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生活と健康の可視化・言語化
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また「生活」は健康や疾病と関連させて用いら

れることも多く，例えば「生活習慣病」は日本国

語大辞典には，「不適切な食事，喫煙，飲酒など

の生活習,慣が原因と考えられる病気．従来成人病

と呼ばれてきた脳卒中，心臓病，がん，糖尿病な

どに，高脂血症，歯周病などを加えたもの．１９９６

年，厚生省がこの呼称を導入した.」とあります．

次に「習`慣」について日本国語大辞典には，

｢①いつもそうすることが，ある人のきまりにな

っていること．……②ある国，地方，団体など

で，その中の人々があたりまえの事として行なっ

ている事柄，やり方など．社会的，共同体的なし

きたI)．．.….③（￣する）ある事柄になれるこ

と．なれ親しむこと．④心理学で，ある刺激とそ

れに対する反応との系列がしばしば反復され，そ

の結果として獲得された刺激と反応の自動的な連

合をいう．反応は反射的に引き起こされ，かつ比

｢生活」を考え始める

本連載では紙と鉛筆を用いて，思考の可視化・

言語化を試みています．今回の主題は「生活と健

康」です．特に「生活」は多様な意味を持つ言葉

であり，可視化を試みる前に，言葉の意味を十分

に考えておく必要があります．

「生活」は「日本国語大辞典』（小学館刊）に

は，「①生きていること．また，生かすこと．生

存して活動すること．この世に存在すること．②

-世の中に暮らしてゆくこと．また，その暮らし．

.…．.」とあります．②の用例がある文献は１０世

紀のもので，この言葉の起源が古く，生きること

そのものを表わしていることが分かります．

*福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室
（〒814-018O福岡県福岡市城南区七限7-45-1）
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Masaki Moriyama
タイプライターテキスト
１．生活は人が毎日行うことですが、人が生活を全て意識しているわけではありません。　　本項ではイメージの二次元展開を応用し、小中学生の生活を可視化・言語化しました。　　自分の生活をマップにし、他者のマップにふれる中で、生活が、また社会の中での　　自分の位置づけが意識化されると考えられます。２．健康の定義として、本稿ではまず完全完璧な健康を謳う1946年のWHO憲章前文を　　取り上げ、生活マップによる可視化を試みました。しかし生活の完全完璧さを志向　　するマップは没個性的で、生活観が読み取り難いことが指摘されました。完全完璧な　　最終目標としての健康ではなく、WHOが1986年に概念化した「ヘルスプロモーション　　としての健康」、「生きるための過程・資源としての健康」の方が、人間への理解が　　個性的になり、可視化して学ぶ意義もありそうです。３．人々の日々の生きる過程から健康を捉えるべく、長崎のS町で、まずWifyを質問した後、　　四番目以降の質問で健康の意味を問いかけました。「生活習慣に動かされるのでなく　　生活の意味に覚醒すること」や「自他の関連性、人と環境との関連性を大切にする　　こと」が健康への過程での重要事として、可視化・言語化されました。

Masaki Moriyama
長方形



較的に不変`性をもつ.」とあります．

以上より，元来は広い意味を持つ「生活」や

｢習`慣」という言葉を，疾病と関連させ，「生活習

`慣病」とすることで，生活や習`慣の病気の原因と

しての意味が，表に出てくることが分かります．

「生活習`慣病」という言葉は，既に日常的に用

いられていますが，「生活」や「習慣」を人体の

機能と合理的に関連させる考え方は，西欧的・西

洋医学的な発想です．そこで「生活」や「習慣」

という言葉に含意されている西欧的な発想を理解

するため，英語の辞書を参照すると，生活習`慣に

相当する英語にはlifestyleとhabitがあります．

片仮名書きの「ライフスタイル」は「生活の態

様，生活習`慣」を指す言葉で，既に日本語化して

います．lifestyleを「ウイキペディア英語版』で

みると，オーストリアの心理学者アドラーが用い

たのが起源とされ，当初は上記の「習`慣」の意味

④のように，心理的な意味が大きかった言葉だと

理解されます．一方，habitはオックスフォード

英語辞典には，「生活行動の中でも，無意識化・

自動化の結果，強く生活習｣慣化されたもの」とあ

ります．

きて，多様な意味を持つ「生活」を，どちらの

方向から可視化するのかを考える中で，議論が長

くなりました．本稿では，生活をhabitよりは

lifestyleに近いものとして捉えた上で可視化を進

めます．生活を生活習慣だけに限定せず，暮らし

も含めて扱います．

生活を可視化するアクションリサーチ

【ｌ】きっかけ

筆者が子どもたちの生活の可視化に取り組むき

っかけになったのは，文部科学省の調査です．心

の問題を抱える子どもたちが全国的に増加する傾

向が指摘され，心の問題と生活習`慣とが相互に影

響を与えるとの仮説が立てられ，1999～2001年

に「児童生徒の心の健康と生活習`慣に関する全国

調査」が行われましたり．その結果，「中学・高

校生では，心の健康と生活習`慣の関連』性が認めら

れる｣，「小学生では，その関連`性が不明確であ

る」などの結論が得られ，心の健康と生活習`償の

関連性が，小学生の時期に潜在`性から顕在`性へと

移行する可能性が指摘されました')．しかし生活

習慣は個々人で異なります．また生活習慣の捉え

方も個々人で異なるかもしれません．そこで，子

どもたちの生活を可視化する生活マップの開発に

取り組みました．

【２】生活マップの設定

１）マップ開発の方針

対象者の考えを可視化する方法として，本連載

の第２回でイメージの二次元展開法を紹介してい

ます2)．同法はもともと調査者と被調査者の良好

な対話を意図して作られており，今回の目的に合

っていると思いました．また1998年までには，

食や身体活動，被災時の経験などへ応用を拡げて

いましたしかし，「普通の当たり前の暮らし．

生活全般」への適用はまだでした．そこで，同僚

や上記の全国調査を企画した委員会に助言をもら

いながら，マップの仕様を具体化させることにし

ました．

２）「生活習慣」という言葉

まず，子どもたちが「生活習慣」という言葉の

意味を理解できるだろうかという疑問が生じまし

た．協力をいただいたＡ先生に質問したところ，

中学生は問題ないとしても，小学生にとっては言

葉が概念的で，理解できない場合もあり得る，と

のことでした．言葉を知っていることが，考える

際にじゃまになる可能性も指摘されました．これ

は本連載の第５回「環境観．世界観を可視化する

問いかけＷｉｆｙの開発」で既に取り上げていま

す3)．「環境」という言葉を使って問いかけると，

子どもたちが学校で学んだ環境の知識に影響さ

れ，自分自身の立場で物事を発言しにくくなる場

合があります．よって「環境」の場合は「環境と

いう言葉を使わないで問いかける」という方針に

しました3)．そこで今回もそれと同様とし，「い

つもしていることは何ですか?」と問うことにし

ました．

３）生活の要素をどのように知るか

イメージの二次元展開で「生活（生活習,慣も含

む)」を可視化する場合，展開のための要素（7～

１０個）が必要となります．生活習`償だけをテー
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具体化することにしました4)．

