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   Ⅵ 　ハンディキャップをもった人の社会
へのアクセス可能性について

 ― フランスと日本の共通の法的目標 ―  

 エリック・B・ドグロ *  

 　1．その度合いに差はあれ、障害をもつ人は、地球上に約7億人います。
これには、高齢者の数を加えなければなりません。彼らの数は、現代社
会において増加し続けておりまして、彼らの購買力は、財やサーヴィス
を獲得しやすくすることによる利益に、ほとんど疑いをはさませること
はありません。 
 　2005年に「スウェーデンモデル」を取り上げたジャーナリストのマ
ニュス・ファルケードを引用しますと、「シニア世代は、年間で1500億
ユーロの可処分所得をもっています。……最も高齢の人々は現役世代よ
りも約7％高い購買力を享受しているのです。」 
 　2008年の、障害者にとってのアクセス可能性にかんする法律の提出
の際、［カナダ］オンタリオ州の社会・共同体サーヴィス相は、もう一
つ別のカテゴリの消費者―この場合は障害者のことですが―の購買力を
取り上げました。カナダ王立銀行によれば、カナダの障害者は、約250
億カナダドルと推定される年間購買力を有しているのです。 

 　2．「すべての人のすべてのものにたいする」アクセス可能性は、その
ため、経済的な視点においても社会的な視点においても、高齢化し、障
害者もいる人間社会においてきわめて現代的な課題であるように思われ
ます。社会は、彼らの活動にかんする、とりわけ敏感な問題に直面して
いるからです。 
 　しかしながら、障害者やハンディキャップをもった人が、消費者とし
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て社会の活動に参加するためには、必ず事前にその他の人々との権利と
機会の平等を認められていなければなりません。 

 　3．フランスでは、「ハンディキャップ法」とも呼ばれる、障害者の
権利と機会の平等、参加、市民権にかんする2005年2月11日の法律第
102号が、この目的を、人権との関係において表現しています。人権の
基本的要素は、人間の尊厳の尊重です。 
 　人間の尊厳の尊重は、日本においては、とりわけ、障害者の日常的要
求のなかで考慮することを通じて具体化されています。このような要求
の中には、2006年の「バリアフリー新法［高齢者、障害者等の移動等
の円滑化の促進に関する法律］」が提示しましたように、何にも邪魔さ
れず移動できることも含まれています。 

 　4．あらゆる主権国家は、障害にかかわる費用を負担し、障害者を考
慮に入れるという問題を国別に考えていますが、障害者の権利のための
国際的な動きがあることを指摘しておくことがよいでしょう。このこと
は、2006年12月13日の、国連障害者の権利条約が実証しています。 

 　5．私の学位論文での研究作業の際、アクセス可能性は国際社会や
ヨーロッパ共同体の導き手となる目的を構成しているように思われまし
た。その目的は、フランス法では2005年の法律により実現され、日本
法では「バリアフリー新法」によって認められました。 
 　この議論の段階において、アクセス可能性の問題に取り組むアプロー
チの違いを強調することは興味深く思われます。この問題はフランスの
障害者にかんする法の一般的枠組みの中で i 、日本法によっては個別的
な形で、着手されています。 
 　しかし、二つのモデルケースのそれぞれにおいて、社会へのアクセス
を容易にすることが、障害者やハンディキャップをもった人の利益にな
るのであれば、それは、すべての人にとって持続的な発展との関係にお
いて、ユニバーサルコンセプション［ユニバーサルデザイン］の原則を
築くことも可能とします1）  。 

1） ユニバーサルコンセプションとは、すべての人のためのデザインdesign for all
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 　ですので、私はみなさんに、人権の尺度からの障害者にかんする法と
いう視点から、アクセシビリティの問題に着手することを提案します。
この問題は、障害者の統合にたいする前提的な条件となっており、こう
して、消費社会への彼らの参加を思い描くことができるのです。 

 　6．アクセシビリティの問題は、最近現代社会で重要視されるように
なったとはいえ、差異の問題は人間本性に深く結び付いており、人類の
歴史にかんする神話や童話といった想像の領域にも見落とされてはいま
せん。これは、古代インドのリグ＝ヴェーダのヴィシュプラについての
詩が証明しています。彼女は足を切断され、金属製の義足を身に着けた、
好戦的な王妃でした。 

 　7．身体障害は、烙印を押されはしましたが、それでも、社会から徹
底的に排除される決定的な要因となってはいませんでした。考古学者で
人類学者のヴァレリー・ドラットルはこう説明しています。「［障害者が］
夫婦（カロリング朝時代の夫婦墓地のことを念頭に置いています）や原
史的な集団（家族、一族、部族……）、中世の小教区、そして宗教的共
同体の中に含まれていること、これらのことは、「基準の外にある」人
物を、その身体的差異のみを口実として、墓地の周縁に追い込むことは
ないという方針を伝える、導きの糸であるように思われる2）  。」 
 　芸術は障害をいっそう無視しなかったように思われます。障害の描写
は、すでにエジプトの第6王朝と第12王朝のレリーフに見て取ること
ができますし3）  、紀元前4世紀のギリシアの壺にも見て取ることができ
ます 4） 。そこには足の一部を切断され、義足を付けられたサテュロスが
の概念を言い換えたものであるが、2001年2月15日のヨーロッパ評議会決議、
いわゆる「［ポルトガル・］トマール決議」により、ひとつの戦略と定義づけら
れている。引用すると、「それは、特別な適用や概念を必要とする解決法に頼ら
なければならないのではなく、できるだけ最も自立した自然な方法で、すべての
人によって獲得され、理解され、利用されうるさまざまな製品と環境を認め、作
り上げることを目的としている。」

