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触覚を介した生活調査法の開発

守山正樹’西原純２

Developmentoflifestudymethodusingtouch

MasakiMORIYAMAlandJunNISHIHARA2

Purpose：Mostoflife-stylesurveysrelyheavilyonvisualperception，Howeventhebalanced

utilizationofsenseisessentialinhealthyhuma、development、Inthispaper)theauthorfocusedon

tactilesense,anddevelopedanewproceduretostudysuhject，slife

Methods：ThefOllowingempiricalruleswereobtainedthroughexperientialeducationtrialsin

FukuokaUniversityfroml997；(1)Thinkaboutlifebytactilesense,(2)Usehapticglance,(3)ReUect

lifefromobjects,and（４）Letsystemicarrangementofobjectsrevealcharacteristicoflifestyle､These

ruleswerecombinedwithTWo-DimensionalMapping（TDM）procedure,ａｎｄHapticTDMwas

developed

Results：ThreevisuallyimpairedsubjectswereaskedabouttheirlifeusingHapticTDMas

cuestothinkandreHect・AllsubjectscompletedtheirHapticTDMwithinl5minutes,andstartedto

talkandnarrateabouttheirlifestyle・Ｔｂａｓｓｅｓｓｔｈｅｍｅａｎｉｎｇｏｆｔａctilecueincomparisontoverbal

cue,sevenstudentswithnormalvisionreflectedtheirdailylifebyhearinｇｗｏｒｄｓ（suchasmeal）and

touchingdailyobjects（suchasspoon).Spokenwordstendtotriggerthegeneralimageoflifestyle，

andtouchedobjectstendtotriggertherelativelynarrowandspecificimageoflifestyleStudents

admittedthattheirhiddendimensionoflifestylewasrevealedbyHapticTDM・

Conclusion：HapticTDMisconcludedasanarrativeresearchmethodutilizedbothofsighted

peopleandvisuallyimpairedpeople．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：lifeandlivingstudy；lifestylesurveyｹconceptmap,touch,haptic,visualdisturbance

生活調査，生活習I慣調査，コンセプトマップ，触知，触覚，視覚障害

れ(Everson,1997),ルネサンス以降ではまずルソー

によって再評価がなされている（Davidson,１９７１；

中村，1995)．「感覚の均衡的な発達と統合」は近

代的な教育原理としても重視され，「感覚を刺激

することが知能獲得に寄与する」との発見から，

はじめに

様々な感覚が相互に，また統合した形で，人間

の存在や生活と健康に決定的な役割を果たしてい

ることは，古くはアリストテレスによって指摘ざ
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独自の教育手法を確立したモンテッソーリの考え

方（Wentworth,1999a）は，普通児の教育から障

がい児を対象とした特別支援教育まで取り入れら

れている（Berk,２００４；Wentworth,1999b)．また

人生の中途で障碍を持つに至った成人の感覚訓練

においても，「感覚の均衡的な活用」が重視され

ている（山田，2006)．

一方，“様々な感覚の均衡的な使用,，を日常の

社会生活の場面で実現するのは，それほど簡単な

ことではない．近代文明による“視覚の独走，視

覚の専制支配”は１８世紀以来，繰り返し指摘さ

れている（中村，1995)．視覚の優位性は近年さ

らに顕著な形を取るに至り，デジタルテレピから

携帯電話まで，視覚が優位に立つ形でIＴ革命が

進んでいる（細野，２００１；岩渕，2004)．

視覚の優位性は日常の実生活だけでなく，生活

を対象とする調査法にも認められろ．生活の解明

を目的として，習｝慣化した生活要因の有様とその

影響を調べるライフスタイル調査（文部科学省，

2002；森本，1989)，生活行動の地理的範囲を考

慮した生活圏調査(荒井,1996；近岡,1997；Sch6n-

felderandAxhausen,2004)，時間に焦点を当てた生

活時間調査（NHK，2006ハ時間だけでなく生活

の意味と機能に焦点を当てた生活構造調査（芝原，

2002）など，数多くの調査が提案されている．こ

れらの調査に共通しているのは，何れも質問や予

測される回答の選択肢が，構造化された質問用紙

や回答用紙として，平面印刷，すなわち視覚化さ

れていることである．聞き取りや観察を中心に調

査がなされる場合は，調査者の発話，すなわち聴

覚'盾報がまず前面に出るが，こうした場合も，回

答欄や選択肢を印刷した用紙は準備されているこ

とが多い．

上述のような文字・視覚』盾報が優位の生活調査

方法は，特に感覚的な次元での妥当性を問われる

ことなく，これまで一般的に当たり前に用いられ

て来た．しかし障がいを持つ人と持たない人の生

活と人権が共に尊重され，バリアフリー化とノー

マライゼーションが進む社会的な状況下では，文

字・視覚｣盾報の理解が困難な人の立場も考慮し，

生活調査の方法についてもバリアフリー化がなさ

れる必要があろう．また“様々な感覚の均衡的な

活用”が人間の存在や健康を捉える上での大原則

であるなら，“視覚とは異なる感覚を活用した生

活調査法”があってよい．視覚とは異なる感覚を

使う途が拓かれることで，今まで眠っていた感覚

が目覚め，生活の異なる次元に光が当てられる可

能性も考えられる（山田2006)．そこで本研究

では，感覚として触覚を取り上げ，触覚を介して

生活を捉える新調査法（触知生活マップ）の開発

を試みた．また視覚障がい者に対して，新方法に

よる聞き取りを事例的に行い，本調査で得られる

結果の特徴化を試みた．さらに触覚を介する調査

と言葉を介する調査の違いを明らかにするために，

参加的な実験を行った．

'１研究方法

１．触知生活マップの開発

１９９７から２００５年に及ぶＦ大学での視覚障がい

体験実習（守山・福岡大学医学部公衆衛生学教室

グループ，2003）を通して，感覚としての触覚の

特徴と可能性の検討を続けた．各年度，５から１５

名の学生が３日間の実習に参加し，触覚に関する

実習は半日行われた．触覚に関連して何らかの知

見が得られた場合は，著者らで妥当性を討議し，

翌年の実習で事例的な確認を行った．２００６年７月

にそれまでの知見を総合し，生活の新調査方法

(触知生活マップ）を考案した．

２．視覚障がい者での触知生活マップの試行

従来，視覚障がい者は，文字・視覚'盾報を使う

調査の対象外であった．しかし，触覚を用いた調

査であれば，視覚障がい下でも，回答できる可能

性が生まれる．そこで視覚障がい者３名（男性1

名，女性２名）を対象に，２００６年８月から１０月

にかけて個別に面接し，触知生活マップ法によっ

て生活の聞き取りを試みた．面接前に研究の意義

と手順を説明した結果，全員から協力への‘快諾を

得た．

Ａ氏（男性，３１歳）は１２歳時に薬剤の事故で
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］ロ、Ⅲ洲ｃｍｃ
ｌ初期状態２Ｘ軸両端に３Ｘ軸上に