４）要素ラベルに示す文字と画像

要素ラベルの作成にあたっては，要素を文字で

示すだけでなく，例えば歯を磨くなら歯ブラシ，

夕食を食べるならご飯茶碗などの画像を加え，親

しみやすくすることにしました．しかし，生活行

為に用いる物品を描くことでイメージ化が容易に

なるとしても，親しみやすさが増えるとは限りま

せん．そこで，これらの行為を行う自分の存在を

意識できるように，顔をラベルに描き込むことに

しました．顔は前もって描いておくのではなく，

本人がその時の気分を思い出して自分で描くこと

とし，図には顔の輪郭を表わす円を加えました．

ラベルや座標軸の例を図１に示します．

５）座標軸

１９８７年に食を主題にイメージの二次元展開を

マにするのであれば，朝食の摂取，睡眠など，上

記の全国調査の項目')を利用することもあり得ま

す．しかし，目の前の子どもたちが生活の中で何

をいつも行っているのかは，現場で実際に子ども

たちに質問してみない限り，十分に把握できませ

ん．そこでＡ先生に協力をいただき，ある小学

校３年生のｌ学級で「いつもしていることは何で

すか?」と問いかけることになりました4)．子ど

もたちが手を挙げて答えてくれた内容を黒板に書

き出した結果，下記の項目が得られました．「夜

眠る｣，「朝食を食べる｣，「お風呂にはいる｣，「一

人で遊ぶ｣，「家の人と一緒に｣，「歯をみがく」，

｢塾，稽古に行く」，「友だちと一緒｣，「学校へ行

く」，「テレビやゲームをする｣，「おやつを食べ

る｣，「勉強する｣，「外で遊ぶ｣，……

そこで，これらの項目を出発点として，要素を

JLJJl
原戸酉壷
厄阻降悪
厄障日陣

あまり好きじゃない 大好き

図１生活マップの座標軸とラベルの並べ方の例
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図２生活マップ作成の手l頂

行って以来，さまざまな座標軸設定を試してきま

したが，1999年時点で整理すると以下のように

なりました5)．①頻度（しない－よくする)，②

好みや感情（嫌じゃない－嫌)，（好きじゃない－

好き)，（楽しくない－楽しい)，（気分悪い－気分

良い)，③価値観（大切じゃない－大切)，④その

他（おっくう－すぐできる)．

今回の試みでは，まず子どもたちが自身の生活

に関心を持つことが重要だと考えられました．そ

こで横軸に②の好みや感情を用いることとし，座

標の左端と右端を「あまり好きじゃない：大好

き」としました．また習慣化を意識するために①

の頻度が重要であると判断し，座標の上端と下端

を「いつもしている：あまりしない」としまし

た．

生活マップの作成手順を図２に示します．

【３】静岡のＨ中学校２年生でのアクションリサ

ーチ（1999年）

１）状況

静岡のＨ中学校の校長先生が，生活への対話

的な接近に関心を持ってくれたことがきっかけ

で，1999年１０月２０日に２年２組を訪問しまし

た6)．始業のチャイムとともに教室に入り，訪問

の理由を話し，ラベルとマップ台紙を配布しまし

た．中学生にとって生活とは何か，彼らは生活に

どのように気づくのか，その様子を参加者３７名

のワークシートヘの記述から，数名分を選んで振

り返ってみます．

２）“好き嫌い,，を軸として，生活習慣を考える

ラベルをＸ軸上で横一列に並べる作業を最初

に行いました．作業を始めると個性が現れます．

Ｘ軸の両端にどのようなラベルが置かれたかの例

を以下に示します（×印はあまり好きじゃない事

柄，◎印は大好きな事柄)．

「(×：勉強する，学校へ行く，歯を磨く）－

(◎：友だちと遊ぶ，夜ねむる，おやつを食べ

る)」

「(×：朝食を食べる，おやつを食べる，風呂に

入る）－（◎：友だちと遊ぶ，テレビを見る，夜

ねむる)」

「(×：学校へ行く，塾やけいこ，勉強する）－

(◎：友だちと遊ぶ，一人で遊ぶ，おやつを食べ

る)」

「(×：一人で遊ぶ，勉強する，塾やけいこ）－

(◎：友だちと遊ぶ，テレビを見る，風呂に入

る)」

３）マップから生まれた自分への振り返り

横に並べたラベルを，さらに行為の頻度によっ

て縦に展開する過程で，生徒たちは生活のイメー

ジを可視化し，言語化していきました．生徒たち

の発言から，生徒たちはこのように自分を見つめ

たことがこれまではなかったことが推測されまし

た自分の新たな側面に気づき，考え始める様子

が以下の記述の例から読み取れます．

ａ：「こうゆうことをしっかり考えたことがな

かったな_，と思った．自分は，どう思って毎日

過ごしてたのか？と思った．そのことを思い浮か

べながら考えた」

ｂ：「自分が毎日やっていることや時々やって

いることを，思い浮かべながら並び替えたりし

た．ラベルを並べるとき，少し悩んでしまったけ

ど，結構楽しかった」

ｃ：「やっぱり勉強嫌いだな_．そういやこの

頃，おやつ食ってねえな_．父さん出張でいない
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た毎日やっていることが好きだったりとか’大

