかな、と考えていました。日本の精神病院への入院制度には、精神
保健福祉法の中で措置入院、医療保護入院など色々できていますが、拘禁の要件が非常に不
明確で、特にハーディング先生が言われる拘禁についての司法的審査が全くない。それと、
拘禁に限らず、処遇に踏み込みますと、ますます格差が著しいと感じます。日本では処遇は
ブラクボックスで外からはほとんどチェックできないという現実だと思いますが、ハーデ
ィング先生が離されたCPTを含めて、ヨーロッパでは第三者的な機関がきちっと機能する
ということは、非常に驚きました。もう一つ違うんだな、と感じたのは、日本には精神障が
い者を地域て処遇するという発想がない。ところが、ヨーロッパでは、地域で処遇してゆく
と考えられている。その落差に驚きました。 
疑問があるのですが、司法的チェックというお話がありましたが、専門的な知識がないと

難しいのではないか。ヨーロッパでは、その辺はどうなっているのか、うまくいっているの
かどうかをうかがってみたかったと感じました。 

（ハーディング教授）良い例があります。たとえば、オランダでは専門のトレーニングを受
けた裁判官がいます。頻繁に患者さんを訪問しています。CPT は、オランダでどのぐらい
の頻度で裁判官が精神科医の意見を退け、患者の主張を受け入れているのかについて調査
しました。オランダでは、裁判官は、全事件のうち 10％の事件で患者の主張を受け入れて
います。もう一つの事例ですが、CPTはフランスを 2015 年に訪問しました。裁判官は、ど
のぐらいの頻度で患者のために決定をしたかについて調べました。結果は、ゼロ％でした。
顕著に違いますね。オランダでは 10％、フランスではゼロ％。ところが、2019 年にフラン
スを訪問した時には、統計は、もっと良くなっていました。結果は、フランス語で公表され
ていますが、とても進歩したのです。英国では、精神医療審査会は、法律家、精神科医、そ
の他の三者構成になっていて、うまく動いています。しかし、その他の国では、司法審査は
あまりうまく動いていません。 

（鳥海委員長）いろいろと質問もしたいのですが、閉会の挨拶ですので、このぐらいでと思
います。先ほど日本では地域処遇について発想がないのではないかと発言しましたが、私が
知らないだけで、チャットの中で地域処遇的な発想はもうあるのだと書き込みがあります。
それは皆様方にお伝えしておかなければいけないと思います。 
今日は、本当に勉強になりました。またハーディング先生にお話をうかがえれば、非常に
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ありがたいと思っております。今日は本当にありがとうございました。 

（ハーディング教授）ありがとうございます。喜んで、またお会いいたしましょう。 

閉会 
（司会大竹前委員長）本当にこれで終わりにしたいと思います。皆様お疲れさまでした。あ
りがとうございました。 
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第 3 条および第 5 条 1 項(e) 
精神が不健全な者の処遇および条約第 5 条に基づく拘禁の適法性
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欧州人権裁判所判例研究

第 3 条および第 5 条 1 項(E) 

要約

 本報告書で主たる検討の対象としているのは、拘禁の場所および条件が、条約第 5 条
に基づく精神が不健全な者の拘禁の適法性にどのような影響を及ぼすかという点であ

る。特に、拘禁施設が精神病者の拘禁のための「適切な施設」と見なし得るかを評価す

る際の、拘禁の目的と拘禁施設における治療条件との関係を掘り下げている。

 本報告書ではまた、被拘禁者に十分な医療ケアを提供する国家の義務（第 3 条）に関
わる主要な原則を概観するとともに、被拘禁者への十分な医療ケアの提供に関して言語

上の障壁が何らかの役割を果たしてきたかについても判断を試みている。

目次

序 ..................................................................................................................................... 3
I．条約第 3 条に基づく被拘禁者の医療ケア ................................................................. 3

II．適切な拘禁施設および第 5 条に基づく処遇の問題 ..................................................... 5
A．一般的原則 .............................................................................................................. 5
B．初期の事件 .............................................................................................................. 6
C．不適切な施設としての刑事施設的建造物 ................................................................ 7
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序

1．本報告書ではまず、被収容者に対し、いかなる財政的、実務的または制度的困難がある
かにかかわらず十分な医療ケアを提供する国家の義務に関わる主要な原則を概観する。ま

た、裁判所に提起された事件において、被拘禁者への十分な医療ケアの提供に関して言語

上の障壁が何らかの役割を果たしてきたかについての判断も試みる。

2．本報告書の主要な部分は、拘禁の場所および条件が条約第 5 条に基づく精神病者の拘
禁の適法性に影響を及ぼしているか否か、および、影響があるとすればどのように影響を

及ぼしているかの検討に充てられている。特に、拘禁施設を精神が不健全な者の拘禁のた

めの「適切な施設」と見なし得るかを判断する際の、拘禁の目的と拘禁施設における治療

条件との関係を掘り下げている。

I．条約第 3 条に基づく被拘禁者の医療ケア

3．条約第 3 条が、国家に対し、特に必要な医療援助を提供することによって、自由を奪わ
れた者の健康および福利が十分に保障されることを確保するよう要求していることについ

ては、裁判所の判例において明確に確立されてきた。したがって、適切な医療ケアが提供

されないことは、条約第 3 条に反する処遇に相当する場合がある1。

4．医療援助の「十分性」について判断するにあたり、裁判所は特定の事件において十分に
柔軟な判断を行なう余地を留保しており、判例を通じて発展させてきた多くの基準に基づ

いて決定を行なっている2。

5．精神病者の場合、特定の拘禁条件が第 3 条の基準と両立しているか否かを評価するに
あたり、これらの者の脆弱性のほか、場合により、これらの者が、自分が特定の処遇によ

ってどのような影響を受けているかについて首尾一貫した不満を表明できず、またはこの

ような不満をまったく表明できない可能性もあることが考慮されなければならない3。精神

障害を有する者に典型的な劣等感や無力感は、条約が遵守されているか否かを審査する際

にいっそうの配慮が必要であることを示すものである4。

6．このような被拘禁者を検査して診断を行なうだけでは十分ではない。資格のあるスタッ
フによる適正な治療および適切な医学的監督が行なわれることも必要不可欠である5。病態

の性質上必要な時は、このような監督には、被拘禁者の健康問題の治療またはその悪化の

予防を目的とする包括的な治療戦略も含まれなければならない6。

1 多くの典拠の中でも特に、Rivière v. France, no. 33834/03, § 74, 11 July 2006; Raffray Taddei v. 
France, no. 36435/07, § 51, 21 December 2010; およびより最近の Blokhin v. Russia [GC], no. 
47152/06, § 136, ECHR 2016 を参照。
2 Blokhin v. Russia [GC]（前掲）§ 137; Bamouhammad v. Belgium, no. 47687/13, §§ 120-123, 17 
November 2015; and Aleksanyan v. Russia, no. 46468/06, §§ 137-140, 22 December 2008 参照。
3 Keenan v. the United Kingdom, no. 27229/95, § 111, ECHR 2001-III 参照。
4 Dybeku v. Albania, no. 41153/06, § 47, 18 December 2007, and Sławomir Musiał v. Poland, no. 
28300/06, § 94, 20 January 2009 参照。
5 Murray v. the Netherlands [GC], no. 10511/10, § 107, ECHR 2016; Poghosyan v. Georgia, no. 
9870/07, § 49, 24 February 2009; and Bamouhammad v. Belgium（前掲）§ 122 参照。
6 Blokhin v. Russia [GC]（前掲）§ 137 参照。
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7．精神病者をその病態にとって適切ではない営造物に拘禁することは、特にその病態にふ
さわしい専門的治療または医学的監督が行なわれない場合、条約上の深刻な問題を提起す

るものである7。より最近になって、裁判所は、精神病者が社会に再統合できるという展望

を維持する上で精神病者の適切な治療が重要であることも指摘している8。

8．十分な医療ケアが提供されない状態が条約第 3 条に基づく苛烈さの基準を超えるほど
のものであった場合、裁判所は、被申立国政府が提出する、資源の欠如に関連するいかな

る釈明または正当化も受け容れない。被拘禁者の尊厳の尊重は財政的または実務的困難に

かかわらず確保されなければならないのであって9、これには補修管理作業10、適切な施設

の定員不足11またはその他の類似の理由が含まれる。

9．特に適切なケアの提供における言語上の障壁についていえば、第 3 条関連の事件でこ
のような障壁がひとつの要因として特に取り上げられることは稀であるように思われる。

対照的に、第 3 条に基づく申立てとの関連で、庇護希望者が利用可能な救済措置の実効性
について評価する際には、言語上の困難が考慮されてきた12。裁判所は、より一般的な形

で次のように述べている。

「141．……言語の自由そのものは条約が規律する権利および自由には含まれず、条
約自体、第 5 条 2 項ならびに第 6 条 3 項(a)および(e)に定められた具体的権利を例外
として、公の当局とのやりとりで特定の言語を使用する権利または自ら選択した言語

で情報を受領する権利を……保障していない」13

10．ただし、公の当局と公用語でやりとりする可能性は、ある国家に在住する者に対して
は認められるべきであるとされる。裁判所の見解は次の通りである。

「……ある言語を公用語とすることにより、国家は、自国の市民に対し、妨げられる

ことなく情報を伝えかつ受けること双方を目的として当該言語を使用する権利を、私

生活のみならず公の当局との対応においても原則として保障することを約束している。

……換言すれば、公用語の概念には、当該言語の話者にとっての一定の主観的権利の

存在が含意されているのである」14

11．精神病院における処遇との関連で公用語の使用が争点となった珍しい事件のひとつが
Dhoest v. Belgium 事件（no. 10448/83, Commission’s report of 14 May 1987）である。
フラマン語の話者である申立人は、フランス語圏であるワロン地域に位置するトゥルネー

の社会保護施設に措置されていた。自己の拘禁条件について条約第 3 条に基づいて行なっ

7 たとえば、Sławomir Musiał v. Poland（前掲）§§ 94 and 96; Rivière v. France（前掲）§ 75; and G. 
v. France, no. 27244/09, §§ 47-48, 23 February 2012 参照。
8 W.D. v. Belgium, no. 73548/13, § 113, 6 September 2016 参照。裁判所は本事件で次の通り判示して
いる。

「……条約に基づく義務は、精神障害を有する逸脱行動者が生じさせる可能性のある危険から社会を

保護することに留まるものではなく、このような者に、可能な限り最大限に社会に再統合できるよう

援助することに適合した治療を提供することも同様に課しているのである。……」
9 Poghosyan v. Georgia（前掲）§ 48, and Dybeku v. Albania（前掲）§ 50 参照。
10 Mamedova v. Russia, no. 7064/05, § 63, 1 June 2006 参照。
11 Claes v. Belgium, no. 43418/09, § 99, 10 January 2013 参照。
12 たとえば、I.M. v. France, no. 9152/09, §§ 145 and 151, 2 February 2012, and Sharifi and Others 
v. Italy and Greece, § 168, no. 16643/09, 21 October 2014 参照。
13 Bazjaks v. Latvia, no. 71572/01, § 141, 19 October 2010 参照。
14 Mentzen v. Latvia (dec.), no. 71074/01, ECHR 2004-XII 参照。
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た申立てには、フランス語話者の医師と意思疎通ができなかったためいかなる治療も無益

なものとなった旨の主張が含まれていた。しかし委員会は、この主張は証拠に基づいて実

証されていないと認定し、第 3 条違反はなかったと判断した。
「124．精神医学的治療が外国語で行なわれる場合に適正な治療が困難にならざるを
得ないのは確かだが、委員会は、申立人はフランス語の知識を有しており、かつオラ

ンダ語を話すスタッフもいたことに鑑み、申立人が協力していれば治療は可能になっ

ていたと認定する。

 本件においては、申立人がまったく協力しなかったために、いかなる形態の治療も

著しく困難になった。委員会は、精神医学的治療が功を奏さなかったのは基本的に当

局（医療スタッフを含む）に対する申立人の敵対的態度の結果であったことに留意す

る。したがって、適正な精神医学的治療の利用可能性にとって言語の要素が決定的で

あったとは思われない。

129．申立人の拘禁のあらゆる事情と、特に申立人があらゆる形態の治療に対して敵
対的態度をとり、かつ協力または施設の規則の遵守を頑強に拒否していたことを顧慮

し、委員会は、申立人の拘禁条件は条約第 3 条が想定するほど深刻な処遇には達して
いなかったと結論する」

12．本件は、理解できる言語で精神医学的ケアを受けることの重要性を示すものではある
ものの、言語上の障壁によって第 3 条違反が明らかであるほどに治療が阻害された事件は
存在しないように思われる。

II．適切な拘禁施設および第 5 条に基づく処遇の問題

A．一般的原則

13．条約第 5 条 1 項に基づくいかなる自由の剥奪も、「適法」（lawful）でなければならず、
かつ「法律の定める手続に従って」行なわれなければならない。第 5 条 1 項は、国内法の
遵守に加えて、いかなる拘禁においても個人を恣意的対応から保護するという目的が踏ま

えられることを要求している。その前提として、拘禁の命令および拘禁の執行の双方が、

第 5 条 1 項の関連する号で認められた制限の目的と真に合致したものでなければならな
い。加えて、根拠とされる自由剥奪の許可事由と拘禁の場所および条件との間に、何らか

の関係が存在しなければならない15。

14．拘禁の「目的」への明示的な言及があるのは第 5 条 1 項(c)および(d)のみだが、この要
件はすべての号に黙示的に含まれているものである16。

15．第 5 条 1 項(e)の文脈では、精神障害者の拘禁の目的は、セラピー、薬物治療または病
態の治癒もしくは緩和を目的とするその他の臨床治療を提供する必要性、あるいは自己ま

たは他者への危害を防止するための管理および監督を行なう必要がある状況と関連してい

る17。したがって、ある者を精神保健上の患者として「拘禁」することが第 5 条 1 項(e)の

15 Saadi v. the United Kingdom [GC], no. 13229/03, §§ 67 and 69, ECHR 2008, and Merabishvili v. 
Georgia [GC], no. 72508/13, § 186, ECHR 2017 (extracts) 参照。
16 Merabishvili v. Georgia [GC]（前掲）§ 299 参照。
17 Hutchison Reid v. the United Kingdom, no. 50272/99, § 52, ECHR 2003-IV, and Stanev v. Bulgaria
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適用上「適法」となるのは、当該拘禁が病院、診療所または他の適切な施設で行なわれる

場合のみである18。裁判所はまた、第 5 条 1 項(e)は基本的には適切な治療または条件には
関係しないとも判示してきた19。

16．とはいえ、精神が不健全な者の治療条件が拘禁の適法性と無関係というわけではない。
この点について、裁判所の判例は初期の事件から若干進展しており、疾病の緩和または危

険性の低減を目的として被拘禁者に適切なケアおよび便益を提供する必要性が重視される

ようになってきている。

B．初期の事件

17．第 5 条 1 項(e)に治療に対する権利が含まれるか否かという問題は、画期をなした
Winterwerp 事件で早くも提起された。精神病院に措置された申立人が、当局は申立人の
精神的病態の改善およびそれによる拘禁期間の短縮を可能とする効果的な医学的治療を提

供しなかったとし、これは第 5 条 1 項(e)違反にあたると主張した事件である。申立人は特
に、精神科医による診察の頻度が少なくかつ短すぎたこと、および、処方された薬が鎮静

剤だけであったことについて苦情を申し立てた。しかし、委員会は次のように判断した。

「……自己の病態にふさわしい医学的治療に対する患者の権利は、それ自体、〔第 5 条
1 項(e)〕から派生するものではない。精神病院への強制入院が治療的機能と社会的機
能という二重の機能を満たすべきであるのは確かだが、条約が扱っているのは……特

定の条件下で精神が不健全な者の自由剥奪を許可する際の、保護の社会的機能のみで

ある」20

18．その後、委員会の見解は裁判所によって支持された。裁判所も同様に、「自己の病態に
ふさわしい治療に対する精神病患者の権利は、それ自体、第 5 条 1 項(e)から派生し得るも
のではない」と判断している21。

19．委員会は、Ashingdane v. the United Kingdom 事件で、第 5 条 1 項(e)は精神保健患
者が実際に自由を奪われるという問題に関わるものであって、その治療に関わるものでは

ないという見解を再確認した22。申立人は、拘禁条件がより適切であり、かつ最終的な退

院にもより資する通常の精神病院への移送が適していると宣言された後に特別警護病院に

長期間拘禁されたことについて、苦情を申し立てていた。委員会は、申請者の治療が特別

警護病院でないがしろにされたわけではなく、また申立人の強制的拘禁は一貫して必要で

あったと判断した。

20．委員会の委員のうち 4 人は、次のような理由で反対意見を付した。
「私たちの見解では、第 5 条 1 項(e)で想定されている自由の剥奪の具体的目的は 2 段

[GC], no. 36760/06, § 146, ECHR 2012 参照。
18 このことは、たとえ特定の精神病または精神的病態が治療に適応しない場合であっても当てはまる。

Hutchison Reid（前掲）§§ 52 and 55 参照。
19 Ashingdane v. the United Kingdom, 28 May 1985, § 44, Series A no. 93, and Stanev v. Bulgaria
[GC], cited above, § 147 参照。
20 Winterwerp v. the Netherlands, no. 6301/73, Report of the Commission of 15 December 1977, § 84 
参照。
21 Winterwerp v. the Netherlands, 24 October 1979, § 51, Series A no. 33 参照。
22 Ashingdane v. the United Kingdom, no. 8225/78, Report of the Commission of 12 May 1983, § 77 
参照。また、Dhoest v. Belgium, no. 10448/83, Commission’s report of 14 May 1987, § 145 も参照。
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構えになっている。(a)社会および精神が不健全な者の保護と、(b)患者が社会で生活で
きるようにするためのリハビリテーションである。精神が不健全な者が第 5 条 1 項(e)
に基づいて治療に対する権利を有するか否かという問題が、事件の事実関係に応じた

程度問題であることは間違いない。患者は、論争的な治療または高度に複雑な治療を

受ける権利までは有しないかもしれないが、一致した医学的見解をものともせず、基

本的に必要な治療を完全に無視することもできない。正解は、このような両極端な選

択の間のどこかに位置しているはずである。

 精神が不健全な者の拘禁の実質的（単に形式的なものには留まらない）適法性は、

その治療条件から切り離して考えることができない。したがって、適切な治療（その

際、医学的正当性とともに、適切な病院が主要な役割を果たすことは明らかである）

は、少なくとも同じ病院でのさらなる拘禁を正当と認める際の重要な要素であるよう

に思われる。……本件において重要なのは、1979 年 3 月の時点で、ブロードムーア病
院が申立人の健康および社会復帰に有害な影響を与えていると、医療専門家が一致し

て述べたことである」

21．裁判所は、委員会の結論に即しつつ、通常の病院の体制はより開放的であって申立人
の最終的回復にもより資するものであるとした上で、申立人の拘禁の場所および条件がも

はや「精神が不健全な者の適法な拘禁」に伴うものではないとまではいえないとの判断も

示した。したがって、身体の自由および安全に対する申立人の権利が、第 5 条 1 項(e)で定
められている以上に制限されたわけではない。さらに、移送が遅れた原因は治療上という

よりも技術的なものだったものの、遅延は申立人の精神的福祉を意図的に無視する形で生

じたわけではなく、可能なかぎり早く解決策を見出そうとする努力が行なわれたとする23。

22．反対意見を述べた裁判官は、責任ある当局が国内法に従って特定施設を「適切な施設」
に指定したことが、それだけで当該拘禁を第 5 条 1 項にいう「適法」なものであると認め
るのに十分かどうかと疑問を呈した。精神病患者を施設に措置する目的は、他者を保護す

ることと同時に患者を治療することでもある。したがって当局には、治癒につながる可能

性が最も高い手段を探す義務があるとする。

C．不適切な施設としての刑事施設的建造物

23．精神病の被拘禁者の拘禁条件に関して裁判所が第 5 条 1 項違反を初めて認定したのは
Aerts v. Belgium 事件である24。上述の事件では申立人らがいずれも精神医療施設に収容

されていたのに対し、Aerts 事件の申立人は、担当の精神保健委員会が指定した社会保護
センターに定員の空きがなかったため、一般刑事施設の精神病者収容棟に 7 か月間収容さ
れていた。当該刑事施設における全般的拘禁条件は満足のいくものではなく、被収容者の

効果的治療に資するものでもなかった。第 3条違反は認定されなかったものの、裁判所は、
治療が提供されなかったことにより、申立人の拘禁は第 5 条に基づき違法となると判断し
た。

「〔さまざまな報告が、〕ランタン精神病者収容棟では精神が不健全な者が定期的診察

も治療的環境も享受しておらず、精神が不健全な者の拘禁にふさわしい施設であると

23 Ashingdane v. the United Kingdom（前掲）§§ 47 and 48 参照。
24 Judgment of 30 July 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-V. 
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は見なし得なかったことを十分に明らかにしている。1993 年 8 月 2 日、……精神保
健委員会は、申立人の拘禁を生じさせた病態のために必要とされる治療が受けられな

い状況は申立人にとって有害であるとの見解を表明した。さらに、ランタンにおける

申立人の治療が治療的観点から満足のいくものではなかったことを、政府は否定して

いない。したがって、拘禁の目的と拘禁が行なわれる条件との適正な関係は十分なも

のではなかった」25

24．その後のある事件で、裁判所は、第 5 条の文脈においては、一般的に「精神病者を適
正な治療的環境下で拘禁しないことは容認できないと一応いえることになろう」と判断し

ている26。

25．診療所または病院への受入れがある程度遅れることは、それが精神医療施設における
定員の空きと必要な病床数との乖離に関連している場合、容認される。ただし、そのよう

な施設への受入れ、ひいては対象者の治療が相当に遅延することになれば、治療の成功の

展望に影響が生じることは明らかであり、第 5 条に違反することになろう27。

26．ベルギーが当事国となった一連の事件では、同国の刑事施設に設けられた精神病者収
容棟は条約第 5 条 1 項(e)の意味における精神病者の長期拘禁のための適切な場所ではな
いことが、裁判所によって確認された。被拘禁者がその病態に応じた適切なケアおよび治

療を受けておらず、そのため社会復帰のいかなる現実的展望も奪われていたためである。

したがって、第 5 条 1 項(e)によって要求されている、拘禁の目的と拘禁が実行される条件
との結びつきが保たれていなかった。このような違反は構造的問題の結果であり、本質的

には、外部の精神医療施設で定員の空きが不足していることまたは外部の精神医療施設が

望ましくない個人の受入れを拒否することから生じていた28。

27．精神医学的ケアが提供されていなかったことの立証にあたり、裁判所は、個別事件に
おける保健専門家および国内当局の見解と、精神保健上の問題を有する者を拘禁する際の

精神病者収容棟の不適切さに関する、国内的・国際的双方のレベルにおけるより一般的な

知見に依拠している29。さらに、国内当局自身、精神病者である被拘禁者の精神病者収容

25 同様の決定理由について、Proshkin v. Russia, no. 28869/03, 7 February 2012 も参照。
26 Hutchison Reid v. the United Kingdom（前掲）§ 55 参照。本件申立人の病態は治癒不可能なものだ
ったが、それでも病院の環境から利益を得ており、病院の支援体制外では症状が悪化していた。
27 Morsink v. the Netherlands, no. 48865/99, §§ 67-69, 11 May 2004, and Brand v. the Netherlands, 
no. 49902/99, §§ 64-66, 11 May 2004 参照。後者の事件で、裁判所は、6 か月の遅延は容認されないと
認定した。Pankiewicz v. Poland, no. 34151/04, 12 February 2008 も参照。本件では、2 か月 25 日の
遅延でさえ、通常の拘禁センターで拘禁することによって申立人の健康に生じる有害な影響が立証され

ていることに鑑み、過度な遅延であると判断された。
28 リーディングケースである 4 つの事件の判決を参照（L.B. v. Belgium, no. 22831/08, 2 October 2012; 
Claes v. Belgium, no. 43418/09, 10 January 2013; Dufoort v. Belgium, no. 43653/09, 10 January 2013; 
and Swennen v. Belgium, no. 53448/10, 10 January 2013）。また、いずれも 2014 年 1 月 9 日に言い渡
された 8 件の判決も参照（Van Meroye v. Belgium, no. 330/09; Oukili v. Belgium, no. 43663/09; Caryn 
v. Belgium, no. 43687/09; Moreels v. Belgium, no. 43717/09; Gelaude v. Belgium, no. 43733/09; 
Saadouni v. Belgium, no. 50658/09; Plaisier v. Belgium, no. 28785/11; and Lankester v. Belgium, no. 
22283/10）。より最近の事件として、W.D. v. Belgium, no. 73548/13, 6 September 2016 における先行
判決を参照。
29 たとえば、L.B. v. Belgium, §§ 95-96 and 101; Claes v. Belgium, § 98; and Swennen v. Belgium, § 
8（いずれも前掲）参照。さらに、Hadžić and Suljić v. Bosnia and Herzegovina, nos. 39446/06 and 
33849/08, § 41, 7 June 2011 も参照。本件において裁判所は、憲法裁判所および CPTの認定も踏まえ
て、刑事施設の精神病者収容棟は精神保健患者の拘禁のための適切な施設ではないと認定している。
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棟への収容は一時的対応を意図したものに過ぎなかったことを認めていた。しかし、これ

に代わる解決策が存在しなかったため、この形態の拘禁を行ない続けざるを得なかったも

のである30。

28．これらの事件では、第 5 条を適用する際の「適切なケア」の概念に対する裁判所のア
プローチも明らかになっている。政府は、申立人らは保健専門家にアクセスできており、

精神医学者・心理学者による定期的診察および薬の処方を受けていたと主張した。裁判所

の認定によれば、これらの処置は、申立人らがまったくケアを受けられずに放置されてい

たわけではないものの、申立人らの精神的病態の治療のために必要な治療的処置には達し

ていなかったことを示しているに過ぎない。たとえば、Oukili v. Belgium（no. 43663/09、
2014 年 1 月 9 日）で裁判所は次のように述べている。

「49．政府は、申立人はメルクスプラスの精神病者収容棟内で常に十分なケアを提供
されていたと主張する。

50．当裁判所は、一件書類に含まれている情報が、申立人が 2007 年から 2011 年にか
けて精神科医の診察を何度受けたかに関するもの（92 回）と、申立人が 2010 年に数
か月間、集中治療を受けられる緊急対応ユニットに措置されていた事実に関するもの

だけであったことに留意する。……しかしながら、このことは、申立人が有していた

障害の治療を専門とする個別的治療の問題とはまったく関係がない。当裁判所の見解

では、前述の情報は、申立人がいかなる形態のケアも受けられずに放置されていたわ

けではないのは明らかであることを証明するものである一方、申立人がどの程度の治

療的ケアを受けられたかの評価を可能にするほど十分なものではない（同種の見解と

して前掲 Dufoort事件判決、§ 83 参照）」31

29．Swennen v. Belgium 事件（no. 53448/10、2013 年 1 月 10 日）でも、裁判所は、適
切なケアには個別療法が含まれるべきであると判断している。

「80．これとの関係で、当裁判所は、自由を奪われた者の頑迷な態度によって拘禁の
あり方を修正することがさらに妨げられかねない一方で、このことは、対象者の病態

に応じた、かつ対象者が自由を回復することの一助となる可能性が高い治療を提供す

るために適切な対処をとる当局の責任を免除するものではないことを想起する。……

本件においては、当裁判所は、申立人が自己の状況に関するいかなる進展も妨げるこ

とを目的とする態度を示したとは確信できない。それどころか、当裁判所は、申立人

が、……暫定手続において、自分の状況を向上させたいという希望を明確に表明した

ことに留意する。申立人は、移送までの期間、申立人が刑事施設内で週 2 回、2 時間
の個別治療ケアしか受けられなかったことについて被申立国を非難するよう求めた。

申立人はまた、外来治療を求めたのはセックスセラピストの診察を受けるためであっ

たとも、複数回に渡って述べている。……これらの要請は、当裁判所の見解では明ら

かに不合理なものであるとはいえず、一見したところ、小児性愛者であり病識も希薄

であることに加えてパーソナリティ障害まで有している者の場合の『適切なケア』に

該当するものであるように思われる」

30 さらなる先行判例への言及がある W.D. v. Belgium（前掲）§ 132 参照。
31 同様の判決理由が示された事件として、Moreels v. Belgium, § 52, and Plaisier v. Belgium, § 50（い
ずれも前掲）参照。
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30．第 3 条と第 5 条の関係に関して注目に値するのは、適切な医療ケアが長期に渡って提
供されなかったことが第 3 条違反に当たるとされたベルギー関連の 3 つの事件32で、裁判

所が、第 3 条に基づく認定結果に照らして第 5 条違反も認定していることである。裁判所
は、Claes 事件で次のように結論づけている。

「120．……申立人は、1994 年以降、22 か月の中断期間を挟み、当裁判所が第 3 条に
反すると考える不適切な条件（パラ 100）の下で監禁されてきた。このような状況は、
当裁判所の見解では、第 5 条 1 項(e)によって要求されている、拘禁の目的と拘禁が実
行される条件との結びつきを切断する効果を有するものでもある」

31．ドイツが被申立国である多くの事件で、裁判所は同様に、予防拘禁下にある者を対象
として設計された刑事施設内の独立区画について、必要な医療・治療環境を欠いているた

め、精神保健患者を拘禁するための適切な施設ではないと認定してきた。裁判所がこのよ

うな結論に達したのは、このような刑事施設区画の拘禁条件を検討し、被拘禁者の精神的

病態に応じた治療が提供されていないことに留意した上でのことである。たとえば、O.H. 
v. Germany 事件（no. 4646/08、2011 年 11 月 24 日）で裁判所は次のように述べている。

「88．シュトラウビング刑務所における申立人の拘禁条件（前掲パラ 27－30 参照）
を考慮し、当裁判所は、精神が不健全であることを理由に拘禁されている者にふさわ

しい治療環境が申立人に提供されてきたとは確信できない。実際、このことはシュト

ラウビング刑務所当局自身も、また特にシュトラウビング刑務所精神医療部の医療部

長も確認しているところである。医療部長は、1999 年以来、また特に本件手続におい
ても、精神病と考えられる申立人の病態の十分な治療は精神病院でのみ可能であり、

シュトラウビング刑務所精神医療部では不可能であると主張してきた――申立人は、

2002 年以来、同精神医療部で治療を受けられていない……。
89．当裁判所は、国内裁判所が本件手続において申立人を精神病院――ドイツ法に基
づき精神病者と判断される者が適切な時期に措置される場所――に送致するべきでは

ないと判断したのは、特に申立人がそのような施設における治療を拒否したためであ

ることを見過ごすものではない。しかしながら、申立人の行動または態度は、精神保

健患者であることを（唯一の）理由として拘禁される者に対し、その病態にふさわし

い医療環境および治療環境を提供する当局の責任を免除するものではない。当裁判所

は、この文脈において、予防拘禁下にある者のための適切な施設に関して連邦憲法裁

判所が 2011年 5月 4日の判決で示した判決理由に同意せざるを得ない。同裁判所は、
ドイツ憲法および条約の双方が、予防拘禁下にある者に対し、多職種のスタッフから

構成されたチームによる高度な個別的・集中的治療およびケアを提供することを要求

している点を強調している。同裁判所はさらに、施設で利用可能な標準的治療に成功

の展望がない場合、被拘禁者に対して個別的治療が提供されなければならないとも認

定した……。

90．……当裁判所は、申立人のように障害を有しており、自己の釈放の見込みを高め
るためのいかなる努力も行なうことができないように思われる長期の被拘禁者が、そ

の対応を行なうスタッフにとって相当困難な存在であるに違いないことを認識する。

それでも、当裁判所の見解によれば、申立人に対してはその精神的病態にふさわしい

32 Claes v. Belgium, Lankester v. Belgium and W.D. v. Belgium（いずれも前掲）参照。Aerts 事件で
明らかにされたように、第 3 条違反が認定されなければ第 5 条の違反も認定されないことにはならない。
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治療環境が提供されなければならなかった。

91．以上のことを顧慮し、当裁判所は、本件の状況において、申立人が拘禁されてい
た施設は精神保健患者の拘禁のためにふさわしいものではなかったと判断する」33

D．適切な施設としての刑事施設的建造物

32．ただし、刑事施設と関連するすべての建造物が、精神障害がある個人の拘禁にとって
常にふさわしくない施設であるというわけではない。第 5 条の適用上問題になるのは、施
設の名称よりもむしろ拘禁の具体的条件および治療の可能性である。Bergmann v. 
Germany事件（no. 23279/14、2016 年 1 月 7 日）では、精神保健患者であった申立人が、
ロスドルフ刑務所の敷地内に位置する新設の予防拘禁センターに収容された。同センター

が第 5 条 1 項(e)上の適切な施設であったと認定した裁判所は、その理由について次のよう
に述べている。

「124．申立人の拘禁場所が精神保健患者にとって適切なものであったといえるかど
うかを判断するためには、当裁判所は、ロスドルフ予防拘禁センターにおける拘禁の

具体的条件を評価しなければならない。……

125．予防拘禁対象者のためのロスドルフ・センターの職員配置状況に関して、当裁判
所は、……当時の被拘禁者数総計 30 人に対し、刑務所職員は精神医学者 1 人、心理
学者 4 人、ソーシャルワーカー5 人および一般刑事施設業務担当者 25 人から構成さ
れていたことを認める。当裁判所としては、このような職員配置状況は同じ州で運営

されている精神病院と同等であり、これによって当局は申立人の精神障害に対応でき

る立場にあったと考える。

126．申立人の精神障害に鑑みて申立人に提供された特定のケアに関して、当裁判所
は、地方裁判所が、鑑定人 W による再度の鑑定結果に則り、申立人に対し、その嗜虐
的空想および性的衝動を、ひいてはその危険性を低減させるための治療を提供させる

ことが不可欠であったと判断したことを認める。このような認定に則り、同裁判所は、

……ロスドルフ・センター当局に対し、そのような治療を 3 カ月以内に申立人に提供
するよう命じた……。さらに、申立人を対象とするロスドルフ・センターの治療計画

……には、そのような治療が申立人に対して恒常的にかつ繰り返して提供されていた

ことが記録されている。……

127．当裁判所はさらに、ロスドルフ・センターの治療計画から明らかになったことと
して、申立人が、2013 年 7 月から 2014 年 8 月まで、被拘禁者による過度のアルコー
ル摂取の再発防止を目的とするグループセラピーへの参加を勧められて応じていたこ

とを認める。申立人は、付添人を伴う仮釈放も何度も認められており、被拘禁者らが

仮釈放中の経験について適切な時期に話し合うグループセッションに恒常的に参加し

ていた。さらに、少なくとも本件期間の開始時には、申立人は 2 週間に 1 度、動機づ
け強化のための心理学者とのミーティングを持っており、毎週行なわれる入所者グル

ープミーティングにも参加していたものの、その後これらのミーティングには参加し

ないことにした。

128．ロスドルフ予防拘禁センターにおける申立人の特定の拘禁条件および特に申立

33 同様の判決理由および認定として、B. v. Germany, no. 61272/09, §§ 82-84, 19 April 2012; S. v. 
Germany, no. 3300/10, §§ 97-99, 28 June 2012; and Glien v. Germany, no. 7345/12, §§ 93-96, 28 
November 2013 参照。
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人の精神障害に対処する目的で提供された治療を評価した結果、当裁判所は、当該セ

ンターへの移送後、申立人に提供される医療ケアおよび治療ケアには実質的変化があ

ったと判断する。当裁判所としては、申立人は、精神保健患者として拘禁される者に

ふさわしい治療環境を提供されており、したがってそのような患者の拘禁にふさわし

い施設に拘禁されていると確信するものである」

33．Lorenz v. Austria 事件（no. 11537/17、2017 年 7 月 20 日）では、裁判所は、罪を犯
した精神病者のための刑事施設区画に申立人を拘禁したことについて、第 5 条 1 項(e)に則
ったものではなかったと認定した。当局が、別の刑事施設に設けられた同種の区画――申

立人の釈放準備のために必要な特別な治療を提供できる唯一の施設――に申立人を移送す

べきか否かについての検討を怠ったのが、その理由である。裁判所は次のように述べてい

る。

「61．第 1 に、当裁判所は、必要な治療および釈放のための準備を行なう機会が申立
人に提供されたか否かについて検討する。このような機会を提供できるのは――国内

裁判所によれば――ウィーン・ミッテルシュターグ刑務所のみであった。……さらに、

罪を犯した精神病者に対応する際、当局には、対象者が釈放のための準備を行なえる

ようにするという目標に向けて行動する義務がある。そのためにはたとえば、さらな

る治療のための動機づけ（必要な治療を実際に受けられる施設への移送など）を行な

うこと、または状況が許す場合には一定の特権を認めることなどが必要となる

（Rangelov、§ 98 末尾（前掲）と比較対照のこと）。
……

64．以上のことから、当裁判所は、適切な治療を受けかつ最終的に釈放されることに
向けた準備を整えるために申立人をウィーン・ミッテルシュターグ刑務所に移送する

――国内裁判所の決定で明確に述べられていた――明らかな必要性を、刑事施設当局

が数年間に渡って無視していたと結論づける。このような無視は、申立人がそのよう

な治療を受けられる施設は同刑務所以外に存在しないことを、当局が遅くとも 2019
年には覚知できておりかつ覚知しておくべきであったにもかかわらず、続いた。申立

人はそれ以上のいかなる治療を受けることも拒否していたものの、釈放のための措置

は要請していた。したがって、当局としては、この明らかな膠着状態を克服する道を

見出し、かつ同刑務所への申立人の移送問題を検討しなければならなかった。

65．したがって、当局が再審査手続においてウィーン・ミッテルシュターグ刑務所へ
の申立人の移送問題を検討しなかったことから、申立人の拘禁は、条約第 5 条 1 項(e)
の適法性の要件に合致しないものであった」

34．Papillo v. Switzerland 事件（no. 43368/08、2015 年 1 月 27 日）は、たとえ通常の刑
事施設であっても、適切なケアを提供できるのであれば適切な施設と見なされ得ることを

明らかにするものである。申立人は当初は精神科診療所に抑留されていたが、治療を拒否

したため収監された。刑事施設にいる間に受けたケアによって申立人の病態は改善し、釈

放が可能になった。申立人は、裁判所において、収監中に受けたケアの内容からして当該

刑事施設は適切な施設ではなかったと主張した。裁判所はこれに同意せず、次のように述

べている。

「48．本件において、申立人は、拘禁中、定期的な診察および神経遮断薬による治療
を受けていた。この治療によって申立人の健康状態は安定し、その後、2007 年 1 月
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25 日に釈放されるに至った。したがって当裁判所は、拘禁中に申立人が受けたケアは
適切なものと見なし得ると考える（Claes v. Belgique（前掲）§116 と比較対照のこと）。
49．結論として、当裁判所は、2006 年 3 月 30 日から 2007 年 1 月 25 日にかけての
申立人の拘禁は第 5 条 1 項(e)の趣旨に従ったものであったと認定する」

E．精神医療施設

35．精神病院が精神病者の拘禁にとって適切な施設であるのは定義上当然だが、裁判所は
それでも適正な治療の必要性を強調してきた。申立人が無罪判決後に精神病院に収容され

た Frank v. Germany (dec.)（no. 32705/06、2010 年 9 月 28 日）事件で、裁判所は次のよ
うに指摘している。

「……精神病院に措置された者から退院の見込みを奪わないようにするため、国内当

局は、そのようないかなる措置にも効率的かつ一貫した治療処置が伴うことを確保す

るべきである」34

36．Klinkenbuss v. Germany 事件（no. 53157/11、2016 年 2 月 25 日）では、申立人が、
性犯罪を含むさまざまな犯罪を理由として 5 年間の収監刑を言い渡され、精神病院に拘禁
された。いかなる追加の治療も受けることなく 28 年以上に渡って拘禁され続けたことは
第 5 条違反であるというのが、申立人の主張である。申立人が有罪判決を言い渡されてい
たため、裁判所はこの申立てを条約第 5 条 1 項(a)に基づいて検討した。裁判所は、より一
般的に次のような所見を明らかにしている。

「47．被拘禁者を釈放しないという決定は、対象者が再犯のおそれを理由として拘禁
され、その後に再拘禁された上で、当該者が同時に、自分がもはや危険ではないこと

を示すために必要な手段（適切な治療等）を剥奪される場合には、当該対象者の拘禁

に関する判決裁判所の命令の趣旨と両立しなくなる可能性がある（Ostermünchner v. 
Germany, no. 36035/04, § 74, 22 March 2012 および H.W. v. Germany, no. 
17167/11, § 112, 19 September 2013 参照）。

37．この特定の事件における治療の問題については、裁判所は次のように述べた。
「51．当裁判所はさらに、この文脈において、申立人がもはやいかなる治療も受けて
おらず、したがって刑務所外で生活するいかなる見込みも奪われた旨の申立人の主張

に留意する。当裁判所は、危険であるという理由で自由を奪われている者に適切な治

療を提供することにより、自分がもはや危険ではないことを示せる立場に対象者を置

くことを怠った場合には、当該被拘禁者を釈放しないという決定がその拘禁に関する

判決裁判所の命令の趣旨と両立しなくなる可能性があることをあらためて指摘するも

のである（前掲パラ 47 参照）。……
53．当裁判所は、矯正および予防の措置として申立人を精神病院で拘禁した目的が、
申立人がその病態のために危険な存在である限り申立人から公衆を保護することに留

まるものではなかったことを強調する。申立人に対し、その健康状態を改善し、ひい

ては社会復帰できるようにするために必要な治療を提供することも、同様に目的とさ

34 事件の事実関係に基づき、裁判所は、申立人に対して種々の形態の治療が提供されていたことから、

申立人の拘禁は第 5 条 1 項(e)に基づいて正当化されると認定した。このような治療にもかかわらず退院
を命令することができなかったのは、治療面で十分な進展が見られず、したがって退院を認めた場合に

は再犯のおそれがあったためである。
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れていたのである。……

54．したがって、申立人に対し、公衆に対する危険性を低下させるための適切な治療
が提供され続けることは必要不可欠であった。当裁判所は、提出された資料を顧慮し、

関連の時期における申立人の拘禁の間、この条件は満たされていたと確信する。実際

のところ、申立人は、合理的に考えて必要であると国内裁判所が認めた治療、すなわ

ちセックスセラピーを提供されたことについては争わず、また当該治療の再開を拒否

したことを認めた。すなわち、申立人を釈放しない旨の国内裁判所の決定は、本件に

おける判決裁判所の判決の目的に合致していたということになる」

38．最後に、たとえ精神が不健全な者の拘禁という文脈ではなくとも、公衆に対する危険
性のみを理由として拘禁されている者の事案で第 5 条 1 項(a)上の問題が生じる可能性が
あることに注意しておくべきである。このような問題は、これらの者の危険性を低減させ、

ひいてはその拘禁期間を限定するための特別な措置、手段または施設が存在しない場合に

生じる可能性がある35。また、第 5 条 1 項(d)に従って行なわれる教育上の監督目的の拘禁
が適法であるためには、当該拘禁が「必要な教育上の目的および警備上の要件を満たすた

めの資源を備えた適切な施設で行なわれ」なければならないこと36も、興味深い点として

指摘しておく。

結論

39．以上の概観から明らかなように、精神が不健全な者の拘禁の適法性とその精神的病態
の適切な治療との間には、密接な結びつきが存在するようになっている。初期の事件では、

第 5 条の適用上、治療的機能は本質的には無関係であると見なされていたのに対し、現在
では、適切な治療が広義の適法性概念の不可欠な要件となっているのは明白である。精神

病者のいかなる拘禁も、その病態を治癒または緩和し、かつ当該精神病者が公衆または自

己に及ぼす可能性のある危険を低減させるための治療目的を有していなければならない。

裁判所は一貫して、精神病者に対し、最終的な退院・釈放の準備を整えられるようにする

目的で、効果的な治療処置を伴う適切な医療環境が提供されなければならないと強調して

きた。

40．精神病患者に提供されるケアの水準は基礎的ケアを超えるものでなければならない。
保健専門家へのアクセス、診察および投薬だけでは、治療が適切なものであり、したがっ

て第 5 条の要件を満たしていると判断するには十分ではない。

41．特定の施設が第 5 条 1 項(e)にいう適切な施設か否かを判断するにあたり、裁判所は、
当該施設における具体的拘禁条件、特に精神病である被拘禁者に提供される治療について

検討する。したがって、十分なケアが提供されているのであれば、本来的には不適切であ

る施設（すなわち刑事施設的建造物）が、それでも適切と判断される場合もある。逆に、

定義上当然に適切であると思われる施設（すなわち精神医療施設）であるにもかかわらず、

35 被拘禁者に対し、その釈放のために必要な社会復帰コースが、必要な資源がなかったために提供され

なかった事案として、James, Wells and Lee v. the United Kingdom, nos. 25119/09 and 2 others, § 194, 
18 September 2012 参照。
36 Blokhin v. Russia [GC]（前掲）§ 167 参照。
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必要な治療が提供されない場合もある。このように、適切な治療は「適切な施設」概念の

不可欠な要素なのである。

42．資源がないことが、条約第 3 条に基づく適切な医療ケアを提供しないことの弁明とし
て受け入れられることはけっしてない。資源に関する考慮は、治療／コースの提供が遅れ

る時には第 5 条に基づく検討対象となる場合があるが、そのような遅延が相当のものであ
ってはならない。
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欧州評議会

閣僚委員会

―――

精神障害がある人の人権および尊厳の保護に関する

加盟国への閣僚委員会勧告 Rec(2004)10およびその説明覚書
（2004年 9月 22日の第 896回閣僚代理会合において閣僚委員会が採択）1

前文

 閣僚委員会は、欧州評議会規程第 15条 bの規定に基づき、
 欧州評議会の目的が、特に共通の利益が関わる問題についての法律の調和化を通じ、加盟国間

のいっそうの統合を達成することにあることを考慮し、

 特に、

 人権および基本的自由の保護のための 1950年 11月 4日の条約および同条約に基づいて設置
された機関によるその適用

 生物学および医学の適用に関わる人権および人間の尊厳の保護のための 1997 年 4月 4日の
条約（人権と生物医学条約）

 非自発的患者として措置された精神障害を有する人の法的保護に関する勧告 No. R (83)2 
 欧州刑事施設規則に関する勧告 No. R (87)3 
 刑事施設での保健ケアの倫理的および組織運営的側面に関する勧告No. R (98)7 
 精神医学と人権に関する欧州評議会議員会議の勧告 1235 (1994) 
 を顧慮し、

 拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会の活

動を顧慮し、

 生命倫理に関する運営委員会が主導した、精神障害を有する人の人権および尊厳の保護に関す

る公的協議を顧慮し、

 欧州レベルで共同行動をとることにより、精神障害がある人、特に非自発的措置または非自発

的治療の対象とされている人の人権および尊厳の保護の向上が促進されるであろうことを考慮し、

 精神障害およびそのような障害の治療の一部が、いずれも人の個人的人格の本質的部分に影響

を与える可能性があることを考慮し、

 精神保健従事者がこのようなリスクを自覚し、規制枠組みの範囲内で行動し、かつ自己の実践

を恒常的に見直す必要性を強調し、

 精神障害がある人が情緒的、身体的、経済的または性的搾取をけっして受けることがないよう

にする必要性を強調し、

 本ガイドラインに掲げられた原則の実施を可能な限り保障する精神保健従事者の責任を意識し、

 加盟国政府が、本勧告に掲げられたガイドラインに適合する形で自国の法律および実務を修正

するべきであることを勧告し、

 加盟国政府が、本ガイドラインの規定を遵守できるようにするため、精神保健サービスへの資

源配分のあり方を見直すべきであることを勧告する。

1 本決定の採択にあたり、英国の常駐代表は、閣僚代理会合手続規則第 10.2条 cに従い、勧告を全体として遵守
するか否かに関する自国政府の権利を留保する旨、表明した。
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ガイドライン

第 I章－目的および適用範囲

第 1条－目的
1．本勧告は、精神障害（mental disorder）がある人、特に非自発的措置または非自発的治療の
対象とされている人の尊厳、人権および基本的自由の保護の増進を目的とする。

2．本勧告の規定は、加盟国が、精神障害がある人に対して本勧告が定めるものよりも幅広い保護
を付与する可能性を制限しまたはその他の形でそのような可能性に影響を与えるものではな

い。

第 2条－適用範囲および定義
適用範囲

1．本勧告は、国際的に受け入れられた医学的基準に従って定義された精神障害がある人に適用
される。

2．社会の道徳的、社会的、政治的またはその他の価値への不適応は、それ自体としては精神障害
と見なされるべきではない。

定義

3．本勧告の適用上、以下の用語は次のように定義される。
 「権限ある機関」（competent body）とは、法律で定められた当局または者もしくは機関であ
って、非自発的処置を提案する者または機関とは別であり、かつ独立の決定を行なうことが

できるものをいう。

 「裁判所」（court）には、裁判所に類する機関または審判所への言及が含まれる。
 「施設」（facility）には、複数の施設および区画（facilities and units）が包含される。
 「パーソナルアドボケイト」（personal advocate）とは、精神障害がある人の利益の促進を援
助し、かつ、そのような人が脆弱性を感じる状況に置かれている際に精神的支援を提供でき

る者をいう。

 「代理人」（representative）とは、同意能力がない人の利益を代弁し、かつその人に代わっ
て決定を行なう者として法律で定められた者をいう。

 「治療目的」（therapeutic purposes）には、障害の予防、診断、管理または治癒およびリハ
ビリテーションが含まれる。

 「治療」（treatment）とは、精神障害がある人への（身体的または心理的）介入であって、
当該障害と関連する治療目的を有しており、かつ対象者の社会的側面を考慮しながら行なわ

れるものをいう。治療には、対象者の生活の社会的側面を向上させるための処置が含まれる

場合もある。

第 II章－一般条項

第 3条－差別の禁止
1．精神障害を理由とするいかなる形態の差別も禁止されるべきである。
2．加盟国は、精神障害を理由とする差別を解消するために適切な方策をとるべきである。

第 4条－市民的および政治的権利
1．精神障害がある人には、自己のあらゆる市民的および政治的権利を行使する権利が認められ
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るべきである。

2．これらの権利の行使に対するいかなる制限も、人権および基本的自由の保護のための条約の
規定に従って課されるべきであり、ある者が精神障害を有しているという事実のみに基づい

て課されるべきではない。

第 5条－精神保健の促進
 加盟国は、精神障害の予防、認識および治療に関する公衆の意識を高めるためのプログラムの

発展を奨励することにより、精神保健を促進するべきである。

第 6条－患者の権利に関する情報および援助
 精神障害に関連して治療されまたは措置される人は、患者としての自己の権利を個別に告知さ

れるべきであり、かつ、必要な時はこれらの権利の理解および行使に関して当該者を援助するこ

とができる、精神保健サービス機関からは独立した、権限のある者または機関にアクセスできる

べきである。

第 7条－脆弱な状況に置かれている精神障害者の保護
1．加盟国は、脆弱な状況に置かれている精神障害者、とくに同意能力がない人または人権侵害に
抵抗することができない可能性がある人を保護するための機構が存在することを確保するべ

きである。

2．法律で、適切な時は精神障害がある人の経済的利益を保護するための方策が定められるべき
である。

第 8条－最小限の制限の原則
 精神障害がある人は、その健康上のニーズおよび他者の安全を保護する必要性を考慮しながら、

利用可能な環境のうち制限が最も少ない環境で、かつ利用可能な治療のうち制限度または干渉度

が最も低い治療によってケアされる権利を有するべきである。

第 9条－環境および生活条件
1．精神障害がある人の措置のために設けられた施設は、精神障害がある人 1 人ひとりに対し、
その健康状態および他者の安全を保護する必要性を考慮しながら、地域社会で暮らしている

同様の年齢、ジェンダーおよび文化の人に可能な限り近い環境および生活条件を提供するべ

きである。このような人の地域社会への統合を促進するための職業リハビリテーション処置

も提供されるべきである。

2．精神障害がある人の非自発的措置のために設けられた施設は、適切な当局に登録されるべき
である。

第 10条－保健サービス体制
 加盟国は、利用可能な資源を考慮しながら、次の方策をとるべきである。

i. 精神障害がある人の精神保健上のニーズを満たすため、さまざまな集団の精神障害者の異
なるニーズを考慮しながら、適切な質を備えた一連のサービスを提供するとともに、その

ようなサービスへの公平なアクセスを確保すること。

ii. 非自発的措置および非自発的治療に代わる手段を可能な限り幅広く利用可能とすること。
iii. 刑事司法制度に関与することとなった精神障害がある人の健康上のニーズを満たすため、

適切な警備水準および地域社会を基盤とするサービスを備えた病院施設が十分に提供され

ることを確保すること。

－ 62 －



iv. 精神障害がある人の身体的保健ケアのニーズが評価され、かつ、このような人が、当該ニ
ーズを満たすための適切な質を備えたサービスに公平にアクセスできるようにされること