ラベルを配置全ラベル配列

図１二次元イメージ展：

唖 Ｃ

３Ｘ軸上に４Ｙ軸方法へ

全ラベル配列ラベルを展開

二次元イメージ展開法の手順

５全ラベルの

位置確定

失明し，現在に至っている．Ｂ氏（女性，３１歳）

は網膜色素変性症によって，小学生時より進行性

に視力を失い，現在，視力は左右眼ともに手動弁

の状態にある．Ｃ氏（女性，４５歳）は３３歳時に

失明し，現在に至っている．

面接に際して，対象者は説明を聞き，座標面や

物品を手で触れ，マップ作成手順を理解した．そ

の後，対象者は１２個の物品を用い，図１と同様

の手順で触知生活マップを作成した．対象者は何

れも独力で作業を行うことができ，１５分以内にマッ

プを完成させた．その後，対象者はマップ上に配

列された物品を手で触れながら，生活場面・行動

について，思い浮かぶことを自由に語った．発言

はデジタル録音の上で文字化した．

の一義性は，今後の課題とした上で，「言葉」と

｢その言葉に容易に関連づけられる身の回りの一

物品」とを刺激として，実験を設定した．

２００６年３月１０日の参加的実験で被験者になっ

たのは，Ｓ大学で同一のゼミに所属する三年次学

生７名（男子５名，女子２名）である．事前に，

研究の意義と手順とを説明した結果，全員から参

加協力への快諾を得た．７名の学生は同一のテー

ブルの周囲に着席し，ほぼ６０分間，「言葉を見る｣，

｢物品を触れる」などの作業を順次行い，各作業

が一段落するごとに，感じたことや考えたことを，

自由に発言した．対象者の発言はデジタル録音の

上で文字化した．

最初に“言葉からの想起，，を行った．「外出，

買い物，食事，かぜひき・発熱」と単語を書いた

紙を配布した．言葉を目で確認した後，被験者は

思い浮かぶことを，順番に発言した．

続いて“触覚を介する物品からの想起,，を行っ

た．触覚に集中できるようアイマスクを装着した

被験者に対し，物品（靴紐，十円玉，プラスチッ

クのスプーン，包装容器入りの錠剤）を順次配布

した．被験者は各物品に触れ，思い浮かぶ生活場

面/行動を発言した．

３．晴眼者における参加的実験

言葉からの想起に比較し，触覚を介する想起に

よって，従来の生活調査とは異なる生活の側面が

明らかになるかを検討するため，視覚が正常であ

る大学生（晴眼者）を被験者とする参加的実験を

行った言葉と物品という二つの刺激（認識上の）

を比較するのであれば，本来であれば，言葉と物

品が一義的に対応し，両者が同一の事物を示すよ

うな実験設定が望ましい．しかし，本研究で用い

ている言葉は，外出・買い物・食事など，事物で

はなく，生活行動であるため，「同一の事物」と

いう設定は成立しない．「外出」には「靴紐・靴・

靴べら…｣，「買い物」には「お金・財布・キャッ

シュカード・買い物袋…」など，言葉と物品の対

応は多義的となる．よって今回の設定では，対応

４．晴眼者での触知生活マップの試行

前項の試みに引き続き，晴眼の被験者（学生）

はアイマスク下で，図１に示す手順によって物品

を平面上に配列展開し，触知生活マップを作成し

たその後，被験者は自由にマップに触れ，思い

浮かんだ内容を発言した
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2003)．HapticGlanceは「人が身近な物を手で軽

くサッと触れるだけで，瞬時に何かを理解できる

認識能力」とされ，「誰でもが持つ能力である｣，

｢点字のように学習を必要としない｣，「視覚や聴

覚のように離れたところから働くのではなく，皮

膚が能動的に物に触れた瞬間から働きはじめる認

識力である」などの特徴を持っている．上記のHap

ticGlanceの特徴は，何れの年の学生実習でも追

体験することができた．HapticGlanceは，生活の

細部を具体的に想起させることから，新調査方法

の出発点になることが示唆された．

方針３；「日用品から生活を振り返る」Haptic

Glanceによって最も速やかに，容易に認識できる

のは，日々の生活を通して繰り返し手で触れて，

慣れ親しんでいる道具・日用品である．一つの日

用品を触れるだけで，その材質（たとえばプラス

チック)，形状（左右対称，Ｖ字型)，動き（稼動

部分の存在）から，その名称（洗濯バサミ）と関

連機能（洗濯）に至るまでの事柄が，想起される

(Moriyamaeta1.,1998)．用いる日用品を増やせば，

思い浮かべることができる生活の側面も，多様化

する．学生実習を通して繰り返し観察された上記

の事実より，「様々な日用品に触れて，そこから

生活を振り返る」という新調査の基本設計が得ら

れた．

方針４；「日用品の配置によって生活を語らしめ

る」個別に幾つかの生活行動を想起することは，

生活解明の一端と言えるが，それだけではまだ混

沌としており，生活の全体像を描き出したことに

はならない．そこで「日用品」と「対応して想起

される生活の断面」を幾つも寄せ集め，組み立て，

まとまった全体像を作る必要がある．著者は「組

立作業から全体像構築に至る調査方法」の原型と

して，２次元イメージ展開法（TWo-dimensional

Mapping法；ＴＤＭ法と略記）を既に開発していた

ため（MoriyamaandHarnisch,1992)，２００４年以後

の学生実習では，ＴＤＭ法をベースに検討を進めた．

TDMとは，生活（又は食事，行動）を主題とし

て，関連する複数のキーワード（通常５から１２

個程度）をラベルに表示し，ラベルを座標軸に従っ

図２触知生活マップの実際

Ⅲ結果

１．触知生活マップの開発

９年間，「触覚の特徴と可能性」について体験的

な実習と検討を続けた結果，新調査方法に向けて，

以下の方針が得られた；①触覚から生活を甦らせ

る，②HapticGlance（KlatzkyetaL,1985）を活用

する，③日用品から生活を振り返る，④ロ用品の

配置によって生活を語らしめろ．

方針１「触覚から生活を甦らせる」この方針は

毎年の実習で観察された以下の事実に立脚してい

る；「アイマスクの装着で視覚を失う学生は，当初，

ただ着席しているだけの状態でも，不安や無力感

を覚える．しかし自ら何らかの行動を起こすよう

に促すと，自発的に身の回りの物を手で触れて探

索する行動が生まれ，そこから生活の実感を取り

戻し始める.」繰り返し観察されたこの事実から，

｢触覚」を介して生活を捉えなおす新調査方法の

アイデアが生まれた．

方針２；「HapticGlanceを活用する」手の触覚

を介すると言っても，「軽く触れる」から「押し

付けろ，握り締める」まで，手と手が触れる対象

との相互作用には，さまざまなパターンがある．

手をどのように用いれば，触覚の認識力が最高に

発揮されるのだろうか．感覚生理学領域の先行研

究を調べると，Ｋａｔｚが１９２５年に発表した実証的

な成果に行き着く（KruegeE1989)．Ｋａｔｚが指摘

した手指の総合的な認識力は，その後Haptic

Glance（あるいはPurposiveTbuchActiveTbuch）

として位置づけられた（KlatzkyandLederman，
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表１調査ツールのプロトタイプとしての触知生活マップの特徴
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目的 視覚的な情報ではなく，触覚を用いて，日常生活について問題提起を行い，生活行動を位置づけ，それを