好きだったりとか'いろんな事に気がついた．楽

しかったり，疲れがとれることが好きなんだ，と

思った」

ｇ：「あたしって，ボーとしてることが結構好

きだって分かった．でも，友達と遊ぶときは，も

う１遊ぶし」

５）友だちとの交流の中で起きた，生活に関す

る考えの発展

自分のイメージマップがほぼできあがるころか

ら，他者のマップを気にして，隣を覗き込む生徒

も出てきます．マップの内容は極めて個人的であ

るため，交流の際は配慮が必要です．「友だちに

聞いて，見せてもらえそうなら，ぜひ見せてもら

おう」，「その際，あなたのも見せてあげよう」，

｢周囲に一人でいる子がいたら，その子も加え，２

～４人のグループを作るといいよ」などと助言す

るうちに，教室のあちこちで動きが出始めまし

た笑い声も上がり始めます．「席を移動して，

いろんな人のマップを見せてもらおう」と促す

と，さらに動きが拡がり始めました．

ａ：「あの人はこうなんだな，こう思ってるん

だな．それぞれ違いがあっていいと思う」

ｂ：「後で友達のマップを見ると自分の意見が

変わった．勉強はつまらないけど，楽しい時もあ

る」

ｃ：「顔の表情を見て，みんな考えていること

が自分と似ているなと思った．大体嫌いなことは

みんな一緒だった．好きじゃないことをしている

ときは目が小さく，好きなことをしているときは

目が大きく描かれていた．嫌いなことは大体みん

な同じだった」

ｄ：「やっぱり勉強はあまり好きじゃない人が

多いなあと思った．１人で遊ぶのは，音楽を聞い

たりマンガ読んだり，雑誌読んだりして暇なとき

は結構楽しいかも．でもみんな嫌いなのかな

あ？」

ｅ：「友達と，少し表情は違っていたけど，す

ごく感じが伝わってきてよかった楽しい感じと

か嫌な感じが伝わってくる．うれしい時などの表

情が一緒だった．やっぱり笑ってる」

つけ．まあ，けっこ_帰ってくるからいいか」

ｄ：「塾は好きだけど行きたくないといつも思

う．友達と遊ぶのは，大好きだけど，いつもは遊

べない．家に帰っても犬しかいなくて，家族とは

夜しか一緒にいない．大好きなラベルは５個もあ

った」

ｅ：Ｐ友達と遊ぶ,，と“学校へ行く”はほぼ一

緒だけど私にしては，“友達と遊ぶ”はクラスの

仲のいい子を思い浮かべたので．“学校へ行く，’

は他のクラスの子とかを思い浮かべ“学校へ行

く，，を大好きにした」

ｆ：「そのことをしているときを思い出して，

その時の自分の気持ちを考えた．ラベルを並べて

るとき，いろんなことを思いだして楽しかった」

ｇ：「自分の好きなこと，好きではないことは，

実際はこんなふうに思ってたんだ，と改めて感じ

た．毎日の暮らしではどのように暮らしているの

かとか，自分の好みが分かった」

４）マップを見ることで起こった自分自身への

焦点の定め直し

ラベルの移動が一段落し，台紙への固定が終わ

ったところで，「ラベルの上半分に印刷された円

を顔に見立て，そこに表情を描く」ことを生徒た

ちに勧めました．描く中で，生徒たちは，さらに

さまざまなことを感じ，考えます．そのように感

じ考えているのは「私なんだ!」と改めて気づく

生徒もいます．

ａ：「自分はこんなもんかな」

ｂ：「あまり好きでないことはほとんどいつも

しているのに，好きな方に行くにつれてあまりや

っていない」

ｃ：「やっぱり勉強系は好きじゃないの方へ行

ってるなあ．やっぱり寝ることと朝メシ食うこと

が重なったな」

ｄ：「ひとりで，のほほん，とするのもあまり

嫌いじゃないなあ……．順番はつけにくい」

ｅ：「嫌いでも毎日やってることが多いみん

な（家族とか）関係してくることは好き．表情を

入れたらやっぱり好きなものは笑い顔になる」

ｆ：「いつもしていること，あまりしないこと，

それぞれ大きな差があったり，小さな差があっ
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ｆ：「友達の顔の表情が笑えた．大好きなのは