を確保すること。

第 11条－専門家としての水準
1．精神保健サービスに従事する専門家スタッフは、職業上の義務および基準に従ってサービス
機関内で役割を遂行できるようにするための適切な資格を有しかつ訓練を受けているべきで

ある。

2．特に、スタッフは次のことに関する訓練を受けるべきである。
i. 精神障害がある人の尊厳、人権および基本的自由の保護。

ii. 暴力についての理解ならびに暴力の防止および統制。
iii. 拘束または隔離の使用を回避するための処置。
iv. さまざまな手法による拘束または隔離が、それに伴う利益およびリスクを考慮した上で正

当と認められ得る限定的な状況、および、そのような処置の正しい適用のあり方。

第 12条－精神障害の治療に関する一般的原則
1．精神障害のある人に対しては、十分な資格を有するスタッフによって提供され、かつ個別に定
められた適切な治療計画に基づく治療およびケアが提供されるべきである。治療計画は、可能

な時は常に対象者との協議に基づいて作成されるべきであり、かつ対象者の意見が考慮され

るべきである。治療計画は定期的に見直され、かつ必要な時は改定されるべきである。

2．後掲第 III 章ならびに第 28 条および第 34 条の規定に服することを条件として、精神障害が
ある人に対する治療は、対象者が同意能力を有している時はその同意がある場合に限って、ま

たは対象者が同意能力を有していない時は法律で定める代理人、当局、者または機関による許

可がある場合に限って、提供することができる。

3．緊急の状況のため適切な同意または許可が得られない時は、対象者の健康に対する深刻な危
害を回避しまたは他者の安全を保護するために医学的に必要とされる精神障害の治療を、直

ちに行なうことができる。

第 13条－秘密保持および記録
1．精神障害がある人に関連するすべての個人データは、秘密保持の対象と見なされるべきであ
る。そのようなデータの収集、処理および伝達は、職業上の秘密保持および個人データの保護

に関わる規則に従う場合に限り、行なうことができる。

2．精神障害を理由として措置されまたは治療されるすべての精神障害者について、明確かつ包
括的な医療記録および適切な時は行政記録が保全されるべきである。このような情報へのア

クセスを規律する条件は、法律によって明確に定められるべきである。

第 14条－生物医学研究
 精神障害がある人に関する生物医学研究においては、本勧告、ならびに、人権と生物医学条約

の関連規定、生物医学研究に関する同条約の追加議定書、および、調査研究との関連で人の保護

を確保するその他の法的規定が尊重されるべきである。

第 15条－精神障害がある人の被扶養者
 精神障害がある人の被扶養者である家族構成員、特に子どものニーズが適切に考慮されるべき

である。
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第 III章－精神障害を理由とする精神医療施設への非自発的措置および非自発的治療

第 16条－第 III章の適用範囲
 本章の規定は、精神障害がある人のうち次のいずれかの人に適用される。

i. 同意能力を有しており、かつ当該措置または治療を拒否している人。
ii. 同意能力を有しておらず、かつ当該措置または治療に不服を表明している人。

第 17条－非自発的措置の基準
1．次のすべての条件が満たされている場合に限り、人を非自発的措置の対象とすることができ
る。

i. その人が精神障害を有していること。
ii. その人の病態が、対象者の健康または他の人に深刻な危害が生じる相当のリスクを示すも
のであること。

iii. 当該措置に治療目的が含まれること。
iv. 適切なケアを提供する、より制限度の低い手段が利用できないこと。
v. 対象者の意見が考慮されたこと。

2．次のすべての条件が満たされる時は、対象者の健康または他の人に深刻な危害が生じる相当
のリスクを示す精神障害の有無について判断するために必要な最低限の期間、本章の規定に

従って人を非自発的措置の対象とする旨、法律で定めることができる。

i. その人の行動により、そのような障害があることが強く示唆されること。
ii. その人の病態が前記のリスクを示しているように思われること。

iii. 前記の判断を行なうための、適切かつより制限度の低い手段が存在しないこと。
iv. 対象者の意見が考慮されたこと。

第 18条－非自発的治療の基準
 次のすべての条件が満たされている場合に限り、人を非自発的治療の対象とすることができる。

i. その人が精神障害を有していること。
ii. その人の病態が、対象者の健康または他の人に深刻な危害が生じる相当のリスクを示すも
のであること。

iii. 適切なケアを提供する、より干渉度の低い手段が利用できないこと。
iv. 対象者の意見が考慮されたこと。

第 19条－非自発的治療に関わる原則
1．非自発的治療は、次のようなものであるべきである。

i. 具体的な臨床徴候および臨床症状に対処すること。
ii. 対象者の健康状態に比例するものであること。

iii. 書面により作成された治療計画の一環であること。
iv. 記録の対象とされること。
v. 適切な時は、可能な限り対象者にとって受け入れ可能な治療を利用できるようにすること
を目指すこと。

2．治療計画は、前掲第 12条第 1項の要件に加え、次の条件を満たすものであるべきである。
i. 可能な時は常に、対象者との協議および存在する場合には対象者のパーソナルアドボケイ
トまたは代理人との協議に基づいて、作成されること。
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ii. 可能な時は常に、対象者との協議および存在する場合には対象者のパーソナルアドボケイ
トまたは代理人との協議に基づき、適切な間隔を置いて見直され、かつ必要に応じて改定

されること。

3．加盟国は、非自発的治療が適切な環境下でのみ行なわれることを確保するべきである。

第 20条－非自発的措置および／または非自発的治療に関する決定の手続
手続

1．人を非自発的措置の対象にするという決定は、裁判所または他の権限ある機関によって行な
われるべきである。裁判所または他の権限ある機関は、その際、次のような対応をとるべきで

ある。

i. 対象者の意見を考慮すること。
ii. 対象者との面会および協議が行なわれるべきであるという原則に基づいて法律によって定
められた手続に従って行動すること。

2．人を非自発的治療の対象にするという決定は、裁判所または他の権限ある機関によって行な
われるべきである。裁判所または他の権限ある機関は、その際、次のような対応をとるべきで

ある。

i. 対象者の意見を考慮すること。
ii. 対象者との面会および協議が行なわれるべきであるという原則に基づいて法律によって定
められた手続に従って行動すること。

 ただし、人が非自発的措置の対象とされる場合に、必要な能力および経験を有する医師が、対

象者を診察しかつその意見を考慮した上で、対象者を非自発的治療の対象とするという決定を行

なうことができる旨、法律で定めることができる。

3．人を非自発的措置または非自発的治療の対象にするという決定は書面で行なわれるべきであ
り、かつ、法律に従って正式な再審査が行なわれるべき期間の上限が記載されているべきであ

る。このことは、第 25条の規定に従って対象者が有する、再審査および不服申立てについて
の権利を損なうものではない。

決定前の手続

4．非自発的措置、非自発的治療またはその延長は、必要な能力および経験を有する医師の診察に
基づき、かつ有効で信頼できる職業上の基準に従う場合に限って、行なうことができる。

5．医師または権限ある機関は、対象者に近しい人と協議を行なうべきである。ただし、対象者が
不服を表明する時、実際的に協議が行なえない時またはその他の理由で協議が不適切である

時は、この限りではない。

6．対象者の代理人がいる場合、当該代理人への通知および当該代理人との協議が行なわれるべ
きである。

第 21 条－緊急の状況下で非自発的措置および／または非自発的治療に関する決定を行なう際の
手続

1．緊急の状況に関する手続は、第 20条に掲げられた手続の適用を回避するために用いられるべ
きではない。

2．緊急の状況下においては、次のような対応がとられるべきである。
i. 非自発的措置または非自発的治療は、当該処置にふさわしい医学的評価に基づき、短期間
に限って行なわれるべきである。

ii. 第 20条第 5項および第 6項は、可能な限り遵守されるべきである。
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iii. 人を非自発的措置または非自発的治療の対象にするという決定は書面で行なわれるべきで
あり、かつ、法律に従って正式な再審査が行なわれるべき期間の上限が記載されているべ

きである。このことは、第 25条の規定に従って対象者が有する、再審査および不服申立て
についての権利を損なうものではない。

3．緊急の状況が終了した後も当該処置が継続される時は、裁判所または他の権限ある機関が、第
20条に従い、可能な限り早期に関連の処置に関する決定を行なうべきである。

第 22条－情報に対する権利
1．非自発的措置または非自発的治療の対象とされた人に対しては、対象者の権利および対象者
が利用できる救済処置について、口頭および書面による迅速な告知が行なわれるべきである。

2．対象者に対し、決定の理由および行なわれる可能性がある延長または終了の基準について、恒
常的かつ適切な告知が行なわれるべきである。

3．対象者に代理人がいる場合、当該代理人に対してもこのような情報が提供されるべきである。

第 23条－非自発的措置の対象とされた人の通信および面会に対する権利
 非自発的措置の対象とされた精神障害者の通信および面会に対する権利については、次のよう

な対応がとられるべきである。

i. 弁護士、代理人またはいずれかの適切な当局と通信する権利は、制限されるべきではない。
パーソナルアドボケイトその他の者と通信する権利は、不合理に制限されるべきではない。

ii. 精神医療施設に措置されまたは精神医療施設に面会に訪れる脆弱な状況に置かれている人
または未成年者を保護する必要性を考慮しつつ、面会を受ける権利は不合理に制限される

べきではない。

第 24条－非自発的措置および／または非自発的治療の終了
1．非自発的措置または非自発的治療は、当該処置に関する基準のいずれかが満たされなくなっ
た時は、終了するべきである。

2．対象者のケアを担当する医師は、関連の基準のいずれかが満たされなくなったか否かの評価
について責任を負うべきである。ただし、裁判所が、他者への深刻な危害のリスクに関する評

価は裁判所自身または特定の機関が行なうとしている時は、この限りではない。

3．処置の終了が司法的決定に服するとされている場合を除き、医師、担当当局または権限ある機
関は、当該処置を終了させるため、前述の基準に基づいて対応をとることができるべきである。

4．加盟国は、適切なアフターケアサービスを提供することにより、可能な時は常に非自発的措置
の期間を最小限に留めることを目指すべきである。

第 25条－非自発的措置および／または非自発的治療の適法性に関する再審査および不服申立て
1．加盟国は、非自発的措置または非自発的治療の対象とされた人が次の権利を効果的に行使で
きることを確保するべきである。

i. 決定に対して不服申立てを行なう権利。
ii. 当該処置またはその適用の継続の適法性について合理的な間隔を置いて裁判所による再審
査を受ける権利。

iii. 当該再審査または不服申立てにおいて、直接またはパーソナルアドボケイトもしくは代理
人を通じて聴聞される権利。

2．対象者または存在する場合にはそのパーソナルアドボケイトもしくは代理人が当該再審査を
請求しない場合、担当当局は、裁判所に通知するとともに、当該処置の継続的適法性に関する
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再審査が合理的かつ定期的な間隔を置いて行なわれることを確保するべきである。

3．加盟国は、裁判所におけるすべてのこのような手続について、対象者に弁護士を選任すること
を検討するべきである。対象者が自らのために行動できない場合、弁護士選任権に加え、国内

法に従って無償の法的援助に対する権利が認められるべきである。弁護士に対しては、裁判所

に提出されたすべての資料へのアクセスおよび裁判所において証拠に異議を申し立てる権利

が認められるべきである。

4．対象者に代理人がいる時は、当該代理人に対し、裁判所に提出されたすべての資料へのアクセ
スおよび裁判所において証拠に異議を申し立てる権利が認められるべきである。

5．対象者は、国内法に従い、秘密保持および他の者の安全の保護に服することを条件として、裁
判所に提出されたすべての資料へのアクセスを認められるべきである。対象者に代理人がい

ない時は、裁判所におけるすべての手続で、パーソナルアドボケイトによる援助へのアクセス

を認められるべきである。

6．裁判所は、決定を迅速に言い渡すべきである。関連の法律の違反を裁判所が発見した時は、当
該違反を関連の機関に送致するべきである。

7．裁判所の決定に対する不服申立て手続が設けられるべきである。

第 IV章－同意能力のない人が不服を表明しない場合の処置

第 26条－同意能力のない人が不服を表明しない場合の処置
 加盟国は、同意能力を有さない精神障害者であって、措置の必要があると判断され、かつ当該

措置に不服を表明しない人を保護するための適切な体制が存在することを確保するべきである。

第 V章－特定の状況

第 27条－隔離および拘束
1．隔離および拘束は、適切な施設において、最小限の制限の原則を遵守しながら、対象者または
他の者への切迫した危害を防止する目的で、かつ関連するリスクに比例するやり方でのみ、用

いられるべきである。

2．このような処置は医師による監督がある場合に限って用いられるべきであり、かつ適切に記
録されるべきである。

3．加えて、次のことが求められる。
i. 隔離または拘束の対象者のモニタリングが恒常的に行なわれるべきである。

ii. 当該処置の理由および継続期間が対象者の医療記録に記載され、かつ登録簿に登録される
べきである。

4．本条は、一時的な拘束には適用されない。

第 28条－特定の治療
1．精神障害の治療であって、不可逆的な身体的効果をもたらすことが目的ではないがとりわけ
干渉的なものとなる可能性がある治療は、適切なケアを提供する、より干渉度の低い手段が利

用可能でない場合に限って用いられるべきである。加盟国は、このような治療の使用に関して

次のことを確保するべきである。

i. 適切な倫理審査に服すること。
ii. 国際的な基準および保障措置を反映した適切な臨床プロトコールに従って行なわれること。
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iii. 第 12 条にいう緊急の状況下である場合を除き、十分な情報に基づく対象者の書面による
同意を得て、または同意能力がない人の場合には裁判所または権限ある機関の許可を得て、

行なわれること。

iv. 遺漏なく記録され、かつ登録簿に登録されること。
2．精神障害の治療であって不可逆的な身体的効果をもたらすことが目的である治療は、例外的
であるべきであり、非自発的措置の状況下で用いられるべきではない。そのような治療は、対

象者が、自由な、十分な情報に基づく具体的同意を書面で与えた場合に限って用いられるべき

である。当該治療は遺漏なく記録され、かつ登録簿に登録されるべきであるとともに、次の条

件が満たされる場合に限って用いられるべきである。

i. 法律に従って行なわれること。
ii. 適切な倫理審査に服すること。

iii. 最小限の制限の原則に従って行なわれること。
iv. 独立の医師によるセカンドオピニオンでも、当該治療が適切である旨の賛意が表明される

こと。

v. 国際的な基準および保障措置を反映した適切な臨床プロトコールに従って行なわれること。

第 29条－未成年者
1．本勧告の規定は、未成年者にも適用されるべきである。ただし、より幅広い保護措置が提供さ
れる時は、この限りではない。

2．措置および治療（非自発的なものであるか否かは問わない）に関わる決定においては、未成年
者の意見が、その年齢および成熟度に比例して決定的要因としての性格が高まるものとして、

考慮されるべきである。

3．非自発的措置の対象とされる未成年者に対しては、手続の開始時から、代理人による援助を受
ける権利が認められるべきである。

4．未成年者は、成人も措置されている施設に措置されるべきではない。ただし、そのような措置
が当該未成年者の利益となる時は、この限りではない。

5．措置の対象とされた未成年者に対しては、無償の教育に対する権利および可能な限り早期に
普通教育制度に再統合される権利が認められるべきである。可能であれば、未成年者について

個別の評価が実施され、かつ教育または訓練のための個別プログラムが提供されるべきであ

る。

第 30条－生殖
 ある人が精神障害を有しているという事実のみで、その生殖能力に対する恒久的侵害が正当化

されるべきではない。

第 31条－妊娠中絶
 ある人が精神障害を有しているという事実のみで、その妊娠中絶が正当化されるべきではない。

第 VI章－刑事司法制度への関与

第 32条－警察の関与
1．警察は、対象者の行動が、精神障害があることを強く示唆し、かつ対象者自身または他の者に
とって相当の危険を示すものである場合、その法的職務の遂行にあたり、可能な時は対象者の

同意を得て、警察による介入と医療サービス機関および社会サービス機関の介入との調整を
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図るべきである。

2．他の適切な可能性が存在しない場合、警察に対し、その職務の遂行として、非自発的措置の対
象とされた人を関連の施設に移送しまたは帰所させる際の援助を要求することができる。

3．警察の構成員は、精神障害がある人の尊厳および人権を尊重するべきである。この義務の重要
性が、訓練の際に強調されるべきである。

4．警察の構成員は、精神障害がある人が関与する状況の評価および取扱いについて、警察が関与
する状況におけるそのような人の脆弱性に注意を喚起する適切な訓練を受けるべきである。

第 33条－逮捕された人
 その行動によって精神障害があることが強く示唆される人が逮捕された場合、次のような対応

がとられるべきである。

i. 対象者に対し、手続の際に代理人または適切なパーソナルアドボケイトの援助を受ける権
利が認められるべきである。

ii. 次の点について確認するため、医師による適切な検査が、適切な場所で、迅速に実施され
るべきである。

a. 精神医療ケアを含む医療ケアについての対象者のニーズ。

b. 対象者の尋問応答能力。

c. 対象者を保健ケア施設以外の施設で安全に拘禁できるか否か。

第 34条－裁判所の関与
1．裁判所は、対象者が処置に同意するか否かにかかわらず、刑法に基づき、精神障害を理由とし
て措置または治療を課すことができる。加盟国は、対象者が、処置またはその適用の継続の適

法性について合理的な間隔を置いて裁判所による再審査を受ける権利を効果的に行使できる

ことを確保するべきである。このような措置または治療においては、第 III章の他の規定が考
慮されるべきであり、これらの規定のいかなる不適用についても正当な理由があるべきであ

る。

2．裁判所は、精神障害を理由とする措置または治療に関する判決決定を、精神障害がある人がそ
の健康上のニーズにふさわしい場所で治療される必要性を考慮しながら、有効で信頼できる

医学的専門性の基準に基づいて、行なうべきである。この規定は、裁判所が、法律に従い、収

監または終局決定の言渡しに代えて精神鑑定および精神医学的または心理的ケアプログラム

を課す可能性を損なうものではない。

第 35条－刑事施設
1．精神障害がある人は、刑事施設において差別の対象とされるべきではない。特に、その保健ケ
アとの関連で、刑事施設外におけるケアと同等のケアの原則が尊重されるべきである。その健

康上のニーズのために必要な時は、刑事施設と病院との間で精神障害がある人の移送が行な

われるべきである。

2．刑事施設で拘禁されている精神障害がある人に対し、適切な治療の選択肢が利用可能とされ
るべきである。

3．精神障害に関する非自発的治療は、精神障害の治療にふさわしい病院区画または医療区画で
行なわれる場合を除き、刑事施設で行なわれるべきではない。

4．刑事施設における精神障害がある人の治療およびケアについては、独立の制度によるモニタ
リングが行なわれるべきである。
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第 VII章－質の保証およびモニタリング

第 36条－基準のモニタリング
1．加盟国は、本勧告および精神保健法制に掲げられた基準の遵守が適切なモニタリングの対象
とされることを確保するべきである。当該モニタリングでは、次のことが対象とされるべきで

ある。

i. 法的基準の遵守。
ii. 技術的基準および職業上の基準の遵守。

2．当該モニタリングを実施する制度は次のようなものであるべきである。
i. 職務遂行のための十分な財源および人的資源を有している。

ii. モニタリングの対象である当局または機関から組織的に独立している。
iii. 精神保健専門家、一般人、精神障害がある人々および精神障害がある人に近しい人々が関

与している。

iv. 監査および質の保証を行なうための他の関連の制度との調整が適宜図られている。

第 37条－モニタリングに関する具体的要件
1．基準の遵守のモニタリングには次のことが含まれるべきである。

i. 次のことを確保するため、必要な場合には事前通告を行なうことなく、精神保健施設の訪
問および査察を実施すること。

a. 非自発的措置が適切な当局によって登録された施設においてのみ行なわれており、かつ
そのような施設が当該職務にとって適切なものであること。

b. 非自発的措置に代わる適切な選択肢が提供されること。
ii. 職業上の義務および基準の遵守についてモニタリングすること。

iii. 非自発的措置または非自発的治療の対象とされた人の死亡について調査する権限が存在す
ること、および、そのようないかなる死亡も適切な当局に通知され、かつ独立の調査の対

象とされることを確保すること。

iv. 通信が制限されている状況について審査すること。
v. 苦情申立て手続が用意されており、かつ苦情に対して適切な対応がとられることを確保す
ること。

2．モニタリング結果の適切なフォローアップが確保されるべきである。
3．精神保健法制の規定の対象となっている人に関して、モニタリング担当者には次の権利が認
められるべきである。

i. 対象者と私的に面会する権利、および、対象者またはその代理人の同意を得て、いつでも
対象者の医療記録にアクセスする権利。

ii. 対象者から秘密の苦情申立てを受理する権利。
iii. 対象者の治療またはケアに責任を負う当局またはスタッフから、職務遂行のために必要で

あると合理的に考えることのできるすべての情報（医療記録から得られる匿名化された情

報を含む）を取得する権利。

第 38条－統計、助言および報告
1．精神保健法制の適用および苦情申立てに関する、体系的で信頼できる匿名化された統計情報
が収集されるべきである。
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2．精神障害がある人のケアに責任を負う者は、次のような対応をとるべきである。
i. 質の保証およびモニタリングに責任を負う者から次のものを受領すること。

a. 定期的報告書。これらの報告書は、可能な時は公表されるべきである。
b. 精神障害がある人のケアにふさわしい条件および施設に関する助言。

ii. 質の保証およびモニタリングの制度から寄せられた質問、助言および報告書に応答するこ
と。

3．精神保健法制の実施および基準の遵守に関わる対応についての情報は、公衆に対して利用可
能とされるべきである。
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精神障害がある人の人権および尊厳の保護に関する

加盟国への閣僚委員会勧告 REC(2004)10の説明覚書

はじめに

1．精神障害は、人の感情、知覚および思考・判断能力に相当の効果を生じさせ得るものである。
そのような効果は、その人の私生活と家族生活に重要な影響を生じさせ、その人が担うその他の

（たとえば雇用における）社会的役割にも影響を生じさせる場合がある。軽度の精神障害が非常

に一般的に見られることは、ますます認識されるようになってきた。世界保健機関の推計によれ

ば、4 人に 1 人は人生のいずれかの時点で精神障害を患うとされる。このような障害は、医師に
よる治療の対象とならず、またはかかりつけ医による治療の対象にしかならないことが多い。

2．重篤な精神障害ははるかに一般的ではない。このような障害の効果はより重大なものであり、
本人または他者の生命・健康を深刻な危険にさらす可能性がある。このような人の保護および必

要な場合には社会の保護を確保する潜在的必要性は、人権および基本的自由の保護のための欧州

条約（1950年）第 5条で認識されているところである。

3．欧州評議会閣僚委員会は、1983年 2月 22日、非自発的患者として措置された精神障害者の法
的保護に関する加盟国への勧告 R (83)2 を採択した。それ以降、精神障害がある人のケアおよび
治療に対するアプローチには、特に精神障害がある人を病院環境の外で治療する可能性との関連

で、相当な進展があった。精神障害を対象とする一部の形態の治療についても、活発な議論が行

なわれてきている。

4．欧州評議会議員会議は、1994年 4月 12日に精神医学と人権に関する勧告 1235 (1994)を採択
し、精神医療患者の人権の尊重を保障する、より適用範囲が広い勧告の作成を提案した。

勧告の起草

5．議員会議の勧告を踏まえ、閣僚委員会は、欧州評議会の新たな法的文書に含められるべきガイ
ドラインを起草するため、生命倫理に関する運営委員会の下に作業部会を設置した。このガイド

ラインは、精神障害がある人、特に非自発的患者として措置された人の人権および尊厳（適切な

治療に対する権利を含む）の保護の確保を目的とするとされた。

6．作業部会の議長は、当初は Jan de Boer教授（オランダ、1996～98年）が、その後は David 
Kingdon教授（英国）が務めた。作業部会の委員は、CPDJ（欧州司法協力委員会）、CDSP（欧
州保健委員会）、CDBI（生命倫理に関する運営委員会）、CDDH（人権に関する運営委員会）およ
び CDPC（欧州犯罪問題委員会）を含む欧州評議会の関連委員会によって任命された。委員は、
Mr Frank Schürmann（副議長、スイス）、Hans F.M. Crombag教授（オランダ、1996～97年）、
Mr Vincent de Gaetano（マルタ、1996～97年）、Pierre Lamothe博士（フランス、1999年～）、
Jouko Lönnqvist教授（フィンランド）、Michael Mulcahy博士（アイルランド、1998年～）、Mr 
Ionel Olteanu（ルーマニア、1997～97 年）、Helmut Remschmidt 教授（ドイツ、1998～2001
年）、Peter Riedesser 教授（博士、ドイツ、2001 年～）、Emmanuel Roucounas 教授（ギリシ
ア）、Mrs Mariavaleria Del Tufo氏（イタリア）である。

7．作業部会は、拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧
州委員会（CPT）の貴重な経験から利益を得た。特に、作業部会は、作業部会の初代副議長と CPT
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のある委員との間で意見交換の機会を持った。CPT基準（CPT/Inf/E (2002)1 rev. 2004）、特に精
神医療施設への非自発的措置に関するセクションおよび刑事施設における保健サービスに関する

セクションへの注意が喚起されるところである。この説明覚書で参照されている CPTの見解およ
び期待は、同文書に基づいている。

8．作業部会は、2000年 1月、生命倫理に関する運営委員会の許可を得て、ガイドライン案を起
草する目的で実施する公的協議のための「白書」を発表した。討議用文書である同白書には、将

来の法的文書で対象とすることが考えられる、精神障害がある人の保護に関わる 15 の要素が盛
り込まれていた。協議に対する反応は、これらのすべての要素を盛り込む必要があることを支持

するものであり、将来の法的文書で各要素に反映されるべき原則をさらに洗練させることにも貢

献した。これらの原則は、作業部会が合意した後、欧州評議会閣僚委員会勧告案の形式にまとめ

られた。最終的文書では白書で取り上げられていたすべての要素が網羅され、内容を明確にする

ために全 38条で表現されている。

9．勧告案は、Mrs Dubravka Simonovic委員長（クロアチア）の下、生命倫理に関する運営委員
会（CDBI）によって 2003年 12月および 2004年 3月の会合で検討された。CDBIの作業は起草
グループ2の援助を得て進められた。

10．本勧告には、欧州評議会事務局長の責任の下で作成されたこの説明覚書が付されている。こ
れは、勧告の第 1次案の作成を委託された作業部会ならびに CDBIおよびその起草グループで行
なわれた討議と、代表団による発言および提案を考慮したものである。説明覚書は、本勧告の有

権的解釈を示すものではない。とはいえ、そこでは作成作業における主な論点が取り上げられて

おり、勧告の趣旨および目的を明確にする情報と、その規定の適用範囲をより理解しやすくする

ための情報が提供されている。

名称

11．この文書の名称は「精神障害がある人の人権および尊厳の保護に関する加盟国への閣僚委員
会勧告 Rec(2004)10」とされる。「に関する」（concerning）という語がつかわれていることによ
り、本勧告が、精神障害がある人の人権を包括的に記述したものでないことが明らかにされてい

る。そのような人は、人権および基本的自由の保護のための 1950年 11月 4日の欧州条約（欧州
人権条約）や生物学および医学の適用に関わる人権および人間の尊厳の保護のための 1997 年 4
月 4 日の条約（人権と生物医学条約）など、人一般に適用される他の文書に掲げられた権利およ
び自由を共有する資格も有している。

前文

12．非自発的措置の対象とされる人の権利が過去に侵害され、現在も侵害され続けているという
認識こそ、前文が、とりわけ非自発的措置または非自発的治療の対象とされる人には適切な水準

の保護が要求されることを強調している理由である。

13．精神障害が人の感情、思考および知覚に及ぼす効果は、その人の個人的人格の本質的部分に

2 起草グループの構成員は、Mrs Dubravka SIMONOVIC（委員長、クロアチア）、Anna BROCKMANN博士（ド
イツ）、David KINGDON教授（英国）、Mrs Rachelle LE COTTY（フランス）、Ms Femma PAIS（オランダ）、
Svetlana POLUBINSKAYA 博士（ロシア連邦）、Mrs Ruth REUSSER（スイス）および Henriette ROSCAM 
ABBING教授（オランダ）である。
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関わるものとみなすこともできる。同様に、人が行なう機能のこのような側面を変容させる治療

も、その人の個人的人格に影響を及ぼすと考えることができる。精神医学的治療およびケアのた

めには、対象者の感情および信条のごく個人的な側面について詳しく知る必要があるため、精神

障害がある人は、精神保健サービスと接触する際、とりわけ脆弱な状況に置かれる（またはその

ように感じる）可能性がある。前文では、このような脆弱性が、特に情緒的（もしくは心理的）、

身体的、性的または経済的に搾取されることがあってはならない旨、強調されている。

14．精神障害がある人が脆弱な状況に置かれる可能性があるということは、実務面で精神保健従
事者に指針を示すための適切な規制枠組みが必要になるということである。法律、独立のモニタ

リング機関および職業上の基準の枠組みにより、精神保健従事者が業務を行なう環境が定められ

ることになる。ただし保健従事者には、精神障害がある人と個別に接する際、関連の倫理的・法

的基準を可能な限り遵守する責任が依然として存する。

15．前文では、精神保健従事者に対し、自らの実践を恒常的に見直すことが求められている。こ
の点については後掲パラ 80～84 で取り上げる。この要求はさらに、開かれた姿勢と透明性を奨
励することにより、精神障害がある人の搾取のリスクを最低限に留めることを目指すものでもあ

る。

第 I章－目的および適用範囲

第 1条－目的

16．本勧告の目的は、精神障害があるすべての人の尊厳、人権および基本的自由を保護すること
である。非自発的措置または非自発的治療の対象とされている人は、精神障害がある人の中でも

とりわけ脆弱な状況にある集団と見なすことができるため、そのような人々を保護する必要性が

強調されている。

17．本条第 2項では、各国が本勧告に掲げられているものよりもいっそう保護的な性質の規則を
適用できることが明示されている。換言すれば、本勧告では各国が遵守すべき共通の基準を定め

る一方で、精神障害がある人にいっそうの保護を提供することも認めているのである。

第 2条－適用範囲および定義

18．本条第 1項は、本勧告が、国際的に受け入れられた医学的基準に従って定義された精神障害
がある人に適用される旨を定めている。ただし、精神障害がある人に本勧告の規定が適用される

のは、それらの規定が対象者の状態に関連する限りにおいてである。

19．本勧告の関連規定は、精神障害の有無を判断する目的で、第 17条に従って非自発的措置の対
象とされている人にも適用される。

20．国際的に受け入れられた医学的基準の例としては、世界保健機関「疾病および関連保健問題
の国際統計分類」（ICD-10）の第 5 章「精神および行動の障害」で定められているものが挙げら
れる。これには、主として児童期または高齢期（認知症など）に生じる精神障害も、成人期に生

じる障害（アルコールその他の精神作用物質の使用による精神障害を含む）も含まれている。こ

のようなやり方で精神障害を定義することの目的は、診断に対する特異的アプローチを防止する

ところにある。いわゆる「不活発型統合失調症」（sluggish schizophrenia）はそのような特異的
アプローチの一例である――この診断名は一部の全体主義的体制下で適用されたが、世界の他の
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国々では承認されていなかった。

21．ICD-10では「精神病」（mental illness）という用語は用いられていないものの、統合失調症
や双極性感情障害など、一般的に疾患と見なされている障害についての記述はある。ICD-10には
パーソナリティ障害も含まれており、成人期におけるパーソナリティ障害については次のように

記述されている。

「個人のパーソナリティおよび行動傾向における重篤な障害（disturbances）。脳の疾患、傷害
その他の損傷または他の精神医学的障害には直接由来しない。通常、パーソナリティの複数の

領域が関与する。ほぼ常に、相当の個人的苦痛および社会的断絶を伴う。児童期または青年期

から現れるようになり， 成人期を通じて持続するのが通例である」

22．ICD-10では、次のような状態を言い表す目的で「精神遅滞」（mental retardation）という
用語も用いられている。

「精神の発達が停止しているまたは不完全な状態であり、とりわけ、発達期に現れる、全体的

な知能水準に寄与する技能（すなわち認知能力、言語能力、運動能力および社会的能力）の損

傷を特徴とする」

23．同分類以外で「精神遅滞」の用語が用いられることはほとんどなく、さまざまな国で、これ
に代わる「学習障害」（learning disability）や「精神的ハンディキャップ」（mental handicap）
などの言葉が好んで用いられている。このような状態にある人が自分の状態をどのように呼んで

ほしいかに関する希望も、考慮されるべきである。誰にとっても理想的である用語法は存在しな

い。本覚書では「精神的ハンディキャップ」を用いる。

24．精神的ハンディキャップがある人々と精神病がある人々はそれぞれ非常に異なる集団であり、
そのニーズを同一視するべきではない。しかし、いずれも脆弱な状況に置かれている可能性があ

る集団であり、その適切な保護が本勧告の眼目である。本勧告には双方の集団に関連する可能性

のある規定が掲げられているが、これらの規定は、特定の人に対し、その状態に関連する限りに

おいて適用されるにすぎない。

25．特に、第 II章の一般条項は精神的ハンディキャップがある人々にとって関連性を有する場合
がある。とりわけ、最小限の制限の原則（第 8条）、環境および生活条件に関わる第 9条第 1項の
要件、ならびに、生殖に関わる第 30条の保護規定がこれに該当する。精神的ハンディキャップが
ある人は、時として深刻に攻撃的かつ／または無責任な行動を示すこともある。そのような行動

は、精神病と関連している場合もあれば、そうではない場合もある。より制限度が低い代替処置

または特定の代替的処置が存在しない場合、精神保健法制の活用を検討することもできるが、そ

の場合には本勧告の第 III 章が関連性を有することになる。ただし、精神的ハンディキャップが
ある人に対し、そのことだけを理由として非自発的処置が適用されることはけっしてあるべきで

はない。精神障害がある人を非自発的処置の対象とする場合、その障害が精神病、精神的ハンデ

ィキャップまたはその他の精神障害のいずれであるかにかかわらず、第 III 章に定められた関連
の基準および手続が事前に充足されるべきである。

26．第 2条第 2項では、非自発的患者として措置された精神障害を有する人の法的保護に関する
加盟国への閣僚委員会勧告 No. R (83)2の第 2条に掲げられた原則が、あらためて規定されてい
る。この原則は、たとえば Winterwerp 事件判決で示された、欧州人権裁判所の次のような判例
を受けたものである。「……〔欧州人権条約〕第 5条 1項 eが、ある者の見解または行動が特定の
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社会で支配的な規範から逸脱しているというだけの理由でその者を拘禁することを認めたものと

して理解できないのは明らかである」3

27．第 3項では、本勧告で用いられているいくつかの主要な用語の定義が示されている。

28．裁判所、裁判所に類する機関または審判所の特性は、欧州人権裁判所の判例に則って解釈さ
れるべきである。欧州人権条約第 6 条は、「法律により設置された、独立のかつ公平な裁判所
（tribunal）」に言及している。欧州人権裁判所によれば、「裁判所」の特性は、司法的機能を有す
る機関であって、特に、定められたやり方で実施される手続の後に法律規則に基づいてその管轄

内にある事柄について判断するという点にある。裁判所は次の条件を満たしていることが求めら

れる。

a. 法律によって設置され、かつ独立性および公平性の要件を満たしていること。

b. 第 6 条が適用される紛争または嫌疑のあらゆる側面について判断することができ、したが
って提起された案件について拘束力のある決定を行なえること。

c. 関係する個人がアクセスできること。

29．本勧告では、「施設」（facility）とは、精神障害がある人が措置される可能性のある（複数の
施設および区画（facilities and units）を包含する）建造物をいう。この用語は広義に理解される
べきである。第 III章では、より特定性が高い「精神医療施設」（psychiatric facilities）という用
語が用いられている（後掲パラ 117参照）。

30．本勧告で定義されている「パーソナルアドボケイト」が担う役割の名称は、国によって異な
る場合がある。関係する国内制度によって、パーソナルアドボケイトは本人が指名する場合もあ

れば、法律によって提供される場合もある。パーソナルアドボケイトの役割を果たす者としては、

たとえば家族構成員、弁護士または当局が任命するカウンセラーなどが考えられる。

31．代理人とは、法律で定められた者（たとえば子どもとの関係における親）または法的手続（た
とえば裁判所による手続）を通じて任命された者である。

32．ある人が初めて精神保健サービス機関と接触した際、直ちに正確な診断を行なうことが常に
可能とは限らない。適切な場合、暫定的診断を行なった後、さらなる所見（関連する場合、暫定

的診断に基づいて提供された治療への対象者の反応を含む）に照らして再検討することができる。

「治療目的」（therapeutic purposes）の定義に「診断」（diagnosis）の用語が含まれているのは
そのためである。

33．「治療」（treatment）および「治療目的」の定義に関しては、認知症など一部の精神障害は現
時点では治癒不可能であることに注意するべきである。ただし、場合によっては悪化の速度を緩

やかにできる可能性もある。双極性感情障害のように、再発のおそれがある障害もある。このよ

うな障害を治癒させることはできないかもしれないが、急性の躁病・うつ病エピソードは治療可

能であり、対象者が通常の機能水準に復帰できる可能性はある。本勧告で用いられている治療目

的の定義には「管理」（control）への言及があり、どちらの例もこれに含まれることになろう。同
様に、統合失調症の結果として生じる機能上の欠損が生活に及ぼす影響を限定するための介入（通

常はリハビリテーションと呼ばれる）も、同じく管理への言及に含まれることになろう。

3 Winterwerp v The Netherlands, judgment of 24 October 1979, Application number 00006301/73 
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34．治療の定義に掲げられている身体的介入への言及には薬理的介入の使用が含まれる。

35．治療の定義で生活の社会的側面に言及されているのは、自分が大切にされていると感じられ、
かつ自らが望む限度で自己を表現することのできる他者（たとえば家族・友人）との肯定的な社

会関係の存在が、精神的健康に有益な効果をもたらし得ることを反映したものである。精神障害

がある人、特に重度の精神障害がある人が相対的に孤立した状態で生活している場合、その生活

の社会的側面を改善するための介入（たとえば専門デイセンター、社会活動センターまたはグル

ープ活動への通所・参加）から利益を得られる可能性がある。

36．本勧告の適用上、次の用語が意味するところについても合意が形成された。
「精神科医」（psychiatrist）とは、精神障害の鑑定、診断および治療に関する特別な専門性と
資格を有している医師をいう。

「必要な能力および経験を有する医師」（doctor having the requisite competence and 
experience）とは、必ずしも精神科医ではないものの（緊急の状況下ではこのようなこともあ
り得る）、措置または治療（自発的なものか非自発的なものかは問わない）によって生じる医学

上・行政上の問題に対応する十分な経験を有している医師をいう。

「リスク」（risk）とは、危害が生じる可能性と解釈できる。

37．「措置」（placement）とは、特定の目的（複数の場合を含む）で特定の施設に入所させられる
ことをいう。本勧告の文脈では、これらの目的は 1つまたは複数の治療目的ということになろう。
このような措置は、たとえばある人が病院またはリハビリテーション用ホステルへの入所を提案

されて受け入れる場合など、自発的に行なわれることもある。あるいは、本勧告の第 III章に掲げ
られた条件に基づき、非自発的に行なわれることもある。

38．「緊急の状況」（emergency situations）の概念については、本覚書のパラ 98および 160で説
明している。

第 II章－一般条項

第 3条－差別の禁止

39．過去または現在の精神障害を理由とするいかなる形態の差別も解消するための方策をとらな
ければならないという第 2 項の要件は、人権および基本的自由の保護のための条約の第 12 議定
書（2000年 11月 4日、ETS 177）に掲げられた、いかなる理由による差別も禁止する一般原則
から派生するものである。第 1項に掲げられたこの一般原則は国際的レベルでも認知されており、
たとえば、精神病者の保護および精神保健ケアの向上に関する 1991年 12月 17日の国際連合決
議 A/RES/46/119の原則 1（4）にも定められている。第 2項は、精神障害を理由とする差別の例
が現在でもなお存在していることの反映である。

40．本条においては、第 12議定書、欧州評議会のその他の文書および欧州人権裁判所の判例でも
そうであるように、「差別」という用語は「不公正な差別」（unfair discrimination）と理解され
る。特に、過去または現在の精神障害を理由として不利な立場に置かれている人々の利益になる

ようバランスを取り直す目的で実施される積極的方策を、この原則により禁止することはできな

い。したがって、精神障害がある人の権利の保護またはそのような人の状況改善の確保を目的と

してとられる特別措置は、差別的なものと見なされるべきではない。
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41．過去に精神障害があった人々または現在精神障害がある人々からなる特定の集団が差別を受
ける可能性があることが認識されるべきであり、対処が必要になる場合もある。たとえば、精神

医療施設に入所したことまたは非自発的処置の対象とされたことを他人に告げたらとりわけ否定

的な反応をされるという報告を行なう人もいる。ただし、他者に対する重大なリスクの可能性を

防止するためにとられる比例的処置――たとえば、再発性の重篤な精神病歴がある人に銃砲免許

を与えないこと――は、本条または欧州評議会の他の文書にいう差別と見なされるべきではない。

42．アルコールまたは精神作用物質の使用と関連する精神障害を有している人（または有してい
た人）は、ICD-10の分類に従えば性嗜好障害（小児性愛障害など）を有していると分類される可
能性がある人と同様に、公衆から否定的に見られることが多い。小児性愛障害の例では、子ども

の保護が何よりも優先されるべき考慮事項である。ただし、小児性愛障害者に分類される人とそ

の他の人の区別が（たとえば市民的権利またはサービスへのアクセスに関して）行なわれる場合、

その区別が正当化可能なものであることを確保するのが重要となる。特定の集団に対する否定的

態度の存在は、そのような集団に向けられる差別に特段の注意を払う必要性を示している場合が

ある（このことは、刑事犯罪の場合に適用可能な制裁を課すことを妨げるものではない）。

43．保健サービス自体の内部でも、たとえば精神障害のある患者が身体的疾患の治療を後回しに
されることなどにより、差別が生じる場合がある。精神的ハンディキャップがある人に近しい人々

から、この種の懸念が表明されてきた。より幅広い観点に立てば、精神保健サービスへの人的資

源および財源の配分が身体的保健サービスへの配分と比較して公正か否かも、検討に値する問題

である。

44．精神障害がある人は、たとえば就労や保険との関連で、日常生活でも偏見や差別に遭う可能
性がある。住居が問題になることもあり、たとえば地元住民が、その居住地域における、精神障

害がある人々を対象とする新たな住宅建設計画に反対するという報告も行なわれてきた。

45．差別はスティグマとは区別される（ただし、スティグマの付与によって差別の可能性が高ま
る場合もある）。スティグマの付与または差別のいずれであっても、そこには精神障害に関する社

会の見方の影響がある。差別への対処におけるメディアの役割が考慮されるべきである。たとえ

ば、精神障害がある人についてメディアが侮蔑的な用語を用いたり、「統合失調症」という用語を

不適切な状況で不正確に使用したりすることは、精神障害がある人に対する否定的態度を強化す

る可能性がある。

第 4条－市民的および政治的権利

46．本条は、欧州人権条約第 3条（拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑
罰の禁止に関する規定）、第 8条（私生活・家族生活の尊重）、第 10条（表現の自由）および第 12
条（婚姻しかつ家族を形成する権利）の規定を、欧州人権裁判所の判例による発展および解釈を

踏まえながら考慮する必要性に対し、注意を喚起するものである。市民的および政治的権利に関

する国際規約（国際連合、1966年）も考慮することが求められる。

47．これらの権利に対する制限は、標準ではなく例外であるべきである。これらの権利の重要性
に鑑み、当該権利に対するいかなる制限も、法律によって定められたものでなければならない。

これらの権利は、たとえば刑法または子どもの保護に関連する法律に基づき、さまざまな理由で

制限される場合があるが、第 2 項では、このような制限は人権および基本的自由の保護のための
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条約の規定に従って課されるべきであり、ある者が精神障害を有しているという事実のみに基づ

いて課されるべきではないことが強調されている。したがって、このようないかなる制限におい

ても、同条約で定められた（たとえば、制限は追求される目的に比例していなければならない旨

の）保障と、これらの保障にかかわる欧州人権裁判所の関連の先例が尊重されるべきである。

48．地域で生活しかつ働く権利（精神病者の保護および精神保健ケアの向上に関する国際連合決
議 A/RES/46/119の原則 3で定められているもの）は、市民的および政治的権利の具体例である。
したがって、当該権利に対するいかなる制限も、本条第 2 項に掲げられた条件を遵守するもので
あることが求められる。

49．行為能力がない成人の法的保護に関わる原則に関する欧州評議会勧告 R (99)4は、原則 3で、
対象者は「投票権または遺言の権利を自動的に〔奪われる〕べきではな」く、かつ「可能な場合に

は常に、法的に有効な日常的性質の取引を行なうことができるようにされるべきである」と述べ

ている。後掲パラ 57で経済的利益に関して指摘されている通り、行為能力を欠く人についてその
利益になるような事務管理を行ない、かつその福祉を確保するため、適切な方策が利用可能とさ

れるべきである。

第 5条－精神保健の促進

50．精神障害に関する公衆の教育は差別とスティグマに対処する上で重要だが、さらに幅広い目
的がある。精神障害の性質および治療の可能性についての情報がないことに根ざした恐怖は、精

神障害を有している人々に対する、（家族構成員・友人および公衆一般の）否定的態度を助長する。

このような否定的態度は、援助および適切な治療を求めようとしない姿勢を助長する可能性があ

り、また治療の有効性も損ないかねない。そのため、第 5 条は精神保健を促進することの重要性
を強調している。このような活動（保健教育プログラムに含めることも考えられる）は、差別と

の闘いの一助となるとともに、公衆が次の点についてよりよく知ることを可能にするはずである。

 精神障害の発症防止のためにとることのできる行動。

 自分自身および近しい人々の精神障害の発症を認識する方法。

 そのような障害の治療のために利用できる可能性がある選択肢。このようにして公衆の意

識を高めることは、精神障害を発症した場合により迅速に治療を求めることの奨励につな

がる可能性がある。

第 6条－患者の権利に関する情報および援助

51．ある人が精神障害を理由として措置または治療（自発的なものか非自発的なものかは問わな
い）の対象とされる時、その人は「患者」として言及される場合があり、自己の権利について告

知されるべきである。異なる国々の精神保健サービスの文脈で、用語法が異なる場合もある。い

くつかの例としては、「クライエント」、「利用者」または「消費者」などがある。しかし、このよ

うな人が精神障害を理由として措置または治療の対象とされる場合、全員に、情報および援助に

対する同一の権利を享有する資格がある。本勧告の第 22 条では人が非自発的処置の対象とされ
る状況を対象としているが、このような場合には当該処置に関する具体的情報の提供も必要とな

ろう。

52．すべての患者は、自己の権利に関する一般的情報を必要としている。これには、当該患者が
同意能力を有している場合、治療に同意しない権利も含まれる（非自発的治療の対象とされる場
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合を除く）。患者の利益の促進を援助し、かつ、患者が脆弱性を感じる状況に置かれている際（年

上の精神保健従事者による診察時など）に精神的支援を提供できる「パーソナルアドボケイト」

に対する権利も認められるべきである。パーソナルアドボケイトは、当該患者に近しい人（家族

構成員または友人など）であってもよいし、アドボカシーサービス機関もしくはボランティア団

体から派遣される、このような役割を担う訓練を受けた者、または当局が任命するカウンセラー

であってもよい。弁護士がこのような非法律的役割を担う可能性も排除されない。個人がパーソ

ナルアドボケイトを付けない選択をすることもできるが、必要に応じて権利行使を援助すること

ができる、精神保健サービス機関からは独立した、権限ある者または機関にアクセスできること

を知っておくべきである。最後に、患者は苦情申立てを行なうための手続について知っているべ

きである。

53．第 22条では、非自発的処置の対象とされた患者に対し、その権利に関する情報が書面で提供
されなければならないと定められている。第 6 条では、すべての患者に対して書面で情報が提供
されるべきであるとは定められていないものの、実務のあり方としてはそのようにするのが望ま

しい。ただし、書面による情報は、対面で伝えられる情報に代わるものではなく、そのような情

報を補完するものと考えられるべきである。

54．患者がこのような情報を理解することができず、かつ代理人がいる場合には、当該代理人に
対して情報が提供されるべきである。このような状況下では、患者にパーソナルアドボケイトが

いる場合には当該アドボケイトに対しても情報を提供することが、実務のあり方として望ましい。

ここでも、情報を書面で提供することが望ましい実務のあり方である。

第 7条－脆弱な状況に置かれている精神障害者の保護

55．人々は、認知的、状況的、制度的、恭順的、医学的、経済的および社会的要因またはこれら
の要因の組み合わせを理由として、脆弱な状況に置かれていると考えられる場合がある。

 認知的脆弱性を有する人は、提案されている措置または治療に同意するか否かについて、

十分な情報に基づく決定を行なう能力を欠いている場合がある。このような人としては、

未成年者や、認知症または精神的ハンディキャップがある人などが考えられる。前文では、

精神障害がある人の搾取はけっして行なわれるべきではないことが強調されている。精神

的ハンディキャップがある人の性的搾取が報告されていることは、特に施設現場における

このような人の脆弱性について認識する必要性を浮き彫りにするものである。第 7 条は、
そのような搾取の防止策を整備しておくことの必要性を強調している。

 状況的脆弱性を有する人は、通常は決定能力を有している可能性が高いものの、関連する

状況によって（たとえば緊急事態下にあるために、または情報提供および同意の要請で用

いられている言語に堪能でないために）、自己の能力を行使することができない状態に置か

れている。

 制度的脆弱性に服させられている人は、同意を与える認知能力を完全に有していながら、

自分自身の（そして相反する可能性もある）利益を有している人または機関の権威に服し

ている状態にある。このような態様の脆弱性は、認知症の初期段階にある人、精神的ハン

ディキャップまたは長期の精神病性障害がある人、特に介護施設またはそれに類する場所

で治療を受けており、同意することまたは人権侵害の可能性に抵抗することができない人

について、とりわけ当てはまる場合がある。制度的脆弱性に服させられている人は、依存

状態にあるとも表現できる。
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 恭順的脆弱性は制度的脆弱性に似ているものの、制度的脆弱性とは対照的に、定型的では

なく非定型的な階層構造によって特徴づけられるものである。このような階層構造は、社

会的枠組みに基づいている場合もあれば、ある家族構成員の意見に逆らえないという主観

に基づいている場合もある。自宅で家族構成員によるケアを受けている人は、依存状態に

あるとも言えることがあろう。患者は、自分を担当している精神保健従事者の希望（精神

保健従事者が望んでいると思われることか、実際に臨んでいることかは問わない）に逆ら

えないとも感じることがあるかもしれない。

 恭順的脆弱性は、ある人が、相互の結びつきが固く、多かれ少なかれ定型化された階層構

造が存在していて、共通の信条および目的を有している集団に属している場合にも、関連

してくる可能性がある。当該集団以外に社会的つながりがほとんどない場合、その人は、

階層構造の見解に従わなければならないという圧力を――現実の圧力であれ、想像上の圧

力であれ――感じるかもしれない。

 医学的脆弱性は、完全に申し分のない標準的治療が存在しない障害がある人にとりわけ影

響を及ぼすものである。このことは、統合失調症患者の一部または認知症患者について関

連してくる場合がある。このような人――またはその家族構成員――は、「奇跡の治癒」を

約束する者による搾取を受けやすい状況に置かれかねない。しかし、いかなる精神病であ

れ、その影響により、ある人の自己像およびアイデンティティ感覚が脅かされる可能性は

ある。自分が置かれている状況を自覚できる人の場合、「普通の自分」に戻りたいという思

いのために、たとえば可能性が見込める（時には多額の費用がかかる）治療についての他

人からの助言、広告または主張に対して脆弱な状況に置かれ、過度に影響されやすくなる

可能性がある。

 経済的脆弱性の影響を受けるのは、同意能力を有しているものの、たとえば、金銭的利得

を得ることまたは何らかの利益へのアクセスを失わないことを目的として、そのような事

情がなければ研究に参加しない場合であっても、研究プロジェクトへの参加を誘導される

可能性がある人である。

 社会的脆弱性は、特定の社会で一部の集団が置かれている立場から生ずるものである。こ

のような集団は、ステレオタイプの対象とされたり、歴史的に差別されたり、最近になっ

て地域社会にやってきたり、当該社会の言語を話せなかったり、あるいは（経済的弱者層

のように）経済的に不利な立場に置かれていたりする場合がある。ひとつの例としては一

定の状況下における民族的マイノリティ集団または外国人を、もうひとつの例としては性

犯罪を理由に有罪判決を受けた人を挙げることができるかもしれない。ICD-10で述べられ
ているように同性愛は精神障害ではないが、にもかかわらず、一部の社会では同性愛指向