通して日常生活の全体像を構成・表示し，対象者の生活習慣や生活様式を知る調査方法である．

数量的データの取得と処理；被調査者は，手指の触覚を用いて，日常生活に関連した物品を，二次元平面

上に展開し，散布図を作成する．この散布図において，各物品の置かれた座標位置を読み取ることにより，

その物品と関連する生活行動の位置づけ（Ｘ軸，生活行動の頻度；Ｙ軸，生活行動に伴う価値観）を，数量
化することが出来る．

質的データの取得と処理；被調査者は，触知生活マップを作成する過程で，触覚から生活を想起する．マッ

プ作成の過程，あるいはマップ作成後に，生活についての想起内容を対象者に発言してもらい，発言を文字

化することにより，ナラティブなデータ（生活についての語り，質的データ）が得られる．

対象者が，健常/晴眼者か否か，視覚障がいを持っているか否か，に関係なく，生活に関する対象者の捉え

方を，知ることができ，バリアフリーの調査法として位置づけられる．調査・指導・助言・コーチ・カウン

セリングなど，生活に関連して情報収集や振り返りが行われる何れの場面においても，各時点における生活

行動に関連した思考内容を表示することができ，対話を支援することが期待される．

データ処理

得られる情報

の有用性

て配列/展開する中で，対象者が生活全体を振り返

る方法である（MoriyamaandHarnisch,１９９２；守

山・松原，1996)．キーワードは，バラバラに置

かれた初期状態から出発するが，その後キーワー

ドは，まず横軸上に配列され，さらに縦軸方向へ

と展開され，座標上に位置づけられる．対象者は

キーワードの操作を通して相互関係を把握し，そ

こで生まれる関係性の把握が生活を振り返るのに

役立つと考えられる．ＴＤＭでは，対象者は「目」

でキーワードを追う一方，ラベルの操作は「手」

で行う．このようにＴＤＭは作業的な方法であり，

元来，視覚的であると共に，触覚的な側面を含ん

だ方法であった．そこで本研究では，ＴＤＭのラ

ベルを日用品に置き換え，「触覚による生活調査

方法」とした．結果として確定した方法の手順を

以下に示す．

（１）対象者は，手で日用品に触れ，名称（例；

スプーン）を思い浮かべ，関連する生活行

動（例；食事する）をイメージする．

（２）同様にして，複数の日用品に触れ，複数の

生活行動をイメージする．

（３）座標軸Ｘ（例；生活行動の頻度）にしたが

い日用品を横方向に配列する．

（４）座標軸Ｙ（例；生活行動後の爽快感の程度）

にしたがい，日用品を縦方向へ展開する．

（５）出来上がった日用品による立体図（触知生

活マップと命名）を様々な角度から触れ，

日用品相互の位置関係を確認し，そこに表

された生活の様子を言語化する．

日用品と生活行動の対応例を以下に示す；ａ洗濯

バサミ→洗濯する，ｂボタン→着替える，ｃシャ

ンプーの注口→風呂に入る，。携帯電話機→電話

する，ｅボールペン→字を書く（仕事する)，ｆス

プーン→食事する，ｇ缶飲料のプルトップ→ちょっ

と－杯,ｈサンダルの先端→外出する，ｉゴルフポー

ル→スポーツする，ｊイヤーフォン→ラジオやテ

レビ，ｋコイン→買い物する，ｌ歯ブラシ→歯を磨

く，ｍ本の一部→本を読む．

以上の過程を経て定型化した触知生活マップの

調査シールとしての特徴を，表１に示す．

２．視覚障がい者での触知生活マップの試行

生活に関する３名の対象者の発言を，触知物体

と座標位置への言及も含め，表２から表４に示す．

何れの対象者の発言も，最初の２０分程度は，座

標面や物品を手で触れて理解することに費やされ

ており，表では省略した．表に示したのは，対象

者がいったん完成したマップを手で触れ，生活の

細部を語り始めてから後の主な発言である．視覚

の場合は一瞥するだけで対象の全貌を把握できる

が，触覚の場合は，一瞥的な理解は困難である．

マップでは，触れた部分の記憶が蘇り，それを繰

り返すことで，生活が様々な角度から確認され，

それに伴なって発言が引き出される．表では，対
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表２触知生活マップからの生活想起；視覚障がい者Ａ氏の事例

183

物品と生活行動

への言及

音を聞く

座標の位置と

意味への言及
元の発言

まずは多いほうから，一番よく行うというので，「音を聞く」ということです．私の

場合は全盲なので，殆ど音の'情報を頼りにするということで，情報収集が殆ど，耳
からの情報，テレビ，ラジオ，パソコン，人の会話，まあ，趣味で音楽を聞くとい

う意味でも，一番耳をよく使っているということで，一番最初にしました．

次に，「ペン」「デスクワーク」ですけども，現在今学校に通っているので，日中は
殆ど，週，月曜日から金曜日なで，日中は学校に通っているので，これを二番目に

もってきました．三番目が「外出」ですね．日々学校に通う以外にも，土日もボラ

ンティア活動や，いろんな活動や旅行によく出かけるので，３番目に「外出」をもっ

てきました．で，４番目は，「プルトップ」をもってきました．まあ，よく，飲み会

とか飲み事はいろんなところに顔を出している関係もあって割りと，昔に比べれば
少ないかなと思いますが，割とあるほうかなということで．

次も，それに近いんですけど，「食事」を次にもってきました．日々の食事もあるん

ですけど，楽しみで食事で行くと，まあ，ちょっと，外食でもしようかっていう意

味で，まあ，割と外で，休みの日に友達や，活動している人達と食事をする，まあ，
さっきの飲み会とかと関連もあるんですけど，そういう意味で，そういうイベント
的意味で置きました．