うれしそうに，好きじゃないのは気難しそうに見

えた．自分の好きなのと同じところもあった．や

っぱり，友達と遊んだり，お風呂に入ったり，テ

レビを見たり……という娯楽が私たちにとって楽

しみであり，大好きなのだろう．眠るのも，疲れ

た後の睡眠が大好きらしい」

ｇ：「みんないろいろ．顔に絵もかいてあるか

らそれをやってる時の感じとかわかってよかっ

た．結構楽しい」

６）楽しさの分析

気がついたら，授業時間が終わりに近づいてい

ました．「突然の訪問者（筆者）によって，未経

験のことをしたのに，生徒たちの様子が楽しそう

だった」とは，途中から後ろの方で様子を見てい

た校長先生の感想です．

回収された３７名のワークシートの文字数は合

計で5,319字（－人当たり144字）でした集団

としての記述の特徴を明らかにするために，記述

を繰り返し読み，さらに日本語形態素解析システ

ムChaSen7)で品詞分析した結果，形容詞の使用

が特徴的で，延べ９１回使われていた形容詞の内

訳は使用回数順に以下の通りでした．①楽しい

21回，②多い１４回，③ない１０回，④いい９回，

⑤よい７回，⑥面白い６回，⑦難しい５回，⑧す

ごい４回，⑨大きい.少ない．うれしい各２回，

以下省略．突出して多かった「楽しい」の使用を

さらに分析した結果，今回のマップ作成や交流自

体が「楽しかった」という記述が，３７名中８名の

ワークシートに延べ１２回認められました．

【４】東京のＤ小学校３年２組でのアクションリ

サーチ（2002年）

１）小学生のための準備

画像だけでなく文字も書かれたラベルを扱うに

は，文字を読める必要があります．台紙上でラベ

ルの配列展開を行うには，座標的・空間的な思考

が求められます．さらに，できあがったマップを

眺めて，自分の生活を振り返り，特徴を語るため

には，まとめる力や発言する力も必要です．事前

にＤ小学校の先生とお話しした結果，小学２年生

であれば，このような作業が問題なく行えるよう

になっている，と判断されました．

２）状況

2002年７月４日，東京の都心部にあるＤ小学校

を訪問し，３年２組で26名の子どもたちにマップ

作成を行ってもらいました8)．用いた言葉を漢字

から平仮名に替えたことを別にすれば，マップの

台紙とラベル，およびマップ作成の手順はＨ中

学校の場合と同様としました．作成された生活マ

ップの実例を図３に示します．

最初の４５分はマップ作成を，次の４５分はマッ

プを用いた振り返りと交流を行いました．以下で

は26名中６名のワークシートの既述から，生活の

意識化が進行した様子を振り返ります．

３）自分の生活マップをみて気づいたこと

まず要素ラベルを配列展開してマップを作成

し，さらにそのマップを眺めることで，前述の中

学生の場合と同様に，小学生の場合も多くの気づ

きが得られました．

ａ：「自分の生活マップを見ていたら，自分の

生活の様子が，わかりました．（ぼくは）学校へ

行くのがすきだった．おやつを食べるのがふつ

う．本を読むのがあまり好きじゃない．一人であ

そぶのがきらい．自分の生活の中がわかってよか

ったです」

ｂ：「(ぼくは）大好きが，多かった．いつもし

ているが，多かった．あさごはんがすきだった．

おやつもすきだった．夜ねむるのもすきだった．

ベんきょうがきらいだった．自分の生活の中が，

わかりました」

ｃ：「夜寝るのがじぶんでもへん．ゲームじゃ

なくてテレビを見る．学校へ行くのもけつこうす

き．本をよむあいだに，ねることがある．おやつ

は，だれかとあそんだときに，でる．夜ねるとい

うより，昼ねの方が多い」

。：「(ラベルの並び方が）かいだんみたいにな

っている．すきな物がたくさんあって，すきな物

がきらいの方に入ってしまったよ．あまりしない

が一つもなくて，いつもしているとふつうが多

い．なんか「いつもしている」「ふつう」「いつも

している」と続いている．ぼくは，あまりしない

があると思ったが，一つもなくてよかったです．
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図３Ｄ小学校における生活マップの２つの事例

あまり好きじゃないけど，いつもやっていること

もある．大すきで，あまりしないことは，ないこ

とに，気がつきました．ゲームをけつこうやって

んのに，なんとなくあまりしたくないの所にはっ

てありました．いつも一人で，あそんでいるの

は，今きづきました」

あと，「いつもしている」が，すごく多かったで

す．あと，楽しいことがたくさんあったよ」

ｅ：「うまくわけられて，よかったです．すご

－<楽しかったです．いちばんきらいは，本を読

むです．いつもしていることは，すごく大すきで

す．あまりしないと，あまりすきじゃないです．
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ｆ：「(ぼくのマップには）はげ頭が２人いた

すきな事がおおかった．（右上は）ニコニコえが

おばかりだった．（左下は）はげ頭になってる．

(左上と右下は）ない，ない．あまりしないが，

ぜんぜんなかった．自分がやっていることがもっ

とあるのに，ぜんぜんなかった」

４）友人の生活と心に触れて考える

Ｈ中学校での場合と同様に，Ｄ小学校の場合

も，マップができあがったばかりの状態から，徐

々に学級の緊張がほぐれ，マップを介した交流

が，子どもたちの間に拡がっていきました．

ａ：「ＫＧ君は，じゅ〈に行ってんのに，あま

りすきじゃないの所に，はってありましたしつ

もんをしたら，ベん強がむずかしいからですと，

言っていました兄弟がいるのに，一人であそぶ

のがすきっていう人が多かったです．学校へ行く

ってラベルがふつうの所にあった人が多かったで

す」

ｂ：「ＨＳさんと僕のと（生活マップが)，ぜん

ぜんちがった．ＨＳさんのマップは，いつもして

いるのが，多いし，大好きが多かった．僕とみん

なのマップは，ぜんぜんちがいました．顔がぜん

ぜんちがって，よく顔の様子が，しっかり書いて

いた」

ｃ：「家族は，やっぱり大切なんだな．生活マ

ップは（ぼくのとみんなのが）ぜんぜんちがっ

た．ＫＴ<んのべんきょうの目がおもしろい

ＦＮさんの絵もおもしろい．みんなちがう生活だ

った」

ｄ：「ＳＫさんは，前から本がすきだと思ってた

が，ＳＫさんは，本がきらいときいて，びっくり

した．あとＳＳ君はゲームがすきだ．ＳＧさんは，

前からドラゴンクエストが，たくさんすすんでい

るから，ゲームがすきだと思っていたら，きらい

だったから，すごくびっくりした．ぼくは，こう

いうべん強が，大すきだから，早く進んだし，す

ごく楽しかったよ．あとみんなよく書けててうま

かったよ．またこういうべん強をしたいし，女の

子と，３人で，できたよ」

ｅ：「IＡさんは，じゆくやけいこはあまりしな

いし，あまりすきじゃないことがわかりました．

ゲームは，なぜおこっている「かお」か，わかり

ませんでした．ＵＳさんのは，ＫＪ〈んがせつめい

して，ＵＳさんは，絵がうまいと言っていまし

た．ＫＪ<んは，ＵＳさんがせつめいして，ＵＳさ

んのとＫＪ<んのは，ちがうといっていました．

２６人みんな，かくことや，カードの場所が，ぜ

んいんちがいました．たいがいの人が，ゲームを

すきの所にはっていました」

ｆ：「ＳＫさんが本がすきじゃないなんて知りま

せんでした．すきそうに見えました．ＭＤ<ん

は，あまりしないが，ぜんぜんありませんでし

た．夜ねむるを，きらいだった．ＵＳさんは日や

けするのがきらいだ，という事がわかった．１Ｎ

ざんはゲームはすきだけど，目がわるくなるか

ら，いやそうな目をしていた」

５）小学生の場合の生活認識の特徴

Ｄ小学校の児童には，「ラベルの個別的な位置

や内容，各ラベルに描かれた表情，友人ひとり一

人のマップの特徴」など個々の出会いに，その都

度，具体的な注意を向ける傾向が認められまし

た小学生の場合は，個々の出会いと気づきが重

層する中で，自分の生活全体の状況に対しては，

比較的ゆっくりと認識が進み始めるように判断さ

れます．

一方，Ｈ中学校の場合は，「個々のラベルの位

置や内容，一枚一枚のラベルの表情，友人ひとり

一人のマップの特徴」などに対する個別／個人的

な言及は，Ｄ小学校の場合よりも少ないと判断さ

れました．さらに特徴的なこととして，「みんな，

人，ほとんどの人，私たち」のような集合的な存

在に対比させた上で「自分／私」を捉える傾向

が，中学生の方に多く見受けられました．

小学生から中学生へと発達が進む中で，「個別

の出会いから，全体的な生活状況の把握に至る能

力」が，中学生において，より明らかな形で発揮

され，それが生活や生活習慣の認識につながって

いると考えられました．

６）アクションリサーチのその後

Ｈ中学校とＤ小学校で行われた生活マップから

子どもたちの生活・生活習慣を可視化するアクシ

ョンリサーチの結果，当時（1999,2002年）の
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図４，小学校で試行した母親用の要素ラベル