を持つ人々が差別に直面することがあり、そのために鬱病などの精神障害の発症のおそれ

が高まる場合がある。パラ 35で指摘されているように、重度の精神障害がある人の中には
相対的な社会的孤立下で暮らしている人がおり、そのような孤立も社会的脆弱性の源とな

りうる。

56．このように、精神障害がある人は、たとえ同意能力を有していても脆弱な状況に置かれる場
合がある。しかし、同意能力を有さない人はとりわけ脆弱な状況に置かれる可能性がある。本条

第 2 項では、脆弱な状況に置かれている人の経済的利益を――たとえば他の者がその人に代わっ
て財産管理を行なっている場合に――保護するための方策の必要性が強調されている。関連する

場合、行為能力がない成人の法的保護に関わる原則に関する欧州評議会勧告 R (99)4 の規定が考
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慮されるべきである。勧告 R (99)4の原則 8で要求されているように、対象者の利益および福祉
が最高の考慮事項であり続けることを確保するため、いかなる取決めも、注意深い規制およびモ

ニタリング機関による審査の対象とすることが求められる。そのような取決めは、対象者が自己

管理能力を回復した時は打ち切られるべきである。

57．経済的利益の保護が関連するのは、長期に渡って財産管理が必要な場合がある人（認知症患
者など）には限られない。精神障害の急性エピソード（双極性感情障害の躁段階など）も、持っ

ていないお金を支出したり、就労に関して賢明ではない決定を行なって将来の経済状況を危険に

さらしたりすることにつながる場合がある。したがって、たとえば後見または他の適切な手段を

通じて、精神障害がある人の経済的状況を保護するための方策が利用可能とされるべきである。

行為能力がない成人の法的保護に関わる原則に関する欧州評議会勧告 R (99)4 の原則 16 で強調
されているように、保護措置の運用ならびに代理人の行為および決定については十分な管理が行

なわれるべきである。独立した主体によるそのような管理は、対象者の資産の悪用の防止につな

がり得る。また、就労との関連で精神障害がある人を保護するための方策が必要になる場合もあ

る。

第 8条－最小限の制限の原則

58．これは基本的原則のひとつであり、やはり精神病者の保護および精神保健ケアの向上に関す
る国際連合決議 A/RES/46/119 の原則 9(1)によって国際的に承認されている原則である。ある人
の治療にとって適切な環境は、その罹患期間全体を通じて変化していく場合がある。たとえば、

重度の躁病があって非自発的措置および非自発的治療の対象とされている人は、当初は一定の制

限（病棟の扉の施錠など）がある環境下で治療する必要があるかもしれない。最小限の制限の原

則とは、このような人も、病状の改善にともない、より制限の少ない環境に（当該環境が対象者

の健康上のニーズにとって適切である場合には）移行されるべきであるということを含意するも

のである。精神障害がある人が重大な犯罪を行なった場合にこの原則をどのように適用すべきか

については、パラ 76でさらに取り上げる。この原則は、本勧告が取り上げている特定の状況――
たとえば、非自発的処置に代わる手段を可能な限り広く利用可能とする必要性や、隔離または拘

束の利用（第 27条）または第 28条で取り上げられている特定の治療――との関連で、さらに展
開されている。

59．「干渉的治療」（intrusive treatment）への言及を「侵襲的治療」（invasive treatment）と同
視するべきではない。ある治療の干渉度がどの程度のものかに関する見方は、個人によって異な

る場合がある。たとえば、個人的な信条や感情を掘り下げることが必要なある種の心理療法のほ

うが投薬よりも干渉度が高いと考える人もいるかもしれない。反対の見方をする人もいる可能性

がある。本勧告が、第 12条で、治療計画の策定にあたっては対象者の意見が考慮されるべきであ
ると強調しているのはそのためである。

60．さらに、状況によっては、利用可能な最も干渉度の低い治療に対する権利を本人が放棄した
いと考えることもあり得る。そのような人は、心理療法が最も干渉度の低い治療と考えつつ、投

薬がより迅速な病態改善につながる可能性があることを認識し、そのような理由で投薬を受ける

ほうがよいと考えるかもしれない。

61．本条における利用可能性への言及は、当該国または当該地域で利用可能なものを指している
と理解されるべきである。「地域」（region）は、地理的に近接している複数の国を意味する場合も
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ある。

62．他者の安全への言及は広義に理解されるべきである。たとえば、しつこい心理的ハラスメン
トまたは「ストーキング」について身体的暴行と同じぐらい脅威を感じる人もいる可能性がある。

第 9条－環境および生活条件

63．本条第 1 項は、精神病者の保護および精神保健ケアの向上に関する国際連合決議
A/RES/46/119の原則 13 (2)(d)を反映したものである。職業リハビリテーション策の例としては、
職業指導、職業訓練、および、精神障害がある人が地域社会で就労先を確保しまたは維持する一

助となり得る斡旋・支援サービスなどを挙げることができる。場合によっては、幼少期から長年

に渡って施設に収容されていたため、特に成人期に地域社会に統合されたことがない人もいるこ

とがある。そのような人が適切な場合に地域社会に統合されるようにするためには、広範なリハ

ビリテーション策が必要になる可能性がある。

64．精神障害がある人は多種多様な施設に措置される可能性がある。このような施設に含まれ得
るのは、専用の精神病院、総合病院の精神医療病棟および地域社会のさまざまな居住施設（リハ

ビリテーション用ホステルや支援付グループハウスなど）である。患者が、身体的健康上のニー

ズを有する人の治療のための施設（たとえば総合病院）に短期間措置される場合もある。ただし、

本条で言及されているのは、精神障害がある人を措置するために設けられた施設のみである。精

神的ハンディキャップがある人もさまざまな施設に措置される可能性がある。そのような施設は、

これらの人々のニーズ（特に肯定的な治療環境のニーズ）および権利（プライバシーに対する権

利を含む）を考慮するべきである。

65．措置されている人、特に非自発的措置の対象とされている人の脆弱性は、けっして忘れられ
るべきではない。今日においてさえ、生命維持のために必要な基本的手段（食料、防寒手段およ

び居住設備）が提供されていない精神医療施設が欧州にあるという複数の報告があり、そのため

に患者が栄養不良や低体温症で死亡しているとされる。このような状況はまったく容認できない。

生命維持のための基本的手段は、いかなる治療環境においても必要である。

66．拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会
（CPT）の活動に関する第 8次一般報告書（CPT/Inf (98)12）のパラ 34～36に、特段の注意が払
われるべきである。そこでは、非自発的患者として精神医療施設に措置された人のための肯定的

な治療環境づくりにつながり得る多くの要素に対し、注意が喚起されている。このような要素に

は次のものが含まれる。

 患者 1人あたりの十分な生活空間と、十分な照明、暖房および換気。
 患者の居室とレクリエーション空間の双方を飾りつける。

 ベッドサイドテーブルおよびワードローブを用意し、服装は個人の自由とする。

 患者が一定の私物を手元に置いておくことを認める。

 一定のプライバシーを保持する。特に、あらゆるプライバシーを患者から奪う大人数の居

室は回避されるべきである。

 希望する患者は、日中も、共有空間で他の患者と集まって過ごすことを義務づけられるの

ではなく、自室で過ごすことを認められるべきである。

 質・量の観点から十分で、申し分のない条件下で提供される食事。食事の手配に際しては、

患者の習慣および信条ならびに障害がある人のニーズも考慮されるべきである。前掲パラ
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65で指摘したとおり、栄養不良の問題は回避されなければならない。ただし、一部の社会
では肥満（およびその結果として生じる健康への影響）がますます問題になりつつあり、

患者が健康的な体重を維持しつつ食欲を満たせるようにする食事の選択肢を提供すること

は、望ましい実践のあり方である。

67．これらの原則は非自発的措置の文脈で発展してきたものだが、患者が自発的措置の対象とさ
れる施設にも関連するものである。

68．精神障害がある人の非自発的措置のために設けられた施設は登録されなければならないとい
う本条第 2 項の要件は、本勧告第 37 条第 1 項で取り上げられている、このような施設の適切な
査察および審査の促進を目的としている。本勧告、本説明覚書および他の機関（たとえば CPTや
職能団体）の指針は、ある施設を登録することが適切かどうかを決定するための基準（たとえば、

本勧告で想定されている水準のケアを特定の施設で提供することができるか？）の策定に役立つ

かもしれない。ただし、施設の登録のための適切な機構について決定するのは加盟国の役割であ

る。

第 10条－保健サービス体制

69．本条第 i号は、人権と生物医学条約第 3条に掲げられた原則を発展させたものである。同条
は、「締約国は、自国の管轄内において適切な質の保健ケアへの公平なアクセスを提供するため、

保健上のニーズおよび利用可能な資源を考慮しながら、適切な措置をとる」と定めている。

70．公平なアクセスの要件は、医薬品の提供およびその他の形態の治療にも適用される。パラ 148
で取り上げるように、いかなる治療も、職業上の義務および基準に従って実施されるべきである。

したがって、治療効果をモニターするためのサービスを適切な形で提供することが求められる。

このことは、一部の形態の精神障害の治療のために特定の薬物が用いられる場合に、とりわけ重

要である。ひとつの例としては、双極性感情障害のコントロールを目的として用いられることの

ある炭酸リチウムがある。この薬物は非常に効果を発揮し得るが、その使用が治療に役立ち、同

時に患者にとって安全であり続けるようにするため、定期的な血液検査が必要である。

71．第 i 号でさまざまな集団の精神障害者に言及されていることは、多様な体制の重要性を明ら
かにするものである。本勧告第 29条第 4項には、子どもは成人も措置されている施設に措置され
るべきではない（ただし、そのような措置がその子どもの利益となる時は、この限りではない）

という一般的原則が掲げられている。。高齢患者は身体的に虚弱なことがあるため、より若い急性

精神病患者も受け入れている施設への措置は、これらの患者が受ける権利を有している保護では

なく、リスクを与えることになる可能性がある。さらに、急性疾患を発症している人に対応しな

ければならないということは、リハビリテーションを必要としている患者が施設の同じ区画に措

置されている場合、後者のニーズに十分な注意が向けられない可能性もあるということである。

同様に、急性疾患の程度はさまざまであり、可能な場合には病態の程度に応じて施設の異なる区

画に措置されることができれば、患者にとって利益がある可能性がある。

72．精神的ハンディキャップがある人もさまざまなニーズを有しており、これらのニーズにふさ
わしい一連の施設（デイホスピタルやさまざまなタイプの病院施設を含む）を必要とする。精神

的ハンディキャップがある子ども・青少年は教育およびリハビリテーションとの関連で特有のニ

ーズを有しており、これらのニーズを満たすために適切な体制が整えられるべきである。訓練に
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よって他の形態の精神障害の治療については高度な適格性を有するようになれた精神保健従事者

が、追加の訓練を受けないまま、精神的ハンディキャップがある人のニーズを満たすことに関し

ても同じように適格性を有していると推定することはできない（当該ハンディキャップが重度の

場合にはなおさらである）。措置のための施設は地元で利用できるべきであり、かつ合理的な水準

を備えているべきである。

73．精神障害がある人の健康状態の維持または改善および病態の悪化の予防を目的とする早期介
入のためには、文化的考慮事項および感覚障害がある人のニーズを顧慮しながら、居住、就労お

よび治療に関するさまざまな選択肢を容易に利用できるようにする必要がある。統合失調症や双

極性感情障害などの精神障害の多くは、再発可能性がある。ある人が過去に非自発的処置の対象

とされたことがある場合、アフターケアおよび早期介入のサービスが、将来の措置の必要性を最

小限に抑える一助となり得る。

74．急性疾患を発症した人のさまざまな集団が有するさまざまなニーズにふさわしい施設の必要
性に加え、より慢性の疾患を有している人々またはリハビリテーションが必要な人々にふさわし

いさまざまな施設の必要性も、考慮されるべきである。これとの関係で、アルコールまたは他の

精神作用物質の使用に関連した精神障害がある人の健康上のニーズも、けっして忘れられるべき

ではない。

75．非自発的措置および非自発的治療は、対象者の権利が相当に制限される処置となる。これら
の処置は最後の手段であるべきである。第 10条第 ii号では、最小限の制限の原則に従い、非自発
的措置および非自発的治療に代わる手段を発展させる必要性が強調されている。欧州・米国双方

の精神医学文献は、急性疾患患者を措置する必要性はデイホスピタルまたは在宅治療班の活用に

よって低減させられることを明らかにしてきた。患者に安全かつ持続可能な代替的対応を行なお

うとするのであれば、このような代替施設に適切な資源を配分することが必要である。社会福祉

による援助および効果的な心理社会的介入の活用を含むその他の形態の支援は、措置の必要性を

最小限に抑える上で役に立つ可能性がある。

76．精神障害がある人の中で重大犯罪を行なうのはごく少数である。地域社会の保護のためには、
このような人の健康上のニーズを、社会を保護するための適切な程度の警備を行ないながら満た

すための施設が利用可能とされなければならない。ただし、第 8 条に掲げられた最小限の制限の
原則は、このような精神障害者の集団についても妥当する。したがって、これらの人々を、その

健康上のニーズおよび治療の進展状況に従って他者の安全を保護する必要性にふさわしい施設に

措置できるようにするためには、高度、中度および低度の警備を行なうさまざまな施設が必要で

ある。場合により、刑事司法に関与していない人も、他者に深刻な危害を与える相当のリスクが

あると評価されることもある。本条第 i 号に従い、このような集団のニーズを満たすための、適
切な警備水準を備えた施設も利用可能とされるべきである。

77．刑事施設で受刑中に精神障害が発症する場合もある。このような人々を刑事施設内で治療す
ることが可能かつ適切なこともあり得るものの、健康上のニーズを満たすために保健施設へ移送

しなければならない受刑者もいるかもしれない。したがって、このような患者を対象とする適切

な体制が必要である。刑事施設における精神障害者の治療については、本勧告の第 35条で検討さ
れている。

78．第 10条第 iv号では、精神障害がある人の身体的保健ケアのニーズが強調されている。身体
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的健康上のニーズには歯科ケアのニーズが含まれる。精神障害がある人、特に重度の精神障害が

ある人は、身体的疾患を理由とする有病率および死亡率が高くなる。したがって、その身体的健

康に対しては、適切な健康診断の活用を含む特別な注意を向けなければならない。措置の対象と

された人に対しては、自発的措置か非自発的措置かにかかわらず、適切な健康診断が常に提供さ

れるべきである。

79．本勧告では精神障害の治療しか取り上げていない。しかし国内法には、同意能力がない人に
ついて、その精神障害とは無関係な身体的不調の治療を許可するための適切な機構に関する定め

が置かれるべきである。このような状況については人権と生物医学条約第 6条で扱われている。

第 11条－専門家としての水準

80．人権と生物医学条約第 4条では、保健分野におけるいかなる介入も、関連する職業上の義務
および基準に従って行なわれるべきことが要求されている。この原則は、精神障害がある人に対

する介入にも適用される。専門家スタッフは、精神障害がある人に対して相反する役割および義

務を担うことになりかねない状況を回避するべきである。たとえば、対象者の治療を担当する臨

床チームのメンバーが当該患者のパーソナルアドボケイトとしても行動すれば、問題が生じよう。

81．本勧告の第 11条は、専門家スタッフが、自己の役割を遂行できるようにするための適切な資
格を有しかつ訓練を受けている必要があることを強調している。専門家スタッフがその資格を証

明できる職能団体に登録するようにすることは、望ましい実践のあり方である。「訓練」は、専門

家としての資格を最終的に得る前の訓練と、資格取得後の訓練の両方をいう。専門家スタッフが、

専門家としての水準を維持する目的で、専門家実践の発展から取り残されないようにするための

研修その他の機会（継続的職能開発と呼ばれることもある）を持つことの必要性を認識すること

が求められる。前文で強調されているように、専門家スタッフは自己の実践を恒常的に見直すべ

きである。このような見直しには、国際的発展を考慮しながら知識を恒常的に更新していくこと

と、質の高いケアを確保する目的で専門家の臨床実践を検証・監査することの両方が含まれ得る。

82．このような専門家としての訓練では、国際的発展、特により制限度の低い介入を可能にし得
る発展および特定の形態の介入に対する姿勢の広範な変化も考慮されるべきである。ケージベッ

ド（人がベッドから出られないよう囲い込むため、金属棒または金属棒とネットのいずれかで作

られたケージを搭載したベッド）の使用を、ひとつの例として挙げることができる。このような

ベッドの使用に関しては、その人権上の影響について懸念が表明されてきた。拷問および非人道

的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会（CPT）は、いくつかの
訪問調査でそのようなベッドを観察した後、その使用の中止を求めている。このようなベッドは

多くの国でまったく使用されておらず、長年に渡ってそのような状況が続いてきた。このような

ベッドが使用されていた他の国々では、その正当性に対してますます疑問が呈されるようになり、

かつ、より制限度の低いやり方で同じ目的を達成する代替的手法が導入されるにつれて、その使

用度が下がってきている。

83．継続的職能開発は、新たな発展（たとえば、現在用いられている治療と同じぐらい有効また
はそれよりも有効な、干渉度のより低い新たな形態の治療）について専門家が知っているように

するためにも重要である。ただし、新たな治療が特定の状況において適切かどうかを決定する際

には、当該治療が（たとえば投薬の副作用の結果として）患者の生活の質に及ぼす潜在的影響も

考慮しなければならない。専門家はまた、治療の薬剤経済学的側面についても意識しておくべき
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である。

84．CPTはまた、精神医療施設のスタッフが孤立するリスクも強調しており、スタッフに対して
施設外での研修機会および出向の機会を提供することが非常に望ましいと考えている。

85．最初の資格認定およびその後の訓練の双方で、専門家の役割の倫理的意味合いおよび精神保
健ケアにおいて生じ得る倫理的ジレンマが取り上げられるべきである。世界精神医学会は、「精神

医療実践の倫理的基準に関するマドリッド宣言」（1996 年；2002 年改正）を定めている。特に、
同宣言には精神医療従事者・患者間の臨床的境界および信頼の侵犯に関するセクションが含まれ

ている。そこでは、本勧告の前文と同様に、特にあらゆる形態の性的行動との関係で、患者を搾

取しないようにする専門家の責任が強調されている。スタッフとケア対象者との肯定的治療関係

は、精神保健ケアにおいて中心的重要性を有するものである。したがってスタッフは、対象者に

対する自分の態度およびアプローチが治療関係の発展に及ぼす影響を認識していなければならな

い。精神障害がある人の尊厳、人権および基本的自由を保護することは、専門家としての基本的

義務である。第 2 項では、この義務を訓練によって強化する必要性が強調されている。ただし、
スタッフは、業務開始の時点からこの義務を尊重する必要性について認識しているべきである。

86．第 2項では、精神障害がある人と接触を持つすべてのスタッフにとって重要な、尊厳および
人権の保護に関わる訓練について特に取り上げられている。暴力的な（または暴力的となる可能

性がある）状況に関わる訓練についても取り上げられており、スタッフは、業務にとって適切な

場合にはそのような訓練を受けるべきである。中心的原則として、スタッフは、暴力への発展に

つながる可能性がある要因を（スタッフがそのような要因を可能な限り最小限に抑えられるよう

にするため）理解することと、暴力のリスクの低減および特に拘束または隔離の使用の必要性の

低下につながり得る技法（言葉によるディエスカレーションなど）を活用することの双方の手段

により、状況が暴力へと発展しないようにすることを目指すよう求められる。拘束と隔離につい

ては本勧告の第 27条が取り上げている。

87．拘束の手法を不適切な形で適用することは、患者にとっても関係する保健ケア従事者にとっ
ても危険となり得る。そのような手法を用いなければならなくなる可能性があるスタッフは全員、

その正しい適用について事前に訓練を受けておくべきである。そのような訓練では、拘束・隔離

のさまざまな手法の利益およびリスクと、各処置が正当と認められ得る限定的状況についても取

り上げることが求められる。

88．第 2項は、精神保健サービスで働くスタッフの訓練要件を包括的に述べようとするものでは
ない。本勧告の作成時には、重要な訓練分野の一部（たとえば、治療・リハビリテーションの心

理社会的側面に関する訓練や、精神障害がある人の介護者として行動する家族構成員への情報提

供・カウンセリングに関する訓練）に対し、しばしば十分な注意が向けられていないことが指摘

された。

第 12条－精神障害の治療に関する一般的原則

89．本条は、精神障害があるすべての患者に適用される、治療に関する一般的原則を掲げたもの
である。「治療」（treatment）の用語は第 2条で定義されているが、その適用範囲は広い。第 19
条には、非自発的治療に適用される追加的原則が掲げられている。第 28条では、特定の形態の治
療を使用する際の追加的要件が定められている。不可逆的であることを意図した精神障害治療を
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取り上げた第 28条第 2項は、対象者本人による同意を要件としている。このような治療は代理人
の許可によって行なうことができない。第 34条では、刑事司法制度を背景として裁判所によって
課される可能性のある治療が取り上げられている。

90．第 1項では、個別に定められた適切な治療計画の重要性が強調されている。軽度の精神障害
がある人をかかりつけ医が治療する場合、治療計画は簡単なもので、医師と患者が話し合いなが

ら作成してもよい。緊急の状況下では、最初の計画は当該状況の解決を志向したものとし、その

後に計画をさらに発展させることも考えられる。

91．精神障害の治療のために施設に措置されている人については、治療計画はより複雑なものに
なろう。治療計画で、患者の精神障害の影響によって生じる行動を取り上げることもできる。非

自発的治療計画に関する追加的要件は第 19 条第 2 項で定められている。拷問および非人道的な
または品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会（CPT）は、非自発的措置と
の関係で、治療計画に掲げられるべきであると考える要素を明らかにしてきた。このような要素

は自発的措置にも関連する。したがって、治療計画には、適切な場合には次のものを含む、幅広

い治療的活動およびリハビリテーション活動が掲げられるべきである。

 薬物療法。

 作業療法。

 グループセラピー。

 個人心理療法。

 日常生活に関連するリハビリテーション活動（たとえば個人衛生、買い物、料理、公共サ

ービスの利用に関わるもの）。

 芸術および演劇。

 音楽およびスポーツ。

92．さらに、CPTは患者にとってのレクリエーション活動の重要性を強調してきているので、患
者が適切な設備を備えたレクリエーションルームおよび屋外活動の機会にアクセスできることが

望ましい。

93．治療計画は、可能な場合には常に対象者と協議しながら作成されるべきである。その目的は、
対象者が、臨床チームとパートナーシップを組んで、自己の治療計画について十分な情報に基づ

く決定を行なえるようにするところにある。このような対応は、計画作成に対象者に近しい人の

関与を得る上で有益となる可能性もある。対象者に同意能力があって、臨床チームが近しい人に

連絡することへの同意を拒否している場合、この拒否は尊重されるべきである。ただし、対象者

に近しい人から臨床チームに連絡があり、対象者の病態に関連する情報が提供される場合、その

情報は受け入れてもよい。たとえ対象者の病状が重すぎて計画の作成に全面的に関与できない場

合でも、第 1 項は、対象者の意見を確認し、かつそれを考慮するための努力が行なわれるべきで
あることを明確にしている。

94．人権と生物医学条約の第 5条・第 6条には、対象者が同意能力を有している場合には介入へ
の同意がなければならない旨の原則と、対象者が法律に従って自ら同意を与える能力がない場合

には介入への許可がなければならない旨の原則が、それぞれ一般的原則として掲げられている。

これらの原則を反映しているのが本勧告の第 12 条第 2 項である。同意または許可のいずれかを
求める前に、介入の目的および性質ならびにその影響およびリスク（関連する場合には胎児また
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は妊娠可能性への影響およびリスクを含む）に関する適切な情報を提供することが求められる。

説明は、明確に、配慮を持って、かつ情報の受け手にとってわかりやすいやり方で伝えることが

重要である。たとえば新たに開発された薬剤または治療法の使用が検討されている場合、提案さ

れている介入が適切かどうかについて、別の医師に独立した立場からのセカンドオピニオンを求

めるとともに、同意または許可を与える立場にある者がその問題について当該医師と議論する機

会を持てるようにすることが有用かもしれない。同意はまた、自由に与えられるべきである。こ

のことは、前掲パラ 55で取り上げたように、対象者が何らかの理由で脆弱な状況に置かれている
場合に、とりわけ重要になる。関連する場合、患者は、薬剤の副作用を報告することの重要性お

よびそのような副作用を最小限に抑えるための方法（たとえば特定の時間に服用すること）につ

いても理解しているべきである。

95．対象者（成人か子どもかは問わない）が同意能力を有しておらず、通常であれば代理人から
許可を得られる状況にある場合であって、当該代理人が対象者と緊密な個人的関係にある時は、

利益相反の可能性が検討されるべきである。たとえば、関係者が同居している場合、代理人が対

象者の振舞いを受け入れられないと考えていれば、困難な状況が生じる可能性もある。行為能力

がない成人の法的保護に関わる原則に関する欧州評議会勧告 R (99)4 では、いかなる保護措置の
実施においても、対象者の利益および福祉が最高の考慮事項とされるべきであることが強調され

ている。したがって、代理人がこのような原則に基づく決定を行なっていないと思われる時は、

裁判所などの独立した機関等に許可を求めることが検討されるべきである。

96．状況によっては、治療に関して対象者の代理人と合意することができない場合もある。提案
されている治療が必要であると対象者のケア担当医が引き続き考える場合について、欧州人権裁

判所は、2004年の判決で、問題を裁判所に付託して解決を求めるべきであると述べている4。

97．精神障害は同意能力に影響を与える可能性がある。治療の開始時には病状が重度で、法律に
従えば同意能力を有していなかったとされる人も、治療の過程で同意能力を得るようになること

がある。対象者の法的立場がこのような形で変化した場合、適切な対応がとられるべきである。

たとえば、治療が代理人の許可を得て行なわれていた場合、対象者が法的に同意できるようにな

った段階で、対象者自身の同意が必要となろう。

98．本条第 3項は、人権と生物医学条約に由来する、緊急の状況に関する一般的原則を反映した
ものである。この原則の適用は、条約の場合と同様に、医学的に必要であって繰り延べることが

できない治療に限定される。ただし、生命が脅かされる状況でなければ適用できないわけではな

い。

第 13条－秘密保持および記録

99．人権と生物医学条約第 10条は「何人も、自己の健康に関する情報との関連で私生活を尊重さ
れる権利を有する」と定めており、この原則は精神障害がある人にも平等に適用される。本条第

1項は、精神障害がある人にも、データ保護に関する欧州評議会の既存の文書（個人データの自動
処理に係る個人の保護に関する条約（1981年；ETS 108）および医療データの保護に関する加盟
国への閣僚委員会勧告 R (97)5 を含む）の原則が適用されることを意味するものである。ある人
の精神障害または当該障害の治療に関わるデータは機微なデータであり、高度な保護の対象とさ

4 Glass v United Kingdom, judgment of 9 March 2004, Application number 0061827/00 
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れなければならない位置づけにある。このようなデータは、どこで記録されるかにかかわらず、

同一水準の保護の対象とされなければならない。第 27条・第 28条では、特定の情報は登録簿に
記録されるべきであると定めている。したがって、当該登録簿に記載される機微な個人データは、

個人の医療記録と同一水準の保護の対象とされなければならない。

100．精神障害がある人が特定可能な他者にとって危険な存在である可能性があることを精神保
健従事者が認識するに至った状況下で、開示によって他者へのリスクを防げるかもしれない場合、

秘密保持を保護しなければならないという要件とそのようなリスクの防止との間で、倫理的ジレ

ンマが生じる。勧告 R (97)5の原則 7で、医療データの伝達は、当該データが関連性を有してお
り、かつ次のいずれかに該当する場合には（他のいくつかの要件が満たされることを条件として）

許容されていることに留意することができよう。

 対象者またはその法定代理人もしくは法律により定められた当局、者もしくは機関による

同意があること。

 伝達が法律で認められており、かつ、現実の危険の防止もしくは犯罪の抑止または他者の

権利および自由の保護のために民主的社会において必要とされる方策であること。

101．勧告 R (97)5では、法律に定めがある場合、対象者または他の者の重要な利益の保護を目的
とする医療データの伝達も認められている。医療データを伝達できる相手は、「保健ケア従事者」

に課された秘密保持規則「または同等の秘密保持規則」に服する者に限られるべきである。精神

保健サービスの文脈においては、当該データの伝達がなければ対象者が重度の危険にさらされま

たは公衆の安全に対する脅威となる場合には、たとえ本人の同意がない時でも、当該データの伝

達が必要になることがある。同勧告には医療データの伝達を認めるその他の事由も掲げられてお

り、さらに詳しくは同勧告を参照することが求められる。

102．明確かつ包括的な医療記録は常に重要だが、行政記録は特定の状況（たとえば、ある人が非
自発的処置の対象とされる時）においてのみ適切となる場合がある。患者が非自発的処置の対象

とされる場合、第 2 項で要求されている記録は、各処置の適法性およびその継続の正当性に関す
る審査の基礎となり得る。これらの記録は、各加盟国の規則ならびに職業上の義務および基準に

従って注意深く作成されるべきである。また、関連の診断情報を記載するとともに、患者の心身

の健康状態を継続的に記録しておくことが求められる。これには、観察されまたは報告された客

観的事実に基づいて行なわれた治療・措置関連のあらゆる決定に関する、理由を付した記述も含

まれる。

103．患者、その代理人および適切な場合にはその家族によるこのような情報へのアクセスを規律
する条件は、前掲パラ 99に記載した文書に掲げられている、医療データへのアクセスについての
関連の原則に従い、法律で明確に規定されるべきである。

第 14条－生物医学研究

104．生物医学研究は、精神障害の理解および治療を向上させるための重要な基盤である。本条で
言及されている人権と生物医学条約の関連規定は、第 15 条、第 16 条および第 17 条である。人
権と生物医学条約第 15条は、科学研究の自由の原則を掲げている。ただし、この自由は絶対的な
ものではあり得ず、研究に参加する可能性がある個人の基本的権利の保護が条件とされなければ

ならない。
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105．本条で用いられている「生物医学研究」（biomedical research）の意味は、生物医学研究に
関する人権と生物医学条約の追加議定書で用いられているものと同じである。これには、健康、

障害および疾病における分子機序、細胞機序その他の機序、ならびに、介入を伴う診断研究、治

療研究、予防研究および疫学研究が含まれる。このリストは、網羅的であることを意図したもの

ではない。

106．「介入」（intervention）は、対象者の心理的健康にとってのリスクが伴う限りにおいて、身
体的介入その他の介入を含む。ここでいう「介入」は、保健ケア制度の枠組みまたは科学研究を

目的とするその他の場面で行なわれる、人の健康または福祉に関連するすべての医学的行為およ

び相互作用を含むものとして、広義に解されるべきである。前掲追加議定書は、研究を目的とし

て予防ケア、診断、治療またはリハビリテーションの分野で行なわれるすべての介入を対象とし

ている。同追加議定書は、人権と生物医学条約で用いられている介入の定義を、生物医学研究と

いう特定の分野にも適用するものである。生物医学研究プロジェクトの関係で行なわれる質問紙

調査、面接調査および観察調査は、対象者の心理的健康へのリスクを伴う場合、介入となる。質

問紙調査または面接調査は、心理的な害をもたらす可能性がある個人的性質の質問が含まれる場

合には、研究参加者の心理的健康にとってのリスクを伴い得る。この場合、軽微かつ一時的な感

情的苦痛は、心理的な害とは見なされないことになろう。

107．一部の疫学的または社会学的研究プロジェクトなど、人の関与を直接得るわけでないその他
の態様の研究においても倫理的問題（たとえば差別に関わるもの）が生じる可能性はあるのであ

り、このようなプロジェクトは本条または生物医学研究に関する追加議定書の適用範囲外にある

とはいえ、このようなプロジェクトについて倫理的吟味を行なう必要性は考慮されるべきである。

108．生物医学研究を背景として精神障害がある人に対する差別が行なわれる可能性が念頭に置
かれるべきである。精神障害がある人またはかつて精神障害があった人が、その健康にとって利

益となる可能性のある研究プロジェクト（たとえばその人に癌があり、研究プロジェクトが癌の

新たな治療法に関するものである場合）から、臨床的または科学的に正当な理由のないまま除外

されることは、そのような差別の一例となろう。

109．人権と生物医学条約第 16 条および第 17 条には、同意能力を有している人および同意能力
を有していない人に対する研究との関連でそれぞれ尊重されるべき原則が掲げられている。これ

らの原則は、精神障害がある人に対しても適用される。

110．さらに、生物医学研究に関する追加議定書には自由を奪われている人に関わる詳細な保護規
定が含まれており、非自発的措置の対象とされている人または刑事施設に収容されている人につ

いても関連性を有する。同議定書の一般的保障措置（たとえば、研究プロジェクトに関する独立

した倫理審査の実施や、研究参加者となる可能性がある人に対して不当な影響力が行使されない

ことの確保）は、精神障害があり、かつ理由の如何を問わず自由を奪われている人の脆弱性に鑑

みれば、とりわけ重要である。

111．本条の目的は、精神障害がある人に関するいかなる生物医学研究においても、前述の文書で
定められた、そのような研究の実施にふさわしい倫理的・法的条件を尊重することの必要性に注

意を喚起するところにある。加盟国は、本勧告第 1条第 2項に従い、精神障害がある患者（また
は、非自発的措置の対象とされている患者など、精神障害がある患者の集団）が関わる研究に関

してより高い水準の保護を定めることにするのであれば、そのようにする権利を有する。
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第 15条－精神障害がある人の被扶養者

112．精神障害がある人のほとんどは孤立して生活しているわけではなく、社会的関係および家族
関係のネットワークを有している。パートナー、高齢で健康状態がよくない親および特に低年齢

の子どもは、精神障害がある人に扶養されている場合がある。このような被扶養者には、情緒的・

教育的・社会的ニーズやケアのニーズがあるかもしれない。これらのニーズを満たせないことに

ついての懸念は、精神障害からの回復を損なう可能性がある。本条は、被扶養者の状況を考慮す

る必要性を強調するものである。ただし、本条は被扶養者の金銭的ニーズも対象とすることを意

図したものではない。このような金銭的ニーズについては国内法に従って対処されるべきである。

113．場合によっては、精神障害がある人に対し、被扶養者への責任を果たせるように援助を提供
することが適切であることもある。本条は、被扶養者のニーズを考慮する責任を負うべき特定の

者または機関を具体的には定めていない。そのようなニーズは多種多様であり得るからである。

たとえば、被扶養者が高齢の親であるか低年齢の子どもであるかによって、関与の必要がある者

または機関は異なる可能性がある。一定の事案では、精神障害がある人のニーズおよび利益が被

扶養者のそれと相反する場合もあり（たとえば、重度の慢性精神障害がある親との面会交流が子

どもに相当の悪影響を与えると思われる時）、あらゆる事情に照らして、とるべき最善のアプロー

チを検討する必要があろう。

114．この規定では、精神障害があるすべての人の子育て能力またはケア能力に疑問を呈すること
が意図されているわけではない。ただし、重度の形態の精神障害は子どものニーズを満たす能力

を低減させる場合がある。このようなニーズは身体的ニーズや健康上のニーズに留まるものでは

なく、子どもの情緒的、社会的および教育的発達の諸側面も含むものである。本条では、未成年

である子どものいる人が深刻な精神障害を有しており、かつその障害が長期に渡るまたは再発性

のものである場合に、その人の障害が子どもに及ぼす影響を検討する必要性が強調されている。

適切な時は、子どものニーズが適切な形で満たされるようにするため、関連の者、機関または団

体による対応をとることが考えられよう。このような対応には、子育ての役割を果たす上での支

援および援助を親に提供することを含めてもよい。

第 III章－精神障害を理由とする精神医療施設への非自発的措置および非自発的治療

115．本章は、民事上または行政上の非自発的処置に関するものである。刑事上の非自発的処置に
ついては第 34条で取り上げられている。第 III章は、精神障害以外の理由で行なわれる措置（た
とえば、認知症のある人が、身の回りのケアに関するニーズ――たとえば着替え・洗濯・入浴に

関する援助のニーズ――を満たせるように措置される場合）を対象とするものではない。第 9 条
第 2 項では、非自発的措置のための施設を適切な当局に登録することが要求されているので、ど
のような施設が精神障害がある人の非自発的拘禁にふさわしいかを決定するのは加盟国の責任で

ある。

116．法律で、非自発的措置のような処置を他の状況で（たとえば感染症の拡散を防止する目的で）
用いることができる旨、定めることは可能である。そのような処置は本勧告の適用範囲を超える

が、精神障害がある人の脆弱性は、特にこれらの人々がそのような処置の適用に関して差別を受

けないようにするため、念頭に置いておくことが求められる。

117．「精神医療施設」（psychiatric facilities）の語は広義に理解されるべきであり、たとえば総合
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病院の精神医療病棟ならびにあらゆる種別およびあらゆる警備水準の精神病院が含まれる。第 2
条で明確にされているように、施設への言及には、人が措置される可能性のある区画も含まれる。

118．前掲パラ 25で強調されているように、精神障害がある人を、精神的ハンディキャップがあ
るという事実のみに基づいて非自発的処置の対象とすることは、けっしてあるべきではない。

第 16条－第 III章の適用範囲

119．この規定は本章の導入部であり、本章の規定がどのような集団について関連性を有し得るか
を定めている。とはいえ、ある人が本章の適用範囲にあるというだけで、非自発的措置または非

自発的治療の対象にできるというわけではない。ある人を非自発的処置の対象とするためには、

第 17条および第 18条で定められた関連の基準が満たされていなければならず、かつ、当該処置
の実施前に第 20条または第 21条のいずれかの関連手続が実施されているべきである。後掲パラ
137－139で論じるように、本章の規定は、ある人が、第 17条第 2項に掲げられた状況下で、精
神障害を有していると暫定的に診断された場合にも関連してくる場合がある。

120．ある人を非自発的処置の対象とするために充足されるべき基準および手続は、決定が求めら
れる時点で対象者が地域社会にいるか（自発的入院により）病院にいるかにかかわらず、同一で

ある。

121．第 16条では、非自発的処置とは対象者の現在の意思に反する処置であることが明確にされ
ている。非自発的処置は、強制的処置（forced measures）と自動的に同視されるべきではない。
たとえば、精神障害がある人が、非自発的処置という方針に強く反対して当該処置を拒否したい

と考えたとしても、いったん非自発的処置を適用する旨の決定がなされると、その条件を遵守す

る場合がある。したがって、薬を処方されれば、出された錠剤を抵抗なく服用する。しかし、当

該治療が自分にとって受け入れ可能なものかどうか尋ねられれば、否定的答えが返ってくるので

ある。非自発的治療の対象とされた患者のうち、治療に積極的に抵抗する患者の割合は低い。

122．さらに、非自発的処置を実施する前に、適切な場合には人が自発的措置または自発的治療を
受け入れられるようにするため、あらゆる努力が行なわれるべきである。最小限の制限の原則は、

このような処置の利用は可能な限り最低限に留められるべきであることを含意する。非自発的措

置および非自発的治療に代わる手段に関する第 10 条第 ii 号は、この文脈において高い関連性を
有する規定である。

123．本条にいう「同意能力を有しており」および「同意能力を有しておらず」の意味は、人権と
生物医学条約におけるものと同じである。同条約第 6 条は、成人または未成年者が（特定の条件
下で）同意能力を有していないか否かを決定するのは国内法の役割であることを明確にしている。

同条約では、ある人が介入に同意する能力を有している場合、その介入を拒否する能力もあると

考えられている。しかし、同意能力を有していない場合、拒否する能力そのものは有していない

ものの、不服を表明することはできるとされる。本条の文言も同じ用法に従うものである。

124．本勧告第 12条第 2項では、対象者が同意能力を有していない場合、提案されている処置に
関して、法律で定める代理人、当局、者または機関による許可を求めなければならないという一

般的原則の例が挙げられている。しかし、提案されている治療または措置の処置に関して対象者

が不服を表明する時は、対象者には当該代理人、当局、者または機関の見解にかかわらず第 III章
が適用されるようになり、処置の実施前に関連の基準および手続が充足されるべきである。低年

－ 93 －



齢の子どもの場合、その年齢および成熟度に照らして対象児の態度を評価することが必要となる。

125．本条における「拒否している」（are refusing）および「不服を表明している」（are objecting）
への言及は、処置に対する対象者の現在の態度が評価されるべきであることを強調するものであ

る。たとえば、提案されている処置を対象者がしばらく前に拒否していたからといって、同じ処

置をあらためて提案しても拒否されると推定すべきであるということにはならない。対象者の現

在の態度を確認することが求められる。「措置または治療」（placement or treatment）への言及
は、措置に対する同意・拒否と治療に対する同意・拒否は別問題であることを明確にするもので

ある。提案されている措置は拒否するものの提案されている治療には同意する場合も、その逆も

あり得る。対象者が非自発的措置の対象とされたからといって、その人には治療への同意能力が

ないと推定されるべきではない。

126．本章の適用範囲が上記のように定められていることは、ある処置を受け入れるかどうかにつ
いて対象者が繰り返し心変わりをしており、そのため一貫した治療プログラムが維持できない状

況下で、当該処置に関する関連の基準および手続が充足される場合に非自発的処置を用いること

を妨げるものではない。

127．本章における措置および治療への言及が精神障害との関連における措置および治療を指し
ていることは本章の表題から明らかだが、非自発的処置の対象とされている人の身体的保健ケア

のニーズが忘れられてはならない。本勧告第 10条第 iv 号は、このようなニーズが評価され、か
つ、対象者が、当該ニーズを満たすための適切な質を備えたサービスに公平にアクセスできるよ

うにされることを要求している。

第 17条－非自発的措置の基準

128．本条第 1 項第 i 号では、対象者は精神障害を有していなければならないとしている。ただ
し、非自発的措置が適切であると見なされるのは、一般的に、特定の態様の精神障害（たとえば

精神病または他の重度の精神障害）に関わる場合のみである。臨床経験が示唆するところによれ

ば、アルコールや薬物を濫用している人々は一般的に非自発的な措置または治療に対して持続的

な反応を示さない。ただし、本人に対する危害のリスクが非常に高いと思われる一定の状況下で

は、（たとえ長期的な利益はなくとも）危害低減のために非自発的措置の問題を検討することもで

きよう。対象者が、精神作用物質の使用に関連した精神病等の精神障害を発症している場合、状

況は非常に変わってくる。アルコールまたは精神作用物質の使用のみに関連する非自発的処置は、

細心の注意を払い、アルコールまたは精神作用物質の不適切な使用の治療に関する医学的専門家

の助言を踏まえて用いられるべきである。

129．第 1 項第 ii 号が意味するところは、リスク評価が行なわれなければならないということで
ある。このようなリスクは、身体的なものである場合も、心理的なものである場合もある。リス

ク評価が精密科学ではなく、この問題に関する判断が絶対確実なものであり得ないことは認識さ

れている。状況によっては、行なわれるおそれがある行為（たとえば重大な放火）により危害が

生じる潜在的リスクが高い時は、危害が生じる蓋然性が、リスクがより限定された状況下で非自

発的措置が適切と見なされる場合よりも低いと考えられる時でさえ、非自発的措置が適切となる

こともあり得る。

130．危害がどのように生じ得るかは多種多様である。他者または自分自身に対する危害の直接の
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脅威のほか、その他の行為が、人に対して深刻な危害をもたらす間接的リスクを生じさせる場合

もある。いくつかの例としては、車を燃やすこと（車内に小児がいる可能性も排除できない）、森

で火をつけること（避難できない人が出るかもしれない）、精神障害をうかがわせる言動をしなが

ら路上を裸で駆け抜けること（当人の健康に対する潜在的リスクがある場合）などが挙げられる。

一部の国では、こうした事例は公の秩序または環境に関する規定によって対応されることになろ

う。とはいえ、根底にあるのは人に対するリスクの原則であり、したがってこうしたリスクは第

ii 号の対象となる。より稀なことではあるが、対人危害の影響に匹敵するような個人財産への影
響によって人が危険な状況に置かれる可能性がある場合（たとえば躁病患者が家族の資産または

金銭を処分しようとする場合）も、他者に対する危害の概念の適用対象に含まれることがあり得

る。ただし、有形財に対する軽微な損害があれば十分であると考えるべきでないことは、強調さ

れるべきである。同様に、存在するのが金銭的リスクだけである――たとえば病的なギャンブル

好きが家族の金を使い込む――場合、精神障害への対処を目的とする非自発的処置は、他者に対

する経済的リスクに対処するためには適切ではない。

131．健康の概念は広義に理解されるべきである。たとえば、ある人が精神障害により著しく能力
を損なわれていて自分自身のケアが不可能な場合、その人の健康が危険にさらされていると見な

すことができる。ただし、セルフネグレクトの程度が第 ii号の要件を満たすのに十分であるかど
うかについては、その特定の状況に照らした評価が必要となろう。

132．第 iii号では、措置には治療目的が含まれなければならないと定められている。措置は、政
治的、道徳的、経済的もしくは社会的理由で、または監護のみを目的として、行なわれてはなら

ない。措置の目的が監護のみである場合、当該措置は精神医療施設で行なわれるべきではない。

ただし、本号は措置に追加的な目的（他者の保護等）があることを排除するものではない。

133．さらに、「治療目的」（therapeutic purpose）は侵襲的治療と同視されるべきではない。治療
の状況では、対象者に対し、その病態にとって潜在的利益となり得る、グループセラピーやリハ

ビリテーション等のさまざまな処置（前掲パラ 91参照）が提案される場合がある。しかし、非自
発的措置の対象とされている人がそのような提案を受け入れなければならないわけではない。他

方、治療の提案がまったく行なわれないのであれば、措置に治療目的がないことの証となろう。

同様に、治療がうまくいかないことは、治療目的がないことと同視されるべきではない。たとえ

ば、さまざまな治療法が試みられて成果が出なかったとしても、対象者に対して治療の提案が行

なわれているのであれば、たとえ利用可能な治療では対象者の病態を完全に治癒させられない可

能性があるとしても、治療目的は引き続き存在する。

134．したがって、ある人が非自発的措置の対象とされた場合、対象者およびそのパーソナルアド
ボケイトまたは代理人（存在する場合）とともに、可能な限り早期に治療計画を策定するのが望

ましい実践のあり方である。本勧告の第 12条および本覚書のパラ 90－98で、さらに詳しい関連
情報が提供されている。

135．第 iv 号では、対象者または他者へのリスクを考慮すれば、非自発的措置を用いる以外に対
象者をケアすることがいかなる状況下でも不可能な事態と、理論的にはより制限度の低い方法で

ケアすることができるかもしれないが、単にそのための手段が利用可能ではない事態の両方が対

象とされている。本号におけるケアの概念は幅広いもので、対象者の精神障害に対するケアを提

供することと、そのようなケアが提供されている間、対象者（または関連する場合には他の人）
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の安全を確保することの両方が含まれる。利用可能な資源に対する制約は認識しつつも、非自発

的措置に代わる手段を可能な限り広く利用可能とするよう求める第 10 条第 ii 号の要件は、ここ
でも高い関連性を有する。

136．第 1項の最終号では、特に患者本人にとってのリスクに関わる決定が行なわれる場合に、一
部の患者は当該リスクを認識しながらもなお、非自発的措置の対象とされるよりは当該リスクを

引き受けるほうがましだと考える場合があることが認識されている。自己決定の尊重と精神障害

がある人を保護する必要性とのバランスは困難なものとなり得ることから、措置の可能性に関連

する問題についての対象者自身の意見が明示的に考慮されるべきであることが強調されている。

たとえば、特に対象者本人にとってのリスクに関して懸念が存在する場合、対象者は、当該リス

クの水準についても、そのリスクに最善な形で対処し得る方法についても、意見を有している可

能性がある。

137．それまで精神保健サービス機関が把握しておらず、その行動から精神障害が強く示唆される
人と初めて接触した場合、当該行動が確実に精神障害を理由とするものか、または他の原因から

生ずるものかを直ちに判断することが、常に可能とは限らない。このような場合、精神障害の暫

定的診断を行なうことができる。第 2項の条件が満たされる場合には、対象者を、第 20条または
第 21 条に掲げられた手続に従い、評価を目的とする非自発的措置の対象とすることが可能であ
る。

138．第 17条では、措置は評価のために必要な最低限の期間で行なわれなければならないことが
強調されている。評価の結果、対象者が精神障害を有しており、かつ当該精神障害が対象者の健

康または他の人に深刻な危害が生じる相当のリスクを示すものであるとの結論に至れば、第 17条
第 1項に掲げられた基準が満たされる場合に非自発的措置の延長を考慮することができる。

139．前掲パラ 19およびパラ 119で指摘されているように、本勧告の関連規定、特に第 III章の
規定（たとえば、再審査および不服申立てに対する権利ならびに情報に対する権利に関するもの）

は、この期間中にも対象者に適用される。

第 18条－非自発的治療の基準

140．本条の最初の 2号は第 17条の規定と同様であり、したがって前掲パラ 128－131は本条に
ついても関連性を有する。

141．第 iii号では、患者にケアを提供する、より干渉度の低い手段――たとえば心理療法または
心理社会的治療の活用――によって、特定されたリスクに十分に対処することができないかどう

か、患者本人または他者にとってのリスクを考慮しながら検討する必要性が強調されている。最

小限の制限の原則に従い、このような処置の検討は、例外的処置に留められるべき非自発的治療

という手段に訴える前に行なわれるべきである。

142．第 iv 号に関しては、薬の長期的使用においては自己決定権がとりわけ重要であることに留
意するべきである。患者の中には、薬をまったく服用せず、病気の一部の症状を抱えながら生き

ていくほうがよいと考える人もいる可能性がある。一定量の薬の服用には前向きだが、症状を完

全に抑えるためにはより高度の投薬が必要であり、そこに自分としては受け入れられない水準の

鎮静作用が伴うということになれば、何らかの症状（たとえば幻聴）を抱えながら生きていこう

と考える人もいるかもしれない。困難なバランスをとる必要があり、そのためには、さまざまな
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治療の選択肢に関する対象者の意見が十分な役割を果たさなければならない。だからといって、

患者の意見に常に従わなければならないわけではない。

143．注意しておくべきなのは、本条では、精神障害を有していると暫定的に診断されたに過ぎな
い人を対象とする非自発的治療については規定されていないことである。そのような場合、緊急

の状況下では第 12条第 3項が適用される場合がある。職業上の基準に従い、緊急の状況下におけ
る治療は 1回限りの介入（たとえば 1度の投薬）に限られるものではなく、適切な場合には当該
緊急の状況の再発を予防するためのその後の介入も含まれるのであり、その際には第 12条第 2項
に従って同意または許可が必要とされることに、注意しておくべきである。

第 19条－非自発的治療に関わる原則

144．第 1項第 i号では、非自発的治療は臨床徴候および臨床症状（これには精神障害から生ずる
行動も含まれる場合がある）に対処するものであるべきことが強調されている。「治療目的」

（therapeutic purpose）への言及は前掲パラ 132－133に従って理解されるべきであり、たとえ
ば家族のニーズまたは社会的ニーズへの対応のみが目的とされてはならない。場合によっては、

治療によって病態を完全に緩和させることはできないかもしれないが、さらなる悪化を予防する

ことも治療目的として理解されるべきである。

145．非自発的治療において使用するのは公式に承認された医薬製品に限ることに加え、医薬品の
著しい（しばしば過度の）使用が報告されていることに鑑み、副作用および服用計画を注意深く

モニターすることが、推奨される。薬の服用量は、治療上適切な限り早期に減らされるべきであ

る。非自発的処置との関連では、「化学的拘束（抑制）」（chemical restraint）と呼ばれることもあ
る対応について懸念が表明されてきた。医薬品は、対象者の行動を統制するために用いられ、医

学的には不必要であり、かつ対象者の病態にとって臨床的に適切な治療でない場合には、拘束手

段として使用されていることになる。医薬品が、スタッフの便宜のために、または強制、規律維

持もしくは処罰の手段として用いられることは、けっしてあるべきではない。

146．第 1項第 iii号で言及されている治療計画には、治療につながる可能性があるその他の処置
も含めることが求められる（前掲パラ 91参照）。ある人を非自発的治療の対象とする場合、治療
計画について（たとえば独立した医師による）独立の立場からの検証を受けることも、望ましい

実践のあり方である。非自発的治療について、第 13条第 2項で言及されている医療記録および行
政記録に加えて別の登録簿にも記録するようにしている国もある。このようなアプローチは、非

自発的治療の使用を独立の立場からモニタリングすることを容易にするものであり、望ましい実

践のあり方と見なすことができよう。

147．第 2 項におけるパーソナルアドボケイトまたは代理人の関与への言及は、非自発的治療の
対象とされた人が、自己の治療に関する（特に担当医との）話し合いの際に覚える可能性がある