次に，「買い物」ですね．「買い物」自体はそこまで，私の場合は必要な物を買うと

いうことで，主にパソコンの製品とか，今は勉強に関係する物とか，そういった類
で，どうしても必要な時に買うということです．いわゆる'ショッピングという意

味では殆ど行かないのでこの位置ですね．

次に「服」なんですけど，服は，服を着ること自体は毎日ですけど，洋服を買いに

行くとか，服のコーディネイトとか，おしやれという意味では，私はあまりそうい

うことには無頓着なので，あまり全然，あるものを着て，特別にこだわりはないの

で，この位置ですね．

３番目は「買い物」ですね．これもほとんど，必要な物しか買わないんだけども，
ある程度，自分の好きな物，パソコンの新製品とか，デジタル的な機械とか，興味
あるものはいろいろ見てみたいなっていうのがあるので．後，「食事｣，コンビニと

かでの食事だとか，新しいデザート，弁当とか新製品には興味があるので，これも

あまりしないですけど，分かれば楽しいだろうと，ちょっと上にしました

あと，「食事」と「飲み会」も好きですけど，ちょっと真ん中くらいかな，というこ

とです．「外冊」とか「旅行」っていう意味で大好きなので，「スポーツ」とか，「読
書」と同じ位置にしました．－番Ｍａｘにしてないのは，気苦労，（？）緊張とか疲

れとかいうのがあるので，「スポーツ」とか「読書」と同じ，「スポーツ」もやると

楽しいけど，ちょっと疲れたりとか，ケガをしたりっていうこともあるので，Ｍａｘ
ではないということです．

今はちょっと，学校に行っているので，「デスクワーク」っていうのが高い位置にき

ているんですけど，本当はもうちょっと「スポーツ」とか「読書」が頻繁にあって，
｢デスクワーク」とかが真ん中にくるぐらいの方がバランスのとれた，生活なのかな．

後，もうちょっと「買い物」とかも'情報が，なかなか，パソコンを使うことによっ

て，情報が得られるようになったんですけど，カタログ的な情報なので，例えばデ
パートに行って，リアルタイムに見ながら，例えば友達とそれをやりとりしながら

楽しむっていうのがなかなかやっぱり出来ないので，そういう意味でのことがある

と，「洋服」だとか，「買い物」とか視覚障がいでもかなり，真ん中辺くらいにいく

のかなという気はします．今は，そいうのが，よっぽど気の合う友達だとか，周り

にいれば多少ここらへんも変わってくるのかなという気がするんですが，私の場合，
あまり無頓着だし，そういう友達も，どちらかといえばそういう事に無頓着な人達

が多いので，「買い物」いわゆる「ショッピング」とか「服」っていうのは低い位置

かなあって思います．

後，私の場合，他の視覚障がいの方と比べて「外出」が高い位置にあるんですよ．

視覚障がいの中では結果疲れて，家で，インドアで楽しむって言う人も多いから．

私は，アウトドアに行くことよって，気分転換するということで，かなり高い位置
にあるかなと思います．

まずは多いほう

－番よく行う

一番最初

目
目
目

に
番
番
番

次
二
三
四

ペン

ディスクワーク

外出

プルトップ

食事 次に

買い物 次に

この位置

服 次に

この位置

買い物

食事

三番目

ちょっと上

食事，飲み会

外出，旅行

スポーツ

読書

ちょっと真ん中

同じ位置

一番Ｍａｘにない

Ｍａｘではない

ディスクワーク

スポーツ，読書

ディスクワーク

高い位置

真ん中

買い物

外出

真ん中辺くらい

低い位置

高い位置

高い位置
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表３触知生活マップからの生活想起；視覚障がい者Ｂ氏の事例