子どもたちの大人とは異なる様子が明らかになり

ました．生活マップを作って自己を振り返り，さ

らに生活マップを仲立ちとして対話を進めること

で，生活や生活習慣への理解が深まり，そのこと

が次の対話につながります．この生活マップを試

行した２つの学級は，対話がその場限りのことに

終わらず，その後，他の学級や親にも影響を与え

ました．Ｄ小学校の場合は，上記のマップ作成の

数週間後，今度は子どもたちの母親にマップを作

ってもらう試みが行われました．母親用の要素ラ

ベルを図４に示します．

■健康を可視化するアクションリサーチ

【ｌ】課題と可視化

ｌ）健康という言葉のルーツと意味

日常生活の中での「健康」という言葉の意味を

確認するために，日本国語大辞典をみると，「①

体の状態．体の良い状態に重点をおいて，異状が

あるかないかという面からいう．＊西洋事情

〔1866～70〕〈福沢諭吉〉……：②体のどの部分に

も悪いところがなく，元気で丈夫なこと．また，

そのざま．精神の面についていうこともある．

…･･･＊七新薬〔1862〕……」とあります．用例の

年次からみると，「健康」は前述の「生活」より

も遥かに新しい言葉で，江戸時代の終わりから明

治時代にかけて使用が一般化したと推測されま

す．

「健康」は一般的な意味を持つ言葉であるとと

もに，教科書的にはＷＨＯ（世界保健機関）によ

り“Health，，として１９４６年に定義された世界標

準的な言葉です．ＷＨＯ憲章の前文では健康は以

下のように定義されています，)．Healthisastate

ofcompletephysicaLmentalandsocialwell-be-

ingandnotmerelytheabsenceofdiseaseor

infirmity､この英語表現で例えばcompleteをどう

翻訳するかは未だに議論がありますが，標準的日

本語訳では，「健康とは，完全な肉体的，精神的

及び社会的福祉の状態であり，単に疾病又は病弱

の存在しないことではない」とされています．

２）ＷＨＯの定義の可視化

上記のＷＨＯの定義からすれば，「健康は完全

で完壁なもの」と理解されます．日常生活に限定
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して考えるなら，「生活マップに表わされる全生

活要素が最高の状態にある」のが健康だと言えま

す．この発想により「完全完壁な状態」を生活マ

ップとして表現してみました（図５)．

図５の生活マップは，要素ラベルを用いず，ワ

ークシートの下部に例示された要素キーワードを

同じワークシートの上部で配列展開し，最後に顔

を描き込む形式のものです．図では，全要素がマ

ップの上方，縦軸だと「いつもしている」の位置

に水平に並び，すべての顔が同様の笑顔を示して

います．笑顔から泣き顔まで多様な表情がある図

３のマップに比べると，図５の対象者の状態は満

足度が高く，完全さ・完壁さに近いと考えられま

す．

しかし，ここまで一直線に笑顔が並ぶと，かえ

って対象者の個'性を読み取りにくくなることも否

めません．このマップから対象者が「良好な状

態」にいることは分かるものの，その人が何を目

自己記入型生活マップ(moriy…2002.1010）

いつも

している

あまり

しない

だい毎三あまり蛭じゃない

~亡二「

年月日

お名前

図５すべての要素ラベルが笑顔になったマップの例
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指し，何を考え，どのような人生を送っているの

かは見えません．「完全完壁」に近づいた表現が

なされた時，かえってその実生活上の意味が分か

りにくくなるのは，皮肉なことです．完全さを追

求するＷＨＯの健康の定義9)は，健康の過程や意

味を明瞭にしないと，かえって空しいものになる

心配があります．

３）ＷＨＯの新たな健康の定義

上記のＷＨＯの定義では健康を「完全完壁な理

想状態」と捉えましたが，４０年後の1986年，

ＷＨＯは健康に関する新たな捉え方を提案しまし

た．それがへルスプロモーションです．オタワ宣

言（1986年)'0)では次のように定義されていま

す．Healthpromotionistheprocessofenabling

peopletoincreasecontrolover,andtoimprove

theirhealth（ヘルスプロモーションとは，人々

が自らの健康をさらにうまくコントロールし，改

善していけるようにするプロセスである)．

この定義では，最終ゴールとしての完全完壁な

健康ではなく，「人々が健康を求めて生きる過

程｣，「人々から健康が育つ過程」が重視されてい

ます．

４）「健康＝最終目標」ではなく「健康が育つ過

程」の可視化

以上の議論により，「完全完壁な健康」よりも

｢健康が育つ過程」の方が現実`性があり，考えや

すく，また考える意義もあることが分かります．

そこで以下では，方法をマップからＷｉｆｙに切り

替えて，「過程としての健康」の可視化を目指す

ことにします．Ｗｉｆｙは世界観や環境観を志向し

て開発された問いかけで，生活を３水準（日常，

地域，世界）から眺め，大切さを３回問いかけま

す3)．今回は４番目に「健康への大切さ」を問い

かけることにしました．Ｗｉｆｙの問いかけを３回

繰り返す中で，オープンエンドの思考過程に馴染

んだ対象者は，次に健康を問われた場合も，「自

分自身にとっての大切さ」という原点から，健康

に向き合うことが期待されます．ワークシートの

一例を図６に示します．

【２】Wifyによる健康一健康への過程一の可視

化

2000年８月２１日，長崎県のＳ町から「住民の代

表者に対して，健康づくりの意義を問題提起して

欲しい」との依頼をもらい，Ｓ町に出かけまし

た'')．１９時半から参加者が集まり始め，開始の

２０時には８０名の参加者で公民館が一杯になりま

した．最初は健康の意義を話しましたが，昼の農

作業で疲れている参加者が多いためか，手ごたえ

が感じられませんでした．次にＷｉｆｙの質問を開

始しました．出席者中，最も高齢の７０歳台の人

々（－人だけ８３歳）と，４０歳台前半の比較的若

い人々の意見を，対比的に以下に示します．

１）最初のWify

Wifyl：『朝起きてから夜寝るまでのあなたの１

日を，思い起こしてください．そこで，なくなっ

たら困る大切なこと・ものはなんですか？』

７０歳台

「仏壇，車，水，電気，食品」

「空気，目ざめ（健康)，水，食欲，電気」

「命，健康」

「食べ物，車，テレビ，家族，本，健康，風呂」

「運動，家族との対話，野菜作り，自家用車，

宗教」

「電気，水，家族，食料，空気」

「夫婦の会話，仲間との触れ合い，他人に対し

ての思いやり，運動の機会，趣味の時間」

「５時半起床，６時朝食，田中廻り，みかんの手

入れ，午後７時夕食・９時寝る」

「マイカー，テレビ，食料，地域の人，水」

４０歳台前半

「水，トイレ，ご飯，きれいな空気，お風呂」

「電気，水，食料品，眠る時間，衣服」

「家族，仕事，食物，お金，車」

「子供，お金，友達，車，クーラー」

「家族，お金，食べ物，ＴＶ.，水，住まい」

「食事（食物）（食べないと１日もたな－い)，

職場の人々（友人）（しゃくるは楽し)，夫・子供

(こりや，絶対!)，水・お茶（生きて行けぬ－)，

仕事（暇な１日はいや)」

「食べ物，家，衣類，電気，お金」

「食べ物，テレビ，電気，人，車」

「水，食事，電気，家，ペット」
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ｅＬＱ 今日からあなたに出来ること､周囲の人々と協力して