脆弱感に対応したものである。パーソナルアドボケイトまたは代理人の立会いは精神的支援とな

り、対象者が本当の意見を表明する一助となる可能性がある。

148．いかなる治療も、職業上の義務および基準に従って提供されるべきである。このことは、非
自発的治療が医療施設外で提供される場合、とりわけ重要となる。第 3 項では、非自発的治療は
適切な環境下でのみ行なわれるべきであることが強調されている。医学的モニタリングまたは治

療の実行のためにその他の支援が必要であれば、利用可能とされなければならない。
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149．治療に積極的に抵抗する人を対象として、医療施設外で非自発的治療を行なうことは推奨さ
れない。

第 20条－非自発的措置および／または非自発的治療に関する決定の手続

150．本条では、関連の手続が似ていることから非自発的措置と非自発的治療について取り上げら
れているものの、その意図は、これらの処置は個別に検討されるべきであるというところにある。

ただし、両方の態様の処置が同時に検討される可能性を排除するものではない。したがって、運

用上は、非自発的措置に関する決定と非自発的治療に関する決定を単一の行政決定または司法決

定に統合させ、かつ単一の不服申立て手続の対象とすることが可能である。

151．第 1 項では、非自発的措置に関する決定は裁判所または他の権限ある機関によって行なわ
れなければならないとされている。根本的原則は、当該処置を提案している者または機関から独

立した当事者が、独立の立場から決定を行なうということである。このような決定を行なう機関

は、第 17条に掲げられた基準が満たされていることを確認しなければならない。

152．第 1 項および第 2 項はともに、裁判所または権限ある機関は法律によって定められた手続
に従って行動するべきであると強調している。このような手続は、欧州人権条約の保障を遵守し、

かつ対象者との面会および協議が行なわれるべきであるという原則に基づいたものであるべきで

ある。このような協議により、裁判所または権限ある機関は、状況について独立の立場からの見

解を形成することができる。このような接触は、裁判所または権限ある機関の職員に委任するこ

とも可能であり、また法廷または権限ある機関の敷地ではなく対象者の自宅または他の安全な場

所で行なうこともできる。

153．第 2 項は、ある人を非自発的治療の対象とするかどうかに関する原則的決定を行なう際の
枠組みを定めたものである。医師による非自発的治療の濫用の可能性から保護するための保障を

提供するため、この規定では、裁判所または権限ある機関が、非自発的治療に関する決定を自ら

行なうか、または、関連する法制度に応じ、非自発的措置に関する決定を行なった上で非自発的

治療に関する決定を医師が行なうことを認めるかのいずれかの方法により、いずれかの段階で常

に関与することが確保されるようにしている。決定を行なう者または機関は、第 18条の基準が満
たされていることを確認しなければならない。この規定は、裁判所または権限ある機関による決

定が国内法制度で要求されている場合に、たとえば医薬品を投与するたびに裁判所または権限あ

る機関の承認を得るよう求めるものではない。

154．第 2項後段との関連で、非自発的措置の対象とされた人のケアを担当する医師が、法律によ
り、非自発的治療に関する決定を行なうことが認められている場合には、当該医師は事前に対象

者と面会して診察を行なっているはずである。ただし、法律の規定により、そのような決定を行

なえるのは特定の医師（たとえば病院の医長）に限られていることもあり得る。そのような医師

は事前に対象者と接触したことがないかもしれないため、第 2 項後段に、対象者との面会および
診察への言及が含まれているのである。

155．決定に関する再審査の期間が定められるべきであると第 3 項で規定されているのは、いか
なる決定の効力も、国内法が定める期間制限に服さなければならないということである。ただし

このことは、第 25条の規定に従って対象者が有する、再審査および不服申立てについての権利を
損なうものではない。
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156．第 4 項では、対象者は必要な能力および経験を有する医師の診察を受けなければならない
とされる。緊急の状況を除き、このような医師は精神科医であるのが通例であろう。要求される

能力のうち最も重要なもののひとつは、非自発的処置が適用されない場合の、対象者本人または

他者にとってのリスクを評価する能力である。この規定は、担当医が、自ら患者を診察したこと

のある他の保健ケア従事者から情報を受け取ることを排除していない。この規定は、非自発的拘

禁は客観的な医学的専門性に基づいて行なわれなければならないとする欧州人権裁判所の判例を

反映したものである。

157．第 5 項に掲げられた、対象者に近しい人と協議しなければならないという一般的原則の目
的は、望ましい職業上の実践を支援するところにある。対象者に近しい人々は、対象者の背景お

よび文化を含むその他の情報を知っている場合があり、このような情報によって対象者の精神状

態に関する見解が修正されることもあり得る。したがって、この要件は、ある人が不適切な処置

の対象とされないようにするための一助となる可能性がある。他方、状況によっては、対象者に

近しい人々の利益と対象者本人の利益が一致せず、対象者に近しい人々が、自分たち自身のため

に、対象者が非自発的処置の対象とされることを望む場合もある。状況によっては、ある処置が

必要なのは明々白々であり、このような協議を絶対的要件とするのは不当に官僚的であることも

あろう。

158．第 5 項には、近しい人々との協議に対して患者が表明した不服の尊重の原則が含まれてい
るものの、臨床実践上、他者に対する対象者の潜在的リスクの評価が非常に困難で、リスク評価

の正確性を向上させるために対象者に近しい人々と協議することが望ましい状況もあり得ること

は認識されている。このような稀な状況については、個別に検討されなければならない。この規

定は、対象者に近しい人々から自発的に提供される情報を医師または権限ある機関が受け取るこ

とを妨げるものではない。

159．第 6項の意図は、対象者に、法律により任命された、対象者に代わって決定を行ないかつ対
象者の利益を代弁する代理人がいる旨、対象者または対象者に近しい人から医師または権限ある

機関に告知があった場合には、当該代理人が、対象者の病態および提案されている処置に関する

協議の対象とされるべきであるということである。代理人の有無を判断しようとして網羅的な調

査を行なうことは求められない。代理人がいることがわかっている場合には、当該代理人と連絡

をとるための合理的努力が常に行なわれるべきである。ただし、現実には連絡がとれない場合（た

とえば代理人が休暇中で、連絡先の詳細が入手できない場合）に手続が違法となることを意図し

たものではない。対象者にすでにパーソナルアドボケイトがいる場合（前掲パラ 52参照）、対象
者が希望するのであれば、関連の手続中にパーソナルアドボケイトが対象者を支援することを認

めるのが、望ましい実践のあり方である。パーソナルアドボケイトがいない人に対し、この段階

でパーソナルアドボケイトの選任の機会を提供する可能性は、排除されない。

第 21条－緊急の状況下で非自発的措置および／または非自発的治療に関する決定を
行なう際の手続

160．緊急の状況下では、対象者本人または他者に対する深刻なリスクが切迫した形で存在すると
思われるため、通常の手続の適用に伴って生じる遅延は受け入れることができない。このような

状況を対象として設けられた手続は、他の状況下で用いられるべきではない。このような状況に

おいては、精神科医の見解を得ることが不可能な場合がある。第 2項 iでは、このような場合に、

－ 99 －



諸事情を考慮しながら、当該処置にふさわしい医学的評価に基づいて決定を行なうことを認めて

いる。欧州人権裁判所の判例は、医師による詳細な診察を措置前に要しない場合として、緊急の

状況下における非自発的措置を具体的に挙げている5。

161．したがって、診察は簡単なものであってもよく、対象者が建物に立てこもっている場合は扉
越しに行なうことさえ認められるが、それでも、当該処置に関する基準を満たすために十分な情

報が取得されなければならない。

162．事案によっては、非自発的処置がごく短期間しか必要とされない場合もある。第 24条第 1
項で定められているように、処置に関する基準のいずれかが満たされなくなった時は、当該処置

は終了するべきである。したがって、少なくとも理論上は、第 20条に従って裁判所または権限あ
る機関が決定を行なう間もなく処置が終了することもあり得る。本条第 1 項で定められているよ
うに、緊急の状況を対象とする手続は、第 20条に掲げられた手続の適用を回避するために用いら
れるべきではない。

163．第 2項 iでは、緊急手続に基づいて適用される非自発的処置は短期間（たとえば最長 48時
間または 72時間）であるべきことが強調されている。その期間を超えて処置を継続する必要があ
る時は、第 20条に掲げられた手続に従うべきである。

164．決定が緊急の状況下で行なわれたことにより、本勧告第 25条に従って処置の適法性に関し
て不服を申し立てる対象者の権利が制限されることはない。

第 22条－情報に対する権利

165．非自発的処置の対象とされる患者は、第 6条で定められているものと同一の、患者としての
自己の権利に関する情報に対する権利を有する。非自発的処置には対象者の権利および自由の侵

害が伴うことから、本条は、これらの人に対しては口頭および書面の両方で情報が提供されるべ

きであることを定めている。このような情報には、本勧告第 25条に従って再審査を受ける権利お
よび当該処置に対して不服申立てを行なう権利についての情報が含まれなければならない。欧州

人権条約に従い、非自発的措置の対象とされた人に対しては、当該非自発的措置の理由に関する

迅速な告知も行なわれるべきである6。

166．さらなる情報または新たな情報（たとえば、非自発的処置が特定の期間継続した後に初めて
関連性を有するようになる具体的権利についての情報または法律の改正に関する情報）が該当性

を有するようになった時は、当該情報が時宜を得たやり方で対象者に提供されるべきである。

167．非自発的治療との関連で、本条は、患者に対し、たとえば投薬のたびに毎回このような情報
を提供することは要求していない。このような情報は非自発的治療の開始時に提供されるべきで

あり、その後は第 2項に従って情報提供が行なわれるべきである。

168．第 3項では、対象者に代理人がいる場合、当該代理人に対しても前述の情報が提供されるべ
きであると定められている。このような情報を口頭および書面の両方で提供するのが、望ましい

実践のあり方である。

5 X v United Kingdom, judgment of 5 November 1981, Application number 00007215/75 
6 van der Leer v The Netherlands, judgment of 21 February 1990, Application number 00011509/85 
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第 23条－非自発的措置の対象とされた人の通信および面会に対する権利

169．拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会
（CPT）は、非自発的措置の対象とされた人が外界と通信できることの重要性を、治療的視点か
らも、人権侵害に対する保障措置としても強調してきた。第 i 号第 1 文に挙げられている者また
は機関との通信を制限することが適切な場合もあることは、想定されていない。適切な当局には、

本勧告第 37 条に従って基準のモニタリングを担当する当局のほか、欧州人権裁判所および CPT
のような国際機関が含まれる。措置施設外から情報を受け取る患者の権利は、制限されるべきで

はない。

170．他者と通信する権利の制限は例外的であるべきである。このような制限は、次の目的以外で
課されるべきではない。

 他者の権利を保護すること（たとえば、患者が家族構成員または知人に対して不快な電話

をかけまたは不快な手紙を送付することを繰り返す場合）。

 対象者の今後の展望に対する害を防止すること（たとえば、精神病の人が仕事を辞める意

思を明らかにしたものの、そのような決定を行なう能力を有していないと考えられる場合）。

 犯罪を防止すること（たとえば、患者に薬物売買の疑いがある場合、ある程度の検閲を課

すことは考えられる）。このような制限を課す場合、裁判所または権限ある機関で異議を申

立てられるようにするため、患者への告知が行なわれるべきである。

171．いかなる精神医療施設も通信および面会に関する「ハウスルール」（施設内規則）を定める
べきであり、そのような規則は独立の立場からの適切な検証の対象とされるべきである。このよ

うな規則においては、電話の使用、面会時間、ならびに、患者の身体・居室の捜索、無作為の薬物

尿検査および患者の通話のモニタリング等の処置を適用できる状況が生じ得る場合には当該状況

といった問題を取り上げることが求められる。

172．本条は、必要かつ適切である場合、通信を何らかの監視またはモニタリングの対象とする可
能性を排除するものではない。ひとつの例としては、ある人が、パーソナルアドボケイトに指名

した者とともに重大犯罪に関与した疑いがある場合などが考えられよう。

第 24条－非自発的措置および／または非自発的治療の終了

173．拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会
は、非自発的措置について、患者の精神状態によってもはや措置の必要がなくなった段階で終了

するべきであるとしている。本条は、欧州人権裁判所の判例7に基づくこのような原則に従ったも

のである。

174．第 3項にいう「担当当局」（the responsible authority）とは、患者が措置されている施設に
ついて責任を負う当局、または、患者が自発的もしくは非自発的措置の対象とされることなく治

療を受けている場合には、当該治療を行なう医師について管理責任を負う当局を指す。

175．本条第 4 項は、非自発的処置に代わる手段が可能な限り広く利用可能とされるべきである
という、第 10条 iiの原則と関連するものである。病院と地域サービスを結びつけ、かつ患者の退
院直後からより集中的な支援を提供することのできるアフターケアの体制により、患者は、この

7 Winterwerp v The Netherlands, judgment of 24 October 1979, Application number 00006301/73 
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ような体制が存在しない場合よりも早期に非自発的措置から解放され得る可能性がある。

第 25条－非自発的措置および／または非自発的治療の適法性に関する再審査および
不服申立て

176．欧州人権裁判所の判例により、欧州人権条約の意味するところは、人には、非自発的措置ま
たは非自発的治療（または該当する場合にはその両方）に関する決定について、合理的な間隔を

置いて不服申立てを行ないまたは再審査を受ける権利があるということであると明確にされてい

る。このような決定を行なったのが権限ある機関である場合、裁判所は、当該決定に対する不服

申立てについての決定を迅速に行なうべきである。原決定を行なったのが裁判所である場合、不

服申立てに関する決定も裁判所が行なうべきである。

177．本条は、自由の剥奪に関わる欧州人権条約第 5条の要件と、拷問および非人道的なまたは品
位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会が特に再審査に対する権利に関して定

めてきた基準を考慮したものである。裁判所によって措置が現行法の規定に違反すると認定され

た場合、対象者には、欧州人権条約第 5条第 5項で規定されている通り、賠償を受ける権利が認
められるべきである（同項は、「本条の規定に違反する逮捕または拘禁の被害を受けたすべての者

は、賠償を受ける執行可能な権利を有する」と定めている）。

178．間隔が第 1 項 ii に従って「合理的」であるかどうかは、事案の複雑さならびに申立人およ
び当局の行動を考慮に入れ、当該事案の特定の事情を踏まえて検討されなければならない。たと

えば、精神障害がある人が再審査を申請し、再審査によって処置を継続するべきであるとの結論

が出された場合に、申立人が第 1 次再審査決定の翌日にあらためて再審査を申請したとしたら、
当該患者の病態を踏まえ、新たな再審査によって短い期間内に異なる結論が出される可能性がど

のぐらいあるかを考慮しなければならない。

179．いかなる再審査または不服申立てにおいても、対審手続（当事者に対し、相手方から提出さ
れた所見または証拠について把握しかつ意見を述べる機会が与えられる手続）が用いられるべき

である。ただし、刑事上の文脈における手続（第 34条との関連で扱う）と民事上の文脈における
手続とは、性質がやや異なると考えることができる。そのため、どのような代理の形態が対象者

にとって最も適切であるかは、それぞれの文脈によって異なる場合がある。

180．対象者のケアを担当する医師に対し、関連の手続および当該手続に参加する医師の権利につ
いて告知するのが、望ましい実践のあり方である。

181．裁判所は、関連する事実問題および法律問題を十分に把握した上で、ある処置またはその継
続に関わる関連の手続上の要件および基準が遺漏なく満たされているかどうかを審査するべきで

ある。

182．対象者に対しては常に、パーソナルアドボケイト（存在する場合）または代理人（存在する
場合）による支援を受ける権利が認められるべきである。

183．第 2項との関連で、合理的な間隔を置いた再審査は、欧州人権条約の遵守を確保する上で重
要である。欧州人権裁判所の先例により、再審査は、裁判所の特性を有する特別機関が行なって

もよいことが明確にされている（たとえば、当該機関が必要な独立性を有しており、適切な手続

的保障措置を用意し、かつ、処置の適法性に関する決定および必要な時は処置の終了命令を行な
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える場合）。

184．法律により、担当当局（前掲パラ 174参照）が、対象者のケアを担当する医師に対して裁判
所への通知を委任することを認めることもできる。この場合、国内法制度によっては、担当当局

の役割を、純粋な行政機関ではなくモニタリングの役割も担う機関が履行することも可能である。

担当当局は、早期の再審査が適切であると考える時は、当該再審査を開始するための対応をとる

こともできる。

185．本条は、民事手続と行政手続を対象としている。このような文脈において、第 5項は、国内
法に従い、秘密保持および他の者の安全を理由として一部の情報を患者に開示しない可能性に言

及している。これは特に、患者に近しい人が、希望する時は秘密裡に（たとえば患者が自宅療養

期間をとっていた場合に）患者の病態に関する情報を臨床チームに提供できるようにすることを

目的としたものである。場合によっては、患者は本人がそう見せたいと思っているほど良好な状

態ではない（したがって退院させるのは適切ではない）ことを示唆する情報を開示した家族構成

員に対し、精神障害がある人が暴力的な反応をとる可能性もある。

186．前掲パラ 150 で指摘した通り、非自発的措置および非自発的治療の適切性は個別に検討さ
れるべきだが、ある人が両方の処置の対象とされている場合、再審査または不服申立てにおいて

両方の処置を同時に検討することが便宜にかなうこともあり得る。運用上は、非自発的措置およ

び非自発的治療に関する再審査または不服申立ての結果を、単一の行政決定または司法決定に統

合することも可能である。

第 IV章－同意能力のない人が不服を表明しない場合の措置

第 26条－同意能力のない人が不服を表明しない場合の措置

187．ある人に同意能力がない状況をどのように捉えるかは、国によって異なる。対象者の同意が
ないことから、そのような人に適用されるすべての処置が「非自発的」と見なされる国もある。

「非自発的」という用語を、対象者の意思に反する処置（同意能力を有している人が処置を拒否

する場合、または同意能力を有していない人が処置に不服を表明する場合）についてのみ用いる

国もある。本勧告では、「非自発的」の語を後者の意味で、より狭義に用いる。

188．本条では、同意能力を有していないが、他者が必要であると考えて提案する措置の処置に不
服を表明しない人の脆弱性について扱っている。このような場合、対象者の利益および福祉が十

分に保護されることがとりわけ重要である。このような状況は、重度の認知症または相当の精神

的ハンディキャップがある人との関連で生じる可能性が最も高いが、より稀ではあるものの、他

の重度の精神障害がある人との関連でも生じることがある。本条は、国として適切な保護の仕組

みを設けることの必要性を強調したものである。対象がどのような集団に属する精神障害者であ

るか、またはどのような態様の施設に措置されるかによって、適切な仕組みは異なる可能性があ

る。例としては、適切な場合には対象者の能力または措置の適切性について定期的再評価を行な

うことなどが挙げられよう。

189．措置された後に対象者が措置への不服を明らかにした場合、第 III章のすべての規定が適用
されるようにすることが重要である。本勧告の他の規定は常に適用され続ける。

190．本条で対象とされている集団は、保健ケア介入との関連でも脆弱な状況に置かれている。こ
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の点については、人権と生物医学条約等の他の法的文書で規制されている。

第 V章－特定の状況

第 27条－隔離および拘束

191．本条で扱っているのは身体的拘束と道具を用いた拘束である。「化学的拘束（抑制）」として
の医薬品の使用については、前掲パラ 145で検討している。前掲パラ 86で強調されている通り、
拘束および隔離の使用は最小限に留めることが重要である。隔離および／または拘束が、スタッ

フの便宜のために、または強制、規律維持もしくは処罰の手段として用いられることは、けっし

てあるべきではない。

192．第 4項では、本条は一時的な拘束を対象としていないことが明確にされている。この表現は
厳密に解釈されるべきである。「一時的な拘束」（momentary restraint）の概念で対象とすること
が意図されているのは、ごく短時間、穏やかなやり方で（たとえば相手の腕に手を添えることに

よって）対象者を身体的に押さえること以上のものではない。特に、道具を用いた拘束または強

い力による身体的拘束は、いかなる形態のものであれ、この概念から除外される。一時的な拘束

の必要性は、たとえば、重度認知症の人が、扉が開いている時に病院から外に出ようとした時な

どに生じ得る。病棟から出ることがその人の健康または安全にとってリスクとなるのであれば、

扉が閉められるまでの間、穏やかなやり方による一時的な拘束が必要になるかもしれない。

193．一時的な拘束が常態的に必要となる場合、患者の治療計画との関係でそのような拘束の必要
性を記録し、かつ医師による監督の対象とすることが望ましい実践のあり方である。

194．隔離または一時的なものを超える拘束は、常に治療計画との関係において用いられるべきで
ある。第 1 項で定められているように、このような処置は病院等の適切な施設以外で用いられる
べきではない。一時的なものを超える拘束の利用は、高齢者が対象とされる場合には若い患者よ

りも高いリスクを伴う可能性があり、高齢の患者については追加的保障措置を設けておくことが

望ましい場合がある。

195．このような処置が必要になるかもしれないことが認識された場合、可能な時は患者とこの問
題について話し合い、その意見を考慮することが、望ましい実践のあり方である。たとえば患者

は、一定の状況下で自分が暴力的になる傾向があることを自覚しているかもしれない。患者が落

ち着いている間に、いまにも暴力を振るいかねない兆候をスタッフが認識した場合にどのような

対応をとってもらいたいと考えるか、話し合っておくことも考えられる。患者は、気を静め、状

況のエスカレートによって拘束が必要になる可能性を防止できるようにするため、自らの意思で

短期間隔離室に行き、扉を開放したままそこに留まることを望むかもしれない。

196．第 27条第 1項で最小限の制限の原則（第 8条）に言及されていることは、精神障害がある
人による暴力的行動の威嚇または実際の暴力的行動に対し、スタッフは段階的やり方で対処する

べきであることを明らかにするものである。まずは口頭で対応し、その後は、患者または他者へ

の差し迫ったまたは切迫した危害を防止するために必要な限度において手を使って拘束し、かつ、

道具を用いた拘束が正当化され得る非常に稀な場合に限り、最後の手段としてそのような拘束を

用いるようにすることが求められる。最小限の制限の原則はまた、当該処置の期間は目的達成の

ために必要な限度を超えるべきではないことも意味する。前掲パラ 82で挙げられている、ケージ
ベッドに代えてより制限度の低い介入を用いる例は、本条にも関連するものである。
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197．本条における危害への言及には、苦痛が加えられる可能性が含まれる。患者本人に対する危
害への言及は、たとえば、患者がナイフを持っていて自分を刺そうとしている（または自分を刺

す意図があるように見える）状況や、輪縄を準備して首を吊ろうとしている状況なども対象とす

るものである。

198．監督が要件とされているからといって、緊急の状況下で適用しなければならなくなる可能性
がある処置の開始時に医師が立ち会っていなければならないというわけではない。隔離または拘

束は医学的性質の決定と見なせるので、本条では一時的な拘束については対象とされていないも

のの、医師としては、このような拘束の適切性を検討し、より制限度の低い介入を代替手段とし

て用いることができないかどうか検討するため、一時的な拘束が用いられる頻度を知っておくの

が望ましい実践のあり方である。

199．隔離または拘束を受けたことのある人々は、自分の経験について、屈辱感や尊厳の喪失感な
ど、非常に否定的な感情を覚えたと説明している。一時的なもの以上の拘束の対象または隔離の

対象とされたいかなる人に対しても、その経験について臨床スタッフと話し合う機会が提供され

るようにすることは重要である。このようなデブリーフィングでは、このような経験に関して否

定的な感情があればそれに対処し、どのようなアプローチをとれば将来の隔離または拘束の必要

性を最小限に抑えられる可能性があるかを模索することができる。

200．本条では特に、拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関す
る欧州委員会（CPT）が公表する報告書で行なわれてきた勧告が考慮されている。CPTは、隔離
および拘束が処罰として用いられることはけっしてあるべきではないこと、また患者の隔離また

は拘束は明確に定められた施設方針を背景とする場合以外には用いられるべきではないことを強

調してきた。

201．適切な記録を求める第 2 項の要件は、隔離および拘束の使用のモニタリングが可能となる
ようにすることを目的とするものである。本勧告第 37 条第 1 項 ii は、職業上の義務および基準
の遵守についてモニタリングすることの重要性を強調している。隔離および拘束の使用を適切に

記録すること（後掲パラ 203で取り上げられている登録簿の使用を含む）は、この目的の達成に
役立つはずである。

202．本条第 3 項には、隔離または拘束の使用の記録に関する基準がより詳細な形で掲げられて
いる。

203．拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会
（CPT）基準では、身体的拘束または隔離の使用のすべての事案を、この目的のために特に設け
られた記録簿および当該患者の診療録に記録することが要求されている。記録には、当該処置の

開始・終了時間、事案の状況、当該処置を用いた理由、当該処置を命令しまたは承認した医師の

名、および、患者またはスタッフが負傷した場合には当該負傷に関する説明が含まれるべきであ

る。CPTは、これらの処置がどの程度用いられているかをモニタリングする上でこのような登録
簿が重要であることを強調している。刑事施設との関係では、CPTの要件は道具を用いた拘束の
使用にしか言及していない。各国は、登録簿の作成および維持に関する責任が明確にされること

を確保するべきである。実務上は、このような記録簿は関連の施設に備えられることになる可能

性が高い。登録簿には機微な個人データが含まれることになるため、パラ 99で指摘されている通
り、しかるべき形で保護されるべきである。
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204．隔離または拘束は、刑事施設でまたは警察によって、精神障害とは無関係の理由で用いられ
ることもある。その理由の例としては、施設内の秩序を維持することまたは逃亡を防止すること

などが挙げられる。精神障害以外の理由による隔離または拘束の使用は本勧告の範囲を超えるが、

このような処置の利用において、精神障害がある人が差別の対象とされるべきではない。刑事施

設において精神障害との関連で隔離または拘束を用いる場合には、適切な警備上の考慮を踏まえ

ながら、第 27条の原則に従うことが求められる。警備上の考慮は、人が高警備精神医療施設への
非自発的措置の対象とされた場合にも関連性を有する可能性がある。

第 28条－特定の治療

205．第 1項では、不可逆的な身体的効果をもたらすことが目的ではないものの、とりわけ干渉度
の高いものとなる可能性がある治療に言及されている。このような治療は、身体的な意味では特

に侵襲的なものではないかもしれない。加盟国は、国際的見解（たとえば世界医師会が表明して

いるもの）を考慮しながら、どのような治療がこのカテゴリーに該当するかを決定する責任を負

う。加盟国には、本項で対象とされている治療にふさわしい倫理審査のあり方について決定する

責任もある。このような審査は、たとえば、このような治療を規制する国内法の策定を背景とし

て、または治療の適切な使用に関する職業上のガイダンスを作成する過程で職能団体によって、

実施することが考えられる。

206．電気けいれん療法（ECT）は、このカテゴリーに該当すると考えられる可能性がある治療の
ひとつである。ECTの適応症は厳格に定義・限定されており、これらの適応症に対して用いられ
る場合には救命治療となり得る（たとえば、鬱のために飲み食いもせず、身体的健康が深刻なリ

スクにさらされている重度の鬱病患者の場合、ETCが病態を改善する最も迅速な方法となるかも
しれない）。このような状況では、疾患が重度であることから対象者が同意能力を有している可能

性は低いため、第 1項 iiiには、治療の適切性に関して独立の立場から審査が行なわれるという保
障措置を付した上で、患者がこのような状況下で救命につながる可能性がある治療を受けられる

ようにするための定めが置かれている。

207．第 1項における「国際的な基準および保障措置」（international standards and safeguards）
への言及は、国際的発展を考慮する必要性と、特定の治療アプローチに関する国際的見解の双方

を指している。特に、この点に関する拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは

刑罰の防止に関する欧州委員会（CPT）の見解に対して注意が促されるところである（CPT基準
参照）。そこでは、精神医療実践における従来型 ETC（麻酔および筋弛緩剤を用いずに行なうも
の）の実施は――とりわけ骨折その他の不都合な医学的影響のリスクを理由として――もはや受

け入れ可能と見なすことはできず、したがって ETC は常に修正型で実施されるべきであるとさ
れている。

208．CPT基準では、ECTのいかなる使用も、特定の登録簿に詳細に記録されなければならない
とも定められている。このことは、適切なモニタリングが行なえるようにし、かつ望ましくない

実践が行なわれた場合はそれを特定できるようにする上で役に立つであろう。登録簿には機微な

個人データが含まれることになるため、パラ 99で指摘されている通り、しかるべき形で保護され
るべきである。

209．第 28条で対象とされている特殊な治療を未成年者に対して使用することに関しては、特別
な考慮が必要となる。本勧告の準備作業においては、未成年者の精神障害を対象とする不可逆的
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介入（精神外科手術など）の使用が適切となる状況は、まったく挙げられなかった。

210．本条第 2 項では、不可逆的な身体的効果をもたらすことを目的とする精神障害の治療が対
象とされている。このような治療が精神医療実践で用いられることはきわめて稀であり、このよ

うな治療は、最小限の制限の原則に従い、治療に関する他のすべての選択肢が功を奏さなかった

場合の最後の手段として、かつ、十分な情報に基づく対象者の書面による同意が得られた場合に

限って用いられるべきである。

211．不可逆的な身体的効果をもたらすことを目的とする介入の例としては、脳の特定部位に微細
な損傷を与えることを意図した精神外科手術がある。このような損傷は脳機能に影響を及ぼす。

意図される効果は、対象者の精神障害の改善である。しかし、投薬によって意図しない副作用が

生じ得るのと同様に、このような損傷が意図しない機能上の効果をもたらす可能性もある。現代

的精神外科手術の技法では、生じる損傷は実際のところ非常に微細なもので、有害な機能上の副

作用が生じるリスクは低くなっている。しかし、このような副作用のリスクについては、同意を

求める過程で十分に取り上げられるべきである。

212．第 2 項では、このような治療は非自発的措置の対象とされている人に対して用いられるべ
きではないと定められている。特に、このような状況下で与えられるいかなる同意も、それが自

発的なものであることを確保するのは困難なためである。

213．自由な、十分な情報に基づく対象者の具体的同意を書面で得なければならないという第 2項
の要件が意味するのは、精神障害を理由とする不可逆的な治療については、同意能力がない人（未

成年者か成人かを問わない）に代わって許可を与えることはできないということである。

214．加盟国は、第 2項 iiで言及されている倫理審査の性質に関する決定に責任を負う。

215．第 2 項 v にいう臨床プロトコールは、介入が職業上の基準に従って行なわれることを確保
するためのものである。このようなプロトコールでは、精神外科手術を検討する前に用いられる

べき治療およびその治療が続けられるべき期間について扱うことが考えられる。精神外科手術は、

このような治療が功を奏しなかった時でなければ用いられるべきではない。プロトコールでは、

介入前に行なわれるべき検査（身体的・心理的検査および画像検査を含む）についても取り上げ

るべきである。このようなプロトコールは複雑なものであり、本パラグラフを包括的説明と捉え

るべきではない。

216．第 2項 vで「国際的な基準および保障措置」に言及されているのは、たとえば、精神障害を
治療するための精神外科手術は現在ではめったに、かつ非常に限られた適応症の場合にしか用い

られなくなっていることを反映したものである。この種の介入について専門性を有する総合施設

はほとんどない。したがって、このような治療が提案される場合、行なわれるいかなる治療も最

新の実践に従ったものとなることを確保するため、治療を担当する医師が、世界中の他の総合施

設から報告されている経験を十分に考慮することが重要である。現代的な精神外科手術の技法の

効果に関する長期的研究が存在しないことに鑑み、このような介入を行なう総合施設に対し、こ

のような研究の実施に関する支援を提供することが重要となる。このような介入を登録簿に記録

しなければならないという要件は、このような介入の使用のモニタリングと、その効果について

おさらなる調査の両方を促進するためのものである。登録簿には機微な個人データが含まれるこ

とになるため、パラ 99で指摘されている通り、しかるべき形で保護されるべきである。
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217．第 2 項では、意図しない副作用として不可逆的な効果を生じさせる可能性のある治療は対
象とされていない。たとえば、精神病治療のために用いられる一部の薬は、長期に使用した場合、

一定の割合の患者に、不可逆的な病態となりかねない遅発性ジスキネジアを生じさせる可能性が

ある。しかし、その薬を処方する医師にはこのような効果を生じさせる意図はない。

第 29条－未成年者

218．未成年者は、養護施設（foster homes）、自立支援施設（community homes）および病院を
含む多種多様な施設に措置される可能性がある。「未成年者」（minor）の定義は加盟国によって異
なる。本勧告との関係では、人権と生物医学条約の場合と同様に、この用語をどのように解釈す

るかについては加盟国が定めることになる。本条第 2 項で未成年者の意見の考慮に言及されてい
るのは、人権と生物医学条約第 6条第 2項に掲げられている、この点に関する一般的要件を反映
したものである。

219．第 3項との関連で、親が未成年者の代理人を務めるのが通例ではあるものの、場合によって
は未成年者と親との間に利益相反が生じる可能性もある。未成年者の意見と親の利益が食い違う

場合、自分の利益を代弁してくれると未成年者が信頼する他の代理人（たとえばこの役割を果た

せるソーシャルワーカー）を利用できるようにすることが検討されるべきである。

220．第 4項との関連では、自宅から遠く離れた子ども・青少年用区画で受け入れるよりも、自宅
に近い成人用区画で受け入れる――そのことによって家族との接触が促進されるようにする――

ことのほうが未成年者の利益および福祉にかなう場合を、例として挙げることができよう。

221．第 5項は、国連・子どもの権利条約（1989年）第 28条の原則を反映したものである。同条
は、教育に対する子どもの権利を規定するとともに、そのような教育はすべての子どもにとって

利用可能かつアクセス可能とされるべきであるとしている。授業は、当該精神保健施設の管理者

らと連携しながら関連の教育部署が運営することもできる。本条でいう訓練には職業訓練も含ま

れる。

第 30条－生殖

222．欧州人権条約第 12条は、「婚姻適齢に達した男女は、この権利の行使を規律する国内法に従
い、婚姻しかつ家族を形成する権利を有する」と規定している。本勧告第 4条第 2項で定められ
ているように、この権利に対するいかなる制限も、欧州人権条約の規定に従って課されるべきで

ある。

223．第 30条では、精神障害自体は人の生殖能力に対する恒久的侵害（不妊手術）の正当化事由
にならないことが強調されている。不妊手術は精神障害を治療するものではない。現代的不妊手

術法には多くの場合に原状回復の可能性があるが、本条は、外科的手段による回復の可能性があ

るかもしれないことにかかわらず、恒久的であることを意図したすべての介入を対象としている。

第 31条－妊娠中絶

224．各国が妊娠中絶を許可しまたは禁止する際の基準は、本勧告の範囲を超える。本条では、精
神障害自体は妊娠中絶の正当化事由とされるべきではないという原則が強調されている。妊娠中

絶に関するいかなる国の立場も損なうものではないが、留意しておくべき点は、精神障害が自己

の〔訳者注／健康？〕に及ぼす影響が大きいために妊娠を継続したくないと女性が考える場合、
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当該事案で提案される正当化事由は、精神障害があるという事実のみではないということである。

第 VI章－刑事司法制度への関与

225．精神障害がある人が刑事司法制度に関与することになった場合、欧州人権条約に掲げられた
権利を保障される資格を有する。このような状況にあっては同条約の第 5条および第 6条に掲げ
られた権利がとりわけ重要であり、本章の規定もそれらの条項に照らして理解されるべきである。

第 32条－警察の関与

226．第 1項にいう介入には、国内法に従い、逮捕または施設への立入りが含まれる場合がある。
このような介入（公的・私的領域双方への介入）と医療サービス機関および関連する場合には社

会サービス機関による介入との調整を図らなければならないという第 1 項の要件の目的は、対象
者の尊厳、利益および福祉の尊重を確保するところにある。このような調整はまた、たとえ対象

者本人または他者に対する相当の危害のリスクがあるとは思えなくとも、対象者に犯罪の容疑が

あり、かつその行動が精神障害を強く示唆する場合にも、望ましい実践のあり方である。

227．第 2項の要件は、適切な場合には、身体の安全および公の秩序の尊重を保障する機関として
の警察が担う一般的役割の一環と考えられる。

228．警察の構成員は刑事司法制度の構成員であり、そのすべての活動は刑事司法制度の一環とし
て捉えられるべきである。警察の構成員には、職務を開始した時点から、精神障害がある人の尊

厳および基本的権利を尊重する義務がある。この義務は訓練の際に強調されるべきである。ただ

し、具体的訓練を受けていないからといって、警察の構成員がこの原則を尊重しなくてもよいこ

とにはならない。

229．特に、欧州警察倫理規則に関する勧告 Rec (2001)10およびその説明覚書に注意することが
求められる。同勧告は、脆弱な立場に置かれた集団の状況に警察が特段の注意を払う必要性を強

調するとともに、警察による逮捕および自由の剥奪に関する具体的基準を定めている。これらの

基準は、本勧告の第 32条および第 33条にも関連するものである。

230．第 4項にいう訓練は、地元の精神保健サービス機関と協議しながら実施し、かつ、精神障害
が疑われる人を関連の法律との関係でどのように認識しかつ対応するべきかに関する基本的指針

を含むべきである。「警察と人権 1997～2000年」プログラムにおいて作成された欧州評議会の
人権研修資料パッケージ8に注意することが求められる。

第 33条－逮捕された人

231．人を拘禁しまたは逮捕する手段は、たとえば民事法、刑事法または行政法のいずれを通じて
行なわれるかなど、国によって異なる。誰に逮捕権限が与えられるべきかという問題は国内法上

の問題であり、本条では定められていない。

232．人が逮捕された場合、一部の法制度では、対象者が取調べにおいて「自ら弁明する」ことが
期待される。第 i号の目的は、精神障害のある人が、手続中、このような脆弱な時期にあって精神
的支援を提供できる他の人の付添いを受けられるようにすることである。精神障害がある人が誤

って犯罪の自白を行なう中で誤審が生じる場合もあり、この規定の目的は、逮捕された人が覚え

8 Human Rights Information Centre, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Franceより入手可能。
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る可能性のある脆弱感を低減させることによってこのようなことが起きる可能性を最小限に抑え

るところにある。したがってこの規定は、本条では扱っていない弁護士選任権についての国内法

上の規定を積み増すものであり、このような規定にとって代わるものではない。

233．前掲パラ 52で取り上げたように、パーソナルアドボケイトは、当該個人に近しい人であっ
てもよいし、ボランティア団体またはアドボカシーサービス機関から派遣される者であってもよ

い。このような場合、対象者に金銭的負担が生じる可能性は低い。逮捕された人がこのような選

択肢を利用できず、このような役割を果たす者が国によって任命される場合に対象者に金銭的負

担が生じるのであれば、その負担は対象者が利用可能な資源と釣り合いのとれたものであること

が期待される。

234．ある人が犯罪に関連して逮捕された場合、対象者の知り合いである特定のパーソナルアドボ
ケイトが取調べの場に立ち会うことで、刑事捜査の妨げとなる可能性もある。たとえば、そのパ

ーソナルアドボケイトも犯罪に関与していたかもしれない場合などである。あるいは、アドボケ

イトが、逮捕された人の状況を好転させる目的で、たとえば盗品の所在に関して取調べの際に得

られた情報を利用し、警察が発見する前に盗品を回収することなども考えられる。

235．そのため本条では、対象者および捜査当局の双方が受け入れられる「適切なパーソナルアド
ボケイト」に言及されている。たとえば、地元のボランティア団体またはアドボカシー機関から

派遣された者は、利益相反のリスクを伴うことなくパーソナルアドボケイトの役割を果たせる可

能性がある。

第 34条－裁判所の関与

236．本条第 1 項は、たとえ対象者が措置に同意していても非自発的措置の対象とすることがで
きるとしている。そうしなければ、罪を犯した者が、裁判所に対し、自分はある処置に同意して

いると通知する可能性がある。裁判所は、その主張に基づいて当該犯罪者の案件の処分に関する

決定を行なうことになろう。その後、犯罪者が直ちに処置を拒否した場合、処置を執行する権限

は存在せず、当該案件に関する裁判所の決定の適切性が問われかねない。

237．本勧告は、刑事司法の文脈における、精神障害を理由とする処置および治療について詳細に
規定するものではない。ただし本条は、対象者が、欧州人権条約の保障に従い、課された処置ま

たはその継続的適用の適法性について裁判所の再審査を受ける権利を行使できるべきであること

を強調している。加えて、第 III章のその他の規定も、裁判所が課す措置および治療との関連で考
慮されるべきである。第 III 章の規定のいかなる不適用も、たとえば適切な警備上の考慮の結果
としてなどの形で、正当と認められる必要がある。便宜上の理由のみに基づく不適用は、正当と

は認められないことになろう。

238．特に、いずれかの人を精神障害を理由とする措置の対象とすることは、当該措置に治療目的
がない場合、換言すればその目的が監護のみである場合には、適切ではない点に留意しておくべ

きである。

239．収監は、「非自発的措置」のひとつの形態と考えることもできる。ただし、本勧告で用いら
れている「非自発的措置」は常に、精神障害を理由とする非自発的措置を指す用語である。同様

に、本条で用いられている「措置」の語は精神障害と関連した措置を指す。したがって、たとえ

ば軽度の精神障害がある人に通常の収監刑が言い渡されることはあり得るものの、その人は精神
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障害との関連で「措置」の対象とされるわけではない。

240．他方、重度の精神障害がある人が、殺人のような非常に重大な犯罪を行なうこともあり得る。
裁判所は、本条第 2 項で要求されているように適切な医学的証拠に基づき、対象者について高警
備精神医療施設への措置および当該施設における非自発的治療の実施を命ずるという形で、事件

処理を行なうかもしれない。この例では、対象者は、本勧告にいう非自発的措置と非自発的治療

両方の対象とされることになる。

241．裁判所は、対象者が刑事責任の低減をもたらした精神障害を有しているか否かを決定し、か
つ適切な場合にはこのことを考慮するべきである。本条第 2 項は、精神病者の保護および精神保
健ケアの向上に関する国際連合決議 A/RES/46/119の原則 20（3）にしたがったものであり、そこ
では、裁判所に対し、精神保健施設への措置に関する命令を行なう際には、資格のある独立した

医師の見解に基づいて行動することが要求されている。

242．精神障害がある人が罪を犯した場合、地域社会、普通刑事施設または精神医療施設（民間施
設および警備施設の双方を含み、かつ、刑務所外の施設、または刑事施設における保健ケアの倫

理的および組織運営的側面に関する加盟国への閣僚委員会勧告 R (98)7（付属文書パラ 55）に従
うことを条件として特別刑事施設内の施設を含む）で治療の対象とされる場合がある。さまざま

な場面における治療の適応に関する考慮事項には、精神障害の重症度および治療可能性ならびに

犯罪の性質が含まれる。

243．国によっては、精神鑑定の必要があると考えられる場合に、裁判所が医師の見解を考慮する
ことなく対象者を入院鑑定措置の対象とすることが認められている。この医学的鑑定の目的は、

医師による見解を得られるようにするところにある。しかし、適切な判決に関する決定が行なわ

れる前の鑑定命令は判決決定そのものではないため、本項では鑑定命令は対象とされていない。

244．合意によれば、第 2項は、裁判所が、収監または終局決定の言渡しに代わる手段として、国
内法に従って精神鑑定または精神医学的もしくは心理的ケアプログラム（物質濫用への対応を目

的とするプログラムを含む）を課す可能性を排除するものではない。

245．精神障害のため弁論を行なう適格性がないと判断される人が期間を定められることなく非
自発的措置または非自発的治療の対象とされる場合、拷問および非人道的なまたは品位を傷つけ

る取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会の基準に従い、本勧告第 25 条の規定に従って行
なわれるべき当該処置の定期的再審査に特段の注意が向けられなければならない。

第 35条－刑事施設

246．本条は、刑務所、留置施設その他の刑事施設に適用される。前文では、欧州刑事施設規則に
関する勧告 R (87)3の規定を考慮する必要性に、注意が喚起されている。本条第 1項は、精神障
害がある人に、本勧告の前文で強調されている、刑事施設における保健ケアの倫理的および組織

運営的側面に関する勧告 R (98)7 に掲げられたすべての保護規定から利益を得る権利があること
を強調するものである。

247．特に、同勧告のパラ 13に掲げられた「医学的秘密保持は、住民全体と同一の厳格さをもっ
て保障されかつ尊重されるべきである」という要件に、注意が喚起されるところである。

248．ケアの同等性の原則は、拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防
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止に関する欧州委員会（CPT）によって基本的原則と位置づけられており、前掲勧告 R (98)7 に
も含まれている。CPT基準は、刑事施設における保健ケアサービスについて、患者が外部の地域
社会で享受できるものに匹敵する条件で治療および看護を提供できるようなものであるべきであ

るとしている。医師、薬剤師、看護師および技術スタッフならびに施設、設備および器材に関す

る体制も、それに応じて整備されるべきである。

249．CPT はまた、刑事施設の被収容者の間では一般住民と比較して精神症状の発生率が高いこ
とも指摘している。そのため、精神医学の資格を有する医師が各刑事施設の保健ケアサービスに

配属されるべきであるというのが CPTの見解である。本条では、刑事施設に拘禁されている精神
障害がある人（「被収容者」）が適切な治療の選択肢を利用できるようにすることの重要性が強調

されている。これにはパーソナリティ障害がある被収容者向けの治療プログラムも含まれるが、

このような被収容者が全員このようなプログラムを希望しており、またはこのようなプログラム

から利益を得られると推定するべきではない。

250．特に、刑事施設における保健ケアの倫理的および組織運営的側面に関する勧告 R (98)7は、
重度の精神障害がある被収容者が、十分な装備および適切な訓練を受けたスタッフを擁する病院

区画でケアされるようにすることを求めている。

251．精神障害がある被収容者（またはその代理人）が、刑事施設で提供されるケアがその病態に
とって不適切であると考える場合または病態が当該刑事施設の環境と相容れないと考える場合、

適切なケアまたは移送を要請できるべきである。そのようなケアまたは移送の要請が受け入れら

れない時は、適切な不服申立て制度が利用可能とされるべきである。

252．非自発的治療が刑事施設で行なわれる場合、対象者が治療を甘受する状況と積極的に抵抗す
る状況とでは相当な違いが存在する。前者の場合は治療を適切な医療区画で行なうことも可能だ

が、後者の場合、治療は精神障害の治療にふさわしい病院区画でのみ行なわれるべきである。

253．刑事施設内の病院区画が精神障害の治療にふさわしいものであるかどうかを決定するのは、
加盟国の責任である。このような決定を行なうにあたっては、本勧告に掲げられている基準に従

ったケアを当該区画で提供できるかどうかを考慮することが求められる。精神障害の治療にふさ

わしい施設に指定された病院区画は、登録され、かつ適切な国の機関によるモニタリングの対象

とされるべきである。

254．刑事施設の文脈における隔離または拘束の使用については、前掲パラ 203および 204で論
じている。

255．第 4項にいう独立のモニタリング制度は、刑事施設当局から独立しているべきである。この
ような制度を、後掲第 VII 章で取り上げる質の保証およびモニタリング関連の（諸）制度と組み
合わせることも有益かもしれない。

第 VII章－質の保証およびモニタリング

第 36条－基準のモニタリング

256．質の保証およびモニタリングは、精神障害がある人の人権の保護を確保し、精神障害がある
人に対する質の高いケアの提供を確保し、かつ、関連の法的基準（本勧告に掲げられているもの

を含む）の遵守を確保する上で、重要である。拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱
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いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会基準では、委員会は「精神医療施設が独立の外部機関に

よる定期的訪問の対象とされることを相当に重視する」とされる。

257．質の保証およびモニタリングのための手法は、国によって異なる場合がある。たとえば、法
律上、技術上および職業上の基準のモニタリングを単一の機関が行なう国もあろう。他方、ある

機関が法律上の基準を担当し、他の機関が職業上・技術上の基準を担当する国もあるかもしれな

い。本条は特定のアプローチを規定するものではない。

258．第 2項 iiiとの関連では、精神保健と人権の分野に関与している非政府組織も重要な役割を
果たし得る。特に、精神保健サービスを現在利用しているまたは過去に利用したことのある人々

およびこれらの人々に近しい人々（特に精神障害がある人の介護者として行動している人々）が

関わる団体は、参加を促されるべきである。

259．第 2項 ivとの関連では、本条に基づいて設置される制度と、刑事施設における精神障害が
ある人の治療およびケアを独立の立場からモニタリングする機関が別々の機関である場合、本勧

告の第 35条第 4項で求められているように、両機関の調整が行なわれるべきである。両方の機能
を同じ機関が担うことが有益である可能性もある。

第 37条－モニタリングに関する具体的要件

260．拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会
は、前掲パラ 256で取り上げた機関の活動に関する勧告を行なってきており、その内容が本条に
含まれている。

261．職業上の義務および基準のモニタリングの例としては、スタッフがその役割に関する適切な
資格を有していること、スタッフが適切な臨床プロトコールを用いていること、および、拘束・

隔離の使用が適切であることの確保などが挙げられる。他にも多数の例がある。

262．第 3項 iiiとの関連では、関係者の身元を推測できないようにすることが重要である。その
ためには、小規模施設との関連で特段の考慮が必要になる場合がある。

第 38条－統計、助言および報告

263．統計情報その他の関連情報を収集して利用可能とすることは、モニタリング、望ましい実践
の特定および国際比較のために有用である。選ばれた事案の検証および判例の透明化は、加盟国

にとって、本勧告および他の関連文書（拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまた

は刑罰の防止に関する欧州委員会の基準を含む）に従って自国の基準を維持するための重要な手

法となる。

264．国ごとに、非自発的処置の使用に関する完全かつ明確な統計（対象者の人数、その診断カテ
ゴリー、非自発的処置の期間、不服申立て件数、手続の期間およびその結果、ならびに、非自発

的措置の使用およびその施設の場所を含む）を作成することが望ましい。
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欧州評議会

拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会（CPT）

ストラスブール、2017年 3月 21日     CPT/Inf(2017)6 

成人対象の精神医療施設における拘束手段

（改訂 CPT基準）

CPTは、本件主題に関するこれまでの刊行物1と、さまざまな欧州諸国の民事・司法精神医療施

設に対して近年実施してきた訪問調査の際の知見に照らし、拘束手段の使用に関する基準を見直

して本文書にまとめることを決定した。

はじめに

CPTは、精神医療患者との関係における各種の拘束の使用に対し、その干渉的性質および虐待・
陵虐の可能性に鑑みて特段の注意を払ってきた。

CPTはまず、拘束手段の使用の頻度および期間を可能な限り限定することによってその防止を
図ることが、常に最終目標とされるべきであることを強調したい。そのためには、関連の保健当

局および精神医療施設管理者が、戦略を発展させ、かつ一連の積極的措置をとることがこの上な

く重要である。これには、特に、安全で安定した物的環境（屋外環境を含む）の提供、十分な人数

の保健ケアスタッフの雇用、患者の拘束に関与するスタッフの十分な初期研修および継続的研修、

ならびに、代替的処置（ディエスカレーションの手法を含む）の開発の促進が含まれるべきであ

る。

CPTが訪問した国のほとんどで、次のようなタイプの拘束のいずれかまたは複数が使用されて
いる場合がある。

(a) 身体的拘束（スタッフが有形力を用いて患者を押さえまたは動けなくすること――「人力に
よる統制（manual control）」）

(b) 道具を用いた拘束（革紐等の拘束具を用いて患者を動けなくすること）
(c) 化学的拘束（患者の行動の統制を目的として薬を強制的に投与すること）
(d) 隔離（鍵のかかった部屋に患者を単独で非自発的に措置すること）

1 CPTの活動に関する第 8次一般報告書（CPT/Inf (98) 12）のパラ 47－50および CPTの活動に関する第 16次
一般報告書（CPT/Inf (2006) 35）のパラ 36－54、ならびに、「精神医療施設における拘束の使用」に関する文書
CPT (2012) 28参照。
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1．一般的原則

1.1 暴力的な精神病患者であって本人または他者にとって危険な者の拘束は、例外的に必要とな
る場合がある2。

1.2 拘束手段は、常に、適法性、必要性、比例性および説明責任の原則に従って適用されるべき
である。

1.3 あらゆる態様の拘束およびその使用に関する基準は、法律によって規制されるべきである。

1.4 患者の拘禁は、本人または他者に対する切迫した危害を防止するための最後の手段（ultimo 
ratio）としてのみ用いられるべきであり、かつ、その期間は常に可能な最も短い期間に留められ
るべきである。拘束の適用に至った緊急の状況が存在しなくなった時は、患者は直ちに解放され

るべきである。

1.5 拘束手段は警備処置であって、治療上の正当化事由を有しない。

1.6 拘束手段が、処罰として、単なるスタッフの便宜のために、スタッフ不足を理由として、ま
たは適正なケアもしくは治療に代わるものとして用いられることは、けっしてあるべきではない。

1.7 すべての精神医療施設は、拘束についての、包括的で注意深く作成された方針を定めておく
べきである。方針の作成においては、スタッフと管理者双方の関与および支持が欠かせない。こ