2） V. Delattre,  handicap: un sujet de civilisation?  Archéologia, n. 448, 2007.
3） サッカラのメレルカ［第6王朝の大臣］とプタハ・ヘテプ［第5王朝の高官］
のマスタバ［地下の墓室の上に、長方形で台状の建造物を、石積みで築いたタ
イプの墳墓］のレリーフ。V. Delattre et R. Sallem,  Décrypter la différence , CQFD, 
collection les Défis de civilisation, 2009, p. 39.

4）  Op. cit ., p. 107.
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描かれているのです。 

 　8．障害という言葉は、イギリスの作家ジョージ・ダニエルの1650年
ごろの詩の中に見られる「Handy-Capps」という表現にその起源を見出
すことができそうです。この言葉は、偉大な人であれ卑小な人であれ、
人は平等な機会の下、運命の女神の手の中で車輪に司られ［運命の女神
フォルトゥナは車輪を用いて人々の運命を決めるとされている］、運命
の宝くじを引く者であるにすぎないことを思い出させます。 
 　この点からすれば、機会の平等という考えは2005年2月11日の法律
により具体化されています。この法律は、平等の原理の尊重から、障害
の影響による費用の負担と、障害者の統合のための、ばらばらな法文の
一貫した総体を土台としています。 

 　9．2005年の法律は障害の定義を初めてもたらしました。それは2001
年の国際生活機能分類（ICF）の力学の一環をなしています。これがそ
の法律の意義です。「身体、感覚器官、知能、認知、精神の機能の1つ
若しくは複数の実質的、永続的、決定的悪化、重複障害（polyhandicap）、
又は、障害を生じさせる健康上のトラブルを理由として、人がその環境
の中で被る活動の制限、又は、社会生活への参加の制約が……障害をな
す 5） 。」 
 　この時、障害が［身体的・精神的］欠損と分離されたことを強調しな
ければなりません。欠損は、これ以降その影響と結び付けられるのです。
こうして、障害はもはや精神的あるいは身体的なものではなく、何らか
の欠損に苦しんでいる人の状態に由来するものとなるのです。 

 　10．差異があるとはいえ、障害者は権利の平等を認められなければ
なりません。それらの権利の第一が、人間の尊厳（droit à la dignité）です。
これは1946年の［第4共和制］憲法の前文により規定された、不可譲
で神聖な諸権利の数に含まれています［現行の第5共和制憲法は、前文
において第4共和制憲法前文、1789年の人権宣言、2004年の環境憲章

5） Art. L. 114 CASF.［翻訳は平成23年1月31日障がい者制度改革推進会議第2回
差別禁止部会での永野仁美資料を参照。］
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を共和国の原則とすることを宣言している。］。また、2009年11月19日
の憲法院による決定も、この権利に再び言及しています。「……すべて
の人間は……不可譲で神聖な権利を有し……人の尊厳の保護は……それ
らの権利の数のうちにあり、憲法的価値をもつ原理をなしているのであ
る…… 6） 」 
 　障害者に人権を認めることは、2005年の法律の構造を支える台石を
なしています。この法律は、障害の結果［生ずる超過費用］への補償、
職業への参入、そして社会へのアクセス可能性の上に築かれているので
す。 

 　11．障害の結果への補償は、この体系の柱のひとつとなっています。
これは、ある種の自律を障害者に与えるものなのですが、その目的は「積
極的差別［ポジティヴ・アクション］」を除いたいかなる差別も受ける
ことなく、彼らを共同社会の活動に参加させることです。 
 　ですから、すべての差別が禁止されているというわけではありません
し、さらに、その一部は合法的であります。これは、とりわけ障害者の
雇用を考慮している時に合法的となります。積極的差別がそれを認めて
いるわけですが、このことは、フランスでは、身体障害者となった兵士
のための1916年4月17日の法律以来、知られていることです。 
 　雇用における積極的差別は、とりわけ、障害をもつ労働者の雇用のク
オーター制の利用により説明されます。この割当ては、1987年7月10
日の法律により義務付けられ、2005年2月11日の法律により、同じ割
合で維持されました。したがって、官民を問わず、20名以上の被用者
をもつすべての使用者は、フルタイムとパートタイムの被用者総数の
6％の割合で、障害をもつ労働者を雇わなければなりません。ただ、法
律により規定された一定の柔軟性という留保はありますが ii 。 
 　この点からすれば、2005年の法律は、障害をもつ労働者の雇用にか
んする法的義務の枠組みの中に、いくつかの妥協を認めているのですが、
これはアクセス可能性に充てられた、3つ目の柱の実行に際しても言う
ことができます。 