184

物品と生活行動

への言及

食事

お風呂

買い物，外出

洗濯

買い物，外出

座標の位置と

意味への言及
元の発言

｢よくしてる」ことは食事と・・．「食事」と「お風呂」とか'よ習'慣なので，毎日や

ることですよね，「買い物｣．今，買い物ネットとかあるんですけど，「買い物」と

｢外出」というのは頻度的に同じようなところにいくんですよね．

｢洗濯」はわりとするのが好きなので，この辺くらいですかね．「お風呂」と同じで

すか．・・・「買い物」は，好きですかね．「外出」は必然的に買い物をすると一緒に

なるんですけど，「買い物」よりちょっと下がりますかね．・・・

｢買い物」と「外出」なんですけど，やはり「買い物」をするとなると，「外出」っ

ていうのは付随してくるものなので．「買い物」は見てるだけでも楽しいのと，「外

出」して歩きにくかったりとか'人が多かったりすると，歩きにくい場面があるん

ですけど，ゆっくり歩くことによって新しい発見，あっ，ここに新しいお店ができ

たんだなとか，こういうとこにトイレがあったんだなとかそういう発見をするこ

とがあるので．その発見は楽しいので，高い位置，楽しい位置にきます．

私は多分，何でも，性格だと思うんですけど，「楽しい」ことが多いですね．割と上

の，ほとんど一番上のラインにいってることが多いですね．ていうのが，外出とか

して，ちょっと歩きにくかったりしてちょっと嫌だなと思っても，その後の「今日

は安い服を買った」とか，そういう楽しみの方が大きかったりするし，あとは興味

があることが多いので，割と外出，１人でも自分で歩き回ったりとか’１人でレスト

ランに入ったりとかもするので，そういった意味で，「食事」も当然，歩き回らない

人よりは楽しくなることが多いと思いますね．基本的に何でも楽しんでやる方です．

｢外出」するにしても，目的があるから仕方なく外出している人もいれば，心底，そ

の買い物が楽しくて，ネットで買うよりは（まあ，ネットで買った方が便利な時も

あれば)，外出して実際に見てとか触って買ったほうがいいっていう場合と，私達の

場合「地域のイベントに参加する」っていうのと「外出する」っていうのは違うん

ですよね．イベントに参加するとなると，勇気がいったり，精神的なものが関わっ

てくるので．あと，その'自分のペースで，そこのイベントとかの場所が動けないっ

てありますよね．他の人と一緒に何かをやろっていうこと，なので視覚障がい者の

生活を知るという意味でするんだったら，その外出すろっていうのを具体的に聞い

たほうがいいです．

それから「外出する」っていうのでその理由を二つ．たとえば「買い物」で「自分

の趣味」で，「買い物で外出する」場合と，「地域のことで参加する」ってことで，

行きました，例えばフォーラムがあったりとか’視覚障がい者の器機展示があった

りとか，ていうことで理由を二つに分けて聞くか，後は，何か，どれが分かりやす

いですかね…人間が，みんな，人がいっぱいいるような，創るとか．

｢外出」っていうのは本当にいろいろあるので，自分のために外出するのか，たとえ

ば自分のためのフォーラムがあっても，人が大勢いるところで，あんまり自分のペー

スで歩けないようなところに行くのかによって，違うので．「買い物」のためだった

ら，楽しいから行くけど，ほとんど地域のイベントには参加しないって方もいるん

ですよねなので，そこは「外出する」っていうのは，アイテムは一つにするにし

ても，広がりがあると思うんですよ生活習慣とか，で考えると．

時間がどれだけとれるかにもよるんですよね．「食事をする」にも，普段家で食事を

するっていうのと，友達と外で外食するとかですね，あと，まあ１人でもレストラ

ンとかに行って外出するとかが，食事をすろっていうのもあるんで，ほとんど外に

出ないっていう人の食事はもしかして，外出と一緒で同じラインで楽しくない位置

に下がってくるかもしれないですね．食事をしに行くっていう時に外出も付随して

くるじゃないですかそうなると，人によっては，下がってくる，あまり楽しくな

いっていうふうに下がってくる・・・

よくしている

頻度的に同じよう

この辺くらい

同じ

ちょっと下がります

高い位置

楽しい位置買い物，外出

何でも

外出

買い物

食事

楽しい

割と上の

ほとんど－番上のラ

イン

何でも楽しむ

外出

買い物

参加する

楽しい

外出，買い物

外出

買い物

外出

アイテム

楽しい

食事

外出

一緒で同じライン

楽しくない位置

下がってくる

楽しくないってふう

に下がってくる
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表４触知生活マップからの生活想起；視覚障がい者Ｃ氏の事例

185

座標の位置と

意味への言及

物品と生活行動

への言及
元の発言

洋服，「お買い物」ねえ…「お買い物」は以前に比べて，今ヘルパーさんが割りと福

岡の場合は充実しているから，お買い物はすごく便利になっていますよね．と思い

ます．でもヘルパーさんが，今何て言うか，以前に比べて，ボランティア精神みた

いなところがあって，「してあげているんだ」みたいな感じがあるから，ちょっと不

便かな

目が見えなくなってからはそうですね．そして，ここに結婚してから，ず～～つと，

ここ（福岡）から動かないんで，１２，３年動いていません，からね．そしてあの，

最近，こう出かけていて思うのは，割とあの，いろんな施設の中でもボランティア

の方とかが少しずつ増えてきて，説明して下さるから，そういう面でも便利じゃな

いですかね．それと，私は美術館，博物館に行くんですけど，一応「ボランティア

の人がいますよ」とか書いてあるんですけども，予約して行かなくてはいけないと

か，そういうことがあるから，「あつ’今日は天気がいいから行きましょう」なんて

思っても，そういうとこが，ちょっと不便さを感じるんですね．

その点，植物園は土曜，日曜，祝祭日は，植物ボランティアの方がいらっしゃるか

ら，あのいろんな方，普通の方でもよく利用したらいいのになあって思っているん

ですけど．そいうことを思います．

そして「食事｣．「食事」は，割と私が行く時には，食事をする時にウエイトレスの

方に一応，大まかなことは聞きますよね．ヘルパーさんと行く時には，ヘルパーさ

んに教えてもらうんですけど，主人と出かける時には，主人も弱視ですから，そう

いう時は，もう注文取りにみえた時に，「セット物は何ですか？」とか「ここのお勧

めは何ですか？」とか聞いた方が早いから，割と細かく教えて下さるところもあり

ますし，そして，最近の若い方っていうのは，自分のお店でどういう物が出されて

いるのかとか，そこがあんまり分かんない方も結構いらっしゃるのね．

そうそう，でも，意外と，こちらが優しくっていうか，いばって聞かない限りは，

教えて下さいますね．細かく、お店によっては，「これがいいですか？」「あれがい

いですか？」とか，細かく教えて下さるから，こういうところは，とても最近，い

いんじゃないですかね．

そしてこの「スポーツ｣，「散策」は，ヘルパーさんが結構，今のヘルパーさんって，

あの’歩くのが億劫にならない方が多いですから，自分の体の調子のいい時には，

じゃあ今日は歩いて行きましょうとか，ちょっと散歩も兼ねて，うろうろしながら

｢買い物」に出かけたり，「散歩」しながら，っていうのが多いですね．

私は熊本に１８まで居て，その後集団就職みたいな感じで，東京に行って，東京で

３３くらいまで居て，目が見えなくなって，帰って来て，３３ですから，その後福岡

ですね．

やはり，見えなくなって思うには，若い時は都会がいいですけども，ある程度の年

齢になると，田舎のほうがいいですよね．生活するには．エネルギーが必要ですよ

ね，都会は．

服を着る

買い物

外出

外出

食事 そして

スポーツ

散策

買い物

散歩

そしてこの

象者が触れた物品と思い出した行動を最初の欄に，

座標への言及を二番目の欄に，また実際の発言を

三番目の欄に示した．

Ａ氏とＢ氏の場合は何れも「物品・行動・座標

位置」を明確に指摘した後，関連する生活を語る

傾向が認められた．何回も繰り返して，また間を

おいて，同一の物品に触れることがあり，行きつ

戻りつしながら，話が展開する様子が観察された．

一方，Ｃ氏の場合は物品と行動に言及した後，座

標位置は話題とせず，直接に生活を語る傾向が観

察された．

語りの内容としては，Ａ氏（男性，３１歳）の場
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合は，「普段から情報収集を大切にし，人付き合