できることは？

天5i;三三三iﾖﾆｰ、s町の健康を考えたときに大切なことは？

蝋

９
特に自分の健康に関連して大切なこと、秘訣は何ですか

~丘

○
鞠
鶴

-蘆Wify-3あなたの県国ｱｼﾞｱさらに広く世界まで思い浮かべたとき

一藤「WifV-2あなたの家､近隣.職場､地域を思い浮かべたとき

Ｗｉｆｙ－１・朝起き‐て力､ら夜寝るま‐での１日‐で

あなたにとって無くなったら困る大切なこと／もの|土？

Ｗ芭缶汐
図６健康への過程を可視化するためのＷｉｆｙワークシート（2000年）

「水，電気，食べ物，テレビ，お風呂」

得られた答えは，ひとり－人決して同じではあ

りませんが，共通点も認められます．４０歳台前

半の人たちの多くは，水，建物，子供を挙げまし

た．７０歳台の人たちは，長い人生経験を反映し

てか，ざらに個性的です．仏壇を挙げる人がいる

一方，マイカーを挙げる人もいました．

２）２番目のWify

Wify2：『あなたが住む近隣，職場，地域を，

思い起こしてください．そこで，なくなったら困
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国全体，アジア，そして世界全体を思い浮かべて

ください．そこで，大切なこと・ものはなんです

か？」

（＊：勘違いで，「なくなってほしいこと」とし

て回答されたもの）

７０歳台

「行政府，医療研究機関，自然」

「農業後継者の減少で荒れた田畑が町で目立つ

こと＊，核兵器の使用*，平和な世界，全国的に

みられる少子化*」

「自分の命，他人の命」

「情報，原爆*..…･」

「平和，各国が各分野で交流を深める，経済を

良くする，食料，医療」

「政府，経済，環境，仏教，医療」

「平和（争いの無い世界)，愛（郷士，国)，協

力（助け合い)，住みよい環境」

「食料，人々，産業，自然」

４０歳台前半

「自然，平和，コミュニケーション，燃料，世

界中の健康」

「山海，川，友人，仕事をする場所，情報」

「緑，平和，平等」

「飛行機，水，電気，通信，食料」

「平和，人の和，交通機関，通信，自然，食物」

「平和，緑～自然（山・川・草木)，きれいな空

気，食物，病院」

「平和，言葉，ボランティア，電気通信，ネッ

トワーク」

「平和，飛行機，トイレ，お金，食べ物，友達」

「飛行機，平和，言葉，文化，マスメディア」

「言葉，車，家，病院，学校」

平和なこと，平和な環境で農業ができること，

それがＳ町の人々の願いであることが，よく分か

ります．

次に，周囲に書き終えた人がいたら，さしつか

えない範囲で，書いたことを見せ合い，意見の交

換をするようお願いしました．最初のうちは，参

加者の間にとまどいが見られましたが，そのうち

会場のあちこちで，Ｗｉｆｙ用紙を前に話をする姿

が，見られ始めました．普段，見過ござれていた

る大切なこと・ものはなんですか？』

（＊：勘違いで，「なくなってほしいこと」とし

て回答されたもの）

７０歳台

「交通機関，電話，病院，スーパー」

「近所付き合い，裏山のがけ崩れ*，老人会や

グループへの参加ができなくなること，家族が健

康であること」

「家族中の健康，近隣との交流，人と人とのふ

れあい」

「電気，水，付き合い，子供たち，冷蔵庫,洗

濯機，病院，友達，福祉施設」

「友達，病院，仏壇，畑，風景，山林」

「となり，人，店，農地，車」

「あいさつ，笑い，会話，同情，尊敬」

「新築,３年，隣りが近い，職場が狭い*，明る

い良い地域」

「家族，近所の人，職場の人，地域の田畑，地

域の自然」

４０歳台前半

「家族，友達，信用，病院，スーパー」

「現在の仕事，車，お金，家族，親，現在住ん

でいる家」

「学校，対人関係，職場の人，組織，自然」

「ハウス，土地，畑，学校，消費者」

「病院，ストアー，車，ポリス，隣人」

「家族（おばあちゃん，夫，子)，友達（話し相

手)，お金（生活できな_い)，お風呂（清潔)，

いたわり．思いやり」

「職場，仕事，学校，病院，交通機関，商店」

「電話，車，水，道路，病院」

「車，友人，同僚，お金，思考力」

「お金，洗濯機，冷蔵庫，カギ，お店」

人々の視点が地域に向くことによって，その人

の地域での生き方が見えて来ます．“地域，，と言

っても，７０歳台の場合は“となり近所''’４０歳台

前半の場合はそれに“職場，，が加わっています．

"大切なこと，,が，人と人とのつながりから浮か

び上がってきます．

３）３番目のWify

Wify3：「あなたの住んでいる長崎県,日本の
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生活環境の具体的な部分が，各出席者によって明