のような方針においては、拘束手段の使用を可能な限り防止することが目指されるべきであり、

かつ、使用することのできる拘束手段、それらの手段を適用できる状況、実際の適用方法、必要

な監督、および、当該処置の終了と同時にとられるべき対応について明確にしておくことが求め

られる。このような方針には、スタッフの訓練、記録、内部的・外部的報告の仕組み、デブリーフ

ィングおよび苦情申立て手続といった、他の重要な問題に関するセクションも含まれるべきであ

る。さらに、患者に対し、拘束に関する施設方針についての関連情報を提供することが求められ

る。

2．許可

 拘束手段のあらゆる使用は、常に、個別鑑定の後に医師が行なう明示的命令によるか、または

直ちに医師に通知してその承認を求める対象とされるべきである。この目的のため、医師は、当

該患者を可能な限り早期に診察するよう求められる。包括的許可は容認されるべきではない。

3．拘束手段の適用

3.1 患者を害しまたは患者に苦痛を引き起こすリスクを最小限に留め、かつ患者の尊厳を可能な
限り保全するため、拘束手段は常に、熟練の技術と配慮をもって適用されるべきである。スタッ

フは、拘束手段の実際の適用に参加する前に適正な訓練を受けておくことが求められる。

3.2 身体的（人力による）拘束を用いなければならない場合、スタッフは、傷害リスクを最小限
に抑えるホールディングの技法に関して特別な訓練を受けておくべきである。首を押さえこむ技

法および患者の気道を塞ぐことまたは苦痛を与えることにつながる可能性がある技法は、禁じら

2 精神障害がある人の人権および尊厳の保護に関する加盟国への閣僚委員会勧告 Rec(2004)10 第 27 条、ならび
に、Bureš v. the Czech Republic (18 October 2012; application no. 37679/08; paragraph 86) および M.S. v. 
Croatia (19 February 2015; application no. 75450/12; paragraph 97) における欧州人権裁判所の判決も参照。
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れるべきである。

3.3 道具を用いた拘束に関しては、患者が負傷しかつ／または苦痛を覚えるリスクを最小限に留
めるため、有害な影響の限定を目的として設計された用具（詰め物の入った布紐が望ましい）以

外は用いられるべきではない。患者を動けなくするために手錠または鎖を用いることは、けっし

てあるべきではない。拘束された患者は常に仰向けにされ、かつ両腕を下ろされているべきであ

る。紐の締め方はきつすぎてはならず、かつ安全な範囲で四肢を動かすことが最大限可能になる

ような形で適用されるべきである。呼吸およびコミュニケーション能力といった患者の生活機能

が損なわれてはならない。拘束されている患者は、適正な服装をさせられるべきであり、かつ、

可能な限り自律的に飲食をし、かつ手洗所で用を足すことができるべきである。

3.4 ネットベッド（またはケージベッド）の使用は、あらゆる場合に禁じられるべきである。

3.5 患者は、他の患者から見えるところで道具を用いた拘束の対象とされるべきではない（ただ
し、ともに入院している特定の患者 1 名といっしょにいたいという希望を患者が明示的に表明す
る場合、この限りではない）。他の患者による面会は、拘束されている患者の明示的同意がある場

合に限って認められるべきである。

3.6 スタッフは、患者に拘束手段を適用する際、他の患者の援助を受けるべきではない。

3.7 化学的拘束を用いなければならない場合、承認を受け、定評がある、短時間作用性の薬に限
って用いるべきである。投薬によって特定の患者に生じる可能性のある副作用を、特に投薬が道

具を用いた拘束または隔離との組み合わせで用いられる場合、常に念頭に置いておく必要がある。

3.8 隔離に関して、患者が措置される部屋は、この特定の目的のために特に設計されたものであ
るべきである。特に、患者の安全が確保され、かつ当該患者を落ち着かせるような環境を提供す

るものであることが求められる。

4．期間

4.1 道具を用いた拘束手段の使用および隔離の期間は、可能な最も短い期間（通常、時間単位で
はなく分単位）とされるべきであり、かつ、その使用の根拠となる理由がなくなった時は常に終

了するべきである。道具を用いた拘束を数日に渡って継続的に適用することにはいかなる正当化

事由もあり得ず、CPTの見解では陵虐に相当する可能性もある。

4.2 例外的に、やむを得ない理由により、道具を用いた患者の拘束または患者の隔離を数時間以
上行なわなければならない場合、当該処置は医師による頻繁な検討の対象とされるべきである。

このような場合および拘束手段が繰り返し用いられている場合には、別の医師の関与を得ること、

および、より専門的な精神医療施設に当該患者を移送することも検討することが求められる。

5．拘束態様の選択

 拘束の使用が検討される場合、最も制限度および危険性の低い拘束処置が優先されるべきであ

る。利用可能な拘束処置の中から選択を行なう際には、患者の意見（事前に表明された選好があ

れば当該選好を含む）および過去の経験が可能な限り考慮されるべきである。
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6．異なる態様の拘束の併用

 時として、道具を用いた拘束または身体的拘束が化学的拘束と併せて用いられる場合がある。

このような慣行を正当化し得るのは、それによって拘束の適用期間を短縮できる可能性が高い時、

または患者もしくは他者に対する深刻な危害を防止するために必要と判断される時のみである。

7．監督

 道具を用いた拘束または隔離の対象とされたすべての患者は、継続的な監督の対象とされるべ

きである。道具を用いた拘束の場合、患者との治療同盟を維持し、かつ患者に援助を提供する目

的で、資格のあるスタッフが部屋に常駐しておくことが求められる。患者が隔離下にある場合、

スタッフは患者のいる部屋の外（または観察用窓のついた隣室）にいてもよいが、当該スタッフ

が完全に患者の視覚に入っており、かつ継続的に患者を観察することおよびその声を聴くことが

可能でなければならない。もちろん、ビデオ監視によってスタッフの継続的立会いに代えること

はできない。

8．デブリーフィング

 拘束手段が解除された後は、拘束の理由を説明し、拘束経験による心理的トラウマを軽減し、

かつ医師－患者関係を回復する目的で、患者のデブリーフィングを行なうことが不可欠である。

デブリーフィングは、患者が、スタッフとともに、自己統制を維持するための代替的手段を見出

す機会ともなり、それによって将来の暴力の暴発およびその後の拘束を防止することにつながる

可能性がある。

9．患者自身の要請による拘束手段の使用

 患者が拘束手段の対象とされることを求めることもある。ほとんどの場合、そのような「ケア」

の要請は、患者のニーズが満たされておらず、その他の治療処置が模索されるべきであることを

示唆するものである。それでも患者が自らの要請によりいずれかの形態の拘束の対象とされる場

合、当該拘束処置は、患者が解放を求め次第、終了されるべきである。

10．自発的患者との関係における拘束手段の使用

 自発的患者に対する拘束手段の適用が必要であると考えられる場合で当該患者がこれに同意し

ない時は、当該患者の法的地位の見直しが行なわれるべきである。

11．拘束手段の使用例の記録および報告

11.1 拘束の使用例を詳細かつ正確に記録することにより、病院管理者が拘束の使用の程度を監
督でき、かつ適切な時はその使用例を減らすための処置をとれるようになることが、経験によっ

て明らかになっている。この目的のため、拘束手段（化学的拘束を含む）のすべての使用例を記

録する特別登録簿が設けられるべきである。このような登録簿により、患者の医療ファイルに含

まれる記録を補完することが求められる。登録簿への記載事項には、当該処置の開始時間および

終了時間、事案の状況、当該処置を用いた理由、当該処置を命じまたは承認した医師の名、なら

びに、患者またはスタッフが負傷した場合にはその説明が含まれるべきである。患者に対しては、

当該登録簿にコメントを添付させる権利が認められるべきであり、かつこの権利が告知されるべ

きである。患者に対しては、その要請に応じ、すべての記載内容の写しを交付することが求めら
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れる。

11.2 拘束の使用例の頻度および期間が、監督当局および／または指定された外部のモニタリン
グ機関（たとえば保健ケア監察機関）に対して定期的に報告されるべきである。これにより、拘

束手段の使用の頻度および期間を限定する方策の実施を目的とした、現在行なわれている拘束実

務慣行の全国的または地域的概観が容易になる。

12．苦情申立て手続

 実効性のある苦情申立て手続は、すべての精神医療施設における陵虐を防止するための基本的

な保障措置である。精神医療患者（およびその家族構成員または法的代理人）に対しては、施設

管理制度内で苦情を申し立てるための回路が開かれているべきであり、かつ、独立した外部機関

に対して――秘密を保持されながら――苦情を申し立てる権利が認められるべきである。苦情申

立て手続は、簡易で、実効性があり、かつ、特に使用される言語との関連で利用者に優しいもの

であることが求められる。患者に対し、苦情に関して法的助言を求める権利、および、司法の利

益によって必要とされる時は無償の法的援助を享受する権利が認められるべきである。

－ 118 －



欧州評議会

拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会（CPT）

CPT/Inf(98)12-part 

精神医療施設への非自発的措置

CPT第 8次一般報告書（1998年発表）からの抜粋

A．緒言

25．CPTは、公の当局によって自由を奪われているすべてのカテゴリーの人（精神保健上の問題
がある人を含む）の処遇について検討することを求められている。したがって、CPTはさまざま
な態様の精神医療施設を頻繁に訪問している。

 訪問対象の施設には、自発的患者のほか、精神医学的治療を受けるために民事手続に従って非

自発的入院の対象とされた人を受け入れている精神病院も含まれる。CPTはまた、刑事手続の文
脈で精神医療施設への入所を命じられた人を対象とする施設（特別病院、民間病院の独立区画等）

も訪問している。収監中に精神病を発症した受刑者を対象とする精神医療施設も、刑事施設制度

内に位置づけられる施設か民間精神医療施設であるかにかかわらず、CPTによる注視の対象であ
る。

26．CPTは、第 3次一般報告書で刑事施設における保健ケアサービスの問題について検討した際
（CPT/Inf (93) 12、パラグラフ 30－77参照）、その活動の指針となる多くの一般的基準を明らか
にした（医師へのアクセス、ケアの同等性、患者の同意および秘密保持、予防保健ケア、職業上

の独立および職業的能力）。これらの基準は、精神医療施設への非自発的措置にも適用される。

 以下のパラグラフでは、精神医療施設への非自発的措置の対象とされた人との関係で CPTが追
求してきた具体的問題をいくつか取り上げる1。CPTとしては、このような形で、国内当局に対し、
このような人の処遇に関する見解を明確な形で事前に明らかにしておきたい。CPTは、一般報告
書の本セクションに関するコメントを歓迎する。

B．陵虐の防止

27．CPTの任務に鑑み、精神医療施設を訪問する際の CPTの第 1優先事項は、患者の意図的陵
虐が行なわれていることを示す兆候の有無を確認することでなければならない。このような兆候

が見つかることは稀である。より一般的に、CPTとしては、その調査団が訪問したほとんどの精
神医療施設においてスタッフの圧倒的多数に見出された、患者のケアに対する献身を記録に留め

ておきたい。このような状況は時として、スタッフ配置水準の低さおよびスタッフが利用可能な

資源の乏しさに照らせば、いっそう称賛に値する。

 にもかかわらず、CPT自身が現地訪問で得た所見および他の情報源から寄せられた報告が示す

1 受刑者の精神医学的ケアについては、委員会の第 3次一般報告書のパラグラフ 41－44も参照することが求めら
れる。
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ところによれば、精神医療施設における患者の意図的陵虐が時として起きているのは確かである。

以下、陵虐防止の問題と密接に関連する多くの問題（たとえば拘束手段、苦情申立て手続、外界

との連絡、外部監督）について取り上げていく。ただし、スタッフの選抜およびスタッフの監督

について、この段階で若干述べておかなければならない。

28．精神病者および精神的ハンディキャップがある人を対象とする業務は、関係するすべての職
種のスタッフにとって、常に困難な任務となろう。これとの関係で、精神医療施設の保健ケアス

タッフは日常業務に関してしばしば用務員の援助を受けていることに留意しておくべきである。

さらに、一部の施設では相当数の要員が警備関連業務に配置されている。CPTが利用可能な情報
が示唆するところによれば、精神医療施設でスタッフによる意図的陵虐が発生する場合、医療ス

タッフまたは資格のある看護スタッフではなく、このような補助スタッフに責任があることが多

い。

 補助スタッフの業務に困難が伴うことを念頭に起きつつ、補助スタッフが慎重に選抜され、か

つ着任前の適切な訓練および現職者訓練課程の両方を受けるようにすることは、きわめて重要で

ある。さらに、補助スタッフは、職務の遂行中、資格のある保健ケアスタッフによる緊密な監督

の対象とされ、かつその権限に服するべきである。

29．CPTは、いくつかの国で、一部の患者または近隣の刑事施設の被収容者を精神医療施設の補
助スタッフとして使用する慣行に遭遇してきた。CPTは、最後の手段と見なされるべきこのよう
なアプローチについて、深刻な不安を覚える。このような任用が避けられない場合、当該スタッ

フの活動は、資格のある保健ケアスタッフによって継続的に監督されるべきである。

30．危害を引き起こす可能性がある他の患者から一部の精神医療患者を保護するための適切な手
続が整備されていることも、不可欠である。そのためには特に、夜間および週末も含め、スタッ

フの配置が常に十分でなければならない。さらに、特に脆弱な状況にある患者を対象とする具体

的体制が整えられるべきである。たとえば、精神的ハンディキャップおよび／または精神障害が

ある青少年は、成人患者とともに収容されるべきではない。

31．全職種のスタッフを適正な運営管理下に置くことは、陵虐の防止にも相当に貢献し得る。当
然、患者の身体的または心理的陵虐は容認され得ず、厳しく対処されるという明確なメッセージ

が出されなければならない。より一般的には、管理者は、精神医療施設スタッフの治療的役割が

警備上の考慮に比べて二次的なものであると見なされるようにならないことを確保するべきであ

る。

 同様に、スタッフと患者との間に緊張の雰囲気を生み出す可能性がある規則および慣行は、し

かるべき形で改定することが求められる。患者が脱走した場合にスタッフに罰金を科すことは、

精神医療施設内の雰囲気に悪影響を及ぼし得る類の処置にほかならない。

C．患者の生活条件および治療

32．CPTは患者の生活条件および治療を綿密に検討している。これらの分野での不十分さは、「非
人道的なおよび品位を傷つける取扱い」の適用範囲に該当する状況に、急速につながる可能性が

ある。目指すべきは、患者の治療および福祉に資する物的条件、精神医学用語でいえば肯定的な

治療環境を提供することである。このことは、患者にとってのみならず、精神医療施設で働くス

タッフにとっても重要性を有する。さらに、患者に対し、精神医療的にも身体保健的にも十分な

治療およびケアが提供されなければならない。ケアの同等性の原則を考慮し、精神医療施設への
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非自発的措置の対象とされた人に提供される治療および看護ケアは、自発的な精神医療患者が享

受するそれと同等のものであるべきである。

33．患者の生活条件および治療の質が、相当程度、利用可能な資源に左右されることは避けられ
ない。CPTは、重大な経済的困難の時期には保健施設も含めて犠牲が払われなければならない場
合もあることを認識する。しかし CPTは、いくつかの訪問調査時に認定した事実に照らし、国が
人をそのケアおよび／または監護下に置いている施設では、生きていくために必要な一定の基礎

的条件の提供は常に保障されなければならないことを強調したい。これには、十分な食事、暖房

および衣服ならびに――保健施設においては――適切な医薬品が含まれる。

生活条件

34．肯定的な治療環境づくりには、まず、患者 1人あたりの十分な生活空間ならびに十分な照明、
暖房および換気を用意すること、施設を満足のいく手入れがなされた状態に維持すること、なら

びに、病院衛生上の要件を満たすことが必要となる。

 患者に視覚的刺激を与えるため、患者の居室とレクリエーション空間双方の装飾に特段の注意

が払われるべきである。ベッドサイドテーブルおよびワードローブを用意することが非常に望ま

しく、また患者が一定の私物（写真、書籍等）を手元に置いておけるようにすることが求められ

る。施錠可能なスペースを患者に提供し、私物を保管できるようにすることの重要性も強調して

おくべきである。そのような便益を提供しないことは、患者の安心感および自律感を損なう可能

性がある。

 衛生設備は、患者に一定のプライバシーを認めるようなものであるべきである。さらに、この

点に関する高齢患者および／またはハンディキャップのある患者のニーズを正当に考慮すること

が求められる。たとえば、利用者が座れないようにデザインされた便器は、これらの患者にとっ

て適切ではない。同様に、寝たきりの患者にスタッフが十分なケア（個人衛生を含む）を行なえ

るようにするための基礎的な病院用具も、利用可能とされなければならない。このような用具が

ないことは劣悪な状態につながる可能性がある。

 一部の精神医療施設で見受けられる、患者にパジャマ／ナイトガウンを着続けさせる慣行は、

個人のアイデンティティおよび自尊感情の強化に資するものではないことにも注意するべきであ

る。服装の個別化を治療プロセスの一環に位置づけることが求められる。

35．患者の食事は生活条件のもうひとつの側面であり、これは CPTにとって特別な関心対象であ
る。食事は、質・量の観点から十分であるのみならず、患者に対し、申し分のない条件下で提供

されなければならない。食事を適正な温度で提供できるようにするために必要な設備を整えてお

くことが求められる。さらに、食事の体制は人間らしいものであるべきである。これとの関連で、

患者が日常生活行為――テーブルに就いて適正な用具で食べること等――を遂行できるようにす

ることは、患者の心理社会的リハビリテーションを目的とするプログラムの欠かせない一部であ

ることを強調しておく必要がある。同様に、盛り付けも見過ごすべきではない要素のひとつであ

る。

 配膳体制に関わる、障害がある人の特別なニーズも考慮されるべきである。

36．CPTはまた、いくつかの国で見受けられる、精神医療施設の大規模定員寄宿舎の閉鎖に向け
た傾向に対する支持を明確にしたいと考える。このような施設は、現代精神医学の規範とほとん

ど両立しない。小規模集団を基盤とする居住設備の提供は、患者の尊厳の維持／回復における重
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要な要素のひとつであり、患者の心理的・社会的リハビリテーションを目的とするいかなる政策

においても鍵となる要素のひとつでもある。この種の設備は、患者を治療目的の関連のカテゴリ

ーに振り分けることを容易にすることにもつながる。

 同様に、CPTは、希望する患者が、日中も共有空間で他の患者と集まって過ごすことを義務づ
けられるのではなく自室で過ごすことを認めるという、ますます採用されるようになっているア

プローチに賛同するものである。

治療

37．精神医学的治療は個別化アプローチに基づいて行なわれるべきであり、これは患者ごとに治
療計画が作成されるべきであることを意味する。これは、作業療法、グループセラピー、個人心

理療法、芸術、演劇、音楽およびスポーツを含む、幅広いリハビリテーション活動および治療活

動を伴うものであることが求められる。患者は、適切な設備を備えたレクリエーション室に定期

的にアクセスし、かつ屋外での運動を毎日行なうことができるべきである。患者に対し、教育お

よび適切な仕事を提供することも望ましい。

CPTは、効果的な心理社会的リハビリテーション治療にとって基本的なものであるこれらの要
素が十分に構築されておらずまたは完全に欠けていること、および、患者に対して提供される治

療が基本的には薬物療法であることを、何度も認定している。このことは、ふさわしい資格を有

するスタッフおよび適切な設備が存在しないこと、または患者の監護を基盤とする理念が根強く

残っていることの結果である可能性がある。

38．もちろん、薬物療法による投薬が、精神障害がある患者に対して行なわれる治療の必要な一
部であることは多い。処方された薬が実際に提供されることおよび適切な医薬品の定期的供給が

保障されることを確保するための手続が整備されていなければならない。CPTはまた、医薬品が
悪用されていることを示すいかなる兆候も注視していく。

39．電気けいれん療法（ECT）は、一部の特定の障害を有する精神病患者を対象とする治療の一
形態として認められている。ただし、ECTが患者の治療計画に適正に組み込まれるよう配慮され
るべきであり、またその実行には適切な保障措置が伴わなければならない。

CPTは、ECTが従来型で（すなわち麻酔および筋弛緩剤を用いずに）実施される例に遭遇した
時、とりわけ懸念を覚える。このような手法は、現代精神医療実践においてはもはや受け入れ可

能なものと見なされていない。骨折その他の不都合な医学的影響のリスクに加え、このプロセス

そのものが、関係する患者およびスタッフの双方にとって品位を傷つけるものである。したがっ

て、ECTは常に修正型で実施されるべきである。
ECTは常に、他の患者が見ることのできない場所（この治療のために用意され、かつそのため

の設備を備えた部屋が望ましい）で、この治療の実施に関して特別訓練を受けたスタッフによっ

て実施されなければならない。さらに、ECTの使用は、特別の登録簿に詳細に記録されるべきで
ある。そうすることによって初めて、望ましくない実践が行なわれた場合に病院管理者がそのこ

とを明確に特定し、スタッフと話し合うことが可能になる。

40．患者の健康状態および処方されている医薬品を定期的に検討することは、もうひとつの基本
的要件である。これにより、特に、退院または制限度のより低い環境への移送の可能性について、

十分な情報に基づく決定を行なうことが可能となろう。

 各患者について、秘密保持の対象となる個人別ファイルが作成されるべきである。当該ファイ
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ルには、診断情報（患者が特別検査を受けた場合にはその結果を含む）、ならびに、患者の心身の

健康状態および治療の継続的記録を含めることが求められる。患者は、自己のファイルを閲覧し

（治療の観点から閲覧が望ましくない場合を除く）、かつ、ファイルに記載された情報を家族また

は弁護士に提供するよう要請することができるべきである。さらに、移送の場合、受入れ先施設

の医師にファイルを回送することが求められる。退所の場合、ファイルは――患者の同意を得て

――外の地域社会で治療を担当する医師に回送されるべきである。

41．患者は、原則として、治療に対し、十分な情報に基づく自由な同意を与えられる立場に置か
れるべきである。精神医療施設への非自発的な入所を、本人の同意を得ない治療が許可されたも

のと捉えるべきではない。したがって、能力のあるすべての患者に対し、自発的患者か非自発的

患者かにかかわらず、治療または他の医学的介入を拒否する機会が与えられるべきである。この

基本的原則からのいかなる逸脱も、法律に基づいた、明確かつ厳密に定義された例外的事情があ

る場合にのみ関連するものであることが求められる。

 もちろん、治療への同意が十分な情報に基づく自由なものであると認められるのは、それが患

者の病態および提案されている治療についての完全、正確かつ包括的な情報に基づいている場合

に限られる。ECTを「睡眠療法」と説明することは、当該治療に関する完全かつ正確な情報には
至らない説明の一例である。したがって、すべての患者に対し、当該患者の病態および当該患者

への実施が提案されている治療についての関連情報を組織的に提供することが求められる。治療

後にも関連情報（結果等）が提供されるべきである。

D．スタッフ

42．スタッフ資源は、人数、職種（精神科医、一般医、看護師、心理学者、作業療法士、ソーシ
ャルワーカー等）および経験・訓練の観点から、十分なものであるべきである。スタッフ資源に

不足があれば、パラグラフ 37 で取り上げたような活動を提供しようとする試みが深刻に損なわ
れることが多い。さらに、現に働いているスタッフの善意および誠実な努力にかかわらず、患者

にとってリスクの高い状況につながる可能性がある。

43．CPTは、いくつかの国で、精神医療施設の看護スタッフのうち資格のある精神科看護師の人
数が少ないこと、および、社会療法活動を実施する資格のある要員（特に作業療法士）が不足し

ていることに、とりわけ衝撃を受けてきた。精神科専門の看護師の養成を発展させることおよび

社会療法をいっそう重視することは、ケアの質に相当の影響を及ぼすことになろう。特に、現状

よりも薬物療法・理学療法に偏らない治療環境の出現につながるはずである。

44．スタッフの問題、特に補助スタッフに関しては、すでに前掲セクションで詳しく取り上げた
（パラグラフ 28－31 参照）。しかし、CPT は医師および看護スタッフの態度も注視している。
CPTは特に、患者との治療関係の確立に真に関心を持っていることの証拠を求めることになろう。
また、負担となる存在であるまたはリハビリテーションの可能性がないと考えられるおそれのあ

る患者がないがしろにされないことも、確認していく。

45．他の保健ケアサービスでもそうであるように、精神科で働いている異なる職種のスタッフが
定期的に会合し、上級医師の権威の下でチームを形成することは重要である。これにより、日常

的な問題を発見して話し合い、指針を示してもらうことが可能になろう。このような可能性が存

在しないことは、スタッフの間に欲求不満や鬱憤を発生させる可能性が高い。
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46．精神医療施設のスタッフが孤立しすぎないようにするためには、外部からの刺激および支援
も必要である。これとの関係で、スタッフに対しては、施設外での研修機会および出向の機会を

提供することが非常に望ましい。同様に、精神医療施設に第三者（たとえば学生・研究者）およ

び外部機関（パラグラフ 55参照）がいるようにすることも、奨励されるべきである。

E．拘束手段

47．いかなる精神医療施設においても、興奮した患者および／または暴力的な患者の拘束が時と
して必要になる可能性はある。これは、虐待および陵虐の可能性に鑑み、CPTがとりわけ関心を
有する分野である。

 患者の拘束は、明確な形で定められた方針に服するべきである。当該方針では、興奮した患者

または暴力的な患者を拘束しようとする際には、まずは可能な限り有形力を用いない（たとえば

口頭指示による）方法によるべきであること、および、身体的拘束が必要である場合、原則とし

て人力による統制に限られるべきであることを、明確にしておくことが求められる。

 精神医療施設のスタッフは、興奮した患者または暴力的な患者に相対する際の、有形力を用い

ない手法および人力による統制方法の両方について訓練を受けているべきである。このようなス

キルを有することにより、スタッフは、困難な状況に直面した際に最も適切な対応を選択するこ

とができ、それによって患者およびスタッフが負傷するリスクは相当に低減することになろう。

48．身体的拘束の道具（革紐、拘束服など）の使用が正当化されることはごく稀にしかなく、か
つ、その使用は常に、医師が行なう明示的命令によるか、または直ちに医師に通知してその承認

を求める対象とされなければならない。例外的に身体的拘束の道具を使用しなければならない時

は、最も早い機会に解除されるべきである。身体的拘束の道具の適用またはその延長が処罰とし

て行なわれることは、けっしてあるべきではない。

CPTは時に、身体的拘束の道具を数日間に渡って適用された精神病患者に出会ってきた。CPT
としては、このような事態にはいかなる治療上の正当化事由もなく、CPTの見解では陵虐に相当
することを強調しなければならない。

49．この文脈において、暴力的な患者またはその他の形で「手に負えない」患者の隔離（すなわ
ち、いずれかの部屋への独居監禁）についても言及しておくことが求められる。これは、精神医

学で長い歴史を有する手続のひとつである。

 現代精神医療実践では患者の隔離を回避する方向に向かう傾向が明らかであり、CPTは、多く
の国で隔離が段階的に廃止されつつあることに、満足感とともに留意する。隔離は、それが用い

られ続ける限り、特に、隔離を使用できる事案の態様、追求される目的、隔離の期間および定期

的見直しの必要性、適切な人的接触の存在、スタッフがとりわけ注意を払う必要性について定め

た、詳細な方針の対象とされるべきである。

 隔離が処罰として用いられることは、けっしてあるべきではない。

50．患者の身体的拘束（人力による統制、身体的拘束具の使用、隔離）が行なわれたすべての事
案を、この目的のために設けられた特別登録簿（および当該患者のファイル）に記録することが

求められる。記載事項には、当該処置の開始時間および終了時間、事案の状況、当該処置を用い

た理由、当該処置を命じまたは承認した医師の名、ならびに、患者またはスタッフが負傷した場

合にはその説明が含まれるべきである。

 これにより、このような事案の管理およびその発生頻度の監督が大いに促進されることになろ
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う。

F．非自発的措置の文脈における保障措置

51．精神病者および精神的ハンディキャップのある人は、脆弱な状況に置かれているがゆえに、
その福利に反するいかなる形態の行動も防止し、またはそのようないかなる不作為も回避するた

めに、大いに注意を向けられるべき存在である。したがって、精神医療施設への非自発的措置を

めぐっては、適切な保障措置が常に整備されていることが求められる。これらの保障措置の中で

も最も重要なもののひとつ――治療に対する、十分な情報に基づく自由な同意――についてはす

でに取り上げた（パラグラフ 41参照）。

最初の措置決定

52．非自発的措置の決定手続においては、独立性および公平性ならびに客観的な医学的専門性の
保障が提供されるべきである。

 とりわけ民事的性質の非自発的措置に関しては、多くの国で、措置に関する決定は精神科医の

見解を踏まえて司法機関によって行なわれなければならない（または短期間のうちに司法機関に

よって確認されなければならない）とされている。しかし、最初の決定への司法機関の自動的関

与が、すべての国で予定されているわけではない。非自発的患者として措置された精神障害を有

する人の法的保護に関する閣僚委員会勧告 R (83) 2号は、いずれのアプローチも認めている（た
だし、措置決定が司法機関以外の当局に委ねられている場合の特別な保障措置も定めている）。に

もかかわらず、議員会議は、精神医学と人権に関する勧告 1235 (1994)を通じてこの問題に関する
議論を再開し、非自発的措置に関する決定は裁判官によって行なわれることを求めた。

 いずれにせよ、司法機関以外の当局によって精神医療施設への非自発的措置の対象とされた人

には、拘禁の適法性について裁判所による迅速な決定を受けるための手続を提起する権利が認め

られなければならない。

措置中の保障措置

53．施設の日課および患者の権利について説明する紹介用の冊子が、入所時に各患者に対して手
交されるべきであり、患者の家族にも渡されるべきである。冊子の内容を理解できないすべての

患者に、適切な援助を提供することが求められる。

 さらに、自由が奪われるいかなる場所においてもそうであるように、実効的な苦情申立て手続

は、精神医療施設における陵虐を防止するための基本的な保障措置である。患者が、明確に指定

された機関に対して公式な苦情申立てを行ない、かつ施設外の適切な当局と秘密を守られながら

通信できるようにする、具体的体制が設けられているべきである。

54．外界との接触を維持することは、陵虐の防止のためのみならず、治療的観点からも不可欠で
ある。

 患者は、通信を送受し、電話にアクセスし、かつ家族および友人の面会を受けることができる

べきである。弁護士に秘密が守られる形でアクセスすることも保障されるべきである。

55．CPTはまた、患者のケアの査察を担当する独立の外部機関（たとえば裁判官または監督委員
会）が精神医療施設を定期的に訪問することも、相当に重視している。このような機関に対して

は、特に、患者と私的に話をし、患者が不満を抱いている場合にはその苦情を直接受理し、かつ

必要な勧告を行なう権限が認められるべきである。
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退所

56．精神医療施設への非自発的措置は、患者の精神状態によって必要とされなくなった段階で、
終了するべきである。したがって、非自発的措置の必要性については定期的な再審査の対象とす

ることが求められる。

 非自発的措置の期間が定められており、精神医学的証拠に照らして更新可能とされている場合、

そのような再審査は、措置の条件そのものに従って行なわれることになろう。しかし、非自発的

措置が期間を定めずに行なわれることもあり得る（特に、対象者が刑事手続によって義務的に精

神医療施設に入所させられ、かつ危険な存在であると考えられている場合）。非自発的措置の期間

が定められていない場合、措置の継続の必要性について、定期的かつ自動的な再審査が実施され

るべきである。

 加えて、患者自身も、司法当局による措置の必要性の検討を定期的に要請できるべきである。

57．患者は、非自発的措置が必要とされなくなっても、外の地域社会における治療および／また
は保護的環境をなお必要とする場合がある。これとの関係で、CPTは、精神医療施設への拘禁を
もはや必要としなくなった精神状態の患者が、外の地域社会で十分なケア／居住先を得られない

ために引き続き精神医療施設に留まっている例を、多くの国で見出してきた。外部で適切な便益

を得られないために自由を剥奪されたままの状態が続くことは、著しく疑問符がつく事態である。

G．結語

58．精神疾患がある人のための保健ケアサービスの組織的体制は国によって異なり、各国が決定
すべき問題であるのは確かである。とはいえ、CPT は、大規模精神医療施設の病床数を削減し、
地域社会を基盤とする精神保健施設を発展させる傾向が多くの国で見出されることに、注意を喚

起したい。CPTは、このような施設で満足のいく質のケアが提供されることを条件として、これ
を非常に好ましい進展であると考える。

 大規模精神医療施設が患者とスタッフ双方にとって相当の施設症リスクをもたらすものであり、

当該施設が隔離された場所に位置している場合にはなおさらそうであることは、いまや広く受け

入れられている。このことは患者の治療に有害な影響を及ぼし得る。さまざまな精神医学的治療

を活用したケアプログラムは、主要な中心市街地に近い小規模施設で実施するほうがはるかに容

易である。
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欧州評議会

議員会議

決議 2291 (2019)1

精神保健における強制を終わらせる：人権基盤アプローチの必要性

議員会議

1．欧州では、精神保健上の病態または心理社会的障害がある人々のうち、非自発的な措置および
治療のような強制的処置の対象とされる人が増加しつつある。このような処置の使用を減らすた

めにいわゆる制限法が導入された国々においてさえ同様の傾向があるのは、そのような法律が実

際には所期の成果をもたらしていないことの表れである。

2．精神保健の現場で非自発的処置の使用が全般的に増えているのは、主として、本人または他者
にとって潜在的に「危険」であると見なされる患者を「統制」・「治療」するための強制に焦点を

当て、かつそのような手段に依存する封じ込めの文化（a culture of confinement）に由来するも
のである。実際、自己または他者に対する危害のリスクという概念は、精神保健上の病態と暴力

との関係についても、自傷他害の防止における強制的処置の有効性についても経験的証拠が存在

しないにもかかわらず、欧州評議会の加盟国全体を通じ、非自発的処置を正当化する強力な中心

的論拠のひとつであり続けている。このような強制的処置への依存は、自由の恣意的剥奪につな

がるのみならず、正当化されない異なる取扱いとして、差別の禁止にも違反するものである。

3．さらに、この分野で精神保健上の病態がある人々に関して行なわれてきた社会学的研究から得
られた証拠は、強制的処置の経験が、苦痛、トラウマおよび恐怖を含む、圧倒的に否定的なもの

であることを指し示している。強制的投薬および強制的電気ショックといった、患者の意思に反

して行なわれる非自発的「治療」は、とりわけトラウマにつながるものと捉えられる。このよう

な「治療」は健康を不可逆的に損なう可能性があるため、大きな倫理上の問題を提起するもので

もある。

4．強制には抑制効果もあり、精神保健上の病態がある人々が、尊厳および自律を失うことを恐れ
て保健ケア制度への接触を回避しまたは先送りしてしまうことにつながる。このことは最終的に、

生死に関わる極度の抑うつおよび危機的事態を含む否定的な健康アウトカムをもたらし、そのた

めにさらに強制が行なわれることにつながっていく。このような悪循環を断ち切ることが必要で

ある。

5．障害のある人の権利に関する国際連合条約と両立し、かつ医療倫理および対象者の人権（十分
な情報に基づく自由な同意を基盤とする保健ケアへの権利を含む）を尊重する人権基盤アプロー

チを採用するため、欧州全域の精神保健制度が改革されるべきである。

1 2019年 6月 26日の議員会議討議（第 23会期）（Doc. 14895（社会問題・保健・持続可能な開発委員会報告書、
報告者：Ms Reina de Bruijn-Wezeman）および Doc. 14910（平等・被差別委員会の見解、報告者：Ms Sahiba 
Gafarova）も参照）。2019年 6月 26日に議員会議（第 23会期）によって採択されたテキスト。
 勧告 2158 (2019)も参照。
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6．強制的実務慣行の使用の防止および削減に関しては、欧州内外でとられた数多くのアプローチ
を通じて高い成功率が達成されてきた。積極的事例としては、病院を基盤とする方策、地域社会

を基盤とする対応（同様の立場にある人々が主導する危機対応サービスやレスパイトサービス等）

およびその他の取り組み（事前計画等）などが挙げられる。これらの有望な実践は、精神保健上

の病態がある人を危機的状況下で援助する際にもきわめて有効であるため、精神保健制度の中心

に位置づけられるべきである。強制に依存するサービスは、容認不可能な、放棄されなければな

らない選択肢と見なされるべきである。

7．これらの要素に鑑み、また精神保健政策で大いに必要とされる変革を主導しかつ維持する上で
はいっそうの意識啓発、ステークホルダー間の調整および政治的コミットメントがきわめて重要

であることを確信し、議員会議は、加盟国に対し、精神保健現場における強制的実務慣行の廃止

への移行を直ちに開始するよう促す。この目的のため、議員会議は、加盟国に対して次の処置を

とるよう求める。

7.1 第一歩として、すべてのステークホルダー（特に、精神保健上の病態がある人々および
サービス提供機関を含む）の関与を得ながら、強制的処置の使用を抜本的に減らすための

工程表を作成すること。

7.2 危機および精神的苦痛を経験している人々のための、効果的かつアクセシブルな支援サ
ービス（自殺および自傷について話し合うための安全かつ支援的な空間を含む）を発展さ

せること。

7.3 地域社会を基盤とする対応（同様の立場にある人々が主導する危機対応サービスやレス
パイトサービス等）およびその他の取り組み（事前計画等）を含む非強制的処置に関する

研究を発展させ、かつこれらの研究に資金および資源を提供すること。

7.4 スティグマを付与することなく、特に子どもおよび若者の精神保健上の病態の予防およ
び早期発見ならびに早期の非強制的介入に対して十分な資源を割くこと。

7.5 あらゆる関連のステークホルダー（サービス提供機関、メディア、警察および法執行官
ならびに一般公衆、ならびに、生活の中で精神保健上の病態を経験している人々を含む）

が関与する効果的な意識啓発活動を通じ、精神保健上の病態がある人に関するステレオタ

イプ、特に暴力と精神保健上の病態がある人に関する誤った一般的言説と闘うこと。

7.6 高等教育機関のカリキュラム、特に医学部、法学部およびソーシャルワーク学部のカリ
キュラムを見直し、障害のある人の権利に関する国際連合条約の規定がそこに反映される

ことを確保すること。

7.7 精神保健上の病態がある人が適切な社会的保護（住居および雇用を含む）にアクセスで
きることを確保することにより、これらの人の排除と闘うこと。

7.8 精神保健上の病態がある人の家族に対し、愛する人を支えるストレスおよびプレッシャ
ーに対処できるようにするための十分な社会的および金銭的支援を提供すること。
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欧州評議会

議員会議

勧告 2158 (2019)1

精神保健における強制を終わらせる：人権基盤アプローチの必要性

議員会議

1．議員会議は、決議 2291 (2019)「精神保健における強制を終わらせる：人権基盤アプローチの
必要性」、および、精神医学における非自発的処置についての欧州評議会の法的文書の作成に反対

する主張に関する勧告 2091 (2016)を参照する。

2．議員会議は、主導的な地域人権機関である欧州評議会として、精神保健上の病態または心理社
会的障害がある人々の保護に関するその活動に、障害のある人の権利に関する国際連合条約

（CRPD）によって始まったパラダイム転換を全面的に統合する緊急の必要性があることを、あ
らためて指摘する。そこで議員会議は、閣僚委員会に対し、精神保健現場における強制的実務慣

行の廃止への移行を直ちに開始するための加盟国への支援に優先的に取り組むよう、求める。

3．議員会議は、欧州評議会生命倫理委員会（DH-BIO）が、「精神保健ケアにおける望ましい実践
のあり方――自発的処置をどのように促進するか」と題する研究に取り組む計画を有しているこ

とに、満足感とともに留意する。議員会議は、閣僚委員会が、この分野におけるすべての関連の

主体、および、特に精神保健上の病態または心理社会的障害がある人々を代表する関連の非政府

組織の関与を得ながらこのような研究を実施するよう、DHI-BIOに対して奨励することを慫慂す
る。

4．議員会議は、生物学および医学の適用に関わる人権および人間の尊厳の保護のための条約（ETS 
No. 164、「人権と生物医学条約」）の追加議定書として、非自発的措置および非自発的治療との関
連における精神障害がある人の人権および保護に関する議定書を作成する作業の遂行に対し、引

き続き幅広い反対があることに留意する。2015年および 2018年の協議の過程で受領したコメン
ト（議員会議の権限ある委員会からのコメントを含む）において、議定書案は CRPDと両立せず、
かつ精神保健上の病態または心理社会的障害がある人を人権侵害から保護することもできないと

強調されていることを考慮し、議員会議は、閣僚委員会に対し、その努力の対象を、当該追加議

定書の起草から、精神保健における強制を終わらせることに関するガイドラインの起草へと転換

するよう慫慂する。

1 2019年 6月 26日の議員会議討議（第 23会期）（Doc. 14895（社会問題・保健・持続可能な開発委員会報告書、
報告者：Ms Reina de Bruijn-Wezeman）および Doc. 14910（平等・被差別委員会の見解、報告者：Ms Sahiba 
Gafarova）も参照）。2019年 6月 26日に議員会議（第 23会期）によって採択されたテキスト。
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弁護士会館でのプレゼンテーション ティモシー・ハーディング

CPT知識度チェック

1．精神医療施設における保障措置に関する CPT基準は、以下の基準等に基づいている。
（複数回答可）

a) 世界精神医学会の基準

b) WHOの基準
c) 訪問調査時の CPTの所見
d) ECtHR（欧州人権裁判所）の判例

2．ECHR（欧州人権条約）第 5条では、以下の者について、身体の自由についての権利に関する
例外を認めている。

（複数回答可）

a) 浮浪者

b) 精神が不健全な者

c) 感染症を拡散させるおそれがある者

d) アルコール中毒者

e) 上記のいずれも当てはまらない

3．精神医療施設の患者に能力がある場合、以下の行為について書面で同意を得るべきである。
（複数回答可）

a) 注射による投薬

b) 道具を用いた拘束

c) 電気けいれん治療（ECT）
d) いずれについても書面での同意は必要なく、常に口頭での同意があれば足りる（ただし、

治療のリスクについて患者に適切な形で情報が提供されることを条件とする）

4．精神医療施設のスタッフによる意図的陵虐は……
a) 頻繁に行なわれている。

b) 頻繁ではなく、看護師によって行なわれるのが通例である。

c) 頻繁ではなく、補助スタッフによって行なわれるのが通例である。

5．患者にパジャマを着せたままにしておくことは……
（複数回答可）

a) 急性ストレス期には、楽でいられる服装として推奨される

b) 患者間の比べ合いや嫉妬を防止するために推奨される

c) 食事中、衣服が不必要に汚れないようにできる

d) CPTは推奨していない
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6．CPT は、精神医療施設における「生きていくために必要な基礎的条件」として、次のものを
挙げている。

（複数回答可）

a) 暖房

b) 衣服

c) 空調

d) 食事

e) 害虫管理

7．非自発的入院の対象とされた患者は……
（複数回答可）

a) 治療に対して有効な同意を与えることができない

b) 提案されている治療について十分な情報を提供されるべきである

c) 能力がないと判断される場合を除き、いかなる治療に対しても十分な情報に基づく同意を

与えるべきである

8．電気けいれん療法（ECT）は……
（複数回答可）

a) 全身麻酔下で行なわれるべきである

b) 麻酔薬ではなく十分な鎮静剤を投与して行なわれるべきである

c) 骨折防止のため、訓練を受けた十分な人数の看護師が患者の四肢を押さえた上で行なわれ

るべきである

d) 他の患者から見えない場所で行なわれるべきである

9．道具を用いた拘束は……
（複数回答可）

a) 明確な治療目的がある時以外は用いるべきではない

b) 1週間以上継続的に適用されるべきではない
c) スタッフ不足の時は適切な対応である

d) 適用する場合、10分おきに看護師が立ち会わなければならない
e) 上記がすべて当てはまる

f) 上記のいずれも当てはまらない
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弁護士会館でのプレゼンテーション ティモシー・ハーディング

CPT知識度チェック：答え合わせ

正解は下線、コメントは波線で示す。

1．精神医療施設における保障措置に関する CPT基準は、以下の基準等に基づいている。
（複数回答可）

a) 世界精神医学会の基準

b) WHOの基準
c) 訪問調査時の CPTの所見
d) ECtHR（欧州人権裁判所）の判例 1979 年の画期的決定（Winterwerp v Netherlands）

2．ECHR（欧州人権条約）第 5条では、以下の者について、身体の自由についての権利に関する
例外を認めている。

（複数回答可）

a) 浮浪者

b) 精神が不健全な者

c) 感染症を拡散させるおそれがある者

d) アルコール中毒者

e) 上記のいずれも当てはまらない

この規定は時代遅れと解され、現在対象となるのは精神障害者および（非常に稀ではある

が）特定の感染症にかかっている人々だけである。

3．精神医療施設の患者に能力がある場合、以下の行為について書面で同意を得るべきである。
（複数回答可）

a) 注射による投薬

b) 道具を用いた拘束

c) 電気けいれん治療（ECT） 患者による書面での同意が必要である。
d) いずれについても書面での同意は必要なく、常に口頭での同意があれば足りる（ただし、

治療のリスクについて患者に適切な形で情報が提供されることを条件とする）

4．精神医療施設のスタッフによる意図的陵虐は……
a) 頻繁に行なわれている。

b) 頻繁ではなく、看護師によって行なわれるのが通例である。

c) 頻繁ではなく、補助スタッフによって行なわれるのが通例である。 補助スタッフは十分

な監督を受けていないことが多く、時には外注されており、その採用、訓練および懲戒処

分について病院管理者が直接の責任を負わないことがある。
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5．患者にパジャマを着せたままにしておくことは……
（複数回答可）

a) 急性ストレス期には、楽でいられる服装として推奨される

b) 患者間の比べ合いや嫉妬を防止するために推奨される

c) 食事中、衣服が不必要に汚れないようにできる

d) CPTは推奨していない このような対応は人格的自律および個人性の間隔を脅かすもので
ある。

6．CPT は、精神医療施設における「生きていくために必要な基礎的条件」として、次のものを
挙げている。

（複数回答可）

a) 暖房

b) 衣服

c) 空調

d) 食事

e) 害虫管理

7．非自発的入院の対象とされた患者は……
（複数回答可）

a) 治療に対して有効な同意を与えることができない

b) 提案されている治療について十分な情報を提供されるべきである

c) 能力がないと判断される場合を除き、いかなる治療に対しても十分な情報に基づく同意を

与えるべきである

非自発的入院の対象とされたからといって、患者が、提案されている治療について情報を

得る権利および当該治療に同意しまたは当該治療を拒否する権利を失うというわけではな

い。

8．電気けいれん療法（ECT）は……
（複数回答可）

a) 全身麻酔下で行なわれるべきである

b) 麻酔薬ではなく十分な鎮静剤を投与して行なわれるべきである

c) 骨折防止のため、訓練を受けた十分な人数の看護師が患者の四肢を押さえた上で行なわれ

るべきである

d) 他の患者から見えない場所で行なわれるべきである

ECTは、麻酔および筋弛緩剤を用いずに行なうべきではない。
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9．道具を用いた拘束は……
（複数回答可）

a) 明確な治療目的がある時以外は用いるべきではない

CPTは。拘束が治療目的にかなうことはけっしてないと考えている。
b) 1週間以上継続的に適用されるべきではない

CPTによれば、期間の上限は「時間単位ではなく分単位」である。道具を用いた拘束を数
日に渡って適用することは、CPTの見解では陵虐に相当する可能性もある。

c) スタッフ不足の時は適切な対応である

まったく不適切である。

d) 適用する場合、10分おきに看護師が立ち会わなければならない
CPTは、患者と同じ部屋で保健ケア要員が継続的に立ち会うことを要求している。

e) 上記がすべて当てはまる

f) 上記のいずれも当てはまらない
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CPT の概要

拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会

（CPT）

欧州で自由を奪われている人の陵虐の防止

■CPTは、自由を奪われている人がどのように扱われているかを評価するため、拘禁場所への訪
問を実施している。拘禁場所には、刑事施設、少年拘禁施設、警察署、入管収容者の収容施設、精

神病院、特別養護ホーム等が含まれる。

■CPTの代表団は、拘禁場所に無制限にアクセスでき、かつ拘禁場所内を制限されずに移動する
権利を有している。代表団は、自由を奪われている人からの事情聴取を秘密が守られる形で行な

い、また情報提供が可能ないかなる人とも自由にやりとりする。

■各訪問後、CPTは対象国に詳細な報告書を送付する。この報告書には、CPTの認定結果のほか、
その勧告、コメントおよび情報要請が含まれる。CPTはまた、報告書で提起した問題に対する詳
細な回答を要請する。これらの報告書および回答は、対象国との継続的対話の一部を構成する。

■CPTの正式名称は「拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関
する欧州委員会」である。このことは 2 つの重要な特徴を明らかにしている。第１にこれは欧州
の機関であり、第 2 に、「拷問」だけではなく、「非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは
刑罰」に相当し得る幅広い状況を対象としているということである。

訪問制度 

■訪問は代表団によって行なわれる。代表団は、数名の CPT委員から構成され、委員会事務局の
スタッフが随行するのが通例であり、必要に応じてその他の専門家および通訳者も同行する。

■CPTの代表団による訪問は定期的に（通常 4年おきに）実施されるが、必要な場合は追加的な
「臨時」訪問も行なわれる。

■委員会は、訪問を行なう意思があることを対象国に通知しなければならない。通知後は、CPT
の代表団はいつでも、告知をすることなく、人が自由を奪われている可能性があるいかなる場所

にも行くことができる。

協力および秘密保持 

■協力および秘密保持の原則は、CPTを設置した国際条約で具体的に定められている。
国の当局との協力は CPTの活動の中心に位置づけられる。目的は、人権侵害について国を非
難することではなく、自由を奪われている人を保護することだからである。

秘密保持は、CPTの活動のもうひとつの特徴である。委員会の認定、その報告書および政府
の回答は、原則として公開されない。とはいえ、CPTの活動については多くの情報が公表さ
れている。
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公表 

国自体が、CPTの報告書を自国の回答とともに公表するよう要請できる。これまでのところ、
ほとんどの国がこれらの文書の公表を選択してきた。

国が協力しない場合、または CPTの勧告を踏まえて状況を改善することを拒否する場合、委
員会は公的声明を行なうことを決定できる。

加えて、CPT はその活動に関する一般報告書を作成しており、これは年に 1 回公表される。

CPT の体制

CPTの委員は独立のかつ公平な専門家であり、その背景は、法律家、医師、刑事施設または
警察に関わる問題の専門家などさまざまである。

各締約国との関連でそれぞれ委員 1 名が、欧州評議会閣僚委員会によって選出される。委員
は個人の資格で活動する（すなわち、自分が選出された国を代表しない）。独立性をさらに保

障するため、委員は、自分が選出された国は訪問しない。

CPT事務局は欧州評議会の一部を構成する。

背景 

■CPTは、拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州評
議会条約（1989年発効）に基づいて設置された。
■同条約は、「何人も、拷問または非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰を受け

ない」と定めた欧州人権条約第 3条を踏まえたものである。
■CPTは捜査機関ではなく、自由を奪われている人を拷問およびその他の形態の陵虐から保護す
るための、非司法的な防止機構である。このようにして、CPTは欧州人権裁判所の司法活動を補
完している。

批准 

条約は、欧州評議会の全加盟国（47か国）が批准している。
加えて、欧州評議会閣僚委員会は、欧州評議会に加盟していないいかなる国に対しても、条

約に加入するよう慫慂することができる。

さらに詳しくは 

CPT の訪問報告書、政府の回答、公的声明および一般報告書は CPT のウェブサイト
（www.cpt.coe.int）より入手できる。
CPTは、自由を奪われている人の取扱いに関する基準を策定してきた。これらの基準の概要
は「CPT基準」と題した冊子として発表されている。
CPT の任務および活動方法についてさらに詳しくは、「拷問および非人道的なまたは品位を
傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する条約」およびその「説明覚書」に書かれている。
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連絡先 

CPT事務局
F-67075 Strasbourg Cedex 
France  

インターネット： www.cpt.coe.int 
E-mail : cptdoc@coe.int 
Tél. : +33 (0)3 88 41 39 39 
Fax: +33 (0)3 88 41 27 72 

欧州評議会は、欧州大陸の主導的人権機関である。加盟国は 47か国で、そのうち 28か国は欧州
連合の加盟国でもある。欧州評議会のすべての加盟国は、人権、民主主義および法の支配の保護

を目的とする条約である欧州人権条約に調印している。加盟国における同条約の実施については、

欧州人権裁判所が監督している。
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第３ ウィンターウェルプ判決 



ウィンターウェルプ判決解説1

精神病患者の人身の自由 

被拘禁精神病者の裁判所により解放決定を受ける権利及び公正な裁判を受ける権利 

―Winterwerp 判決― 

Winterwerp v. The Netherlands (1979), 24 October 1979, Series A, No. 33 

(戸塚悦朗) 