いを重んじるライフスタイルを取っていること｣，

｢視覚が障がいされていることのストレスの解消

と気分転換が，生活上で大きな意味を持つこと」

が示されたＢ氏（女性，３１歳）の場合は，「外

出するときの楽しさ」や「外出先で接する人々」

が生活上の重要事であった．Ｃ氏（女性，４５歳）

の発言からは，「外出を手助けしてくれるヘルパー」

や「外出先での目的達成時の援助者」の存在が，

生活の中で大きな位置を占めていた．

何れの対象者においても，点字ブロックや音響

信号などいわゆるバリアフリー環境と関連する発

言は，特になされなかった．その一方，友人，ボ

ランティア，ヘルパーなど，人的な環境に関する

発言が頻出した．

想起が特徴的であった．以上，４対の言葉と物品

の組み合わせより，言葉を聴いたときには，「周

囲の状況を傭臓的/多角的に把握するような想起｣が

起こるのに対し，物品を触れたときには，「特定

の生活場面の細部と関連行動に焦点を当てるよう

な想起」が起こることが，認められた

４．晴眼者での触知生活マップの試行

７名の学生は，上述のごとく，個別の物品を触

知した印象を回答した後，アイマスク下で物品を

配列展開する触知生活マップの作成に進んだ．触

知マップの完成後，マップから得られた生活への

気づきを表６の左欄に示す．７名中５名の学生は，

何れも発言の中で就職活動について言及した．鉛

筆/パソコンのキー/靴紐からのイメージが複合し

て，就職活動の想起に至ったことが伺えろ．表６

の右欄には，言葉と比較したときの「触覚から考

える際の特徴」を示す．「具体的なイメージが浮

かぶ｣，「イメージが限定されやすい｣，「イメージ

が実際の行動と関連しやすい」などが，触覚から

の想起の特徴として指摘された．

参加的な実験の最後に，アイマスクを外した状

態で，触知生活マップの意味につき，学生が発言

した内容を，表７に示す．触覚からの具体的な思

考を組み合わせることで，既知のはずの自己の生

活行動が，よりリアルに再確認・再認識されてい

ることが伺えた．

３．晴眼者における参加的実験

「言葉を聞いたとき」と「物品を触知したとき」

の二条件下で，７名の晴眼者（学生）が想起した

内容を表５に示す．言葉に対して物品の触知を比

較すると，言葉「外出」の場合，７名中５名は車／

自転車/バスなど交通機関の利用を想起した．一方，

｢靴紐」は，交通機関の想起には結びつかず，買

い物/散歩など具体的な歩く行為の想起に至った

言葉「買い物」からはスーパー/コンビニ/主婦の

店などが想起される一方で，買い物の内容は示さ

れなかった．一方，「十円玉」は「硬貨を使う買

い物場面」の想起につながり，切符/駄菓子など買

い物の細部が具体的に想起された．言葉「食事」

からは，全員が，自分の家で/実家で/友だちと/一

人でなど，人に関連する食事場面を想起し，食事

内容では７名中５名が，ご飯/和食/パン/酢豚な

ど料理名を想起した.一方,「プラスチックのスプー

ン」からは人に関連する食事場面は明らかではな

い一方で，カップアイスクリーム/ゼリー/プリン／

コーヒーなど限定された食品が想起された．言葉

｢かぜひき・発熱」からは，熱を出して医療を求

めるときの状況や判断の場面が想起された．一方，

物品「錠剤」の場合は，「頭痛/苦しい/吐く/寝る／

調子が悪い」など，自覚症状と直接に結びついた

Ⅳ考 察

印刷された図や文字が認識できない，などの理

由で，特定の人々を調査から除外するのではなく，

そうした人々も理解できるような調査方法を開発

することは，今後の保健や福祉の分野で，極めて

重要である．そこで本研究では，触覚を介した生

活調査方法の開発を試みた．触覚を介した調査と

言うと，通常は点字や凹凸を利用した'盾報表示の

適応が考えられる．しかし視覚障がい者であって

も，点字を理解できる割合は１０％台に留まる（厚

生労働省，2002)．特に中途の視覚障がい者の場

合，新たな点字学習の負担は大きい（前田，2001)．
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表５言葉と物品の各々から想起される生活の側面，晴眼者（学生）の事例
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言葉「外出」

・自転車で近所を散歩する．

.車でその辺を走る．

･車で買い物とかご飯を食べにいく．

･友人の車に迎えに来てもらって出かけることが多い．

．必ず目的を持って出かける．

･学校に行く．

･バスか原付で近くを回る．

鯏
皿
皿
魍
岨
岻
、
、

物品「靴紐」

･買い物に行く．

･靴を履いて，家の外に出る．

･学校に行く．

･川岸を散歩する．

･買い物に行く．

．すごく急いでいるときに，何かを

する．

言葉「買い物」

．安いスーパーに行く．

･コンビニに行けば，たいていのものが揃う．

･何かのついでではなく，買い物だけをしに行く．

･近場で済ますことを考えて行く．主婦の店でも，全部そろえようと．安いよ

りも近さで．

．なるべく安いものを買いに行く．

･学校の帰りのついでに，など，何かのついでにすること．

･買い物に行くぞ，と思ったときにしか，しない．

鯏
皿
岻
岨
岨

物品「十円玉」

･バスか電車の切符を買う．

･駄菓子屋．

･自動販売機．

・コンビニで何かを買う．

･お菓子を買う．

･公衆電話．

・コンビニの駄菓子ゾーンで．

５
１
２

Ｍ
Ｆ
Ｆ

言葉「食事」

･自分の家で食べる．白いご飯，味噌汁，おかず．いためものが多い．味噌汁

も作っている．だしは，どこかのメーカーのもの．

･実家で，親が作ってくれるありがたいものを食べている．朝は簡単で和食，

昼は学食で．休みの日とか'よ朝と昼がいっしょ．

･友だちと外食するというイメージ．場所はいろいろ．焼肉が多い．朝と昼が

いっしょのパターン．

･食事は孤独を感じます．一人暮らしで，一人で食べることが多い．外にバイ

クで行き，もくもくと食べて直ぐに帰る．

･自宅で，母が作ってくれて，家族で食べる．暖かい，楽しい気がします．

･自宅生．作ってもらえてらくちん．朝はとても早いがパン焼くだけ．

･食事は祖母が作ってそれを食べる．暇なときと休みは私が気が付いたら交代．

だいたいは作れると思う．酢豚はあまりつくらない．マーボ豆腐は元だけだ

と足りない．

事例

Ｍ１

物品「スプーン」

･カップのアイスクリームを食べる．

･喫茶店やファミレスでのコー

ヒー

･ゼリーとか全般的に買って食べる．

Ｍ２

Ｍ３

・プリン．Ｍ４

５
１
２

Ｍ
Ｆ
Ｆ

･ぶつちんプリン．

･ゼリーとかヨーグルト．

･冷蔵庫の中にある野菜．

言葉「かぜひき・発熱」

.近所の小さい医者，医院に行く．

･病院に行く．市に１こあるような大きなところに行く．

･７度５分なら，ちょっと前から風邪薬を飲む．

･姉に電話して，どうするか決める．

･寝るの一手．次の朝に７度５分を超えるようなら，かかりつけの医師がいろ

いろあるので，そこに入って薬をもらう．

･７度５分なら，クリニックに行く．

･病院には行かない市販の薬を飲んで，どうにかする．翌日の朝，上がって

なければ，学校に行く．

馴
皿
、
爬
皿
唖

物品「錠剤」

･頭痛がする．

．苦しい．

．飲んだら吐く．

．ずっと寝ておかなければならない．

･調子が悪い．

･水をたくさん用意する．

･胃薬．

Ｆｌ

Ｆ２

注；Ｍ１～Ｍ５は男子学生，Ｆ１，Ｆ２は女子学生

また凹凸で図を描く触知図Oehoeleta1.,2005）

や立体コピー（渡辺・大内，2003）などの触覚を

用いた情報表示装置が工夫されている．しかしこ

うした方法では，比較的単純な図形`情報の伝達は

できても，生活の細部に関連した盾報を伝えるこ

とは困難である．そこで本研究では新たな方法論
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表６触知生活マップからの想起内容と特徴，晴眼者（学生）の事例
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j堅り