らかにされ，互いの考えが出会う中で，さまざま

な対話が生まれてきましたひとり－人考えは異

なるが，年代別に眺めると，同じ年代での共通点

もありそうです．農作業後の夜９時過ぎという時

間にもかかわらず，会場のあちこちで笑い声も上

がり始めました．

４）４番目の質問：自分の健康について

『特に自分の健康に関連して大切なこと，秘訣

などがあれば教えてください』

７０歳台

「１７年前に心筋梗塞を患い，心臓の冠状動脈を

金属で開いて血行をよくしているので，過激な労

働を避けている．散歩」

「３度の食事をきちんととる．とくに野菜を．

朝のラジオ体操の継続（３時も)．睡眠時間は６～

８時間」

「食生活．休養」

「体重を減らす．運動をする．歩く．減塩．食

事に注意」

「朝の新聞配達．歩いて１時間」

「働くこと」

「幸福な生活を義務づけられる」

「食生活に注意」

「常に健康診断をしチェックする」

４０歳台前半

「快食．快眠．適度な運動．くよくよしない」

「暴飲暴食に気をつける．睡眠を十分にとる」

「友達とのおしゃべり」

「自然食品で生活して，ストレスをためないよ

うに生活したい」

「くよくよしない体を動かすこと．楽しく食

事する．食べることに楽しみを見つける」

「大声，大口開けて笑うこと．皆でワイワイ，

楽しく食べる．よ－<眠ること．ストレスをため

ない」

「腹八分．ストレス発散」

「食生活を見直す．ストレスをためない．ウォ

ーキングを続ける」

「食事，３食きちんと食べる．十分な睡眠をと

る．友人とのおしゃべり．心地よい通じがある．

心より笑える．家族とのだんらん．心地よい汗を

かく」

「よく動いて太らないように気をつける.食べ

たいものは食べる」

５）５番目の質問：町の健康について

「Ｓ町の健康を考えたときに，大切なことは何

でしょうか．目標にしたいのは何でしょうか』

７０歳台

「心の「触れ合い｣」

「自分の健康は自分で守ると考えるように仕向

ける．健康診断は進んで受けるという意識を高め

る」

「健康講座」

「食事に注意．食べ過ぎ．減塩．運動」

「自然を大切にすること（環境)．他人を大切に

する心を育てること」

「ある村では働き過ぎだと思う」

「郷土の潤いがみられ，Ｓ町に生を受けたこと

を誇りに思う．住み良い郷土」

「町の検診を受けること」

「健康診断に積極的に参加する．よりよい食事

内容を知らせる」

４０歳台前半

「安全な食べ物ときれいな海と，自然」

「現在の自然を残す．運動をする．コミュニケ

ーションをとる」

「難しい!!」

「粗食，自然食を大切にして無理のない食事を

する（食品にこだわらずに，食べられるものを食

べる)．若者の健康をもっと重視して若年齢の健

康に力を入れる」

「季節の野菜や魚を食べたり，食事に十分気を

配って食事をとること．隣．近所，楽しく仲良

く」

「－人ひとりが生きがいを持つ（趣味でもスポ

ーツでも)」

「定期健診を受ける」

「自分の体を知る．楽しい家庭生活．近隣の声

かけ．自分らしい生活ができる．生まれてから死

ぬまで自宅で生活できる．近所の子供をしかるこ

とができる地域社会」
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「運動をする．趣味を持つ．近隣と仲良くする」

これまで町が力を入れてきた定期健診受診率の

上昇や減塩運動などを挙げた人もいました．さら

に，人と人との，あるいは人と環境との“より良

い関係,，を挙げた人が多いことが印象的でした．

けおわりに

今回は，生活習`贋という言葉に頼らず，「人々

が大切にしている毎日の暮らし・生活の過程を考

える」という原点に立って，生活と健康の可視化

を試みました．

生活マップを作ってみて，この簡単な方法で多

くの気づきが得られることが改めて分かります．

メタポリックシンドロームに対するキャンペーン

にさらされていると，生活習`慣は自明のことのよ

うに感じられますが，アドラーがlifestyleという

言葉を使い始めて以来，生活には，意識される部

分と意識きれない部分があることも事実です．

意識されない生活の部分に一歩近づくことで，

どのような発見や洞察が得られるかについては，

２１世紀の現在でも探究を続ける必要があります．

生活の延長線上にある健康についても，「完全

完壁な健康」という理想を前に思考停止するので

はなく，考え続けることが大切です．

する指導」なのか．心の健康と生活習慣に関す

る指導，実践事例集，6-22．文部科学省，２００３

２）守山正樹：全体像の可視化一食のイメージマツ

プ．理学療法28(6)：810-815,2011

３）守山正樹：環境観・世界観を可視化・言語化す

る問いかけＷｉｆｙの開発．理学療法28(9)：１１４９

－１１６０，２０１１

４）文部科学省：展開例１，学級活動（保健指導)．

心の健康と生活習`慣に関する指導，実践事例

集，30-39．文部科学省，２００３

５）守山正樹：心の健康と生活習'慣に関するアンケ

ート調査を補完するための補足用対話教材，１

－１２．福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室，

１９９９

６）守山正樹：“参加，，を重視した子どもの健康づ

くりとは？生活教育４５(3)：42-48,2001

７）奈良先端科学技術大学院大学松本研究室：日本

語形態素解析システムChaSen（http://chasen‐

legacysourceforgejp/）

８）文部科学省：展開例11,指導資料からの出発．

心の健康と生活習Ｉ慣に関する指導，実践事例

集，82-91．文部科学省，２００３

９）ＷＨＯ：ConstitutionoftheWorldHealth

OrganizationWHOl946

10）ＷＨＯ：TheOttawaCharterfOrHealthPromo‐

tionFirstlnternationalConferenceonHealth

PromotionOttawa,1986

11）守山正樹：住民の立場から作り上げる目標値と

は？週刊保健衛生ニュース１０８３：１０－１４，２０００

文献

l）文部科学省：今なぜ「心の健康と生活習`慣に関

Ｄ－Ｄ－Ｃ－Ｏ－Ｃ－Ｏ－の￣Ｃ－ｃ－Ｏ－Ｏ－Ｄ－Ｏ－の￣O-C-n-の￣の￣の￣の￣。￣の￣の￣の￣の

理学療法(士)からみた生活と健康の可視化

田村大眞*＊
Ｄｑｊｓｈｍ７ハＭＵＲＡ,ＲＰＴ

私たちはこれまで，二次元イメージ展開法を用

いた生活マップの作成やＷｉｆｙの問いかけを通じ

て，私たちの日常・暮らしの場面で私たち自身の

内面に湧き上がる“ことば”や‘`イメージ,,を可

視化する試みを続けています．今回は「生活と健

康」をテーマに，これらの“ことば”や“イメー**麻生リハビリテーション専門学校
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ジ，,を解説してみます．