［事 実］ 

（１）オランダの強制入院制度の概要 

本件事実発生当時のオランダ法の下では精神病者の精神病院への収容は、精神病者の国

家監督に関する 1884 年 4 月 27 日法（精神病者法）による手続でなされることになっていた。同

法は拘禁手続きを次のように定めていた。

(a)緊急時の拘禁手続（市長による３週間の強制入院）。 

(b)暫定拘禁命令（地方裁判所(kantongerecht)裁判官による暫定拘禁命令。６か月） 

(c)拘禁命令（地域裁判所(arrondissements-rechtbank)による強制入院の継続。1年以内） 

(d)拘禁命令の更新（地域裁判所による延長。１年以内） 

(e)拘禁命令の一時停止と終了（精神病院当局は、いつでも退院を許すことが可能） 

(f) 拘禁と市民資格（精神病院への被拘禁成人は、自動的に自己の財産管理能力を失う。正式

退院時に財産管理権を回復） 

（２）申立人の強制入院経過 

申立人 Fritz Winterwerp（フリッツ・ウィンターウェルプ）は、１９５６年に結婚、オランダに在住し、

１９６７年３月から９月まで、精神病院で任意の治療を受けた。

申立人は、１９６８年５月１７日緊急手続で、市長命令により精神病院に収用され、６週間後妻の

暫定拘禁申請にもとづき、居住地地方裁判所命令で、同じ病院に収容されたが、その際地方裁判

所は、医師の診断書に基づいて判断し、申立人を聴聞する権能を行使しなかった。 

１９６８年１１月、申立人の妻は、付添医師の毎日及び毎週の記録と精神病院での治療必要性に

ついての診断書を添付し、地域裁判所に１年間の拘禁命令を申請し、裁判所は１９６８年１２月に

1 本解説は、判例解説＝「精神病患者の人身の自由――被拘禁精神病者の裁判所により解

放決定を受ける権利及び公正な裁判を受ける権利―Winterwerp 判決―」戸波江二･北村泰

三･建石真公子･小畑郁･江島晶子共編『ヨーロッパ人権裁判所の判例』信山社、2008 年.9
月、227-231 頁に掲載された筆者の解説の転載である。第二東京弁護士会による『ハーデ

ィング教授講演録』出版に際して、若干の加筆修正を加えたうえで資料として転載させて

いただいた。転載を快諾された信山社のご厚意に感謝します。
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命令を発した。この命令は、妻の申請及び後には検察官の請求により、主治医の報告書を基礎に

して、地域裁判所により１年ごとに１９７７年１２月の命令まで更新されてきた。申立人は、１９６９年以

降４回病院当局に対して退院を求める請求をしたが、検察官は裁量権を行使し、病院から届けら

れた請求を１回目を除き裁判所に送付しなかった。この１回目を除き裁判所による聴聞は開かれな

かった。少なくとも４回仮退院が認められたが、処方に従わなかったなどの理由でそのつど再入院

となった。 

申立人は、精神病院に拘禁されたときから自己財産管理能力を自動的に喪失した。 

（３）ヨーロッパ人権委員会手続の概要 

申立人は、オランダ王国政府（以下「政府」）を相手方として１９７２年１２月１３日ヨーロッパ人権

委員会（以下「委員会」）へ申立、人身の自由がヨーロッパ人権条約（以下「条約」）５条１項に違反

して恣意的に奪われていること、条約５条４項に違反して裁判所による聴聞が認められなかったこと、

および数回の拘禁延長決定の通知がなかったことを主張した。申立は受理可能性ありとされ、その

後の本案手続中に、申立人の弁護士は、彼が自己財産管理能力を自動的に喪失したことは、そ

の「民事上の権利及び義務の決定」に関連するが、これは司法手続を欠いたところで起こったもの

であり、条約６条１項の違反があると新たに主張した。 

１９７７年１２月１５日委員会は、条約５条４項の違反はあったが、条約５条１項の違反はなかった

旨全員一致の意見を表明した。条約６条１項違反の主張については、委員会は意見を述べなかっ

た。 

委員会及び政府双方は、ヨーロッパ人権裁判所（以下「裁判所」）に事件を付託した。 

[判 旨] 

裁判所は、１９７９年１０月２４日要旨以下のとおり大略申立人の主張を認容する全員一致の判決

を言い渡した。 

（１）条約５条１項違反の主張について 

５条１項の侵害はない【§５２】。 

（２）条約５条４項違反の主張について 

（ａ）精神病者の拘禁の合法性審査と司法的手続への権利 

精神病者の強制的収容の場合、当初拘束を正当化した原因はなくなることがありうるから、当初

の決定が裁判所でなされても、合法性の審査が合理的な間隔でなされることが必要とされる【§５

５】。 

審査機関は、「裁判所」の特性を有しているだけではなく、構造的にみても裁判所でなければな

らない。すなわち、行政府からも事件の当事者からも独立しており、その手続が問題となっている
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自由剥奪の種類に適切な司法的性格を有するものでなければならない【§§５６－５７】。 

５条４項で述べられている司法手続には、６条１項の民事・刑事事件で要求されているのと同等

の保障が常に与えられている必要はないが、対象者が裁判所へのアクセスを有し、自ら、あるいは

必要な場合には何らかの形式による代理人による、聴聞を受けられることは不可欠である【§６０】。 

精神病によってこのような権利の行使方法が制限されたり、修正されたりすることはありうるが、権

利の本質的部分を損なうことは正当化されない。実際、精神病のために自分自身で十分に行動で

きない者の利益のために、特別の手続的保障が必要とされるかもしれない【§６０】。 

オランダの法令は、拘禁命令が出される様々な手続において、本人または代理人の聴聞を必要

としていない。申立人は、手続もその結果も告知されていず、裁判所での聴聞も受けていないし、

自分の主張をなす機会も与えられなかった。 

したがって、条約５条４項の要求する保障は欠落していた【§６１】。 

（b）拘禁された精神病者の釈放申請と聴聞への権利 

退院申請の間隔についての制限は、場合によっては、精神異常者の裁判所へのアクセスに関

する正当な制限となることもある【§６３】。 

検察官が全く理由がないとして退院申請を地域裁判所に伝えない場合には、検察官は５条４

項に示された裁判手続に対する権利を、単に制限しているだけでなく、実質的に拒絶しているの

である【§§６３－６４】。 

地域裁判所が検察官の退院申請を受け取った場合に被拘禁者を聴聞することが望ましいかど

うかの判定につき完全な自由を有している場合、この権能は自由の剥奪という事項に適用される

手続について、基本的保障を確保するものではない【§65】。 

申立人が弁護士に手続をとることを依頼しなかったというだけでは、5 条 4 項に定められた手続

を行使しなかったということはできない【§６６】。 

（３）条約６条１項違反の事後不服申立と管轄権の存否 

申立人代理人は、６条１項違反に関して第三の不服申立をしている。これは委員会への申立人

本人の申立中には明示されていないが、のちに付された代理人によって委員会の本案段階で提

出された。委員会は、この主張について何らかの見解を出すことは求められていないと考えた【§

§69-70】。 

この不服申立は、当初の不服申立の対象である精神病院への強制入院という事実に自動的に

付随する法的効果に関するものであった。これは、委員会によって適格性を認められた申立人の

最初の不服申立の対象となっていた事項に密接に関係している。 

よって、当裁判所は、この主張について決定する権限を有する【§７２】。 

（４）条約６条１項違反の主張について 

自分の財産を自ら管理する能力は私権の行使を含み、したがって６条 1 項にいう「民事上の権

利義務」に影響を与える【§７３】。 
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申立人からこのような能力を奪うことは、かかる権利及び義務の「決定」にあたる【７３】。 

申立人の拘禁にかかわる様々な手続は、裁判所の聴聞の機会を認めていないし、すべての手

続はその拘禁に向けられていたのであるから、６条１項にいう市民的能力問題に関する公正な聴

聞を備えたものであるとはいいがたい【§７４】。 

如何に精神病者から自ら財産を管理する能力を奪うことを正当化できるとしても、６条1項に定め

られた保障は、尊重されねばならない。精神病故に「裁判所への権利」の行使に一定の制限を許

すことになるとしても、そのことは、権利を完全に失わしめることにはなり得ない【§７５】。 

したがって、６条１項の違反がある【§７６】。 

（５）公正な満足(５０条、現 41 条)について 

５０条の適用問題は今後の手続きに委ねる。 

【解 説】 

（１）本件判決の意義 

条約５条は、恣意的な拘禁を防止することを目的としており、同条１項に限定列挙された場合で

なければ拘禁は許されない。５条１項（ｅ）には、拘禁が許される理由として「精神異常」(unsound 

mind)が規定されているから、精神病院への非任意（強制）入院が拘禁(detention)を構成し１、裁判

所に管轄権があることは、条約の文言から明らかであったが、リーディング・ケースである本判決以

前には、判例がなかった２。 

①強制的入院の要件（５条１項（ｅ））及び②退院手続（５条４項）だけでなく③市民的能力喪失（６

条１項）までを論点に含む本判決は、精神異常者拘禁に関する条約解釈原則を確立した。先進的

国際裁判例にふさわしく、判決は詳細を極め、論理的である。European Law Centre による判決要

旨の紹介３も多岐にわたるが、紙数の都合上判旨は一部に絞った。 

（２）精神異常を理由とする強制入院の条約解釈原則 

裁判所は、５条１項（ｅ）に関し、条約違反を認定しなかったから、要旨では結論の記載にとどめ

た。しかし、解釈原則として重要なので以下に若干の解説を加える。 

（ａ）「精神異常」の意味と拘禁の要件 

裁判所は、「精神異常という言葉」の解釈について時代に応じた発展的解釈をとった４が、考慮さ

れたのは、精神医学の進歩、治療における柔軟さの進展、精神病に対する社会の態度の変化、特

に精神病患者の諸問題への理解の拡がりによってその概念が絶えず進展していることだった。 

裁判所は、民主社会における自由権の重要性５および同項が拘禁の理由を限定していることに

着目し、５条１項の先例６を援用し、その人の見解ないし行動が社会の支配的な規範から逸脱して

いるというだけの理由で拘禁を許すことはできないと制限的解釈基準をとった。 

本件では、オランダ精神病者法に基づく拘禁は、原則として、５条１項（e）の範囲内だとされた。 
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拘禁の要件として、精神異常の種類または程度が、強制拘禁を正当化するようなものであるだけ

でなく、そのような障害の持続が必要だとされたことが重要である。裁判所は、障害の持続を拘禁

継続の要件として採用し、その論理的帰結として定期的審査への権利を導き出した。 

（ｂ）精神異常者の「適法」な拘禁と恣意的拘禁の禁止 

５条１項は、人の自由を恣意的に剥奪することを禁じ、身体の自由の制約が許されるのは「法律

の規定する手続」によって「適法な」逮捕・拘禁がなされる場合に限った。裁判所は、国内法に関し、

適法性は手続法及び実体法の双方にかかわり、恣意的拘禁は、適法とはみなされ得ないとした。

また、精神異常者の場合、緊急時を除いて、拘禁の必要性を証明する医師の診断書など客観的

な証拠により「精神異常」が確実に示されない限り自由を奪われるべきではないとした。 

（ｃ）精神異常者の適法な拘禁に関する国内当局と裁判所の役割 

精神異常者の拘禁には国内法上、国内当局と国内裁判所の役割分担が問題になる。ヨーロッ

パ人権裁判所（「裁判所」）は、本件拘禁の「適法性」を確かめる権能を持つが、他方「精神異常者」

として拘禁されるべきかどうかを決定するにあたって、国内当局が一定の裁量権を有することも認

め、裁判所の職務は、当局の決定を条約に基づき審査することにあるとした。 

そのような原則を踏まえた審査の結果、当初の強制入院措置の条約違反は認められなかった。 

（ｄ）「法律の規定する手続に従い」の意味と裁判所の役割 

「法律の規定する手続に従い」という要件は、国内法の関連手続を遵守することであるとし、国内

法の無視は条約違反を含む。この点について、裁判所は一定の審査権を有し、これを行使しなけ

ればならない。しかし、国内当局は、国内法に関係した問題を解決するのに適しているので、国内

法の解釈・適用は、第一次的には国内当局、とりわけ国内裁判所にゆだねられる。 

そのうえで、申立人の拘禁は、「法律の規定する手続に従い」なされたものとされた。 

（ｅ）精神異常者の拘禁と治療への権利 

裁判所は、「治療への権利」論争を回避して、判断しなかった。 

（３）被拘禁精神病者の司法的解放決定手続への権利 

精神病者が強制入院させられた場合、退院は医師の判断にのみ委ねられるのがヨーロッパでも

社会通念だったのかもしれない。しかし、条約５条４項は精神病者の拘禁にも司法的解放決定手

続への権利が保障されるし、前記判断のように、精神病観は時代により流動的である。本判決は、

その手続的権利を確認し、具体的な条約解釈原則を確立した。詳細は判旨にあげたので、要点の

み解説する。 

（ａ）合理的間隔内の定期的な裁判所審査の必要性 

精神病者の拘束を正当化した原因は、病状次第でなくなることがありうるとの判断が重要である。

だからこそ、当初の決定が国内裁判所でなされても、合法性の審査が合理的な間隔でなされること

が必要とされるとされたのである。 

（ｂ）審査機関 

司法的解放決定のための審査は、国内「裁判所」によってされる必要があるが、（ⅰ）国内「裁判
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所」の要件としては、行政府と事件当事者からの「独立性」が必要であり、（ⅱ）国内「裁判所」手続

は、自由剥奪の種類に適切な司法的性格を持たねばならず、（ⅲ）被拘禁者は、国内「裁判所」へ

のアクセスを有し、かつ自ら、あるいは必要な場合には何らかの形式による代理人による、聴聞を

受ける権利がある。 

本件では、国内「裁判所」での聴聞の権利が保障されていなかったところから、ヨーロッパ人権裁

判所は条約５条４項違反があったと判断したのである。 

（４）被拘禁精神病者の市民的能力喪失と裁判を受ける権利 

精神病者は、精神病院への入院（拘禁）により、自動的に無能力者となるのであろうか。ヨーロッ

パ人権裁判所は、判旨のとおり、これを否定し、画期的な判断を示した。 

裁判所の判決の要点は、（ａ）財産管理能力の剥奪は６条１項の「民事上の権利義務」の「決定」

であり、（ｂ）精神病者から財産管理能力を剥奪すべき場合も、６条 1 項の手続的保障は必要であ

る。 

したがって、本件のように、精神病院への拘禁によって自動的に市民権を喪失する場合は、６条

１項の違反となる。 

（５）判決のオランダ国内法への影響 

オランダ議会は、裁判所が本件判決時には、関係法の改正を審議中で、その法案の目的は、

精神医療を受ける患者の地位を改善すること、拘禁に伴う手続上の人権保障を強化すること、病

院内で患者をより自由にすることであった。 

本件判決の後、友好的和解が成立し７、50 条の公正な満足が得られたとして、1981 年 11 月 27

日裁判所決定で本件はリストから削除された。しかし、本判決時にオランダ国会で審議中だった

法改正は 1992 年に実現するまで 13 年を要した。そのため、オランダは、本判決後もヨー

ロッパ人権裁判所から、Wassink 判決（5 条 1 項違反）、 Koendjbiharie 判決（5 条４項違

反）、Van der Leer 判決（5 条 2 項・4 項違反）など条約違反の指摘を受けることになった

８。

（６）判決の世界的な影響 

 （ａ）イギリス法への影響 

 イギリスで精神保健運動に取り組んでいたＬ．ゴスティン弁護士（当時英国精神保健協会・ＭＩＮ

Ｄ法律部長）は、本判決を援用して英国の精神保健法の退院制限命令制度が条約 5 条 4 項に違

反すると主張してＸ対イギリス事件を提起し、1981 年裁判所での画期的勝訴判決９を勝ち取り、英

国精神保健法改革に貢献した１０。 

 （ｂ）日本法への影響 

筆者は、1980 年代日本の精神医療による重大人権侵害問題に取り組んだことがある１１。「宇都

宮病院事件」を野党（社会党）が国会で取り上げ、マスメディア(朝日新聞など)も大きく報道して社
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会政治問題化し、1984 年国連での告発を経て、1987 年精神衛生法改正が実現した１２。その過程

で、日本の精神衛生法制が国際人権（自由権）規約９条４項に違反するとの法的主張を主要な論

争点とし１３、規約９条４項がヨーロッパ人権条約 5 条 4 項と瓜二つだったことから、ウィンターウェル

プ判決と上記Ｘ対英国判決をともに翻訳・出版・援用し、法改正論議の重要な資料として活用した。

以後、ヨーロッパ人権裁判所判決を自由権規約の解釈根拠とする手法は珍しくなくなった。 

 筆者は、2000 年に国立大学の教員になり、弁護士の登録を取り消した。2018 年再登録し、

第二東京弁護士会及び日本弁護士連合会の人権擁護委員会に所属して、ヒューマンライツ

を保障する国際法を活用して精神障がい者の恣意的拘禁を防止するための法制度を実効的

に改革するためにどうしたらよいのかの方策を研究し続けた。そのなかで、筆者らの 1980
年代の活動は、残念ながら不十分だったという事実を認めざるを得ないこと、今も精神病院

による膨大な恣意的拘禁は全く無くなっていないことがわかってきた。

前記精神衛生法時代の 1984 年のことであった。日弁連人権擁護大会は、「精神病院にお

ける人権保障に関する決議」を採択し、「・・・２．入院を強制される者が、何時でも弁護

士による援助を受けることができるように、そのための制度的な方策を検討すること。・・・」

を要望した。1987 年には精神衛生法が改正され、精神保健法が成立し、その後精神保健福

祉法が制定された。ところが、ウィンターウェルプ判決が示唆している被拘禁者に弁護人依

頼権を保障するという最低限度のヒューマンライツ保障制度さえも、なんと決議後 37 年経

っても実現できていなかったのである。

そこで、ジュネーブ大学名誉教授である T.ハーディング教授に依頼して助言を求める必

要があると、第二東京弁護士会人権擁護委員会に訴えた。その結果 2021 年 3 月 23 日オン

ライン講演会が実現した。その内容は、『ハーディング教授講演録』として第二東京弁護士

会ウェブサイトにおいて公開される予定である。この講演でハーディング教授は、ウィンタ

ーウェルプ判決などが示したヨーロッパのヒューマンライツ保障手続を参考に、精神病院

の高い壁の内側を弁護士など外部の人たちが訪問して「透過性」を高めることが重要である

と指摘した。そのことをここで報告しておきたい。

【参考文献】
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究・翻訳・出版が必要となった。
２ MENTAL ILLNESS, INDEX TO VOLUMES 1 AND 2, Graham Zellick (ed.), 
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会精神医学会雑誌 14 巻 3 号（2006）272-294 頁。
１２拙稿「国際社会における人権活動」宮崎繁樹編『現代国際人権の課題』三省堂（1988
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１３ 戸塚悦朗、光石忠敬、喜田村洋一著｢ヨーロッパ人権裁判所判決と精神障害者の人権―

―改革を迫られる日本の精神衛生法制｣『ジュリスト』779 号（1982 年）。
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第４ M.S.対クロアチア判決 



欧州人権裁判所

第 1裁判部

M.S. 対 クロアチア事件（第 2号）
（申立て 75450/12号）

判決

ストラスブール

2015年 2月 19日

確定

2015年 2月 19日

本判決は、条約第 44条第 2項に基づき確定した。編集上の改訂が行なわれる場合がある。

M.S. 対 クロアチア事件（第 2号）において、
 欧州人権裁判所（第 1裁判部）は、
Isabelle Berro（裁判部部長）、
Mirjana Lazarova Trajkovska、
Julia Laffranque、
Paulo Pinto de Albuquerque、
Linos-Alexandre Sicilianos、
Erik Møse、
Ksenija Turković, 
 の各裁判官および Søren Nielsen（裁判部書記）から構成される小法廷として、

2015年 1月 27日に非公開の審理を行ない、
 同日採択された以下の判決を言い渡す。

手続

1．本事件は、クロアチア国民である Ms M.S.（「申立人」）が、人権および基本的自由の保護
のための条約（「条約」）第 34条に基づき、クロアチア共和国を相手どって 2012年 11月 9日
に当裁判所に提出した申立て（75450/12号）を端緒とするものである。裁判部部長は、氏名を
開示しないよう求めた申立人の要請に同意した（裁判所規則の規則 47第 4項）。

2．クロアチア政府（「政府」）を代表したのは政府公使のMs Š. Stažnikである。

3．申立人は特に、条約第 3条および第 5条第 1項（e）に違反して精神科病院に不法に監禁さ
れ、かつそこで陵虐を受けたと申し立てた。

4．本件申立ては、2013年 5月 6日に政府に伝達された。加えて、アイルランド国立大学ゴー
ルウェイ校障害法政策センター（Centre for Disability Law and Policy at the National 
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University of Ireland Galway、以下「CDLP」）および心理社会障害者の社会的承認のための
クロアチア協会（Association for Social Affirmation of People with Psychosocial Disabilities 
in Croatia、以下「SHINE」）より、連名で第三者意見が提出された（条約第 36条第 2項およ
び裁判所規則の規則 44第 3項）。

事実関係

I．本事件の事情

5．申立人は 1962年に出生し、I在住である。

A．本事件の背景

6．申立人は数年間にわたって地元の社会的ケアセンターの監督下にあり、同センターより、月
額およそ 600クロアチアクーナ（HRK）に相当する種々の金銭的援助を受けていた。

7．2008年 6月、申立人のかかりつけ医は同社会的ケアセンターに申立人の治療状況に関する
報告書を提出し、次のように述べた。

「Ms M.S.の健康状態・治療状況および彼女の……健康問題についての私の所見に関する
ご質問につきましては、彼女が 2008 年 3 月以来私の患者であったことを確認します。彼
女は多形性の健康問題の持ち主であり、身体的健康状態の面では婦人科部位関連の腹部違

和感を有していて（婦人科医から手術適応と判断されましたが、患者は一貫して拒否して

います）、したがって関連性の貧血も表れています――もちろん代替療法による治療が行

なわれています。

 他にも多くの健康問題（頻回の頭痛、腰痛）があるため専門医による検査に回されまし

たが、投薬および理学療法の両方による外来治療で十分であるとされました。

 残念ながら、患者は自分の健康問題について自分なりの独特な解釈をしており、その解

釈に固執しておりますので、患者にとって一番役立つのは心理的／精神科的治療であると

考えます。もちろんそのためには患者の同意が必要ですが、いまのところ同意は得られて

おりません。加えて、患者の転居によって治療の継続性が妨げられています。患者は不定

期にしか医師のもとを訪れず、治療の範囲と分野に関する希望も一定しません。

Ms M.S.の治療における特有の困難は、彼女の精神〔状態〕に関わるものです」

8．社会的ケアセンターは、2008 年 6 月 26 日、申立人を行為無能力者と認定するための手続
を管轄裁判所で開始した。これは、M.S. 対 クロアチア事件において当裁判所に提起された争

点のひとつであった（36337/10号、第 40－46項、2013年 4月 25日）。

9．申立人は精神科治療に効果的に参加しており、治療は順調に進んでいる旨の鑑定意見書
（2013年 8月 19日）を受けて、社会的ケアセンターは、2013年 9月 9日、申立人を行為無
能力者と認定するよう求める請求を取り下げた。

B．精神科病院における申立人の監禁の状況

10．申立人は 2012年 10月 29日にかかりつけ医のもとを訪れ、腰背部の激しい痛みを訴えた。
診察後、かかりつけ医は緊急保健サービス機関に連絡し、患者を同機関に回送していくつかの
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追加検査を行なわせることにした。

11．緊急サービス機関で申立人を受け入れた医師は、患者の全体的状態は良好であり、意識お
よび見当識もあるものの、身体を動かしにくい状況にあると認めた。同医師は腰痛の仮診断を

行ない、申立人を神経科医による追加検査に回した。

12．緊急サービス機関の神経科医は同じ日に申立人を診察し、申立人が提供する情報は一貫性
を欠いており、痛みに釣り合っていないこと、また彼女が薬を服用してこなかったことを認め

た。同医師は背部痛と不安障害の診断を下し、さらなる診察のため申立人を精神科医に回送し

た。

13．その後申立人を診察した緊急サービス機関の精神科医は、面接後、申立人が、さまざまな
医師から迫害されたという空想と混乱に満ちた訴えを行なっていることを認めた。精神科医は、

急性精神病性障害、体系的妄想性障害および妄想性醜形障害の診断を下し、入院適応と判断し

た。

14．申立人は直ちに、公立保健ケア施設である R.臨床病院センター精神科（Klinički bolnički 
centar R., Klinika za psihijatriju；以下「病院」）に受け入れられた。受入れ記録の関連個所に
は、判読可能な限りで次のように記載されている。

「受入れ日：2012年 10月 29日 入院日時：2012年 10月 29日
……

受入れ時診断：……不安障害

……

診察に対する患者の態度：精神科医による診察を拒否。身体面の診察を要請。

……

心理状態：意識・見当識あり、猜疑心強し。……精神運動性の緊張あり。……対人距離あ

り、よそよそしい態度、……迫害・支配の観念……

神経科的病態：背部痛症候群

……

入院に対する患者の態度：拒否

同意：なし

……

身体的介入：身体拘束（ベッドへの束縛）

……」

15．同日夜、別の医師が申立人を診察した。診察記録の関連個所には次のようにある。
「患者は、〔T.〕L.医師による診察後、持続性の激しい背部痛について〔緊急病棟で〕治療
を受けた後に、入院の受入れ対象とされた（添付書類あり）。

 患者はストレッチャーに束縛された。意識および見当識は維持。拒否的、けんか腰、大

声でわめく、興奮状態、多情、思考の乱れ、実質的に偏執狂的な観念、……

診断：急性精神障害 F 23.2 
妄想性障害……

固定。リストの Th.」

16．申立人によると、入院後は足首と手首を 4本のベルトで縛られてベッドに束縛され、強い
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薬を強制的に注射された。申立人は一晩中そのままの体勢でいさせられ、背中にひどい痛みを

感じた。左足は、ベルトのために痛みがさらに強まるようなやり方で拘束されていた。部屋は

狭く、窓もなかった。翌朝、ベルトが取り外され、申立人は精神科病院内の他の部屋に移され

た。

17．政府によれば、申立人は入院後、精神病的興奮状態にある患者を対象とする通常の治療を
施され、隔離室に措置された。隔離室は隣接した職員待機室と直接つながっており、継続的な

ビデオ監視下にあった。部屋の広さは 2.50×2.12 メートルで、天井の高さは 3.15 メートルで
あった。ベッドは 1つのみである。暖房・空調システムはあり、衛生設備にもアクセスできた。
申立人をベッドに拘束するために用いられたベルトは、いかなる傷も負わせることがないよう

特に調整されたものであった。

18．政府はさらに、申立人が隔離室でベッドに束縛されていたのは入院時（2012 年 10 月 29
日午後 8 時 50 分）から翌朝までであったと説明した。その後、申立人は一般病室に移され、
正午までふたたび拘束された。拘束中、申立人の状態とそのすべてのニーズは恒常的にモニタ

ーされていた。入院後初期を除き、申立人が拘束されることは退院までなかった。

19．申立人に対して病院で行なわれた身体的拘束に関する利用可能な医療記録によれば、この
手法が用いられたのは 2012年 10月 29日午後 8時 50分から 2012年 10月 30日正午までで
ある。申立人の身体拘束をモニターしていた関連の医療記録には、判読可能な限りで次のよう

に記載されている。

「10月 29／30日
 〔緊急サービス機関〕によりストレッチャーに乗せられて来院。……

 入院時、叫び声、反抗的、蹴る動作。

 背部痛のため〔緊急サービス機関〕に来室。

 隔離房へ移送（手足固定）、叫び声、威嚇、反抗的。

……

 精神病的、誇大妄想的〔観念〕

 飲水。

 腰痛の訴え。

 夜間よく眠れず、〔援助を〕要求、飲水（およそ 1リットル）。……
 操作的。

 入院への同意の兆候なし。

2012年 10月 30日
 房内で朝の用足し。

 ……午後 12時ごろ、集中看護棟へ移動。……背部痛の訴え、病識なし、誇大妄想。…
…」

C．申立人の監禁に関する決定

20．2012年 10月 30日、病院は R.県裁判所（Županijski sud u R.）に対し、申立人が 2012
年 10月 29日に治療目的で非自発的に入院させられたこと、申立人はさらなる入院を拒否して
いること、および、申立人はその精神状態によりこの点に関する健全な決定が行なえなくなっ
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ていることを通告した。

21．同日、R.県裁判所は申立人の非自発的入院継続に関する手続を開始し、代理人に法律扶助
弁護士の P.R.を指名した。

22．2012 年 10 月 31 日、手続担当裁判官は病院を訪れて申立人と面会した。面会記録の全文
は次のとおりである。

「〔ケースファイル番号〕

公式記録

2012年 10月 31日、手続担当裁判官は被申立人M.S.と院内で面会し、事情聴取を行な
った。被申立人は、背部痛の問題のため 2012年 10月 29日に L.在住のかかりつけ医を受
診したところ、策略により病院に措置されたと述べた。

 申立人は、自分をはじめとする数人の患者が外国人医師若干名による『練習』のために

利用されていることがわかったと訴えた。申立人は、裁判官の質問に答えて、両親は存命

ではなく、婚姻はしておらず、子どももいないこと、L.で近くに住んでいる姉妹がいるこ
とを明らかにした。

 申立人は、会話の際、これまで精神科病院で治療を受けたことは一度もないと述べた。

R.にて、2012年 10月 31日
〔署名〕」

23．裁判官は同日、申立人の非自発的入院継続期間を 2012年 11月 6日まで延長する仮決定を
行なった。また、申立人の精神状態に関する精神科医の鑑定報告書の委嘱も行ない、審問期日

を 2012年 11月 6日に定めて、申立人の代理人 P.R.と鑑定人の出席を求めた。

24．2012 年 11 月 6 日の審問で、鑑定人は 2012 年 11 月 2 日作成の精神鑑定書を提出した。
鑑定人は、申立人の入院に関連する医療書類および申立人との面接に基づき、申立人が重度精

神病に相当する精神障害の症状を示していたことを鑑定書で認定した。鑑定人はまた、申立人

を退院させればその健康に深刻な危害が生じるおそれがあり、さらに 1か月の非自発的入院継
続を命じることがどうしても必要であると判断した。審問時間は計 10 分であった。申立人の
代理人および手続担当裁判官からは、鑑定人への質問はなかった。

25．同日、R.県裁判所は申立人の非自発的入院を 2012年 11月 28日まで継続するよう命令し、
その理由について次のように述べた。

「2012年 10月 30日、〔病院〕から〔当裁判所〕に対し、被申立人が当該施設に非自発的
に入院させられた旨の通告があった。病院は、精神障害者保護法（官報第 11/1997号、第
27/1998号、第 128/1999号および第 79/2002号）第 27条で要求されている関連の医療書
類を提出した。

 被申立人の非自発的入院継続の必要性およびその期間について決定するにあたり、〔当

裁判所〕は、R.の神経精神医学者である A.Č.博士に鑑定報告書の作成を委嘱し、医療書類
を検討したほか、本件担当裁判官が〔病院〕で被申立人と面会して事情聴取を行なった。

 鑑定人は、被申立人の診察と医療書類の検討に基づき、被申立人には明らかな精神病性

障害の症状が見られること、重度の精神障害があること、および、被申立人をこの段階で

退院させればその健康に深刻な危害が生じる見込みであることを認定した。

 そこで鑑定人は、……被申立人には精神科病院における 1か月間の非自発的治療がどう
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しても必要であると判断した。

 被申立人の代理人は鑑定報告書に異議を唱えず、当裁判所も、同報告書は優れた客観的

なものであってケースファイルの他の資料とも齟齬をきたしていないと考える。

 精神障害者保護法第 22条（1）および第 33条（3）の意味するところにおいて、被申立
人の非自発的入院継続の条件が満たされていることに鑑み、本決定主文の通り決定された。」

26．この決定は、申立人およびその法律扶助代理人、病院ならびに担当の社会的ケアセンター
に送達された。

27．2012 年 11 月 7 日、申立人は裁判官 3 人から構成される R.県裁判所の合議体に対して不
服申立てを行ない、精神科病院に監禁される理由はないと主張した。また、不服申立てを提起

した時点で強い薬を服用していることも強調した。

28．2012年 11月 9日には、申立人の姉妹が、申立人が強い薬を服用しているため代わって行
動していると説明した上で、裁判官 3人から構成される R.県裁判所の合議体に対してさらなる
不服申立てを行なった。同人は、申立人は激しい背部痛に苦しんでおり、そのため医師のもと

を訪れたところ、強制的に精神科病院に連れていかれたと主張した。病院ではベッドに束縛さ

れ、激しい腰痛のため一晩中苦悶した。同人はさらに、関連の手続について申立人に説明を行

なった者は誰もおらず、病院に面会に来た者の 1人が裁判官であったことを、申立人は後にな
ってようやく認識したと申し立てた。また、法律扶助弁護士が手続中に申立人と面会したこと

はなかったとも強調した。この不服申立書には申立人とその姉妹の署名が記載されていた。

29．申立人は、病院長および R.臨床病院センター長に宛てた手書きの苦情申立て書を 2012年
11月 8日付で提出し、前掲不服申立て書（前掲パラ 28参照）にも添付した。申立人は、病院
において何の理由もなくベッドに拘束され、人間の尊厳を侵害されたと申し立てた。また、腰

痛の問題を考えてくれたり、関連の手続について説明してくれたりした人は誰もいなかったと

も強調した。さらに、法律扶助弁護士は一度も面会に来なかったこと、病院への収容は関連国

内法に反しており、刑事責任上の問題さえ提起するものであることを主張した。

30．申立人によるこの申立ては、病院長にも、他の権限ある病院当局者にも回送されなかった。

31．2012年 11月 13日、裁判官 3人から構成される R.県裁判所の合議体は、第 1審裁判所の
認定結果を支持し、これらの申立てを十分な理由がないとして棄却した。決定の関連部分では

次の通り述べられている。

「本事件で立証されているところによれば、被申立人は自己の状態および疾病に関する重

要な評価を行なう能力を欠いており、また急性精神病性障害（F23.2）および体系的妄想性
障害（F22.1.O）と診断されていた。さらに、被申立人が精神運動性の緊張状態にあり、感
情表明がよそよそしく、対人的距離をとっていたこと、多くの精神病理学的病態（現実感

消失、離人症、迫害・圧力・支配を受けているという誇大妄想的な体系的観念等）を示し

ていたこと、自己の状態に関する重要な評価を行なう能力を欠いていたこと、および、退

院させればその健康に深刻な危害が生じる可能性があることも立証されている。当裁判所

は、これにより、非自発的治療の可能性について定めた精神障害者保護法第 22条（1）の
要件が満たされることを認める。

 以上の考慮、特に被申立人の健康状態および不服申立てにおける主張は、申立人が自己

の状態について重要な評価をできないことをうかがわせるものであるから、当裁判所は、
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この段階で申立人を退院させればその健康に深刻な危害が生じる可能性があると考える。

 被申立人の権利の侵害および治療の不十分さに関する主張については、申立人に対し、

保健省内の国家精神障害者保護委員会および当該病院の倫理委員会に苦情申立てを行なう

よう指示する」

32．この決定は、申立人およびその姉妹、申立人の法律扶助代理人、病院ならびに担当の社会
的ケアセンターに送達された。ただし、ケースファイルからは、さらなる対応がとられた様子

はうかがえない。

33． 2012年 11月 14日、申立人は病院長に手紙を送り、病院食への満足を表明した。

34．2012年 12月 3日、病院から R.県裁判所に対し、申立人が 2012年 11月 29日に退院した
旨の通告があった。

II．関連国内法

A．憲法

35．クロアチア共和国憲法（Ustav Republike Hrvatske；官報 56/1990号、135/1997号、8/1998
号、113/2000号、124/2000号、28/2001号、41/2001号、55/2001号、76/2010 号および 85/2010
号）の関連規定は、次のように定める。

第 23条
「何人も、いかなる形態の陵虐……も受けない。」

第 25条
「すべての被拘禁者および有罪判決を言い渡された者は、人道的やり方で、かつその尊厳

を尊重されながら取扱われる。」

第 46条
「すべての者は、異議および苦情を申し立て、国および公的機関に対して提案を行ない、

かつこの点に関して回答を受ける権利を有する。」

B．精神障害者保護法

36．精神障害者保護法（Protection of Individuals with Mental Disorders Act / Zakon o zaštiti 
osoba s duševnim smetnjama；官報 11/1997号、27/1998号、128/1999号および 79/2002号）
の関連規定は、次のように定める。

V．精神科施設への非自発的入院および非自発的入院継続
第 5条

「（1）精神障害がある者の尊厳は、いかなる状況においても保護されかつ尊重される。
（2）精神障害がある者は、いかなる形態の陵虐または品位を傷つける取扱いからも保護さ
れる権利を有する。

 ……」

第 6条
「精神科医および他の保健ケアワーカーは、精神障害がある者の治療を、その権利および

自由の制限が最小限であることを確保しながら、かつ、身体的および心理的不快を引き起

こしまたはその人格的不可侵性および人間の尊厳を減殺するいかなる処置も最低限に留め
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ながら、組織する。」

第 7条
「精神障害がある者に治療を提供するにあたり、精神科医および他の保健ケアワーカーは、

強制的処置よりも、同意に基づく協力ならびに精神障害がある者の希望およびニーズの尊

重を優先させる。」

第 10条
「（1）精神障害がある者の非自発的監禁および非自発的入院継続は、本法が定める手続に
したがい、司法審査に服する。

 ……」

第 11条
「（1）精神障害がある者であって同意に基づきまたは非自発的に精神科施設への入院継続
の対象とされている者は、次の権利を有する。

1．入院時に、またはその後本人の要請があった時点で、その権利義務およびこれらの権利
を確保する方法について告知される権利。

 ……

6．治療方法、診断、退院ならびに自己の権利および自由の侵害について、精神科施設の院
長または診療科長に対して直接苦情を提出する権利。

7．権限ある司法機関および国の機関に対し、要請を提出し、かつ、いかなる監督および制
限もなく、苦情申立て、不服申立てその他の法的救済の請求を行なう権利。

8．自ら選んだ医師または弁護士に自費で相談する権利。
 ……」

第 22条
「（1）重度の精神障害があり、その精神障害のために自分自身の生命、健康もしくは安全
または他者の生命、健康および安全を深刻かつ直接に危うくする者は、本法が定める非自

発的入院に関する手続にしたがい、その同意を得ることなく精神科病院に措置することが

できる。

 ……」

第 23条
「（1）第 22 条にいう者の精神科病院への入院は、……当該病院の勤務医ではない医師で
あって、対象者を自ら診察しかつ関連の診察記録を提供した医師の処方に基づいて行なう。

 ……」

第 25条
「本法第 23 条……に基づく入院を受け入れる精神科医は、対象者の診断処置および治療
処置を直ちに開始するものとし、当該処置に基づき、本法第 22 条が定める非自発的入院
の理由の有無に関する評価を 72時間以内に行なう。
 ……」

第 26条
「（1）精神科医は、本法第 22 条に基づく非自発的入院の事由が満たされていると認める
時は、その旨の決定を行なう。当該決定は、理由が付されたものでなければならず、かつ

医療記録に注記されなければならない。

（2）精神科医は、入院させられた者に対し、当該決定について適切な方法で告知するとと
もに、非自発的入院の理由および目的ならびに本法に基づく対象者の権利義務について説
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明する。」

第 27条
「（1）本法第 22条に基づき精神障害がある者の非自発的入院を受け入れた精神科施設は、
直ちに、または非自発的入院に関する決定が行なわれた後 12時間以内に、〔管轄権を有す
る〕県裁判所に対して直接または電子通信手段により当該非自発的入院について通知し、

かつ、診断記録を非自発的入院の理由書とともに〔当該裁判所に〕送達する。

 ……」

第 29条
「（1）精神障害がある者を精神科施設に非自発的に入院させるための手続は、〔管轄権を有
する〕県裁判所の裁判官 1名がこれを管轄する。
 ……」

第 30条
「（1）県裁判所は、非自発的入院に関する通知を受領しまたはその他の方法で非自発的入
院について知った時は、職権により関連の手続を開始するものとし、対象者に代理人がい

ない時は代理人として法律扶助弁護士を選任する。

（2）本法第 29条（1）にいう裁判官は、直ちに、または非自発的入院に関する情報を受領
した後 72 時間以内に当該精神科施設で対象者と面会し、かつ健康状態が許す時は対象者
の事情聴取を行なう。

（3）当該裁判官は、（2）の規定に基づく期限内に、非自発的収容の期間を延長する。当該
期間は、非自発的入院の日から 8日を超えることはできない。
 ……」

第 31条
「（1）裁判所は、精神障害がある者の非自発的入院の継続または退院について決定する前
に、非自発的監禁がどうしても必要か否かを確認するため、裁判所の常任専門家名簿から、

対象者が抑留されている精神科施設の勤務医ではない精神科医を選び、鑑定報告書を提出

させるものとする。

 ……

（3）（1）の精神科医は、当該精神障害がある者を診察した後、裁判所に意見書を提出する。
（4）裁判所は、精神障害がある者の非自発的入院の継続または退院について決定する前
に、社会的ケアセンターおよび関連情報を提供し得る他の者から情報を得ることができる。」

第 33条
「（1）裁判所は、その認定結果に基づき、非自発的入院の対象とされた者を入院継続の対
象とするかまたは退院させるかについて決定する。

 ……

（3）裁判所は、その決定において、非自発的入院を継続する期間を定めるものとする。当
該期間は、当該精神障害がある者の非自発的入院に関して精神科医が決定を行なった時点

から 30日を超えることはできない。」
第 36条

「……

（2）〔非自発的入院の継続に関する〕決定は、対象者、その法定代理人、対象者と世帯を
同じくする近親者、その他の許可を得た代理人、担当の社会的ケアセンターおよび対象者
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が収容されている精神科施設に送達される。」

第 37条
「（1）非自発的入院の継続に関する決定に対しては、県裁判所に不服申立てを行なうこと
ができる。

（2）不服申立ては、本法第 36条（2）に掲げられたいかなる者も、これを行なうことがで
きる。

 ……」

第 38条
「（1）本法第 37条（1）に基づく不服申立てについての決定は、裁判官 3人から構成され
る県裁判所の合議体がこれを行なう。

 ……」

VIII 精神障害がある者の保護における有形力の使用
第 54条

「（1）精神科施設において、精神障害がある者を保護するための有形力または隔離処置の
使用は、当該処置が、対象者が他者の生命もしくは健康もしくは自分自身の生命および健

康を危うくしまたは貴重な財産を損壊することを防止するための唯一の手段である場合に

限って認められる。

（2）（1）の規定に基づく有形力または隔離処置は、当該精神障害がある者からの攻撃によ
って引き起こされる危険を解消するためにやむを得ず必要な限度で、かつ当該目的のため

にやむを得ず必要な方法によってのみ、用いることができる。

（3）有形力または隔離処置は、（1）の規定にいう目的を達成するために必要な期間での
み、用いることができる。」

第 56条
「（1）本法第 54 条にいう有形力または隔離処置の使用に関する決定およびその運用の監
督は、精神科医が行なう。

 ……」

第 57条
「精神障害がある者を独居監禁下に置く際または〔そのような〕者に対して拘束服もしく

は他の身体拘束手段を用いる際には、病院職員が、対象者の身体的および精神的状態の継

続的モニタリングを行なう。」

第 58条
「（1）当該状況において可能な時は、対象者に対し、有形力を用いる前に警告を行なう。
（2）有形力を用いる理由、使用された手段およびとられた処置ならびに決定責任者の氏名
が、医療記録に記載されなければならない。」

IX 国家精神障害者保護委員会と精神科施設
第 60条

「（1）保健省内に国家精神障害者保護委員会を設置する。
 ……」

第 61条
「（1）国家精神障害者保護委員会は、次の事項について権限を有する。
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 ……

c) 本法が定める手続を監督し、かつ、不法な行為を解消するための措置を精神科施設お
よび権限ある国家機関に対して勧告すること。

d) 精神障害がある者の人権および自由ならびに尊厳の遵守をモニタリングすること。
e) 自らの評価に基づきまたは第三者の要請を受けて、精神科施設への非自発的入院また

は精神科施設における非自発的入院継続……の個別事案に関する調査を行なうこと。

f) 精神障害がある者、その法定代理人、家族構成員、その他の代理人、第三者または社
会的ケアセンターからの苦情を受理し、かつ、あらゆる必要な調査および監督を行なうこ

と。

 ……」

C．患者の権利法

37．患者の権利法（Zakon o zaštiti prava pacijenata、官報 169/2004号および 37/2008号）
の関連個所は次のように定める。

III．患者の権利保護地方委員会
第 30条

「患者の権利の確保および促進にあたり、各地方当局は、患者の権利保護委員会（以下「委

員会」）を設置する。」

委員会の活動範囲

第 33条
「委員会は、次の任務を遂行する。

 ……

－個々の患者の権利侵害を地方レベルでモニタリングすること。

 ……」

第 36条
「委員会は、苦情の申立人に対し、当該申立てに関する活動について 15 日以内に通知す
る。」

第 37条
「委員会は、保健ケアサービスが提供されている施設にアクセスし、……患者の権利がど

のように確保されているかをモニタリングする権利を有する。

 委員会は、本条第 1項に基づいて行なった査察についての報告書を作成し、直ちに、か
つ遅くとも 8日以内に、保健ケア法および衛生査察法、……医療従事者法、歯科ケアサー
ビス法、薬局法、医学的生化学活動法および看護法……に基づく権限を有する当局に送達

する。

 本条第 2項に掲げられた機関は、その活動……について委員会に通知しなければならな
い。

 本条第 2項に掲げられた機関は、自らの活動に基づき、本法に基づく患者の権利の侵害
が軽犯罪または犯罪に相当する合理的疑いがあると判断する時は、直ちに、かつ遅くとも

査察を行なってから 30日以内に、……〔権限ある当局に対して〕軽犯罪手続を提起しまた
は刑事告発を行なう。」
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IV 保健省・患者の権利保護促進委員会
第 38条

「保健ケア領域におけるクロアチア共和国の権利および義務を背景として、患者の権利を

尊重する社会的ケアを確保するにあたり、〔保健〕大臣は、保健省・患者の権利保護促進委

員会を任命する。

 ……」

第 39条
「保健省・患者の権利保護促進委員会は、次の任務を遂行する。

－患者の権利が本法に基づいてどのように確保されているかを監督すること。

 ……」

D，保健ケア法

38．保健ケア法（Zakon o zdravstvenoj zaštiti、官報 150/2008号、71/2010号、139/2010号、
22/2011号、84/2011号、154/2011号、12/2012 号、35/2012 号および 70/2012 号）の関連規
定は次のように定める。

第 23条
「……

 すべての者は、提供される保健ケアサービスの質、内容および態様に関わる自己の権利

の保護を、保健施設の長……に対し、直接または書面で求める権利を有する。

 ……長は、苦情申立ての後遅滞なく行動し、申立人に対し、どのような措置をとったか

について 8日以内に書面で通知しなければならない。
 申立人は、とられた措置に満足しない時は、大臣、権限のある評議会または権限のある

裁判所に対し、自己の権利の保護を求めることができる。」

倫理委員会

第 68条
「医療施設の倫理委員会は、その活動が医療倫理および義務論の原則を遵守しながら遂行

されることを確保する。

 ……」

第 69条
「医療施設の委員会は、次のことを行なう。

－当該医療施設における活動……における、保健従事者による倫理原則および義務論原則

の実施のモニタリング。……」

XVII 監督
第 167条

「医療施設……の業務の監督には、次のものが含まれる。

－内部監督。

－評議会による専門的監督。

－保健査察。」

保健査察官

第 171条
「保健ケア領域における法令等の実施および執行の査察ならびに保健施設……の監督は、
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〔保健〕省保健査察官がこれを行なう。

 ……

 保健ワーカーによる職業上の瑕疵が生じまたは医療倫理および義務論の原則の違反が発

生した時は、保健査察官は、当該事案を権限のある評議会に移送する。」

第 178条
「保健査察官は、特に次の任務を遂行する。

 ……

2．保健施設……の業務の法律適合性を監督すること。
3．定められた権限に基づく監督に関する法人および自然人の意見書を検討し、とられた対
応について書面で申立人に通知すること。」

第 179条
「査察の際、査察官は特に次のことを監督する。

1．患者の入院、治療および退院の進め方。
2．予防、診断、治療およびリハビリテーションの手段および手法の適用のあり方。
 ……」

第 180条
「本法第 179条にいう査察の際、査察官は次の権利および義務を有する。
 ……

2．法令に反する処置および活動の適用を禁止すること。
 ……」

第 185条
「査察官は、法律の違反が犯罪または軽犯罪にあたると考える理由がある時は、その権限

に基づく決定を添えて、遅滞なく、かつ……査察の後 15日以内に、軽犯罪手続の開始につ
ながる訴追要請または刑事手続の開始につながる刑事告発を行なう。」

E．医療従事者法

39．医療従事者法（Zakon o liječništvu、官報 121/2003号および 117/2008号）の関連規定は、
次のように定める。

医師の専門的監督

第 30条
「クロアチア医学評議会は、医師……の業務の監督を行なう。

 本条第 1項に基づく監督は、……特に次の申立てに基づいて行なわれる。
－市民からの署名入り書面による申立て。

－保健省および他の国家機関から寄せられた申立て。

－医師の業務に関して常時および臨時に行なわれる確認。」

クロアチア医学評議会と保健省査察官の協力

第 31条
「本法第 30 条に基づく監督を行なうに際し、クロアチア医学評議会は、保健省の保健査
察官と協力する。

 ……」
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医師の規律責任

第 52条
「規律違反行為に関する医師の責任は、クロアチア医学評議会の懲戒機関がこれを問うも

のとする。

 ……」

F．刑法

40．刑法（Kazneni zakon、官報 110/1997号、27/1998号、50/2000号、129/2000号、51/2001
号、111/2003号、190/2003号、105/2004号、84/2005号、71/2006号、110/2007号、152/2008
号および 57/2011号）の関連規定は、次のように定める。

第 8条
「（1）刑事犯罪に関する刑事手続は、クロアチア共和国およびその市民の利益にのっとり、
国家検察局がこれを開始する。」

自由の不法な剥奪

第 124条
「（1）他の者を不法に拘禁し、拘禁下に留めまたは他のやり方でその移動の自由を剥奪し
もしくは制限した者は、3月以上 1年以下の収監刑に処す。
 ……

（3）本条第 1 項および第 2 項の犯罪が……残虐なやり方で……実行された時は、実行犯
を 3年以上 10年以下の収監刑に処す。」

医療過誤

第 240条
「（1）医師または歯科医師が、医療サービスを行なうにあたり、医学界の要件にしたがっ
て患者の保護のための処置をとらず、もしくは明らかに不適切な療法もしくは治療手法を

適用し、または一般的に不注意に行為したことによって疾患の悪化または患者の健康被害

を引き起こした時は、3月以上 3年以下の収監刑に処す。
（2）本条（1）の刑は、活動を遂行するにあたり、患者の保護のための措置を適用せずも
しくは職業上の行為の要件……に反して行為し、またはその他の形で不注意に行為したこ

とによって、疾患の悪化または患者の健康被害を引き起こした医療従事者に関して適用さ

れる。

 ……」

G．刑事訴訟法

41．申立て時点における刑事訴訟法（Zakon o kaznenom postupku、官報 110/1997号、27/1998
号、58/1999号、112/1999号、58/2002号および 62/2003号）の関連規定は、次のように定め
る。

第 171条
「（1）すべての国家機関および国家法人は、正式な訴追の対象となるいかなる犯罪につい
ても、通告を受けまたは他のやり方で把握した時はこれを通報する。

 ……」

第 173条
「（1）刑事告訴は、権限のある国家検事に対し、書面または口頭で行なうものとする。
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 ……

（3）刑事告訴が、当該事案を取り扱う権限のない裁判所、警察または国家検事に対して行
なわれた時は、当該刑事告訴を権限のある国家検事に移送するものとする。」

H．民事義務法

42．民事義務法（Zakon o obveznim odnosima、官報 35/2005号、41/2008号および 125/2011
号）の関連個所は、次のように定める。

第 1046条
「損害とは、人格的尊厳を尊重される権利の……侵害（非金銭的損害）をいう。」

人格的尊厳の侵害の差止め要請

第 1048条
「何人も、裁判所または他の権限のある当局に対し、自己の人格的尊厳を侵害する活動の

停止および当該活動の影響の解消を命令するよう求めることができる。」

I．裁判所規則

43．裁判所規則（Sudski poslovnik、官報 158/2009号、03/2011号、34/2011号、100/2011号、
123/2011号、138/2011号、38/2012号、111/2012号、39/2013号および 48/2013号）の関連
規定は、次のように定める。