〃）冴個IF

，

,）盾｢い￣てみ

；孫〆声１十ｆ芽二E匹台占与ｲホロ

ソ）マミ、←Ｃﾉ）‘＝し０

,

〕性

111Ｈｚ

_HhT団貼

，

触ると．想像したときの範併

，

三K匹

哩市ⅢＥＦＩ曰,

注；Ｍ１～Ｍ５は男子学生，Ｆ１，Ｆ２は女子学生

を模索した結果，「生活の中で実際に使われてい

る立体物；日用品」を用いた触知生活マップに至っ

た．特に視覚障がい者の場合は，人の顔や周囲の

状況から予定表に至るまで，視覚的な確認を行え

ないため，必要な情報の認識・記録・記憶につい

て，困難を覚えることが指摘されている（坂本，

1998)．一方，触知生活マップは，日用品の空間

配置を通して思考内容を記録保持するため，手で

触れることで，いつでもマップ作成時の思考内容

を思い出すことができる．実際，本研究で視覚障

がい者が生活を語った際は，「マップを繰り返し

手で触れる行為」が観察された．学生の場合もア

イマスクをしている間は，視覚障がい者の場合と

同様の行為が認められた．思考内容が触覚的に記

事例

Ｍ１

Ｍ２

Ｍ３

Ｍ４

Ｍ５

Ｆ１

F２

触覚から考える際の特徴

･具体的なイメージとか映像がバツと浮かん

で，こういうのを触っている方が，文字で考

えるより 具体的なイメージが浮かんだ．

｡ただ外出というと，車を使ったり，自分が

好きなことをイメージする．「外出」に「靴

紐」を結び付けられると，歩かなくてはいけ

ない，などのイメージが強くなり，行動のイ

メージが変わる．

.考えがこの置いてある物にとらわれる．ど

ちらがいいか（囚われた方がいいか，そうで

ない方がいいか）は，ちょっと分からない．

スプーンから出来るだけ食事全体のことを考

えようと思った．

･物自体が限定されているので，そのことの，

今までのエピソードがしっかり思い浮かぶ点

は良い．しかし，お金にしても「１０円玉」を

触れると，１０円だけを想像してしまい，それ

以外は想像しにくかった．

.それぞれの物に関連して考えると，具体的

に考えることになる．逆に，それにとらわれ

てしまうと，考えに広がりが持てない．

･物を触ると，想像したときの範囲が狭くな

る．「靴紐」だと歩いて出かけると思うし

｢イヤフオン｣だと一方的に聞くと思う．コミュ

ニケーションというよりも狭いところを思う．

･文字だけから考えたときは，「外出」なら

外出時の手段だけを思い浮かべた．しかし実

際に「靴紐」に触ると，自分が外出する実際

の内容のイメージが思い浮かぶ感じで，具体

的に考えられた．

触知生活マップから考えたこと

最近の就活の生活を考えて移動させた．鉛筆を使って，エントリーシー

ト書く時に，手書きが多い．最近段々書くのが楽しくなってきたので，

上方に上ってきた．ストレス解消で「音楽を聞く」のがもっと楽しい．
「何か食べる」のも楽しく，そういうのが上にあります．

方にあるのは「病気になりたくない」を表現した．

「薬」が下の

就職活動は，履歴書というより 「外に出かける 」 イメージ．外出が一

番多く，就職活動だけでなく，その辺ぶらぶらするのも好きで，それ

が一番高いところにある．

はなりたくないし，

ある．

「薬」

「買い物」も好きで，高いところに．「病気」

とはあまり関係がないので一番低いところに

一番右上に 「食べる」がきて，最近は

｢キーボード」を比べると，「鉛筆」は

「食べるの」が好き．「鉛筆」と

前までは習字セットを持って，

字を書いたりもしてた．最近，手続き書類とかで，やたら住所を書か

せられ，面倒くさ〈 ， ちょっと嫌． 「音楽」は，頻度は高くないけど，

聞いて楽しいと思える分，息抜になっている．

一番右上に「お金｣．一回出かけると，様々なところで買い物をしてし

まうので，楽しい．「出かけること」も最近は多く，楽しいところもあ

ろけど，遠出はしんどいので，真ん中あたりに．パソコンをするのも，

楽しい時と楽しくない時と大きく分かれるので「キーボード」は真ん

中に来る．「鉛筆」は字が上手くないので好きじゃない．「薬」はあま

り利用することがないので，－番頻度が少ない．

就職活動をイメージして，まず「パソコン 」 ｢キーボード

｢キーボード」の方はまだ作業する分，いいですけど，

という部分は，しなければいけないけど，嫌です． 「

「

」 と「鉛筆｣．

鉛筆」で勉強

食事」は，家での

食事で，間食はほとんどしない．お菓子は探すけど，食べないので，

普通くらい．この前インフルエンザにかかったけど，「病気

たくないので， 「薬」は一番嫌，左下にしました．

」 はもうし

「食事」が一番頻度が多くて，－番好きな所になっている．「鉛筆」が

一番頻度が少なく，楽しくなく嫌い．就活のこと考えて，嫌だと思っ

たのと，パソコンで考えてから書くので，あまり書いているというイ

メージは無く，一番低くなっている．他のは大体，真ん中ぐらい．

「食事」と「外出」は頻度が高く，楽しいので，上の方に配置させた．

最近就職活動で，一人で新幹線に乗り，チケットも一人で買えるよう

になったので，嬉しい．「キーボード」と「鉛筆」には就職活動のイ

メージが今ついていて，嫌なので，下の方にまとめた最近も今もお

腹が痛く，今もまさに胃薬を飲みたい状態で， 「薬」は嫌です．
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表７触知生活マップの意味，７名の学生の事例
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触知生活マップの意味