6） Cons. const., n° 2009―593 DC, 19 novembre 2009, Considérant 3.
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 　12．アクセスしやすくすることは「一連の移動」という考えの中に
含まれています。この移動は、障害者用の住居から、道路や交通手段を
通じて、目的地まで途切れてはなりません。この目的地は、弁護士事務
所やオフィス、あるいは歴史的建造物であるかもしれません。 
 　そのような理由で、社会のすべての活動分野は、2015年1月1日には
アクセスしやすくなっているという法的義務を負っています。すなわち、
公開されていて、公衆の入ることのできる建物（ERP）あるいは公衆に
開かれた設備（IOP［2007年11月30日の通達によると、ERPに通ずる
場所など、安全に関する規則により規定されているわけではないが、ア
クセスしにくくしてはならない場所や設備などのことを意味する］）と
されうる場合に対象となります。文化遺産の保護や経済的あるいは技術
的理由に限定される例外という、遊びの部分はありますが。 

 　13．アクセスしやすくすることが直面する困難は、北海道、本州、四国、
九州の4つの主要な島からなり、山の凸凹が国土の70％をなす火山の多
い列島にある日本の社会においても無視されてはいません。 
 　しかし、障害者の問題と、より広く言えばハンディキャップをもった
人の移動の問題は、2050年ごろには65歳以上の高齢者、すなわち、多
かれ少なかれ依存的な人々が、人口の40％を数える社会においては 7） 、
非常に重要視されています。 

 　14．この人口的事実を考慮に入れることが、社会をアクセスしやす
くするという枠組みにおいて、障害者の状況を考慮することと同視され
ているとしても、それはフランス法のように、いつまでにしなければな
らないというものではなく、ひとりひとりが他の人にたいし責任をもつ
ということに基づいています。 
 　1994年のハートビル法［高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる
特定建造物の建築の促進に関する法律  iii ］は日本の立法者の、建物のア
クセス可能性の問題にたいする関心を具体化しています。この法律はハ
ンディキャップをもった人に公共・民間の建築物（駅、ホテル、デパー

7） これは、フランスでも知られている状況で、同国では、同じ期間に60歳以上
の高齢者が30％を数えることになります。
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ト……）の扉を開いたのです。 
 　2002年には、「バリアフリー法」の第二段階［「高齢者、身体障害者
等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 iv 」（「交
通バリアフリー法」）］が、交通手段とそこに至るまでに必要な方法（公
共の場所での点字の利用、駅における案内標識の設置……）のアクセス
可能性を規定しました。 

 　15．2002年の法律の、5年ごとの再検討を待つよりもむしろ、政府は
2006年に前の2つの法律を統合してひとつにし、こう名付けました。「バ
リアフリー新法」です v 。その目的は「バリアフリー」の原則を単純化し、
調和させることでした。 
 　最後に述べたこの法律は、規範的枠組みの設置を成し遂げました。こ
の枠組みは、最終的には、障害というひとつの問題を超えた、すべての
人の参加により社会の機能の流動性を確実にし、保証するべきものです。
また、フランスの立法者も、ヨーロッパと世界の力学の中でそれを願っ
ていたようです。 

訳注
 i   フランスの2005年2月11日法は、障害にかんする社会的、職業的、教育的テー

マにかんする規定を網羅的に規定している。一方、「バリアフリー新法」など、

わが国の立法は、障害者の移動・施設利用といった個別のテーマを扱っている。

『障害者雇用にかかる「合理的配慮」に関する研究―EU諸国及び米国の動向―』

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構・障害者職業総合センター、2008年、

145 ― 146ページ。 

 ii   これは、特別の適性を要する職種を排除する「除外率制度」と、障害者ひと

りを最低1単位（unité）とし、障害の重度や年齢等の条件により1.5倍、2倍

などと数える「重複カウント制度」が廃止されたにもかかわらず、納付金額

の計算においてこれらの制度と同じ効果をもつ計算方法が維持されているこ

とを示している。永野仁美「フランスの障害者雇用政策」『季刊労働法』225号、

2009年、62ページ、注20を参照。 

 iii   この法律により、不特定かつ多数の者の利用に供する建築物（「特定建築物」）

を建築しようとする者（「特定建築主」）にたいし、出入口、廊下、階段、ト
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イレ等を高齢者や身体障害者が円滑に利用できるための措置を講ずるよう努

力する義務が課せられた。『時の法令』1484号（「高齢者、身体障害者等が円

滑に利用できる特定建造物の建築の促進に関する法律」） を参照。

 iv   この法令は、障害者などの移動円滑化のために講じられるべき施策にかんす

る方針を、主務大臣が定めると規定している。『時の法令』1629号（「高齢者、

身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」）

を参照。 

 v   この法律による変更点は、『時の法令』1776号（「高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律」）を参照。 
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