第 163条
「書簡を開封する際に認められた不備および遺漏については、……受領印の隣に注記する

ものとする。

 他の裁判所、機関または法人に宛てた意見書が封筒内に同封されていた時は、受領記録

の隣に関連の注記（「提出先の誤り」等）を行なうとともに、当該意見書を……名宛人に移

送するものとする。」

J．個人の苦情申立ての処理に関する R.臨床病院センターの内部規則

44．2012年に発表されてインターネットで入手可能な R.臨床病院センターの文書 JZK-SOPK-
OP-006.00の関連個所は、次のように定める。

「                  目的

 本文書の目的は、R.臨床病院センターの患者および従業員からの苦情／異議申立ての受
理、処理および当該申立てへの対応に関する包括的手続を定めることである。

責任

〔本文書の〕適用および監督は、R.臨床病院センター理事会の義務である。苦情申立ての
受理および処理は、臨床科長および質担当副院長に委任される。苦情申立てへの回答は、

質担当副院長が行なう。

手続

1．苦情／異議申立ての提出
 苦情は、……そのために用意されている書式に基づき、書面で提出するものとする。

 不満を口頭で表明することも可能である。提出先は、問題とされる出来事が発生した臨

床科の科長とする。

 すべての者は、次の提出先に対して直接、苦情／異議申立てを提出する権利を有する。

 ……
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－権限のある裁判所。

2．苦情／異議の受理後の手続
 ……

 臨床科長は、報告書（当該苦情／異議に関する報告書）を起案し、当該苦情とともに質

担当副院長に提出する。……」

III．関連の国際的資料

A．国際連合

1．精神疾患を有する者の保護および精神保健ケアの改善のための原則

45．精神疾患を有する者の保護および精神保健ケアの改善のための国連原則（A/RES/46/119、
1991年 12月 17日）の関連規定は、次のように定める。

原則 1 
基本的な自由および権利

「……

2．精神疾患を有するすべての者またはそのような者として扱われるすべての者は、人道的
に、かつ人間としての固有の尊厳を尊重されながら取り扱われる。」

原則 9 
治療

「1．すべての患者は、制限がもっとも少ない環境において、かつ、患者の健康上のニーズ
および他の者の身体的安全を保護する必要性にふさわしい、制限度または干渉度がもっと

も低い治療法によって治療を受ける権利を有する。

 ……

3．精神保健ケアは常に、精神保健従事者を対象として適用される倫理基準にしたがって提
供される。これには、国際連合総会で採択された、拷問および他の残虐な、非人道的なま

たは品位を傷つける取扱いまたは処罰からの受刑者および被拘禁者の保護における保健従

事者（特に医師）の役割に関連する医療倫理原則などの、国際的に認められた基準が含ま

れる。精神保健の知識および技能の濫用は、あってはならない。

 ……」

原則 11 
治療への同意

「……

11．患者の身体的拘束または非自発的な隔離は、正式に承認された当該精神保健施設の手
続にしたがい、かつ、それが患者または他の者に対する即時的なまたは切迫した危害を防

ぐために利用可能な唯一の手段である場合を除き、行なわれてはならない。当該処置は、

このような目的のために厳密に必要とされる期間を超えて行なわれてはならない。身体的

拘束または非自発的隔離が行なわれたすべての事案、その理由ならびにその性質および程

度を、患者の医療記録に記載するものとする。拘束または隔離の対象とされた患者は、人

道的条件のもと、有資格の職員によるケアおよび緊密かつ恒常的な監督下に置かれる。患

者の個人的代理人が存在しておりかつ妥当である場合には、患者のいかなる身体的拘束ま

たは非自発的隔離についても、当該代理人に対して迅速に通知するものとする。

 ……」
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原則 12 
権利の告知

「1．精神保健施設の患者は、本諸原則にしたがってかつ国内法に基づいて認められている
自己のすべての権利について、入院後可能な限り早期に、当該患者が理解できる形式およ

び言語で告知される。告知される情報には、これらの権利およびその行使方法の説明が含

まれる。

2．患者がこのような情報を理解できない場合、そのような状況が続く限りにおいて、患者
の権利は、患者の個人的代理人（このような代理人が存在しており、かつ適切である場合）、

および、患者の利益をもっともよく代理する能力を有しておりかつその意思がある個人ま

たは複数の者に対して、伝えるものとする。

3. 必要な能力を有する患者は、自分に代わって告知を受ける者および自己の利益を施設
当局に対して代弁する者を指名する権利を有する。」

原則 16 
非自発的入院

「1．ある者を患者として非自発的に精神保健施設に入院させること、またはすでに患者と
して自発的に入院している者を引き続き非自発的患者として当該精神保健施設に入院させ

続けることは、この目的のために法律によって権限を認められた有資格の精神保健従事者

が、前掲原則 4にしたがって当該者が精神疾患を有していると判断し、かつ次のいずれか
の条件が存在すると考える場合に限って認められる。

(a) 当該精神疾患を理由として、本人または他の者に対して即時的または切迫した危害が
生じる重大な可能性があること。

(b) 精神疾患が重篤であり、かつ判断能力が損なわれている者の場合、当該者を入院させ
またはその入院を継続しなければ、病態の深刻な悪化につながる可能性が高く、また

は最小限の制限の原則にしたがって精神保健施設に入院させることによってしか提供

できない適切な治療が妨げられること。

 （b）の場合、可能な時は、第一の精神保健従事者から独立した、前掲条件を満たす第二
の精神保健従事者との協議が行なわれるべきである。このような協議が行われる場合、非

自発的な入院または入院継続は、当該第二の精神保健従事者の同意がなければ行なうこと

ができない。

原則 18 
手続的保障

「1．患者は、弁護士を選任し、患者としての自己の代理人に任命する権利を有する（いず
れかの不服申立て手続または異議申立てにおける代理を含む）。患者がこのようなサービ

スを確保できない時は、患者に十分な支払い手段が欠けている限度で、患者による支払い

を要せずに弁護士が利用可能とされる。

 ……」

原則 21 
苦情申立て

「すべての患者および元患者は、国内法によって定められた手続を通じ、苦情申立てを行

なう権利を有する。」
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2．障害のある人の権利に関する条約

46．クロアチアが 2007 年 8 月 15 日に批准した障害のある人の権利に関する国際連合条約
（A/RES/61/106、2007年 1月 24日、以下「CRPD」の関連個所は、次のように定める。

第 13条
司法手続の利用の機会

「1．締約国は、障害者が全ての法的手続（捜査段階その他予備的な段階を含む。）におい
て直接及び間接の参加者（証人を含む。）として効果的な役割を果たすことを容易にするた

め、手続上の配慮及び年齢に適した配慮が提供されること等により、障害者が他の者との

平等を基礎として司法手続を利用する効果的な機会を有することを確保する。

2 締約国は、障害者が司法手続を利用する効果的な機会を有することを確保することに
役立てるため、司法に係る分野に携わる者（警察官及び刑務官を含む。）に対する適当な研

修を促進する。」

第 14条
身体の自由及び安全

「1．締約国は、障害者に対し、他の者との平等を基礎として、次のことを確保する。
(a) 身体の自由及び安全についての権利を享有すること。
(b) 不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の 奪も法律に従って
行われること及びいかなる場合においても自由の 奪が障害の存在によって正当

化されないこと。

2．締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であっても、当該障害者
が、他の者との平等を基礎として国際人権法による保障を受ける権利を有すること並びに

この条約の目的及び原則に従って取り扱われること（合理的配慮の提供によるものを含む。）

を確保する。」

第 15条
拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由

「1．いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは
刑罰を受けない。特に、いかなる者も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受

けない。

2．締約国は、障害者が、他の者との平等を基礎として、拷問又は残虐な、非人道的な若し
くは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けることがないようにするため、全ての効果

的な立法上、行政上、司法上その他の措置をとる。」

3．国際連合・障害者権利委員会の実行

47．国際連合・障害者権利委員会（「CRPD」）は、「ハンガリーの第 1回報告書に関する総括所
見（2012年 9月 17－28日）」（CRPD/C/HUN/1）において、CRPD第 14条および第 15条の
適用との関連で次のように指摘している。

「身体の自由および安全（第 14条）
28．委員会は、締約国が、障害（精神障害、心理社会的障害または知的障害を含む）に基
づく自由の剥奪を認めている法律上の規定を見直し、かつ、保健ケアサービス（すべての

精神保健ケアサービスを含む）が、十分な情報に基づく対象者の自由な同意に基づいて提

供されることを確保するよう、勧告する。
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拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰からの自

由（第 15条）
 ……

30．……委員会は、『拷問の被害を受けたとされる者を診察し、かつ診察行為中に人間の
尊厳の尊重を確保する任務を委ねられた独立の診察機関』を設置するべきである旨の2010
年の自由権規約委員会による勧告（CCPR/C/HUN/CO/5）を、締約国が実施するよう勧告
する。」

48．同委員会は、「オーストリアの第 1 回報告書に関する総括所見（2013 年 9 月 1－2 日）」
（CRPD/C/AUT/1）において、次のように強調している。

「身体の自由および安全（第 14条）
29．委員会は、オーストリア法において、ある者が心理社会的障害を有しており、かつ自
己または他の者にとって危険な存在であると判断された場合、その意思に反して精神科施

設に監禁することが認められていることを深く懸念する。委員会は、このような法律は実

際のまたは想定された障害に基づく人の自由の剥奪を認めているため、条約第 14 条に抵
触するとの見解をとるものである。

30．委員会は、締約国に対し、何人もその意思に反していかなる種類の精神保健施設にも
拘禁されないことを確保するため、あらゆる必要な立法上、行政上および司法上の措置を

とるよう促す。委員会はさらに、締約国に対し、障害の人権モデルに基づく脱施設化戦略

を策定するよう促すものである。

31．委員会はまた、締約国に対し、すべての精神保健ケアサービスが、十分な情報に基づ
く対象者の自由な同意を得て提供されることを確保することも促す。委員会は、障害のあ

る人を支援するための、コミュニティを基盤とする外来サービスが十分に存在することを

確保する目的で、国が、高度の支援を必要とする知的障害者および心理社会的障害者に対

してより多くの財源を配分するよう、勧告するものである。

拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰からの自

由（第 15条）
32．委員会は、知的障害、精神障害および心理社会的障害のある人々が監禁されている締
約国の精神科病院・施設において、ネットベッドおよび同意に基づかないその他の実務形

態が引き続き用いられていることに、懸念とともに留意する。

33．委員会は、締約国が、精神科病院・施設の知的障害者、精神障害者および心理社会的
障害者との関係で、ネットベッド、拘束具および同意に基づかないその他の実務形態の使

用を廃止するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、条約で定められているとおり、

ケア施設および他の同様の施設の医療従事者および職員を対象として、拷問、残虐な、非

人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰に関する研修を引き続き実施するよう、

勧告するものである。

4．拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰に関する特別報
告者

49．拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰に関する特別
報告者のフアン・E・メンデス（Juan E. Méndez）は、保健ケア現場における虐待的実務の問
題に関する 2013年 2月 1日付の報告書（A/HRC/22/53）で、次のように述べている。

－ 164 －



「            2．拘束および隔離の絶対的禁止
63．当受任者〔訳注／特別報告者〕はこれまで、精神科施設における障害者の独居監禁お
よび長期拘束の使用には治療面での正当化事由など存在し得ないと宣言してきた。長期の

隔離と拘束はいずれも、拷問および陵虐に相当することがあり得る（A/63/175、パラ 55－
56）。特別報告者はこれまでに独居監禁の問題を取り上げ、精神障害のある人にこれを科す
ことは期間を問わず残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いであると指摘した

（A/66/268、パラ 67－68、78）。さらに、精神障害のある人に対して行なわれるいかなる
拘束も、たとえ短期間であったとしても、拷問および陵虐に相当することがあり得る。す

べての強制的処置および同意に基づかない処置（心理社会的障害または知的障害がある

人々の拘束および独居監禁を含む）を絶対的に禁止し、自由の剥奪が行なわれるすべての

場所（精神科施設および社会的ケア施設を含む）で当該禁止を適用することが不可欠であ

る。拘束および隔離が用いられる環境は、患者が無力な存在となり、かつ障害のある人の

虐待的取扱いが行なわれることから、強制的投薬および電気ショック処置などの、同意に

基づかないその他の治療にもつながる可能性がある。

3．強制的介入を認める国内法
64．当受任者は引き続き、世界中で強制的介入が組織的に行なわれていることを示す報告
を受け取っている。当受任者と国連条約機関はいずれも、保健ケア施設における非自発的

な治療その他の精神医学的介入がある種の拷問および陵虐であるとの見解を確立してきた。

強制的介入は、障害者権利条約とは両立しない無能力および治療上の必要性の理論によっ

て誤って正当化されることがしばしばあるが、国内法で正当化されており、対象者の「最

善の利益」とされるものにかなっているとして公衆の支持を得ている場合もある。にもか

かわらず、それが過酷な痛みと苦しみを与える限りにおいて、拷問および残虐な、非人道

的なおよび品位を傷つける取扱いの絶対的禁止に違反するのである（A/63/175、パラ 38、
40、41）。特別報告者は、障害のある人の自律と尊厳への関心から、強制的介入を認めてい
る国内法の改正を促す。

 ……

5．障害のある人
80．障害のある人は、強制的医療介入の影響を特に受けやすく、同意に基づかない医療実
務の対象とされ続けている（A/63/175、パラ 40）。……

V．結論および勧告
B．勧告

85．特別報告者は、すべての国に対し、次の措置をとるよう求める。
 ……

(c) 保健ケア現場で拷問および陵虐が行なわれた旨の訴えを迅速、公平かつ徹底的に調査
し、証拠により妥当と認められる場合は加害者に対して訴追その他の対応をとり、か

つ、被害者に対して効果的な救済（賠償、満足および再発防止の保証ならびに原状回

復、補償およびリハビリテーションの措置を含む）を提供すること。

 ……

4．心理社会的障害のある人
89．特別報告者は、すべての国に対し、次の措置をとるよう求める。
(a) 保健ケアの文脈における障害のある人の権利についての有権的指針たる障害者権利条
約にのっとり、障害のある人との関連で拷問禁止の枠組みを見直すこと。
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(b) 障害のある人に対するすべての強制的医療介入および同意に基づかない医療介入（同
意に基づかずに精神外科手術や電気ショックを実施したり神経遮断薬などの向精神薬

を投与したりすること、適用期間の長短にかかわらず拘束および独居監禁を用いるこ

とを含む）を絶対的に禁止すること。障害のみを理由とする強制的な精神医学的介入

を終わらせる義務は即時的適用の対象であり、財源の不足を理由としてその実施を先

送りすることは正当化されない。

(c) 強制的な治療および入院に代えてコミュニティにおけるサービスを用いること。この
ようなサービスは、精神保健の医療モデルに代わるもの（ピアサポート、意識啓発お

よび精神保健従事者・法執行要員等の研修を含む）を重視しながら、障害のある人が

表出するニーズを満たし、かつ対象者の自律、選択、尊厳およびプライバシーを尊重

するようなものでなければならない。

(d) 精神保健上の理由による拘禁または精神保健施設における拘禁、および、いかなるも
のであれ、十分な情報に基づく対象者の自由な同意を得ずに精神保健現場で行なわれ

る強制的な介入または治療を認めている法律上の規定を見直すこと。十分な情報に基

づく対象者の自由な同意を得ずに行なわれる、障害を理由とする障害者の施設措置を

認めている法律は、廃止されなければならない。

B．欧州評議会

1．精神医学と人権に関する欧州評議会議員会議勧告 1235 (1994) 

50．精神医学と人権に関する 1994年 4月 12日の欧州評議会議員会議勧告 1235 (1994)の関連
個所は、次のように定める。

「i．入院の手続および条件
a. 強制入院は、例外的事案に限って用いられなければならず、かつ次の基準を満たしてい
なければならない。

 患者または他の者に対する深刻な危険が存在すること。

 追加的基準として、患者の治療に関する基準を設けることも考えられる。措置が

行なわれなければ、悪化につながり、または患者が適切な治療を受けられなくな

る可能性があること。

b. 強制入院に際し、精神科施設への措置に関する決定は裁判官によって行なわれなけれ
ばならず、かつ措置期間が指定されなければならない。……

c. 当該決定に対して不服申立てを行なうための法律上の規定が存在しなければならない。
d. 精神科施設への到着時に、患者の権利規範に対して患者の注意を喚起しなければなら
ない。

……」

2．生物学および医学の適用に関わる人権および人間の尊厳の保護のための条約：人権と生物医
学条約

51．生物学および医学の適用に関わる人権および人間の尊厳の保護のための 1997年 4月 4日
の条約（CETS 164、オビエド条約）は、その関連個所で次のように定める。

第 1条－趣旨および目的
 この条約の締約国は、生物学および医学の適用との関連で、すべての人間の尊厳および
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アイデンティティを保護し、かつ、すべての者に対し、差別なく、その不可侵性ならびに

他の権利および基本的自由の尊重を保障する。

 ……

第 II章－同意
第 5条－総則

 保健領域における介入は、対象者が、当該介入に対し、十分な情報に基づく自由な同意

を与えた後でなければ行なうことができない。

 対象者に対しては、事前に、介入の目的および性質ならびに当該介入によって生じ得る

結果およびリスクに関する適切な情報が与えられる。

 対象者は、いつでも自由に同意を撤回することができる。

第 6条－同意能力を欠く者の保護
1．後掲第 17 条および第 20 条の規定にしたがうことを条件として、同意能力を有しない
者への介入は、その直接の利益を目的とする場合に限って行なうことができる。

 ……

3．法律にしたがい、成人が精神障害もしくは疾病のためにまたはこれに類する理由で介入
への同意能力がないとされる場合、当該介入は、対象者の代理人もしくは当局または法律

が定める者または機関の許可がある場合に限って行なうことができる。対象者は、可能な

限り、許可手続に参加するものとする。

4．前掲第 2 項および第 3 項にいう代理人、当局、者または機関に対しては、第 5 条にい
う情報が同一の条件の下で与えられる。

5、前掲第 2 項および第 3 項にいう許可は、対象者の最善の利益にのっとり、いつでも撤
回することができる。

第 7条－精神障害を有する者の保護
 重度の精神障害を有する者については、その精神障害の治療を行なわなければ本人の健

康に深刻な危害が生じる可能性がある場合に限り、法律で定められた保護条件（監督、管

理および不服申立て手続を含む）にしたがうことを条件として、その同意を得ることなく、

当該精神障害の治療を目的とする介入の対象とすることができる。

3．精神障害がある人の人権および尊厳の保護に関する加盟国への閣僚委員会勧告 Rec(2004)10 

52．精神障害がある人の人権および尊厳の保護に関する 2004 年 9 月 22 日の加盟国への閣僚
委員会勧告 Rec(2004)10（以下「Rec(2004)10」）の関連個所は、次のように定める。

「第 III章－精神障害を理由とする精神医療施設への非自発的措置および非自発的治療
第 17条－非自発的措置の基準

1．次のすべての条件が満たされている場合に限り、人を非自発的措置の対象とすること
ができる。

i. その人が精神障害を有していること。
ii. その人の病態が、対象者の健康または他の人に深刻な危害が生じる相当のリスクを
示すものであること。

iii. 当該措置に治療目的が含まれること。
iv. 適切なケアを提供する、より制限度の低い手段が利用できないこと。
v. 対象者の意見が考慮されたこと。

2．次のすべての条件が満たされる時は、対象者の健康または他の人に深刻な危害が生じ
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る相当のリスクを示す精神障害の有無について判断するために必要な最低限の期間、

本章の規定にしたがって人を非自発的措置の対象とする旨、法律で定めることができ

る。

i. その人の行動により、そのような障害があることが強く示唆されること。
ii. その人の病態が前記のリスクを示しているように思われること。

iii. 前記の判断を行なうための、適切かつより制限度の低い手段が存在しないこと。
iv. 対象者の意見が考慮されたこと。

第 18条－非自発的治療の基準
 次のすべての条件が満たされている場合に限り、人を非自発的治療の対象とすることが

できる。

i. その人が精神障害を有していること。
ii. その人の病態が、対象者の健康または他の人に深刻な危害が生じる相当のリスクを
示すものであること。

iii. 適切なケアを提供する、より干渉度の低い手段が利用できないこと。
iv. 対象者の意見が考慮されたこと。
 ……

第 22条－情報に対する権利
1．非自発的措置または非自発的治療の対象とされた人に対しては、対象者の権利および
対象者が利用できる救済処置について、口頭および書面による迅速な告知が行なわれ

るべきである。

2．対象者に対し、決定の理由および行なわれる可能性がある延長または終了の基準につ
いて、恒常的かつ適切な告知が行なわれるべきである。

3．対象者に代理人がいる場合、当該代理人に対してもこのような情報が提供されるべき
である。

第 V章－特定の状況
第 27条－隔離および拘束

1．隔離および拘束は、適切な施設において、最小限の制限の原則を遵守しながら、対象者
または他の者への切迫した危害を防止する目的で、かつ関連するリスクに比例するや

り方でのみ、用いられるべきである。

2．このような処置は医師による監督がある場合に限って用いられるべきであり、かつ適
切に記録されるべきである。

3．加えて、次のことが求められる。
i. 隔離または拘束の対象者のモニタリングが恒常的に行なわれるべきである。

ii. 当該処置の理由および継続期間が対象者の医療記録に記載され、かつ登録簿に登録
されるべきである。」

4．2009年 1月 26日の議員会議勧告 1854 (2009)によって再確認された、障害のある人による
権利へのアクセスおよび社会への完全かつ積極的な参加に関する議員会議決議 1642(2009) 

53．障害のある人による権利へのアクセスおよび社会への完全かつ積極的な参加に関する議員
会議決議 1642(2009)の関連個所は、次のように定める。

「7．第 1 に、議員会議は、加盟国に対し、次の措置をとることにより、障害のある人々
が、社会の他の構成員との平等を基礎として行為能力を維持しかつ行使することを保障す
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るよう促す。

7.1 決定を行なう障害のある人々の権利が制限されまたは他者によって代理行使されな
いこと、自己に関わる処置がそのニーズに合わせて個別に調整されること、および、意思

決定に関して支援者による支援を受けられることを確保すること。……」

5．拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会

54．拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止に関する欧州委員会
（「CPT」）は、2012年 9月 19日から 27日にかけてクロアチアを訪問した。CPTは、2014年
3月 8日の報告書 CPT/Inf (2014) 9の付属文書 IIIで、2007年のクロアチア訪問に関する報告
書（CPT/Inf (2008) 29）でも行なっていた、精神医療上の抑留における拘束処置の使用に関連
した勧告をあらためて繰り返した。これらの勧告では、次のように述べられている。

「120．CPT の見解では、すべての精神科施設が、包括的で注意深く策定された、拘束に
関する方針を有しているべきである。このような方針の立案における、スタッフおよび管

理者双方の関与と支持が欠かせない。このような方針においては、使用できる拘束手段、

当該拘束手段を適用できる状況、実務的な適用手段、必要とされる監督および処置終了後

の対応が明確にされるべきである。さらに、鎮静剤、抗精神病薬、催眠剤、精神安定剤の

ような化学的拘束を行なわなければならない場合、道具を用いた拘束と同一の保障措置の

対象とすることが求められる。これとの関連で、拘束の使用に関するガイドラインには次

のポイントが含まれているべきである。

拘束手段の適切な使用に関して、拘束手段は、当該個人または他の者に対する危害の

リスクを防止するための最後の手段としてのみ、かつ他の合理的な選択肢のいずれに

よっても当該リスクを満足のできる水準まで抑制できない場合に限って、使用される

べきである。拘束手段が処罰として、または訓練されたスタッフの不足を補う目的で

使用されることはあってはならない。

拘束手段のいかなる使用も、常に、医師による明示的な命令によるか、直ちに医師に

報告されるべきである。

スタッフは拘束の使用に関する訓練を受けていなければならない。このような訓練に

おいては、拘束手段の適用方法をスタッフに教えることにのみ焦点を当てるべきでは

なく、同じように重要なこととして、拘束の使用が患者に与える可能性のある影響を

スタッフが理解すること、および、拘束された患者をケアする方法についてスタッフ

が知っておくことを確保するべきである。

拘束手段の適用期間は、可能なもっとも短い期間とされるべきである。道具を用いた

拘束の延長は例外とされるべきであり、医師によるさらなる検討の対象とすることが

ふさわしい。

道具を用いた拘束の対象とされる患者は、他の患者の視線にさらされるべきではない。

監督に関して、患者が道具を用いた拘束の対象とされる場合は常に、治療同盟の維持

および援助の提供を目的として、訓練を受けたスタッフが常駐しているべきである。

このような援助としては、患者をトイレに連れていくことや飲食の手助けなどが考え

られる。

患者を拘束する手段――道具を用いた拘束か、化学的拘束かは問わない――のすべて

の使用例が、個人別ファイルに加え、この目的のために特に設けられた特別登録簿に

記録されなければならない。記載事項には、当該処置の開始時間および終了時間、事
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案の状況、当該処置を用いた理由、当該処置を命じまたは承認した医師の名、ならび

に、患者またはスタッフが負傷した場合にはその説明が含まれるべきである。これに

より、このような使用例の管理およびその発生頻度の監視がおおいに促進されること

になろう。

拘束手段が解除された後は、患者のデブリーフィングが行なわれるべきである。この

ような対応は、処置の理由を説明する機会となり、拘束経験による心理的トラウマの

軽減および医師－患者関係の回復につながる。また、患者が拘束前の感情について説

明する機会ともなり、患者の行動に関する患者自身およびスタッフ双方の理解の向上

につながる可能性もある。

C．欧州連合

55．2012年に実施された「精神保健上の問題を有する人の非自発的措置および非自発的治療」
と題する研究（Luxembourg, Publication Office of the European Union 2012；以下「報告書」）
において、欧州連合基本権庁（以下「FRA」）は、EU加盟国の比較法的枠組みおよび実務に関
する所見を明らかにしている。

56．非自発的措置および非自発的治療に関する制定法上の基準に関するFRAの所見によれば、
精神保健上の問題が存在することという基準はすべての加盟国の法律で定められていた。これ

自体は非自発的措置および非自発的治療を正当化するのに十分な基準ではないものの、必要と

される他の基準、特に Rec(2004)10 で定められた基準（前掲パラ 52 参照）については、各国
の法律はそれぞれ異なっていた。

57．特に、EU加盟国のうち 12か国（オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェ
コ共和国、ドイツ、エストニア、ハンガリー、リトアニア、ルクセンブルク、マルタおよびオ

ランダ）では、自己または他者に深刻な危害が生じる相当のリスクがあることと、精神保健上

の問題が確認されていることが、非自発的措置を正当化する 2 つの主要な条件とされている。
治療目的が必要であることについては、明示的には規定されていない。EU加盟国のうち 13か
国（デンマーク、ギリシア、フィンランド、フランス、アイルランド、ラトビア、ポーランド、

ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スウェーデンおよび英国）では、2 つの
基準――危害のリスクと治療の必要性――が、精神保健上の問題を有していることと並んで挙

げられている。しかし一部の国の法的枠組みでは、治療の必要性について、多かれ少なかれ含

意されているとはいえ、明示的言及がない。これらの EU加盟国では、非自発的措置が正当と
認められるためには両方の基準が満たされなければならないのか、またはいずれか 1つの基準
が満たされれば十分なのかについて、法律で具体的に定められていないことが多い。

58．非自発的措置および非自発的治療の基準として、EU 加盟国の大多数では、ある者が自己
または他の者に対して引き起こす可能性のある危害と関連した基準が定められているが、これ

までに実施されてきたいくつかの研究に依拠して FRAが指摘するところによれば、一部の EU
加盟国では、要件とされる危険性の水準がリスク水準の定義で定められているものの、法律で

定義された基準は曖昧であることが多い。

59．FRAはさらに、非自発的措置および非自発的治療は他の選択肢が利用できない場合に行な
われるべきであるという要件が、EU 諸国の過半数において、非自発的措置および非自発的治
療を許可することが可能となる前に満たされるべき基準となっていることを認めている。

－ 170 －



60．非自発的措置および非自発的治療に関連する手続上の問題に関して、FRA は、大多数の
EU 加盟国の法律で、非自発的措置について決定する審理の場への本人の立会いが要件とされ
ていること、本人が正式な審理の場で聴聞されない場合もあるのは一部の EU加盟国に過ぎな
いことを指摘している。FRA はさらに、「適切な法的支援」の要件が司法への効果的アクセス
と直接関係していると考え、大多数の EU加盟国の法律で、無償の法的支援が一定の状況下で
または自動的に提供される旨の規定が置かれていることを指摘している。

61．隔離および拘束の使用を経験しまたは目撃したことのある多数の人々を対象として FRA
が実施した面接調査によれば、強制的拘束の使用は、経験者からは「トラウマになり、忘れる

ことができず、時として身体的傷害を引き起こす」ものと捉えられていた。特にトイレを使用

する必要性が生じた場合との関連で屈辱感を覚えたという回答者もいれば、拘束という手段に

訴える前に制限度のより低い手法が試されなかったことへの失望感を強調する回答者もいた。

とりわけ、精神科病院で患者として過ごしたことのある回答者の 1人は、苦痛または興奮状態
に対処する手段として拘束が使用されていたと述べているほか、隔離および拘束の濫用を、ス

タッフが患者に対して支援的であるのではなく敵対的であるという感覚と結びつけて考える回

答者も存在した。

法律問題

I．条約第 3条違反との主張

62．申立人は、精神科病院への監禁中に陵虐を受けたことおよびこの点に関する効果的調査が
行なわれなかったことについて苦情を申し立てた。申立人が依拠した条約第 3条は、次のよう
に定める。

「何人も、拷問または非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰を受けない。」

A．受理許容性

1．当事者の主張

（a）政府

63．政府が主張するところによれば、精神科施設における監禁時の陵虐からの保護は主として、
患者の権利保護のための地方委員会および国家委員会ならびに保健省の国家精神障害者保護委

員会および保健査察官への、個人による苦情申立ての仕組みを通じて確保されている。これら

の機関はそれぞれ、個人による苦情申立て書に記載された訴えを調査する権限を有しており、

それどころか調査義務を負っている。申立てのフォローアップがその後どのように進められる

かは、当該機関が有している具体的権限次第である。すなわち、患者の権利保護のための地方

委員会および国家委員会は、不正行為を認めた場合には保健省の保健査察官に通知する義務を

負っており、保健査察官は 30 日以内に応答する義務を負っている。保健査察官に不正行為を
報告する機関が国家精神障害者保護委員会である場合、保健査察官は自らとった適切な措置に

ついても回答する義務を負う。いずれにせよ、これらのすべての機関は、犯罪が行なわれた疑

いがある場合には刑事司法当局に通知する義務を負っており、自らの対応について申立人に通

知する義務も全機関が負っている。
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64．さらに、保健省の保健査察官は、関連の苦情申立てについて調査を実施できたのみならず、
それ以上の不法な対応を禁止すること、懲戒申立ておよび刑事告発を行なうこと、軽犯罪手続

を提起すること、医師の追加研修を命令することおよび今後の医療活動を禁止することにより、

一定の法的措置をとることもできた。保健査察官が行なったすべての決定について、行政裁判

所に行政訴訟を提起することができ、必要な場合は憲法裁判所（Ustavni sud Republike 
Hrvatske）による審理の対象にもなる。

65．このような状況を踏まえ、政府としては、非自発的な入院継続の対象とされている者の保
護に関するクロアチアの制度においては効果的な法的救済手段が提供されているとの考えを示

した。これらの救済手段には、保健査察官に対して直接苦情を申し立てることにより、または

いずれかの患者の権利保護委員会を通じて、アクセス可能である。政府はまた、保健施設内に

設置されている倫理委員会を通じて保護が確保されているとも指摘した。したがって、R.臨床
病院センター倫理委員会には治療の倫理的・義務論的問題を検討する義務があり、病院長には、

提供される医療サービスの質、内容および態様に関する個別の苦情申立てを検討する義務があ

る。倫理委員会は、クロアチア医学評議会に対して懲戒申立てを行なう権限も有している。

66．政府としては、申立人はこれらの救済手段のいずれも利用しなかったとの考えを示した。
治療に関して行なったとされる苦情申立ての証拠として申立人が当裁判所に提出したのは、病

院長および R.臨床病院センターのセンター長を宛先とする、2012年 11月 8日付の手書きの申
立て書のみである。しかし、病院長または R.臨床病院センターのセンター長が、考えられるい
ずれかの手段で当該文書を受領した証拠はない。申立人が病院当局に提出したのは、申立人の

非自発的な入院継続に関する R.県裁判所の第 1審決定に対する不服申立て書と、病院長に宛て
た病院食に関するコメント（前掲パラ 27および 33参照）という 2点の文書のみである。R.臨
床病院センター当局に対して個別の苦情申立てを行なうための詳細かつ公に入手可能な内部手

続（苦情申立てのための特別な書式があり、申立て書を提出するためのポストも設置されてい

る）に申立人がしたがっていれば、苦情申立ては検討されていたであろう。しかし申立人は、

R.臨床病院センターのセンター長に対しても、または他のいずれかの国家機関（警察、国家検
察局、または精神科病院への抑留に関する手続を実施する裁判所など）に対しても、そのよう

な申立てを行なわなかった。

67．政府はさらに、申立人は自己の身体的不可侵性の侵害について管轄権のある裁判所に民事
訴訟を提起することもできたが、当該救済手段を利用しなかったとも指摘した。申立人は犯罪

または軽犯罪の告発を行なうこともできたはずであるが、その機会を利用することはなかった。

（b）申立人

68．申立人は、病院における陵虐について病院長および R.臨床病院センターのセンター長に苦
情を申し立てる書簡を送ったと主張した。手書きの書簡だったのは、その時点および当時の状

況下においてはそれが申立人にできる最大限のことだったためである。さらに、弁護士とは一

度も会わなかったため、関連の手続について説明してくれる人はいなかった。申立人はまた、

申立人の事案について権限のある国家検事ならびに他の社会的ケア・保健ケアサービス機関に

通知を行なうのは当局の役割だが、当時は誰もそのような対応をとらなかったとの考えを示し

た。
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2．当裁判所の評価

69．当裁判所としては、政府の反対意見は、国が効果的な調査を実施しなかったという申立人
の申立ての内容と緊密に関連しているため、本案と合わせて審理するべきであると考える（た

とえば、Mikheyev v. Russia, no. 77617/01, § 88（2006年 1月 26日）参照）。

70．当裁判所はさらに、本件申立てが、条約第 35 条第 3 項にいう明らかに根拠のないもので
はないことに留意する。さらに、本件申立ては他のいかなる事由に基づいても受理不能とされ

るものではない。したがって、受理許容と認められなければならない。

B．本案

1．条約第 3条の手続的側面

（a）当事者の主張

 （i）申立人

71．申立人は、国内的な救済手段を尽くしたことに関する主張（前掲パラ 68 参照）をあらた
めて述べたうえで、クロアチアの国家機関は適正に機能しておらず、それが理由のひとつとな

って、病院における陵虐についての苦情申立てに関して何らの措置もとられなかったと主張し

た。申立人はさらに、すべての患者に退院時の提出が認められるべきアンケートが存在するも

のの、自分が暴露するかもしれない内容について病院側が恐れを抱いたことから、自分にはア

ンケートが渡されなかったと指摘した。申立人が強調するところによれば、申立人は、他のさ

まざまな問題に関する自分の苦情申立てを国家機関から何年も無視され、これらの機関が自分

の権利を保護してくれるという希望をまったく失っていた。申立人は、病院に強制的に入院さ

せられて拘束ベルトでベッドに縛りつけられ、その後さらに 30 日間にわたって非自発的な入
院継続の対象とされた状況下にあっては、申立人による苦情申立てを適正に検討する責任は国

内当局にあったと主張した。申立人が手書きの書簡によって苦情申立てを行なったのは、この

ような状況下ではそれ以上のことができなかったためである。

 （ii）政府

72．政府は、利用可能な国内的救済手段を申立人が尽くしていないことに関する主張（前掲パ
ラ 63－67 参照）をあらためて繰り返した。政府の見解によれば、申立人の事案に関して状況
の調査が行なわれなかった唯一の理由は、申立人が国内当局に対して苦情を申し立てなかった

ことである。このような状況下では、国内当局には申立人の訴えに回答する機会が与えられな

かった。さらに、病院には申立人の退院時にアンケートを渡す義務があったというのは真実で

はない。入院中に苦情申立てを行なうためにそのような手法を利用する責任は、申立人の側に

あった。政府はまた、担当の社会的ケアセンターには、申立人の抑留のための手続全体を通じ、

申立人の状況について適正に通知が行なわれていたとも指摘した。

 （iii）第三者介入

73．CDLPと SHINEは、非自発的な精神医学的抑留が関わる事案においては、条約が遵守さ
れていたか否かを審査するにあたっていっそうの厳格さが求められるのであり、これは当裁判

所の判例において十分に確立された見解であると強調した。両団体が主張したところによれば、
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精神科病院における陵虐の訴えに関して迅速なかつ独立した立場からの検討が必要とされるこ

とは、CRPDでも黙示的に認められている。

（b）当裁判所の評価

 （i）一般的原則

74．精神科病院で非自発的な入院継続の対象とされている申立人への身体的拘束の使用による
陵虐の訴えとの関係で、当裁判所は次のように判示してきた。すなわち、条約第 3条は、各国
に対し、身体の不可侵性に対する犯罪の遂行を抑止するための実効的な刑法上の規定を整備す

るとともに、その裏付けとして、当該規定の違反の防止、抑制および処罰のための法執行機構

を設けることを要求するものである。国内法制度および特に本件のような状況下で適用される

刑事法は、第 3条で保障された権利の実際的かつ効果的な保護を提供するものでなければなら
ない。国の権限を執行する者の管理下に置かれた者に対する故意の陵虐は、被害者に対して賠

償を行なうことだけで救済し得るものではない（Bureš v. the Czech Republic, no. 37679/08, § 
81（2012年 10月 18日）参照）。

75．条約第 3 条に基づく陵虐が行なわれたという論拠のある主張が個人から提起された場合、
効果的な救済手段の概念には、国として、責任者の特定および処罰につながり得る徹底的かつ

効果的な調査を行なうことが必然的に含まれる（Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, § 79, 
ECHR 1999-V参照）。申立人に対して身体的拘束が用いられた精神科施設での抑留を背景とす
る陵虐の訴えについても、同様である（Filip v. Romania (dec.), no. 41124/02（2005年 12月
8日）および Bureš, cited above, §§ 81 and 121も参照）。

76．どのような調査方法をとるにせよ、当局は、正式な苦情申立てが行なわれてから可能な限
り早期に行動しなければならない。たとえ厳密には苦情申立てが行なわれていない場合でも、

陵虐が行なわれた可能性があることを示す十分に明確な兆候があれば、調査が開始されなけれ

ばならない（多くの先例のなかでも特に、Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s 
Witnesses and Others v. Georgia, no. 71156/01, § 97（2007年 5月 3日）；Hajnal v. Serbia, 
no. 36937/06, §§ 96-97（2012年 6月 19日）；Bureš, cited above, § 127；および Hassan v. the 
United Kingdom [GC], no. 29750/09, § 62, ECHR 2014参照）。当局は、被害者がとりわけ脆
弱な状況に置かれていること、および、深刻な陵虐を受けてきた人は苦情申立てを行なう心構

えまたは意思が弱まっている場合が多いことを、考慮に入れなければならない（Batı and 
Others v. Turkey, nos. 33097/96 and 57834/00, § 133, ECHR 2004-IV参照）。このことは、精
神科病院に監禁されている患者にとってはとりわけ重要である。このような患者は劣位な立場

および無力な状況に置かれているため、条約が遵守されていたか否かを審査するにあたっては

いっそうの厳格さが求められる（特に Herczegfalvy v. Austria (1992 年 9 月 24 日), § 82, 
Series A no. 244参照）。

77．当裁判所は、調査が効果的であると認められるためには、特に当該調査が徹底的なもので
なければならないという見解を確立してきた。すなわち、当局は常に、何が起きたかを把握す

るために真剣な試みを行なわなければならず、拙速なまたは十分な根拠のない結論に依拠して

調査を終結したり決定を行なったりするべきではないということである（Mikheyev, cited 
above, § 108参照）。調査は、当該事案の事実関係の確定ならびに責任者の特定および処罰につ
ながり得るものでなければならない。当局は、当該事案に関する証拠（特に目撃証言、法医学

－ 174 －



的証拠等）を確保するため、利用可能な合理的措置をとっていなければならない。負傷の原因

または責任者の身元の確定可能性を損なうような調査の瑕疵があった場合、この基準に抵触す

るおそれが生ずる（Denis Vasilyev v. Russia, no. 32704/04, § 100（2009年 12月 17日）参
照）。ただし、国が義務を負うのは、事案のすべての事実関係ではなく、力が使用された状況を

確定するために重要な事実関係だけを明確にし、公的責任が関わる問題か否かを判断すること

である（Anusca v. Moldova, no. 24034/07, § 40（2010年 5月 18日）参照）。

 （ii）本件に対するこれらの原則の適用

78．当裁判所は、申立人が病院長および R.臨床病院のセンター長に宛てた手書きの書簡（2012
年 11 月 8 日付）に、病院での非自発的監禁中に受けた陵虐についての訴えが記載されていた
ことに留意する。申立人は特に、何らの理由もなく、かつ人間の尊厳を侵害する形で、拘束ベ

ルトを用いてベッドに縛り付けられたこと、腰痛の問題を誰も考慮してくれなかったこと、関

連の手続について誰からも説明がなかったこと、および、病院での自分の抑留は関連の国内法

に反しており、刑事責任上の問題さえ提起するものであることを主張していた（前掲パラ 29参
照）。

79．申立人の書簡は、申立人の非自発的入院を 2012年 11月 28日まで延長する旨の R.県裁判
所決定に対する不服申立て書に添付されていた（前掲パラ 25 参照）。2012 年 11 月 9 日には、
当時強い薬を服用していた申立人に代わって行動しているという申立人の姉妹からも不服申立

てが行なわれたが、申立て書には申立人とその姉妹の双方が署名していた。不服申立て書には、

病院で申立人が受けたとされる陵虐についてのいくつかの主張が記載されており、特に、申立

人が一晩中ベッドに縛り付けられていたため、腰痛問題に関連する激しい痛みが生じたと主張

されていた（前掲パラ 28参照）。

80．これらの主張は、申立人が腰痛の問題を抱えているとの診断を受けており（前掲パラ 7参
照）、実際、当時はこれが申立人に治療を施す最初の理由であったこと（前掲パラ 10－12参照）
をうかがわせる医療記録でも裏付けられる。したがって、当裁判所の見解では、これらの訴え

は陵虐が行なわれたという論拠のある主張であり、効果的かつ正式な調査の必要性を生じさせ

るものである（Filip, cited above, § 49と比較のこと）。

81．しかし申立人の苦情申立ては、国内当局、特に R.県裁判所に対して十分な形で知らされて
いたものの、裁判所による審査は一度も行なわれず、申立人の主張をさらに調査するために権

限のある当局に転送されることもなかった。申立人の苦情申立てを職権で調査しなければなら

ないことが、関連の国内法（後掲パラ 82参照）および関連の条約上の要件（前掲パラ 75参照）
によって義務づけられていたにもかかわらず、である。さらに詳しくは、Filip, cited above, §§ 
48-49（精神科施設への抑留との関係で、申立人が、第 1審裁判所および共和国大統領に対して
苦情を申し立てることにより、国内当局に対して陵虐の訴えを行なった事案）、Muradova v. 
Azerbaijan, no. 22684/05, § 123（2009年 4月 2日）（当裁判所が、申立人は民事手続で証拠
を提出したことによって陵虐の問題を国の当局に対して知らせたと判示した事案）、Mađer v. 
Croatia, no. 56185/07, §§ 88-89（2011年 6月 21日）（申立人が、裁判所および憲法裁判所に
苦情を申し立てたことにより、陵虐を受けたという主張について関連の国内当局に通知する義

務を遵守した事案）、Stanimirović v. Serbia, no. 26088/06, § 41（2011年 10月 18日）（申立
人に対する裁判中、申立人が陵虐を受けていたことが立証された後に、職権による調査の義務
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が発生した事案）および J.L. v. Latvia, no. 23893/06, §§ 11-13 and 73（2012年 4月 17日）
（申立人が、自己の有罪判決に対する刑事手続上の救済手段において陵虐について申し立てた

ことにより、国内当局への十分な通知を行なったとされた事案）を参照。

82．これとの関係で、当裁判所は、申立人の手書きの書簡（2012年 11月 8日付）が、2012年
11 月 9 日付の不服申立て書とともに R.県裁判所に提出された後、R.県裁判所のケースファイ
ルに含まれていたことを認める。したがって当裁判所としては、申立人はいかなる国内当局に

対しても当該書簡を提出しなかったという政府の主張（前掲パラ 66 参照）を受け入れること
はできない。したがって、関連国内法においてさえ（前掲パラ 43、裁判所規則第 163条参照）、
R.県裁判所には、当該書簡を権限のある国内当局、特に国家検事局、当該書簡の名宛人である
病院長および R.臨床病院のセンター長に当該書簡を転送し、申立人の訴えについてさらなる調
査を行なわせる義務があった。

83．このような状況においては、当裁判所は、国内当局が、陵虐を受けたという申立人の信憑
性のある訴えを前に消極的姿勢をとり、正式かつ効果的な調査を行なう手続的義務を果たさな

かったと認定せざるを得ない（Filip, cited above, § 49と比較のこと）。

84．最後に、申立人が自己の損害について民事訴訟を提起しなかったという政府の主張（前掲
パラ 67参照）に関して、当裁判所はすでに、申立人が訴える陵虐への救済は、被害者に対する
賠償だけで行なえるものではないとの見解を示したところである（前掲パラ 74参照）。したが
って、上記のような状況下で R.県裁判所において苦情申立てを提起しかつ手続を進めたことに
より、申立人は、条約第 35 条第 1 項に基づいて民事訴訟を提起していなければならなかった
わけではないと当裁判所は認定する（Bureš, cited above, § 82参照）。

85．したがって、当裁判所は、本案に対する政府の予備的異議を棄却し、条約第 3条の手続的
側面の違反があったと認定する。

2．条約第 3条の実体的側面

（a）当事者の主張

 （i）申立人

86．申立人は、自分は攻撃的に振る舞ったり自己または他者を危険にさらしたりはしなかった
ので、非自発的入院後に身体的拘束を受ける理由はなかったと強調した。申立人が治療を拒否

し、そのために拘束処置をとらなければならなかったというのはいずれも真実ではなく、蹴る

動作をしたり他の攻撃的振舞いを示したりしたというのも真実ではない。攻撃的であった旨の

主張は、申立人の身体的拘束処置を正当化しようとして病院側が利用したものである。隔離室

から一般病室に移された後はもはや拘束の対象とされなかったことが、申立人の主張をはっき

りと裏付けている。病院側が主張する申立人の精神状態がこれほど短期間でそこまで改善する

ことはあり得ないからである。申立人はまた、自分が病院スタッフに協力しようとしなかった

ことは、自分を非自発的に入院させるために用いられた策略との関係で理解するべきであると

も指摘した。申立人が背部痛の問題に関して医師のもとを訪れたところ、最終的に非自発的な

入院・入院継続へと至ったのである。申立人は、自分が興奮状態にあったのはそのためであり、

病院スタッフはこれを唯一の理由として自分を身体的に拘束し、隔離室に入れたのだと強調し

た。
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87．申立人はさらに、身体的拘束処置は入院させられた最初の時点から使用されていたと説明
した。申立人は、3人の病院スタッフから無理やり頭をベッドに押さえ付けられ、4本のベルト
で縛り付けられた。3 人のうち 1 人（医師）は申立人をしっかりベッドに押さえ付けるよう部
下に命じ、別の 1人は、逃げられないように脚をしっかり持てと怒鳴った。申立人は、拘束さ
れた後、何年も患っており、すでに診断もされている深刻な背部痛を抱えているのでベルトを

解いてくれるよう、数回にわたって病院スタッフに頼んだ。拒否されると、せめて脚だけは解

放してくれるよう求めたが、病院スタッフからはそれも拒否された。すなわち、申立人は背部

痛の問題のため辛さを覚える態勢のまま拘束に耐えなければならなかったのであり、その状態

が一晩中続いた。申立人はその後、入院に同意しなかった者全員に対して身体的拘束処置を使

用することが病院の通常の慣行であることを知った。さらに、申立人は病院のある階にずっと

閉じ込められ、自由に動き回ることができなかった。

88．申立人は、このような状況下で病院における抑留および身体的拘束の使用の対象とされた
ために屈辱感を覚え、品位を貶められたと感じたと指摘した。このような処置を使用する理由

はなかったためである。

 （ii）政府

89．政府は、申立人に対する身体的拘束処置の使用については問題の日における申立人の治療
および入院との関係で捉えるべきであると主張した。政府が指摘するところによれば、申立人

は当初腰痛を理由として医師の診察を受けたが、さらに検査したところ、申立人の問題はもっ

ぱら心理的性質のものであって、腰背部に身体的問題があることを示すものは何もないことが

示唆された。そこで申立人は精神科医の診察を受け、重度の精神障害を有していると認められ

た。診察中、申立人は空想的な訴えを行ない、精神病的な振舞いを見せ、興奮・混乱状態にあ

り、何をするかわからず、攻撃的であった。申立人は治療を拒否し、威嚇や抵抗も行なった。

そのため精神科医は、申立人が自分自身または他人を傷つけるのではないかと恐れ、直ちに入

院させるよう命じた。その後、申立人の振舞いが悪化し、叫んだり蹴る動作をしたりしていた

ため、予測不能な振舞いによって本人またはいずれかの医療スタッフの偶発的負傷が万が一に

も生じないようにするため、医師は、身体的拘束処置を使用する医学的適応があると認定した。

とりわけ、申立人は抗精神病治療を施されて隔離室に処置され、特に負傷防止を目的として設

計された 4本のベルトでベッドに縛り付けられた。申立人は隔離室で食事と水を与えられ、ト
イレを使用することもできた。

90．政府はさらに、身体的拘束処置の使用および隔離室への申立人の措置が続いている間ずっ
と、医療スタッフによる継続的監督が行なわれていたと主張した。申立人が腰痛を訴えていた

のは事実だが、そのような訴えは心理的性質のものに過ぎないと評価された。申立人は 15 時
間拘束されたが、これは、その期間全体を通じて申立人の予測不能な振舞いが絶えなかったた

めである。このような処置の使用は、申立人の事案のように、興奮状態にある者を落ち着かせ

ることによって自己または他者への危害を防止するという所期の成果をもたらし得る処置が他

に存在しない場合には、精神医学における医学的基準に合致するものであった。したがって、

身体的拘束処置の使用については医学的適応があり、その適用時間も必要以上に長いものでは

なく、また申立人の状態によって生じる否定的帰結の脅威に比例するものであった。

91．政府はまた、申立人が、その入院期間全体を通じて状態を継続的にモニターされており、
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動き回る機会を与えられ、監禁の条件について他には何ら苦情を申し立てていないとも指摘し

た。さらに、申立人の精神状態はその後改善し、その改善は継続している。したがって、政府

の見解では、身体的拘束の使用も、病院における申立人の抑留の全般的状況も、条約第 3条に
基づく非人道的なまたは品位を傷つける取扱いの禁止に反するものではなかった。

92．最後に、政府は、特別なケアを定めた諸原則と、精神障害のある人を対象としてすべての
人権の全面的享受を確保する必要性を全面的に受け入れていると強調した。政府は、非自発的

な入院および入院継続または身体的拘束処置の使用に関する当裁判所の判例が、これらの処置

を排除するものではないことを強調した。したがって、特定の事案の状況においてこのような

処置の使用が正当化される可能性は十分にあり（政府は Schneiter v. Switzerland (dec.), no. 
63062/00（2005 年 3 月 31 日）を引用している）、その使用に関する決定は医療専門家による
医学的判断なのであるからなおさらである。政府はまた、CPTが非自発的入院継続または身体
的拘束処置の使用の絶対的廃止を勧告したことはないとも強調した。CPTはどのような保障措
置が尊重されなければならないかを示したのみで（前掲パラ 54参照）、これらの保障措置は申
立人の事案において適正に遵守されていた。さらに、CPTが 2012年にクロアチアの別の精神
科施設を訪問した際、当該精神科病院の現場における身体的拘束処置の濫用またはその他の形

態の陵虐について何ら指摘していない。このことは、クロアチアが、この分野におけるあらゆ

る関連の人権基準を適正に遵守していることを示唆するものである。

 （iii）第三者介入

93．CDLPと SHINEは、国際連合および欧州評議会では、保健ケアを含む治療は十分な情報
に基づく対象者の同意を得たうえでなければ提供されるべきではなく、この原則は例外的状況