・自分の生活の再確認になった．新しく何かが分かったわけではないけど．やっぱり確認，確認ができた

・だいたいこの八つがあれば，自分の生活の主なところは網羅されていると思う．そういう意味で，生活が確認で

きる．

．この八つが自分の生活をよく表していると思った．文字でやっただけでは，なかなかこういう整理は出来ないん

じゃないかと思った．トータルとしては，結構うまく牛活が現れていると思う．

・自のはすごい良かった．自分は音楽が好きで，よく聴いていると思ったが，こういう優先lllEi位をつけると，かな

り後ろの方にくるのは意外だった

・自分は，よくする事としない事の差が，このマップに現れたところではあんまり無いが，実はここにすごい断絶

があるんじゃないかと思った．そういう考えと，自分の生活の再確認が，このように1tくることによって，しっか

り見えるというのが分かった．

・私も再確認かなあと思う．牛活について，好き嫌いを，楽しい，楽しくない，をこんなにちゃんと考えたことが

なかった．新しい経験だった．

・それぞれの物事に，順序づけを普段の生活ではすることが絶対にない．自分の好きなことと頻度が高いことが，

必ずしも一致しないこと，嫌いでも毎日やらなければならないことが，こうやってあるというのが，分かった．そ

れぞれの物事が，ある程度関連性を持っているというのが，発見だった．

瓢
｜
皿
一
ｍ

Ｍ３

Ｍ４

Ｍ５

Ｆ１

F２

注；Ｍ１～Ｍ５は男子学能，Ｆ１，Ｆ２は女子学生

録され，随時参照が可能になった結果，「手で参

照しながら語る状況」が生まれたと推測される．

本研究で開発した触知生活マップは，質問と選

択肢を調査者が設定した順番で示す従来の調査票

とは，相当に外見が異なる．「対象者の視点で，

対象者の思考内容を表現する」という特徴からす

ると，コンセプトマップ（概念マップ）に近い．

コンセプトマップは，異なるコンセプト（概念；

物事の総括的・概括的な意味）間の関連性を視覚

的に表現したものである（Dabbagh,２００１；Novak

andCaiias,2006)．触知生活マップを構成する要素

は日用品であり，コンセプトではない．しかし，

個々の日用品が個々のコンセプト，あるいは個々

のコンセプトを表す媒介物，として機能している

ことが明らかである．今後，本方法を調査方法と

して更に発展させるためには，マップ作成に用い

る日用品の選定が重要である．「歩く」という言

葉一つを取り上げ，関連する日用品として靴に着

目するとしても，色々の物品が考えられる．靴と

いっても，子ども靴から婦人靴までがあり，靴紐

だけでも，革靴の紐からスニーカーの紐まで，多

様である．また日用品の種類や素材自体が，時代

と共に変化していることも見逃せない．高齢者か

ら生活の語りを引き出すには，プラスチックに偏

りがちな現代の物品では不十分かもしれない．若

者から生活の語りを引き出すには，日用品の流行

にも敏感である必要があろう．国外で調査を行う

のであれば，その社会や文化の中で流通し汎用さ

れている日用品を同定しておくことも必要になろ

う．

本稿が示す触覚研究の方向|生は，保健や福祉の

今後を考えたとき，どのような意味を持っている

だろうか．この際，本研究での触知生活マップが

持つ２つの側面，ｌ）量的側面（マップの座標に

従った物品の位置付け）と２）質的側面（物品に

触れた気づきからの生活の聞き取り)，のどちら

を優先するかで，今後の方向はやや異なると考え

られる．量的側面を優先する場合，「物品＝言葉

(あるいは概念）の代用物」と単純化できるので

あれば，「"言葉を目で見る,,代わりに“物品を手

で操作する，，グラフ作成方法」として発展が期待

されよう．一方，質的側面を優先する場合は，物

品は言葉の単純な代用物とはならない．言葉（た

とえば食事）を目で見る場合，その情報は視神経

を介して中枢に到達し，「食事」という概念とし

て認識される．一方，物品（たとえば金属の匙）



民族衛生第74巻第４号2008年７月190

に触れる場合は，その手ざわりが，指先の触知に

関する神経終末を介し，食に関して使用される他

の様々な道具/物品（プラスチックの匙，木の箸，

金属のフォー久等々）とは明確に区別される触

感を通して，認識される．触知からの認識は，最

初から「食事」の概念に至るのではなく，まずは，

個別具体的な食事道具/物品の経験に結びつくと考

えられる．よって，今後の保健や福祉の科学が，

生活の計量化をさらに推進するのであれば，ｌ）

量的側面の寄与が期待される．一方，量よりもむ

しろ質に着目し，そこへの接近を強めて行くので

あれば，触知からの２）質的側面の探求は，今後

さらに意味を持ってくると考えられる．本研究で

の観察から，３名の視覚障がい者は，マップ作成

前/作成中/作成後の何れの過程においても，触知

に多くの時間を費やしたことが観察されている．

晴眼の学生の場合も，十円玉やスプーンのように

通常は特に見向きもしないありふれた物品であっ

ても，アイマスク下でそれらに触れた場合には，

１０秒以上の時間をかけて触知し，またいったん触

知が終わった後も，そこに手を戻して，繰り返し

触知する傾向が観察された．よって触知生活マッ

プは，被調査者が本来的に持っているらしい「手

で物に触れることへの関心」を生かした質的な調

査方法として，今後の展開が期待できる．「言葉

からの調査」が概念伝達を優先する「効率性の高

い調査」と位置づけられるのに対し，「触覚から

の調査」は生活世界の具体性にこだわる「細部の

イメージ喚起'性の高い調査」と特徴化されよう．

触知生活マップは，被調査者の思考過程に「手で

触知される環境の要因」を介在させる調査方法で

あり，個別の生活体験の中に深く入り込むことを

可能にする調査方法だ，とも言える．手による作

業は，生活に関する実感を高め，また生活への適

応を促進する方法として，幼児教育（Wentworth，

1999a,ｂ）やデイケア（岩崎ほか，2006）から，

閉じこもり予防（安村・閉じこもり予防・支援に

ついての研究班，2005）や認知症予防（本間・認

知症予防・支援についての研究班，2005）に至る

まで，教育・医療・保健・福祉の広い分野で，経

験的に取り入れられてきた手は，人と環境とが

触れ合う接点としても機能し，道具の使用は進化

と適応の原動力となっている（鈴木ほか，19901

本研究における触知生活マップは，このような手

と触覚の活用を，「生活の中に入り込んで生活を

振り返り，気づき，生活を捉えなおす」調査方法

へと，拡張発展させたものである．触覚の持つ生

活認識の喚起力と，その生活調査方法への応用に

関連して，さらなる研究が必要とされている．

視覚障がい者の日常生活の実際については，こ

れまで適切な調査方法が存在しなかったことから，

一般的には殆ど知られていない．そのため，人生

の途上で失明の宣告を受けた人々は，自分の生活

がどのようになるのか分からないまま，不安に駆

られる（東京都，2005)．その一方，視覚障がい

を乗り越えて生きている人々の生活体験に接する

ことで，不必要な不安から開放され，希望を持つ

に至ることも知られている（藤田・菊入，2006)．

触知生活マップによって，より多くの視覚障がい

者が自己の生活を語り始めることが重要だと考え

られる．一方，晴眼者の場合は，視覚障がい者が

置かれている情報不足の状況は，表面的には見当

たらない．しかし本研究の結果，晴眼学生も触知

生活マップから生活の見直しができ，多'忙な就職

活動の日々への洞察が得られた．障がいの有無を

問わず，様々な手がかりを介して生活の細部を具

体的に振り返ることは，調査法としての意味を超

え，生活習'慣を変容させる健康教育・ヘルスプロ

モーションの方法としても，新たな可能性を拓く

と考えられる．
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