Ｌ「生活」を可視化する意義

ひとことで「生活」と言っても，文化的・社会

的背景から個人の思想・哲学に至るまで，その意

味は多様です．ご存知のように，リハビリテーシ

ョンの臨床場面では対象者の普段の生活や暮らし

ぶりを「日常生活活動」と称し，英語表記では

activitiesofdailyliving（ADL）が用いられてい

ます．また，リハビリテーションでは，対象者の

人生・生命の質（ＱＯＬ：qualityoflife）を最大化

することを目標にしています．ＡＤＬのliving

(live）もＱＯＬのlifeも語源はラテン語で「生き

る」という意味のｖｉｖｏに関連していますが，日

本語ではlivingとlifeの解釈が異なるようです．

例えば，「便利な生活」と言えば意味が通じます

が，「便利な人生」と言うと頭の中に疑問符が浮

かびます．つまり，「生活live」とは人が生きる

ために必要不可欠な活動のことであり，１日１日

を過ごしていくこと，そして，こうした活動の集

大成が「人生life」であると考えると，その語意

の相違が分かりやすくなります．

また，私たち理学療法士や作業療法士は臨床場

面で，「できるＡＤＬ」と「しているADL」とい

う表現をよく使います．「できるADL」とは，訓

練室などの特定の場面では行うことができるが，

日常の生活では必ずしも行っていない日常生活活

動のことであり，「しているADL」とは，家庭な

どの特定の場面以外でも通常の生活動作として行

っている日常生活活動のことであると言われてい

ます．つまり，日々の「生活」には，その人自身

にも，また周りの人々にも「見える生活」と，そ

の人自身または周りの人々にしか「見えない生

活」とがあります．二次元イメージ展開法を用い

た生活マップで表現される日々の活動や，Ｗｉｆｙ

の問いかけによって具現化されることばやイメー

ジは，「見える生活」への対象者自身の内省を促

し，セラピストとの相互理解をより深めるだけで

なく，「見えない生活」へ意識を向けるきっかけ

にもなります．こうして，対象者の診療参加とセ

ラピストとの対話の活性化により，この「見える

生活」と「見えない生活」ヘの理解を深め，両者

の問題点を明らかにし，対象者のＱＯＬを最大化

するという目標に向かうための協働作業として，

｢生活」を可視化する試みの重要`性はますます高

まってくるのではないでしょうか．

２．「健康」の再定義

筆者は現在，理学療法士養成校にてコミュニケ

ーション学を担当していますが，初回の授業で学

生たちに「あなたにとって健康とは何ですか?」

と質問しています．初回の授業ということで，お

互いの自己紹介を兼ねたグループワークをするた

めと学生たちには説明していますが，本当のとこ

ろは，“これから医療，福祉，教育，研究などの

さまざまな分野で「健康」をテーマに学び，その

知識と経験をもとに対象者を支援していこうとし

ている学生たち（後輩たち）自身が，「健康」に

ついてどのように考えているのか知りたい,，とい

う好奇心からです．

まず白紙を配り，各々の考える「健康」の定義

を書き出してもらいます．すると，「好きなスポ

ーツが続けられて幸せに感じることが健康だ｣，

｢障がいがあっても，本人が幸せで満足している

ならば，健康ではないか｣，「叱られたり，嫌な気

持ちになった時，私は健康だと感じない｣，「五体

満足でなくても，自分の好きなことができれば私

は健康です」などさまざまな考え方が示されま

す．こうして，自由に考え方を示してもらったあ

と，ＷＨＯ（世界保健機関）憲章にある，Health

isastateofcompletephysicaLmentalandsocial

well-beingandnotmerelytheabsenceofdisease

orinfirmity（健康とは，肉体的にも，精神的に

も，そして社会的にも，完全な状態にあること．

ただ単に病気でないとか，病弱でないということ

ではない）が書かれただけの紙をグループ毎に配

り，この定義を参考にしながら，先ほどの「健

康」についての考え方と合わせて，グループ毎に

｢健康」を再定義するように言います．そうする

と，その途中で，「(文法的に）このcompleteは

physical以下のすべてにかかるんですか?｣，「病

気でないから健康なんじゃないですか?｣，「全部

が完全な状態って不可能じゃないですか?｣，「本

人が満足で幸せなら健康じゃないんですか?」な
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と考えることもできるのではないでしょうか．

３．生活と健康を可視化する試みとその意義

「生活」と「健康」について考えた場合に，「健

康」を静的で不動かつ完全な状態と捉えるだけで

十分でしょうか．前述の学生たちへの問いかけの

途中で，逆に質問攻めに会うように，私たちの多

くは，静的な完全状態としての「健康」だけでな

く，“健康観，,という個人の価値観や，生活への

満足度といった多様で動的な状態をも含めている

ことが分かります．

私たちは，生活マップの作成やＷｉｆｙの問いか

けをしながら，個々人の内面に萌芽する「見える

生活」と「見えない生活」を新たに可視化する，

またＷｉｆｙの問いかけを通して想起される多くの

｢○○観」を可視化する試みを続けています．そ

れは，「健康」に携わる職種にとって，対象者の

内面を少しでも理解するための有意義な試みであ

ると考えます．

心理学者のショーン・エイカーは，「日々の行

動を自分の心がいかにとらえているかが，その行

動自体よりも現実を決定する」と言っていま

す3)．こうした個々人の「現実の生活」や多様な

｢○○観」を可視化しながら，紡ぎ合わせて対話

を続けていく試み（アクションリサーチ）が今後

ますます重要になってくるのではないでしょう

か．

どの質問攻めに会います．皆ざんは，こんな時ど

う答えるでしょうか？

江藤')は，「健康」をhealthの語源から以下の

ように考察しています．healthは「完全な」を意

味する古英語halを語源とし，ほかにｈｅａｌ（癒

す)，ｈｏｌｙ（神聖な)，whole（完全な）などの言

葉が派生している．つまり，healthの根本義は

｢まったく欠けたところのない完全な状態」であ

り，「本来あるべき姿としての健康を，完全であ

り，健全であり，聖なるもの」とし，健康な状態

の存在としての個人を表現している．

ここで注意しなくてはならないのは，「完全な

状態」の解釈が個人の社会的・文化的背景や価値

観によってかなり異なるということです．この点

に関して守山2)は，COmpleteの日本語訳に，「完

全な」よりはむしろ「完結した」を用いる方が，

理想的な定義から個々人の多様な健康像を示すこ

とができるのではないかと指摘しています．

こうして考えてみると，健康には，「完全な状

態としての存在」という静的な状態を定義した

｢健康」と，「完結した状態へ向かう過程」という

動的なプロセスを定義した「健康」の両者が，日

々の生活を送る私たちの内面に混在していると理

解できないでしょうか．例えば，承認されなかっ

たものの1998年に提案されたＷＨＯの新たな

｢健康」の定義Healthisadynamicstateofcom-

pletephysicaLmental,spiritualandsocialwell-be-

ingandnotmerelytheabsenceofdiseaseor

infirmityでは，dynamicstateofcompleteという

表現を用い，健康と疾病との関係を，「健康」を

静的状態のものとしてではなく，相互に関連した

動的状態のものとして捉えようとしています．つ

まり，静的状態のものとしての「健康」は，「完

全な状態として不動の存在」を意味する一方，動

的状態としての「健康」は，「個人の“健康観”

も含めた完結した状態へ向かう過程」を意味する
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