を除いて覆されるべきではないという考え方が強まりつつあると主張した。治療は、適正手続

のための相当の保障措置（本人の同意を得ずに治療を行なう旨の決定に異議を申し立てる対象

者の権利を含む）に服するべきである。両団体の見解では、本人の意思に反する精神科患者の

治療が一定の状況下で拷問、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いまたは処罰になり得ると

いう認識も、特に国際連合のレベルでは高まりつつある。

（b）当裁判所の評価

 （i）一般的原則

94．当裁判所は、条約第 3条には民主的社会のもっとも基本的な価値観のひとつが掲げられて
いることをあらためて指摘する。同条は、状況または被害者の振舞いにかかわらず、拷問また

は非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰を絶対的に禁止するものである（た

とえば、Labita v. Italy [GC], no 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV参照）。本件のように条約第
3 条に基づく訴えが行なわれている場合、当裁判所はとりわけ徹底的な審理を行なわなければ
ならない（特に、Wiktorko v. Poland, no. 14612/02, § 48（2009年 3月 31日）参照）。

95．陵虐が第 3条に該当すると認められるためには、最低水準の過酷さに達していなければな
らない。この最低水準の過酷さの評価は相対的なものであり、当該取扱いの期間、その身体的

および精神的影響ならびに場合によっては被害者のジェンダー、年齢および健康状態といった、

事案のあらゆる状況に左右される。さらなる要素としては、当該取扱いが行なわれた目的およ

びその背景にあった意図または動機ならびにその文脈（緊張および感情の高まりの雰囲気等）
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などが挙げられる（Gäfgen v. Germany [GC], no. 22978/05, § 88, ECHR 2010）。

96．当裁判所は、精神病者の特別な脆弱性を判例において認識してきており、当該取扱いまた
は処罰が第 3条の基準と両立しないものであるか否かの評価においては、特にこのような脆弱
性が考慮されなければならない（Keenan v. the United Kingdom, no. 27229/95, § 111, ECHR 
2001-III; Rohde v. Denmark, no. 69332/01, § 99（2005年 7月 21日）; Renolde v. France, no. 
5608/05, § 120, ECHR 2008 (extracts); and Bureš, cited above, § 85参照）。

97．自由を奪われた人との関連では、当人自身の行動によってやむを得ず必要となったわけで
はない有形力の使用は人間の尊厳を損なうものであり、基本的に、条約第 3条に掲げられた権
利の侵害となる（Krastanov v. Bulgaria, no. 50222/99, § 53（2004年 9月 30日）参照）。

98．さらに当裁判所は、精神科病院に監禁されている患者に典型的に見られる劣位な立場およ
び無力な状況のゆえに、条約が遵守されていたか否かを審査するにあたってはいっそうの厳格

さが求められることをあらためて指摘する。ただし、自分自身のことについて決定する能力を

完全に欠いており、そのため医療当局に責任が委ねられている患者の身体的および精神的健康

を維持するために（必要な時は強制的に）使用されるべき治療手法について、認められた医学

上の規則に基づいて決定するのは、医療当局の役割である。このような場合には、基本的に、

確立された医療原則が決定的となるのは間違いない。一般的原則としては、治療上の必要性が

ある処置を非人道的なまたは品位を傷つけるものとみなすことは不可能である。とはいえ、当

裁判所は、医学上の必要性の存在が説得的に明らかにされていることについて納得しなければ

ならない（Herczegfalvy, cited above, § 82参照）。

 （ii）本件に対するこれらの原則の適用

  α）取扱いの過酷さ

99．当裁判所は、本件病院が公的施設であり、その医療スタッフの作為および不作為には条約
に基づく被申立国の責任がともなう可能性があること（Glass v. the United Kingdom, no. 
61827/00, § 71, ECHR 2004-II参照）については、当初から当事者間に争いがないことに留意
する。2012年 10月 29日・30日の非自発的監禁中に病院で行なわれた申立人の取扱いとの関
係では、当裁判所は、15時間――2012年 10月 29日午前 8時 50分から 2012年 10月 30日
正午前後まで――続いた申立人の身体的拘束が、憂慮の対象になっていると思われる主要な要

素であると考える（前掲パラ 19参照）。

100．これは、申立人の身体的健康上の問題に鑑みれば、とりわけ憂慮されることである。これ
との関係で、当裁判所は、申立人の医療記録から次の点が明らかになっていることに留意する。

すなわち、すでに 2008 年 6 月の時点で、申立人のかかりつけ医は申立人が「婦人科部位に関
連する腹部の違和感」に悩んでいることを明らかにしており、別の婦人科医の報告によればこ

れは手術を要するほどのものであったこと、また申立人は頻回の頭痛および腰痛についてさま

ざまな専門家による診察を複数回受けており、投薬と理学療法を処方されていたことである（前

掲パラ 7 参照）。背部痛の問題に関する同様の診断は、申立人が 2012 年 10 月 29 日にかかり
つけ医のもとを訪れた際にも、同日、緊急保健サービス機関に最初に受け入れられた際にも（こ

の時担当医は、申立人が身体を動かしにくい状況にあると認め、腰部に問題がある旨の仮診断

を行なった）、行なわれている（前掲パラ 10－11参照）。このような見解は、その後申立人を診
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察した神経科医からも明らかにされた（前掲パラ 12参照）。

101．さらに、当裁判所は、申立人が、非自発的入院の対象とされると同時に身体面の検査を要
請し、拘束されている間、数度にわたって背中の痛みを訴えていたことに留意する。しかし、

申立人の要請および訴えに対しては、これを治療に協力しない姿勢としか捉えなかった病院ス

タッフが非支持的かつ消極的な対応をとるに留まった（前掲パラ 14および 19参照）。

102．上記の事情に鑑み、当裁判所は、申立人の身体的拘束が 15時間続いたこと、および、経
験者はこのような処置について、トラウマになり、忘れることができず、時として身体的傷害

を引き起こす可能性があり、屈辱的で失望感をもたらすものであると捉えているのが通例であ

ること（前掲パラ 61参照）に注目する。後者の点は申立人自身も訴えていることである（前掲
パラ 88参照）。したがって当裁判所は、15時間にわたって行なわれた身体的拘束が申立人に大
きな苦痛と身体的苦しみを引き起こしたのは間違いなく、条約第 3条は基本的に本件に適用さ
れると考える（Bureš, cited above, § 90と比較のこと）。

  β）取扱いの正当化事由

103．当裁判所はすでに、精神障害がある患者を病院で非自発的治療の対象とすることが正当
化されるか否かの評価に際しては、この問題に関する現在の法的および医学的基準を考慮しな

がら、医学的必要性（このような必要性の存在が説得的な形で示されなければならない）の問

題に照らして審査することが必要であると判示してきた（Herczegfalvy, cited above § 83およ
び Bureš, cited above, § 93参照）。

104．精神科病院における患者への身体的拘束処置の使用に関して、当裁判所としては、興奮状
態にある者を落ち着かせることによって自己または他者への危害を防止するという所期の成果

をもたらし得る処置が他に存在しない場合、このような処置の使用が精神医学における医学的

基準によって認められているという政府の主張（前掲パラ 90参照）に対し、基本的には賛同し
ない理由を見出さない。ただし当裁判所は、病院および自由の剥奪が行なわれる他のすべての

場所における、心理障害または知的障害がある患者に対する隔離ならびにその他の形態の強制

的処置および同意を得ない処置についての現代的法的基準の進展によって、このような処置は

最後の手段として、かつこのような処置の適用が患者または他の者に対する即時的なまたは切

迫した危害を防ぐために利用可能な唯一の手段である場合に限って採用されなければならない

とされていることに、留意するものである（前掲パラ 36（精神障害者保護法第 54条）、前掲パ
ラ 49（拷問に関する特別報告者の 2013年 2月 1日付報告書）、前掲パラ 52（Rec(2004)10第
27条）、前掲パラ 54および Bureš, cited above, § 95参照）。

105．さらに、このような処置の使用は、あらゆる濫用を防ぐ十分な保障措置に合致しており、
かつ十分な手続的保護が提供されるとともに、やむを得ない必要性および比例性の要件が遵守

され、かつ、患者または他の者への危害のリスクを満足のいく形で抑止する他のすべての合理

的選択肢が功を奏さないという十分な正当化事由を実証できるようなものでなければならない。

また、問題の強制的処置が、当該目的のためにやむを得ず必要とされる期間を超えて延長され

なかったことも示されなければならない（前掲パラ 36（精神障害者保護法第 54～58条）、前掲
パラ 45（精神疾患を有する者の保護および精神保健ケアの改善のための原則、原則 11（11））、
前掲パラ 52（Rec(2004)10第 27条）、前掲パラ 54および Bureš, cited above, § 100-05参照）
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106．当裁判所は、本事案において、申立人の非自発的入院につながった医療記録のいずれも、
申立人が本人または他の者に対する即時的なもしくは切迫した危害を与え得る存在となってお

り、または他のいずれかの形で攻撃的であったことをうかがわせるものではないことに留意す

る。緊急保健サービス機関で申立人を最初に受け入れた医師は、申立人には意識および見当識

があり、全体的状態は良好であるとした（前掲パラ 11参照）。緊急対応部で申立人を診察した
神経科医と精神科医が、自分の健康問題に関する申立人の情報提供および発言は一貫性を欠い

ていると判断したのは確かであるものの（前掲パラ 12 および 13 参照）、それ自体、申立人に
対する強制的な身体的拘束処置の使用を正当化し得るものではないことも認めている。

107．さらに、当裁判所は、申立人の入院に関する医療記録で明らかにされているのが、申立人
が入院を拒否したことおよび申立人が一定の精神的不安定さを示していたこと（猜疑心、対人

距離、よそよそしい態度および迫害観念）以上のものではないことに留意する（前掲パラ 14参
照）。同じ日に作成された、申立人の精神状態に関するより詳しい診察記録では、申立人がスト

レッチャーで病院に運ばれてきたこと、拘束されていたこと、および、興奮状態で振舞い、大

声でわめき、精神的不安定さを示し、かつ全般的に落ち着きのない状態であったことが明らか

にされている（前掲パラ 15参照）。

108．同時に、申立人の不穏状態に対応する何らかの代替的手段が試みられたこと、および、申
立人が入院時に受けた身体的拘束処置が最後の手段として用いられたことを示すいかなる証拠

も、当裁判所には提出されていない（Bureš, cited above, § 97と比較のこと）。むしろ、状況
からは、申立人に対する身体的拘束は申立人が入院に同意しなかった時点で行なわれたことが

うかがえる。これは関連の国際基準（前掲パラ 104および 105参照）および関連国内法上の要
件（前掲パラ 36（精神障害者保護法第 54条）参照）に違反するものである。

109．身体的拘束処置は申立人の攻撃性への対応として用いられたものである旨の政府の主張
に関して、当裁判所は、攻撃性とされるものが、身体的拘束処置がすでに用いられた後の申立

人のモニタリングの記録で明らかにされているに過ぎないことに留意する（前掲パラ 19参照）。
ただし、当該記録は、申立人がいずれかの者を攻撃しようとしたことをうかがわせるものでは

なく、本人または他の者にとっての申立人の危険性の存在を具体的に示すものでもない。申立

人が当時身体的拘束処置の使用を拒否していたのは確かであるものの、申立人が入院させられ、

かつ最初に拘束の対象とされた際の状況に鑑み、当裁判所は、拘束に対する抵抗をもって拘束

の使用を正当化することはとうていできないと考える（Bureš, cited above, § 99参照）。

110．このように、当裁判所としては、拘束の使用が攻撃とされるものの防止を目的としていた
こと、および、申立人を落ち着かせることを試みるその他の手段（すなわち制限度のより低い

手段）が奏功しなかったことが確定的に立証されたと納得することはできない。したがって当

裁判所は、政府が、申立人に対する 15 時間の身体的拘束の使用が当該状況下において必要性
および比例性を有していたことを示さなかったと結論づける。

111．加えて、背中の痛みに関して申立人が繰り返し行なった訴え（病院はこの問題について承
知しておりまたは承知しているべきであった）に関する病院スタッフの非支持的および消極的

対応（前掲パラ 10－15および 101参照）についての認定結果に留意し、かつ、病院スタッフ
による人権侵害の訴えに関して関連の国内当局が行なったいかなる事実認定も利用できないこ

と（前掲パラ 83参照；対照判例として D.D. v. Lithuania, no. 13469/06, § 174（2012年 2月
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14日）と比較のこと）を踏まえ、当裁判所としては、身体的拘束処置の使用時における申立人
の状態が効果的かつ十分なモニタリングの対象とされていたと納得することもできない。

112．上述のような背景を踏まえ、当裁判所は、申立人が条約第 3 条に反する非人道的かつ品
位を傷つける取扱いを受けたと認定する。したがって、当該規定の実体的側面の違反があった。

II．条約第 5条第 1項（e）および第 4項違反との主張

113．申立人は、自分が病院に不法にかつ正当化し得ない形で抑留されたこと、および、この点
に関する司法決定が十分な手続的保障をともなうものではなかったことについて苦情を申し立

てた。申立人が依拠した条約第 5条第 1項（e）および第 4項は、次のように定める。
「1．すべての者は、身体の自由および安全に対する権利を有する。何人も、次の場合にお
いて、かつ、法律で定める手続に基づく場合を除くほか、その自由を奪われない。

……

（e）伝染病の蔓延を防止するための人の合法的な拘禁または精神異常者、アルコール中毒
者もしくは麻薬中毒者または浮浪者の合法的な拘禁 ……

4．逮捕または拘禁によって自由を奪われた者は、裁判所がその拘禁が合法的であるかどう
かを迅速に決定するように、および、その拘禁が合法的でない場合には釈放を命ずるよう

に、手続をとる権利を有する。」

114．当裁判所は、これは事案の事実関係を法的にどのような性格のものとして捉えるかの問題
であることを、あらためて指摘する（Guerra and Others v. Italy (1998年 2月 19日), § 44, 
Reports of Judgments and Decisions 1998-I参照）。第 5条第 4項が、被拘禁者に対し、自己
の自由の剥奪が条約にいう「合法的」なものであるために不可欠な手続的および実体的条件が

遵守されていたかどうかを審査するための手続を開始する権利を認めた規定である一方（たと

えばM.H. v. the United Kingdom, no. 11577/06, § 74（2013年 10月 22日）参照）、条約第 5
条第 1項（e）では、特に、申立人の非自発的入院を許可した司法決定に関連する手続的保障を
付与するものである（Winterwerp v. the Netherlands (1979年 10月 24日),§ 45, Series A no. 
33および Rudenko v. Ukraine, no. 50264/08, § 104（2014年 4月 17日）参照）。

115．したがって当裁判所は、本件において申立人が提起している申立ては条約第 5 条第 1 項
（e）に基づいて審査されるべきであると考える（Zagidulina v. Russia, no. 11737/06, §§ 50 
and 70（2013年 5月 2日）と比較のこと）。

A．受理許容性

1．当事者の主張

（a）政府

116．政府の主張によれば、申立人およびその姉妹は、R. 県裁判所の第 1審決定に対する不服
申立てにおいて、病院における申立人の抑留は条約第 5条にいう不法なものであったと主張し
たが、その後、このような申立てを憲法裁判所に対して行なうことはなかった。憲法裁判所に

おける憲法訴願は尽くされるべき救済手段であったというのが、政府の見解である。この点に

関して、政府は、刑事手続および庇護の文脈における自由の剥奪についての苦情申立てに関し

て条約第 5条に照らして審査を行なった、憲法裁判所の判例を提出した。さらに政府は、申立
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人もその姉妹も、国内手続の際、法律扶助代理人による申立人の法的代理が不適切であったと

される問題について、または病院での抑留に関するその他の手続上の欠陥について、提起しな

かったと指摘した。

（b）申立人

117．申立人は、自分が置かれていた状況において、非自発的入院に関して憲法裁判所に憲法訴
願をさらに行なうことは、金銭的にもその他の面でも不可能であったと反論した。申立人の見

解では、いずれにせよ、憲法訴願は尽くされるべき効果的な救済手段ではなかった。さらに、

弁護士と会う機会は一度もなく、自分が有している権利について余すところなく説明してくれ

る人も存在しなかった。したがって、申立人としては、国内レベルで自己の権利を守るために

できるだけのことはやったと考える。

2．当裁判所の評価

118．当裁判所は、条約第 35条第 1項に基づき、当裁判所としてはすべての国内的な救済手段
が尽くされた後でなければ申立てを取り扱えないことをあらためて指摘する。第 35 条の目的
は、締約国に対し、訴えの対象である侵害行為について、当該訴えが当裁判所に提出される前

に防止しまたは是正する機会を与えることである（たとえばMifsud v. France (dec.) [GC], no. 
57220/00, § 15, ECHR 2002-VIII参照）。国内的な救済手段を尽くす義務に基づき、申立人は、
条約に基づく不服との関連で、効果的、十分かつアクセス可能な救済手段を通常の形で利用し

なければならない。救済手段が効果的と認められるためには、申立ての対象となっている状態

を直接解決できるものでなければならない（Balogh v. Hungary, no. 47940/99, § 30（2004年
7月 20日）参照）。

119．国内的な救済手段を尽くさなければならないという規則により、その後国際的レベルで申
し立てることを意図している苦情は、通常、少なくとも実質的な形で、かつ国内法に定められ

た正式な要件および期限を遵守しながら、国内裁判所において提起されていなければならない。

国内的な救済手段を尽くすことに関する規則の目的は、国内当局（主として司法当局）が、条

約上の権利が侵害された旨の訴えが当裁判所に提出される前に当該訴えに対応し、かつ適切な

時は是正を図ることができるようにするところにある。条約上の権利の侵害とされる事柄につ

いてのいかなる主張についても、国内裁判所が少なくとも実質的に対応することを可能にする

救済手段が国内レベルで存在している限り、当該救済手段が利用されるべきである（Azinas v. 
Cyprus [GC], no. 56679/00, § 38, ECHR 2004-III参照）。

120．そのような救済手段の存在は、理論上のみならず実際上も十分に確実なものでなければ
ならず、そうでない場合には必要なアクセス可能性および有効性を欠くことになる（典拠とな

る多くの判例のなかでも、特にMcFarlane v. Ireland [GC], no. 31333/06, § 107（2010年 9月
10 日）参照）。国内的な救済手段が尽くされていない旨の主張を政府が行なう場合、当該救済
手段が、関連する時点において、理論上も実際上も利用可能な効果的なものであったこと――

すなわち、当該救済手段がアクセス可能であり、申立人の苦情に関して救済を図ることができ、

かつ成功の合理的見込みがあるものであったことについて、当裁判所を納得させなければなら

ない（典拠となる多くの判例のなかでも、特に Scoppola v. Italy (no. 2) [GC], no. 10249/03, § 
71（2009 年 9 月 17 日）参照）。政府は特に、救済手段が利用可能であることが（その適用範
囲および運用を含めて）明確に定められ、かつ実務または判例によって確認されまたは補完さ
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れていることを示さなければならない（多くの判例のなかでも、特にMikolajová v. Slovakia, 
no. 4479/03, § 34（2011年 1月 18日）および Luli and Others v. Albania, nos. 64480/09, 
64482/09, 12874/10, 56935/10, 3129/12 and 31355/09, § 80（2014年 4月 1日）参照）。

121．ただし、当裁判所は、国内的な救済手段を尽くさなければならないという規則をある程度
柔軟に、かつ過度な形式主義に陥ることなく適用する必要性も、しばしば強調してきた（たと

えば Vučković and Others v. Serbia [GC], no. 17153/11, § 76（2014年 3月 25日）参照）。加
えて、「一般的に認められた国際法の原則」にしたがい、利用可能な国際的救済手段を尽くす義

務を申立人が免除される特別な事情が存在する場合もあり得る（Van Oosterwijck v. Belgium
(1980年 11月 6日), §§ 36-40, Series A no. 40、Henaf v. France, no. 65436/01, § 32, ECHR 
2003 XIおよび Vučković and Others, cited above, §§ 73 and 86参照）。当裁判所はさらに、
国内的な救済手段を尽くさなければならないという規則は絶対的なものではなく、自動的に適

用できるものでもないのであって、当該規則が遵守されているか否かを審査する際には、各個

別案件の特有な事情を顧慮することが不可欠であることを認めてきた（M.S. v. Croatia, no. 
36337/10, § 63（2013年 4月 25日）参照）。このことは特に、当裁判所として、締約国の法制
度における形式的な救済手段の存在のみならず、当該救済手段が運用される一般的な法的・政

治的文脈および申立人の個人的事情も、現実的な形で顧慮しなければならないことを意味する

（Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, § 77, ECHR 1999-Vおよび Henaf, cited above, § 
32参照）。

122．本件に関しては、当裁判所はまず次のことに留意する。すなわち、申立人が憲法裁判所に
おける憲法訴願を利用することは基本的には可能であったものの、政府は、精神科病院への患

者の非自発的な入院および入院継続の不法性の主張に関連する問題が憲法裁判所で扱われてき

たことを示す、憲法裁判所の確立された判例はもとより、そのようないかなる実践の存在も明

らかにしていないということである。とはいえ、当裁判所に提出された資料から明らかなよう

に、憲法裁判所は、自由の剥奪に関わる憲法訴願を条約第 5条に照らして審査している（前掲
パラ 116参照）。そのため、当裁判所としては、当該救済手段の利用に関していかなる最終的結
論を導き出すこともできない。

123．しかし、たとえ憲法訴願が尽くされるべき救済手段であったと推測しても、当裁判所は、
本件の特有の状況においては、特に申立人の脆弱な立場および申立人が置かれていた状況を考

慮し、申立人について当該救済手段を尽くす義務を免除することができると考える（たとえば、

Henaf, cited above, §§ 33-39および Kucheruk v. Ukraine, no. 2570/04, § 116（2007年 9月 6
日）と比較のこと）。

124．これとの関係で、当裁判所はまず、申立人が重度の精神障害であると診断されていたこと
を認める（前掲パラ 24 および 25 参照）。さらに、当時、申立人を行為無能力者と認定するた
めの手続はまだ継続中であり、条約第 8 条違反でもある当該手続（M.S., cited above, §§ 94-
108 参照）が終了したのはようやく 2013 年 9 月になってのことであった（前掲パラ 8 および
9参照）。当裁判所はさらに、私費弁護士による法的代理を確保するための関連の金銭的手段を
申立人が有していなかったことは明らかであり（前掲パラ 6 および 117 参照）、また国内裁判
所が選任した法律扶助代理人は申立人と一度も連絡をとっていなかったことに留意する。その

ため申立人は当該代理人による法的助言から利益を得ることができなかったほか、申立人が国

内手続の際に明示的に訴えていたように、関連の法的手続について申立人に何らかの説明が行
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なわれたという証拠もない（前掲パラ 28 および 29 参照）。同時に、申立人は条約第 3 条に反
する取扱いを受け、かつ、陵虐の訴えに関する国内当局の消極的態度に直面していた（前掲パ

ラ 85および 112参照）。

125．したがって、以上のことに鑑み、当裁判所としては、申立ての事案の特別な事情により次
のように結論づけることが可能であると考える。すなわち、申立人は憲法訴願を提起しなかっ

たものの、R. 県裁判所において救済を追求しかつ不服申立てを行なうことにより、条約第 35
条第 1項によって締約国に与えることが基本的に意図されている機会、すなわち申し立てられ
た侵害を是正する機会を国内当局に提供したのは間違いないということである。

126．申立人が法的代理についておよび非自発的抑留に関する手続の欠陥について不服を申し
立てなかったという政府の主張については、当裁判所は、申立人が、国内手続の最中、精神科

病院での抑留について R. 県裁判所で多くの不服を提起し、かつ、法律扶助代理人が面会に来
なかったと明示的に訴えていたことを認める（前掲パラ 28 および 29 参照）。しかし申立人の
訴えは、3 人の裁判官から構成される同裁判所の合議体によって無視されたのである（前掲パ
ラ 31参照）。

127．以上のことを背景とし、当裁判所は、政府の異議は棄却されるべきであると認定する。

128．当裁判所は、これらの申立てが、条約第 35条第 3項（a）にいう明白に根拠不十分なも
のではないことに留意する。当裁判所はさらに、これらの申立てが、他のいずれかの事由に基

づいて不受理とされるものではないことにも留意する。したがって、これらの申立ては受理可

能であると宣言されなければならない。

B．本案

1．当事者の主張

（a）申立人

129．申立人は、策略によって非自発的に入院させられたと強調した。そもそもはしつこい背部
痛を理由として医師のもとを訪れたところ、最終的に精神科病院に入院させられることになっ

たというのである。申立人が強調したところによれば、申立人を行為無能力者と認定するため

の手続の際、権限のある医学専門家は、申立人の精神状態はそのような処置が必要とされる程

度にまでは損なわれていないと認定している。このことは申立人の非自発的入院が必要なかっ

たことをうかがわせるものであり、申立人が本人または他者に対する脅威となったことなどな

かったことを踏まえれば、なおさらである。申立人はまた、入院後に申立人を診察した医師の

1 人が申立人は攻撃的ではなかったことを確認しているとも指摘した。病院は、不法な対応を
正当化するために攻撃性の主張を行なっているだけである。申立人が非協力的だったのは事実

だが、それは、最初に説明されたとおり X線検査を受けるためではなく、精神科病院に連れて
こられたことを認識したからに過ぎない。申立人は、自分が病院に収容されるのは 8日間に留
められるべきだったのであり、1か月間収容する理由も法的根拠もなかったとの見解を示した。

130．さらに、申立人は、非自発的入院のための手続の際、法律扶助代理人と会うことも、手続
に効果的に参加する機会を与えられることもなかったと主張した。申立人は裁判所の審問に召

喚されず、そのため主張を尽くすことができなかった。申立人が手続にまったく参加しないま
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ま何もかも進められたのが現実である。病院で裁判官および精神科医と面会したのは事実だが、

いずれも面会時間は 5 分に過ぎず、不十分なものであった。申立人は、病院の行為が不法であ

ることおよび自分が品位を傷つける取扱いを受けていることを訴えたが、裁判官と精神科医は

いくつかの法的問題を取り上げたに過ぎなかった。同時に、申立人が有するすべての権利につ

いて説明してくれた者は誰もいなかった。

（b）政府

131．政府が指摘するところによれば、病院で精神科医が申立人を診察した結果、申立人は重度

の精神障害を有しており、通常の機能が阻害されていて行動が予測不能となっていることから、

本人および他の者にとって危険である可能性があることが明らかになった。このことは、申立

人の非自発的入院継続に関する R. 県裁判所での手続の過程で申立人を診察した別の独立専門

家も確認しているところである。政府の見解では、申立人の精神障害は自己の治療について責

任を負うことができないほどのものであり、また申立人は他の者にとって潜在的に危険な存在

でもあった。申立人が病院に留められたのは 30 日間に過ぎず、申立人の精神状態の安定と改

善を確保するにはこれで十分であった。したがって政府は、申立人の精神状態が、国内法およ

び関連するすべての医学的基準を全面的に遵守しながら行なわれた非自発的入院を正当化する

ものであったことは、信頼できる形で明らかにされているとの見解を示した。

132．政府が主張するところによれば、申立人は、その非自発的入院に関して R. 県裁判所で進

められた手続の際、手続担当裁判官から意見を聴かれており、また関連するすべての裁判所決

定も送達されていたので上級裁判所で異議を申し立てることも可能であった。加えて、R. 県裁

判所は法律扶助代理人を選任しており、同代理人は申立人のあらゆる利益を効果的に擁護した。

申立人の非自発的入院継続に関する第 1 審決定に対して同代理人が不服申立てを行なわなかっ

たのは事実だが、申立人およびその姉妹がすでに不服申立てを行なっていたので、このことは

中心的重要性を有さない。不服申立ては 3 人の裁判官から構成される R. 県裁判所の合議体に

よって審理されたので、申請者の非自発的入院継続についてのさらなる再審査は確保されてい

た。さらに、手続の際には、関連の法律で求められているとおり、申立人に対してそのすべて

の権利に関する十分な告知が行なわれ、かつ手続も迅速に進められた。

133．政府はまた、申立人に対しては、病院に抑留されている間、治療に関するすべての関連情

報が提供されていたので、当該治療に対して十分な情報に基づく同意を与えることを妨げられ

ているわけではなかったとも主張した。しかし、当時の精神状態のため申立人が治療への同意

を拒否したことから、非自発的入院継続の対象とされたものである。政府としては、適用され

る国際基準、特に CPT の勧告は、精神科病院における非自発的抑留を絶対的に禁止するもの

ではないと考える。これらの国際基準でそのような状況における一定の基準が確立されている

のは確かだが、申立人の案件ではこれらの基準が全面的に遵守されていた。

（c）第三者介入

134．CDLP と SHINE は、条約第 5 条で定められている関連の国際基準は CRPD 第 14 条（1）
（b）とあわせて解釈されなければならないと主張した。後者の規定では、自由の剥奪が恣意的

に行なわれるべきではないことのみならず、いかなる場合にも障害の存在によって自由の剥奪

が正当化されるべきではないことが要求されている。さらに、自由の剥奪の理由に関する迅速

かつ十分な情報の重要性は、精神障害のある人々の場合にはとりわけ重要である。研究者や人
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権機関は、障害のある人々、特に適用される精神保健法制に基づいて拘禁されている人々につ

いて、権利意識が非常に限られた層であると指摘してきた。不服申立ての権利を含む権利につ

いて告知するための十分な支援がなければ、障害のある人々にとっては、自己に対する人権侵

害について救済を求められないおそれが不均衡に高まる可能性が高い。

135．司法へのアクセスとの関連では、CRPD 第 13 条は、障害のあるすべての人が他の者との

平等を基礎として司法に効果的にアクセスできることを確保し、かつすべての法的手続におけ

る直接および間接の参加者としての障害のある人の役割を促進するため、適切な配慮が行なわ

れるべきことを求めている。これには、拘禁に関する決定に異議を申し立てる法的手続も含ま

れる。そこで、本件第三者は、自由を奪われた個人に対して「自己の理解する言語で」情報が

提供されなければならないという条約上の要件を、情報は障害のある人による理解を可能とす

る適切な形式で提供されなければならないとする CRPD の要件とあわせて理解するべきかど

うか検討することを促した。

136．さらに、本件第三者は、当裁判所がすでに、条約第 5 条第 4 項は拘禁の合法性に関する

効果的審査を求める権利について定めたものであると判示してきた旨、指摘した。したがって、

国は司法への効果的アクセスを確保する義務を負っている。このようなアクセスは種々の要因

によって左右される可能性があり、効果的な法的代理が提供されることおよび直接出廷できる

ことが必要となる場合もあり得る。本件第三者は、当裁判所が、精神保健に関連した自由の剥

奪に関わる事案もこのような要素から構成されるべきか否かを審査するべきであるとの考えを

示した。このような事案には、複雑な法律分野および鑑定証拠の提出という問題がともなうと

ともに、感情的困惑も避けられないためである。このことは、このような手続に関係者が受動

的に参加するだけでは条約第 5 条第 4 項に基づく真に対審的な手続の要件を満たせないと当裁

判所が判示してきたことに鑑みれば、なおさら当てはまる。

137．したがって、ある者に法的代理人を選任するだけでは十分ではない。そのような代理人

は、当該者を効果的に代理し、かつ、当該者が抵抗するいかなる措置にも効果的に反対するべ

きである。このことは、条約第 5 条の文脈においては、当該者が非自発的監禁に反対している

場合、代理人が、当該処置が適用されないよう求める、可能な限り効果的な主張を提示すべき

であるということを意味する。このような対応は、監禁を正当化するために提出された証拠が、

手続の対審的性質にしたがって十分に審査されるようにするためにも不可欠となろう。自由の

剥奪のような極端な処置を擁護する主張は、精神障害がある人々の場合にもそうではない人々

の場合にも、対審構造という点から見たその質について可能な限り効果的な検証の対象とされ

るべきである。ただし障害のある人は、CRPD 第 13 条にしたがい、自己の自由の剥奪に関す

る手続との関連で代理人に支持を与える際に合理的な配慮および支援を必要とする。そのため

には、代理人が、自分が代理しようとしている相手と直接会うことがほぼ常に必要である（効

果的なコミュニケーションを容易にし、自己の権利に関する当該者の理解を支え、かつ、代理

人として活動する際に当該者の意思および選好を理解していることを確保するため）。当該者

の選好および意思を尊重する必要性は、CRPD 第 12 条上も強調される。場合によっては、当

該者と会うだけでは十分ではない。代理人は、コミュニケーション障害を有する人々のための

支援を確保する専門的手法に親しんでいるべきである。

138．最後に、本件第三者は、障害がある人（精神保健上の障害がある人を含む）を単に治療の

受け手として捉えるのではなく、固有の人間の尊厳を有する権利の保有者であり、他の人間と
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平等な保護に値する存在として捉えるべきであると強調した。このようなパラダイムにおいて

は、必然的に、医学的必要性論および対象者の「最善の利益」論に関する見方を変革し、対象

者の自己決定権に焦点を当てることが必要となる。したがって、これらの新しい概念は、精神

科病院およびその他の精神保健ケア現場における拘束、非自発的投薬および非自発的措置の使

用につながる医学的手続への挑戦なのである。

2．当裁判所の評価

（a）一般的原則

139．当裁判所は、条約第 5 条が、第 2 条、第 3 条および第 4 条とともに個人の身体の安全を

保護する基本的権利の筆頭に位置しており、したがって民主的社会におけるその重要性は比類

のないものであることをあらためて指摘する（特に、Storck v. Germany, no. 61603/00, § 102, 
ECHR 2005-V; McKay v. the United Kingdom [GC], no. 543/03, § 30, ECHR 2006-X; and 
Rudenko, cited above, § 98 参照）。

140．条約第 5 条第 1 項にいう「合法的」および「法律で定める手続に基づく」という表現は、

本質的に、詳細を国内法に委ねるものである。そこでは、当該法律に基づく関連の手続を遵守

する必要性が述べられている。このような文言の根底にあるのは公正かつ適正な手続の概念で

あり、特に、人の自由を剥奪するいかなる措置も、適切な当局によって命じられかつ執行され

るべきであり、かつ恣意的であるべきではないということを意味する（Winterwerp, cited 
above, § 45; Wassink v. the Netherlands (1990 年 9 月 27 日), § 24, Series A no. 185-A; Bik v. 
Russia, no. 26321/03, § 30 (2010 年 4 月 22 日); Venios v. Greece, no. 33055/08, § 48 (2011 年

7 月 5 日); and Plesó v. Hungary, no. 41242/08, § 55 (2012 年 10 月 2 日) 参照）。

141．国内法の解釈および適用は第 1 に国内当局（特に裁判所）の役割であるが、第 5 条第 1
項に基づき、国内法が遵守されない場合は条約違反となる。すなわち、当裁判所は当該遵守状

況に関して一定の審査権限を行使できるし、行使すべきだということである（Benham v. the 
United Kingdom (1996 年 6 月 10 日), § 41, Reports 1996-III および Bik, cited above, § 31 参

照）。

142．当裁判所はこれまで、第 5 条第 1 項の適用上、当局のどのような態様の行動が「恣意的」

であるかについての包括的定義を定式化していない。ただし、個別事案の審理に基づいて発展

してきた主要な原則では、第 5 条の文脈における恣意性の概念は、ある程度、問題となってい

る拘禁の態様次第であることが明らかになっている（Saadi v. the United Kingdom [GC], no. 
13229/03, § 68, ECHR 2008 および Plesó, cited above, § 57 参照）。当裁判所の判例で確立さ

れている一般的原則のひとつは、国内法の文言が遵守されているにもかかわらず当局の側に不

誠実さもしくは欺罔の要素があった場合、または国内当局が関連の法律を正確に適用しようと

する努力を怠った場合には、拘禁は「恣意的」なものとなるということである（Mooren v. 
Germany [GC], no. 11364/03, § 78（2009 年 7 月 9 日）参照）。

143．さらに、当裁判所は一貫して、ある個人を「精神異常」であると判断してその自由を剥奪

するためには最低限次の 3 つの条件が満たされなければならないと判示してきた。第 1 に、当

該者が精神異常者であることが、客観的な医学的専門家によって信頼できる形で示されなけれ

ばならない。第 2 に、当該精神障害は、義務的監禁を正当化する種類または程度のものでなけ
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ればならない。第 3 に、監禁継続の妥当性はそのような障害の持続性に左右される（たとえば、

Winterwerp, cited above, § 39; Johnson v. the United Kingdom (1997 年 10 月 24 日), § 60, 
Reports 1997-VII; X v. Finland, no. 34806/04, § 149, ECHR 2012 (extracts); Stanev v. 
Bulgaria [GC], no. 36760/06, § 145, ECHR 2012; and Ruiz Rivera v. Switzerland, no. 8300/06, 
§ 59 (2014 年 2 月 18 日) 参照）。

144．ただし、個人の拘禁はきわめて重大な処置であるため、より過酷ではない他の処置が検討

され、かつ、当該個人の保護のためまたは当該者の拘禁を必要とする可能性がある公共の利益

の保護のために当該処置では不十分であることが認められた場合でなければ、正当化されない。

すなわち、自由の剥奪は、国内法にしたがって行なわれるだけでは十分ではなく、特定の状況

下で必要とされるものでもなければならないということである（Witold Litwa v. Poland, no. 
26629/95, § 78, ECHR 2000 III; Varbanov v. Bulgaria, no. 31365/96, § 46, ECHR 2000-X; 
Karamanof v. Greece, no. 46372/09, § 42 (2011 年 7 月 26 日); Stanev, cited above, § 143; M. 
v. Ukraine, no. 2452/04, § 57 (2012 年 4 月 19 日); and Rudenko, cited above, § 103 参照）。

145．ある個人を「精神異常者」として拘禁すべきかどうかの決定にあたり、当裁判所は国内当

局に一定の敬意を払う。当裁判所は、条約上の権利を具体的な事実状況に適用する方法に関し

て、国に代わって決定を行なうものではない。特定の事案において提示された証拠を評価する

のは第 1 に国内当局の役割であり、当裁判所の任務は、これらの当局の決定を条約に基づいて

審査することである（Luberti v. Italy (1984年 2月 23日), § 27, Series A no. 75およびRudenko, 
cited above, § 100 参照）。

146．しかし、ある事案の事実関係を評価するうえでより適した立場にあることは間違いない

国内当局の判断に敬意を払うためには、当裁判所として、国内当局が関連の問題を網羅的に評

価しかつ吟味したことについて納得できなければならない。すなわち、国内裁判所は、恣意的

拘禁を防止するための効果的な手続的保障措置を被拘禁者が実際に享受できるよう、自由の剥

奪を網羅的吟味の対象にしなければならないということである（Ťupa v. the Czech Republic, 
no. 39822/07, § 51（2011 年 5 月 26 日）参照）。

147．したがって、条約第 5 条第 1 項（e）の規定を遵守するためには、精神障害を有する者が

脆弱な立場に置かれていること、および、これらの権利のいかなる制限についても、それを正

当化するきわめて重みのある理由を提示する必要があることに鑑み、精神科施設への個人の非

自発的措置につながる手続において、恣意性を排除するための、有効性が明らかな保障が必ず

設けられていなければならない（たとえば Zagidulina, cited above, § 53 および Rudenko, cited 
above, § 104 参照）。

（b）本件へのこれらの原則の適用

148．病院への申立人の義務的監禁が条約第 5 条第 1 項（e）にいう「自由の剥奪」であること

については当事者間に争いがなく、当裁判所としても別段の判示をする理由はない（Plesó, 
cited above, § 54 参照）。

149．当裁判所はまず、2012 年 10 月 29 日における申立人の非自発的入院につながった一連の

出来事のきっかけとなったのが、申立人が背部痛の問題に関してかかりつけ医のもとを最初に

訪れたことであった点に留意する。かかりつけ医は、診察後、いくつかの追加的検査のために
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申立人を緊急保健サービス機関に回送した（前掲パラ 10 参照）。当該検査は、最初に一般医に

よって（前掲パラ 11 参照）、続いて神経科医によって（前掲パラ 12 参照）行なわれた。後者

の要請により、申立人は緊急サービス機関で精神科医による診察を受け、精神科病院での治療

を処方された（前掲パラ 13 参照）。申立人はその後、入院への同意を拒否していたものの、非

自発的に入院させられたものである。

150．これとの関係で、当裁判所は、申立人の非自発的入院継続に関する手続が R. 県裁判所で

開始された後、県裁判所が申立人に法律扶助代理人を選任したこと（前掲パラ 21 参照）を認め

る。同代理人の職務は、精神障害者保護法第 30 条（1）で求められているとおり、手続におい

て申立人の利益を代理することであった（前掲パラ 36 参照）。

151．しかし、法律扶助弁護士が手続中に申立人と面会することはなかった。その結果、法律扶

助弁護士は、申立人の立場を理解して効果的に代理するために非自発的抑留に関する申立人の

主張を聴くという利益を享受できず、申立人も、関連の法的手続および今後とるべきもっとも

適切な対応に関する法的助言から利益を得ることができなかった（前掲パラ 28 および 29 参

照）。このことは、第三者介入を行なった団体が指摘するように（前掲パラ 137 参照）、申立人

が病院における抑留および精神医学的治療に反対しており、さらに身体的拘束の不法な使用に

よる陵虐についての論拠のある主張を行なっていた事案においては、とりわけ重要である。

152．これらの認定結果を顧慮し、当裁判所は次のことをあらためて指摘する。すなわち、個人

の自由の剥奪が条約にいう「合法的」なものであるために不可欠な手続的および実体的条件の

審査の保障の文脈においては、必ずしも、民事訴訟または刑事訴訟について第 6 条第 1 項で要

求されているものと同一の保障が司法手続にともなっていなければならないというわけではな

い。ただし、対象者が裁判所にアクセスでき、かつ、直接、または必要な時は何らかの形態に

よる代理を通じて、聴聞される機会を持てることが不可欠である（多くの判例のなかでも特に

Stanev, cited above, § 171 参照）。

153．このことは特に、精神状態を理由として精神科施設に監禁される個人に対し、特別な事情

がある場合を除き、自己の監禁の継続、停止または終了に関連する手続において実際に法的援

助が提供されるべきであるということを含意する。対象者にとっての問題の重要性を、このよ

うな苦難の性質そのものと合わせて考えれば、このような結論に至らざるを得ない（Megyeri 
v. Germany (1992 年 5 月 12 日), § 23, Series A no. 237-A 参照）。さらに、このことは、「精神

異常」者として監護委託の対象とされた者が、裁判所への訴えの前に自ら主導して法的代理人

を確保するべきであるということを意味しない（Winterwerp, cited above, § 66 参照）。

154．したがって、条約が保障する諸権利は実際的かつ効果的なものであって、理論上でしか存

在しない空虚なものではないと一貫して判示してきた当裁判所（特に Stafford v. the United 
Kingdom [GC], no. 46295/99, § 68, ECHR 2002-IV 参照）としては、弁護士を任命するだけで

は、当該弁護士が手続において実際に法的援助を提供するか否かにかかわらず、条約第 5 条第

1 項（e）に基づき「精神異常」者として監禁された者にとって必要な「法的援助」の要件を満

たすことはできないと考える。障害のある人の効果的な法的代理のためには、権限のある国内

裁判所による、障害のある人の法的代理人の監督義務の強化が要求されるためである（前掲パ

ラ 45、精神疾患を有する者の保護および精神保健ケアの改善のための国連原則の原則 18 参照）。

155．したがって、手続における申立人の代理のあり方に関しては、当裁判所は、申立人の適正
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な法的代理にとっての重要性に鑑み、手続が真に対審的なものとなることおよび申立人の正当

な利益が保護されることを確保するために、代理人と申立人との接触が必要であり、決定的に

重要でさえあるとの見解に立つ（Sýkora v. the Czech Republic, no. 23419/07, §§ 102 and 108
（2012 年 11 月 22 日）およびそこに掲げられたその他の判例を参照）。

156．しかし本件においては、法律扶助代理人は申立人と一度も面会せず、申立人に代わって書

面を提出することもせず、かつ、審問には出席したものの、むしろ手続の受動的傍聴者として

行動した。国内当局は、これらの不作為について十分承知していたものの（前掲パラ 28 および

29 参照）、申立人の効果的な法的代理を確保するための適切な措置をとることによる対応を怠

った。したがって、当裁判所としては、申立人の代理人の消極的態度（国内当局はこれについ

て必要な対応をとらなかった）は、病院での非自発的監禁に関する効果的な法的援助を申立人

から剥奪するものであったと認定する。

157．さらに、手続担当裁判官は病院で申立人と面会したものの、当裁判所に提出された書類で

は、申立人による司法への効果的アクセスを確保するために同裁判官が適切な配慮を行なった

こと（前掲パラ 46、CRDP 第 13 条参照）は明らかにされていない。特に、同裁判官が申立人

に対して権利の告知を行ない、または申立人が審問に参加できるようにすることに対して何ら

かの考慮を払った証拠もない（前掲パラ 22 参照）。

158．そのため申立人は、精神科病院での非自発的入院継続に関する決定の言渡しにつながっ

た裁判所の審問で、専門家の認定結果について意見を述べる機会を与えられなかった

（Rudenko, cited above, § 114 と比較のこと）。さらに、申立人がいかなる治療についても明

確で疑う余地のない拒否の意思を示していたこと、および、国内裁判所もこの事実を認識して

おり、一連の決定にこのような認識が反映されていることを考慮すれば、聴聞に対する申立人

の権利を確保する必要性はますます差し迫っていた。

159．国内裁判所による説得力ある説明が行なわれていない状況にあって、当裁判所としては、

申立人が審問から排除されたことを正当化する妥当な理由があったと認めることはできない。

R. 県裁判所の裁判官から事情聴取を受けた際、申立人が自己の状況に関する議論に直接参加

できないほどの状態にあったことが明らかでなかったことに留意すれば、なおさらである（前

掲パラ 46、CRDP 第 13 条参照。また、S. v. Estonia, no. 17779/08, § 45（2011 年 10 月 4 日）

と比較のこと）。

160．上記の認定結果に照らし、当裁判所は、権限のある国内当局が申立人の非自発的入院のた

めに必要な手続的要件を満たさなかったと結論づける。これらの当局は、条約第 5 条第 1 項（e）
で求められているように、手続から恣意性が排除されることを確保しなかったためである。

161．上記の手続的懈怠により、国内当局が、申立人の精神状態のために自由の剥奪が必要であ

ったことを証明することによって申立人の非自発的入院のための実体的要件を満たしていたか

否かを、当裁判所として審理する必要はなくなる（Zagidulina, cited above, § 65 参照）。

162．上記の結論に鑑み、当裁判所は、条約第 5 条第 1 項（e）の違反があったと認定する。

III．その他の条約違反の主張

163．申立人は、条約第 13 条および第 14 条、条約の第 4 議定書第 2 条、第 7 議定書第 3 条な
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らびに第 12 議定書第 1 条を援用したが、関連性のある具体的主張をそれ以上行なうことはな

かった。

164．当裁判所は、手元にあるすべての資料に照らし、かつ申立ての対象である事柄が当裁判所

の権限内にある限りにおいて、申立てのこの箇所は条約違反と思われる状況を何ら明らかにし

ていないと考える。したがって、当該箇所は、明白に根拠不十分であるものとして第 35 条第 3
項に基づき不受理とされ、条約第 35 条第 4 項にしたがって却下されなければならない。

IV．条約第 41 条の適用

165．条約第 41 条は次のように定める。

「裁判所が条約または諸議定書の違反を認定し、かつ、当該締約国の国内法によってはこ

の違反の結果を部分的にしか払拭できない場合には、裁判所は、必要な場合、被害当事者

に公正な満足を与えなければならない。」

166．申立人は公正な満足の請求を行なっていない。したがって、当裁判所は、それを理由とし

て、申立人に対していかなる額の賠償も認める必要はないと考える。

以上の理由により、当裁判所は、全会一致で、

1．条約第 3 条に基づき申立てに関する国内的な救済手段が尽くされたか否かについての政府

の異議を本案と合わせて審理することを決定し、かつこれを却下する。

2．条約第 3 条および第 5 条第 1 項（e）に基づく、精神科病院における抑留およびこれに関連

して行なわれたとされる陵虐についての申立人の訴えは受理し、申立ての他の部分につい

ては不受理とすることを宣言する。

3．条約第 3 条の手続的側面の違反があった旨、判示する。

4．条約第 3 条の実体的側面の違反があった旨、判示する。

5．条約第 5 条第 1 項（e）の違反があった旨、判示する。

6．申立人に公正な満足を与える必要はない旨、判示する。

本判決は、裁判所規則の規則 77 第 2 項および第 3 項にしたがい、英語により作成され、2015
年 2 月 19 日に書面で通知された。

Søren Nielsen    Isabelle Berro 
書記    部長
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あとがき 

 ハーディング教授講演会は、2019 年 3 月に企画書が提出され、当初同教授の

来日予定に合わせ 2020 年 3 月 16 日会館で実施することになったものです。と

ころが世界的にコロナ危機が拡大し、同教授の来日ができなくなったため、いっ

たんは 2021 年 3 月 23 日に延期されました。コロナ危機は収まらなかったので

すが、幸い Zoom による開催が実現したものです。幸い、弁護士の皆さまのみな

らず、多数の一般の方々のご参加をいただき、成功裏に開催されました。 

本講演録を作成中の 2021 年 10 月 15 日、岡山で日弁連人権擁護大会が開催さ

れ、「精神障害のある人の尊厳の確立を求める決議」1が採択されました。全文は

日弁連ホームページで読んでいただけますのでご参照ください。 

 同決議は、以下のように述べています。 

当連合会は、1971 年 10 月 23 日の第 14 回人権擁護大会において、「医療

にともなう人権侵犯の絶滅を期する」と宣言し、その後も精神障害のある

人に対する度重なる人権侵害に懸念を表明してきた。 

しかし、精神障害のある人に対する人権侵害は重ねられており、当連合

会は、精神障害のある人の尊厳を守るための法制度改革も、被害回復も、

法的援助も、十分には果たせなかった。 

日本は 2014 年に障害者の権利に関する条約（以下「障害者権利条約」

という。）を批准した。同条約は障害者の人権や基本的自由の享有を確保

し、固有の尊厳を尊重するため、第１４条第１項で「いかなる場合におい

ても自由の剥奪が障害の存在によって正当化されない」と規定している。 

当連合会は、今一度、精神障害のある人に対する障害を理由とした人権

侵害の根絶を達成するために、現行法制度の抜本的な改革を行い、精神障

害のある人だけを対象とした強制入院制度を廃止して、これまでの人権侵

害による被害回復を図り、精神障害のある全ての人の尊厳を保障すべく、

以下のとおり、国に対して法制度の創設及び改正を、国及び地方自治体に

対して多様な施策を実施するよう求めるものである。 

 同決議は、「現行法制度の抜本的な改革を行い、精神障害のある人だけを対象

とした強制入院制度を廃止」するという先進的な課題を掲げています。国家的な

政策にかかわるこの課題の実現のためには、今後長期間の困難なプロセスを踏

1 https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/2021/2021.html



む必要があることが予想されます。 

しかし、同決議は、その末尾に「当連合会は、上記各施策の実現のための諸活

動を強化するとともに、速やかに、精神科病院に入院する人が、いつでも迅速に

利用できる弁護士選任制度を全ての弁護士会に創設し、権利擁護のために他の

専門職種と連携して必要な態勢を図ることに全力を尽くす決意である。」と、今

すぐでも弁護士会が取り組むことができる具体的な課題を掲げてもいます。こ

の課題は、1984 年 10 月 20 日日弁連人権擁護大会が「精神病院における人権保

障に関する決議」2で、「入院を強制される者が、何時でも弁護士による援助を受

けることができるように、そのための制度的な方策を検討すること」と決議した

ことと比較しますと、より具体的な提案となっていることに注目したいと思い

ます。 

日本国憲法 34 条は、「直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、拘

留又は拘禁されない。」と定めています。同条の制定過程を詳細に跡づけた村岡

啓一教授は、刑事手続による身体拘束のみならず、行政拘束を含む国家機関によ

る身体拘束一般についても憲法 34 条が適用されると指摘しています3。精神病院

への強制入院は、入管による強制収容と並んで、弁護人依頼権の保障がもっとも

待たれている場面であると考えられます。 

ハーディング教授の講演録は、2021 年人権擁護大会決議の実現に向けて一歩

を踏み出すためにどうしたらよいか？を考えていただくための一助にしていた

だければ幸いです。 

 貴重な講演をしていただいたハーディング教授、大量な資料を迅速に翻訳し

ていただいた平野裕二氏に深く感謝申し上げます。 

第二東京弁護士会人権擁護委員会 委員長 福田 健治 

2 https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/1984/1984_5.html
3 村岡啓一「第 34 条」『憲法的刑事手続』287頁（1997 年）。 



講演会開催時（令和２年度） 
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～恣意的拘禁は防止できるか？制度的保障と法的な枠組みの必要性～ 

２０２１年３月２３日実施 講演録 
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