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私たち

守山正樹＊
Ｍｑｓａｈ/ＭＯＲＩＺＷＡ,ＭＤ,ＰｈＤ

ました．しかし，手の動きや手の皮膚に組み込ま

れた触覚，さらに皮膚だけでなく筋肉から腱，関

節，そして内臓にまで含まれる感覚（体'性感覚）

は，それ自体が可視化の能力を持ちます．今回は

手の触覚や全身の体J性感覚に注目し，手で触れる

ことから形成される私たちの身の回りの世界の感

覚的な理解を出発点として，可視化・言語化の新

たな次元を探ります．

２８課題と可視化

【ｌ】なぜ触覚・体性感覚を取り上げるのか？

１１．はじめに

本連載はさまざまな事象の可視化に取り組んで

います．これまでは，目に見えない判断や概念を

表すキーワードに着目し，それらのキーワードや

そのキーワードからの構成物を，イメージマップ

やワークシートを補助手段として，そこに手で書

き込む「紙と鉛筆」的な可視化方法を紹介してき
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Masaki Moriyama
タイプライターテキスト
１． 私たちの手や体全体の皮膚は、それ自体が情報を受け止めたり、情報を処理したりする　　能力を持っています。今回は手の触覚や体全体の体性感覚を用いた可視化・言語化を試　　みました。２． アイマスクをかけ、目が見えない状態で身の回りの小物体に触れる触知実験を行った　　結果、殆どの日用品は手で触れた瞬間にそれが何であるかを可視化・認識できることが　　示されました。このような瞬時の認識は手袋をして物体に触れた場合にも認められ、　　手の表面の触覚だけでなく、手の動きや手を介する体性感覚の働きが推測されました。３．アイマスクをかけてより大きな物体や新規な物体に触れる触知実験では、理解度が時間　　と共に漸次上昇したり、いったん上昇後下降する場合も見られ、過去の触知経験と照ら　　し合わせながら推論が進むことが伺えました。４．アイマスクをかけて特定の場所に移動し、その場の状況を体全体で感じる体感実験を　　行った結果、聴覚で聞き分ける音に加えて体全体で感じる風や熱（太陽の光）、寒さや　　湿気、さらに足底の感覚などにより、状況の可視化・認識が進むことが示されました。５．アイマスクをかけた状態で被験者が報告した情報の種類は以下のようになりました。　　触知実験の場合：物体の①形、②表面の性状、③材質、④重さ、⑤大きさ、　　　⑥厚さ／薄さ、⑦温度、⑧成立ち、⑨機能、⑩用途、⑪色彩。　　体感実験の場合：①音の量、②音の質、③音の種類、④音源の種類、⑤音源の移動、　　　⑥音源の距離、⑦温熱、⑧風の方向、⑨路面の状況、⑩空間の拡がり、⑪匂い。　「触知で分かる世界」と「体感できる世界」は「視覚で分かる世界」とは次元の異なる　　豊かさを持っていると考えられます。

Masaki Moriyama
長方形



「机の上に大きめのメモ用紙を置き，その上に

鉛筆を置いてください｣－本連載では，この紙と

鉛筆的な設定から，多様な可視化に取り組んでき

ました．

では，新たな気持ちで紙と鉛筆的な設定を再考

するために，今度は目を閉じてみてください．閉

眼した状態で手を伸ばして鉛筆を取り，メモ用紙

にあなたの名前と今日の日付を書いてください

終わったら目を開け，書かれた内容を確認してく

ださい目で見て書いた場合に比べると，歪んで

書かれているかもしれません．それでも，見て意

味の分かる程度には書かれているはずです．目で

見なくても，文字を書き表すことができるのはな

ぜでしょうか．この場合，体性感覚，特に手の触

覚が大きな役割を果たしています．閉眼しても鉛

筆やメモ用紙を使えるのは，手が触覚を介して，

視覚に代わって対象を可視化しているからです．

同時に，鉛筆やメモ用紙はあなたの書く行為をア

フォードしています（アフォードの意味は本稿の

後半，田村大眞氏の解説をご覧ください)．

さて，手の触覚が可視化の能力を持っていると

すれば，それはどのようなものでしょうか．

医師は伝統的に，視覚を用いる視診や聴覚を用

いる聴診だけでなく，触覚を用いる触診や打診に

よって身体の状況を診断してきました身体が痛

む時，痛む場所にそっと手を置く行為も広く行わ

れてきました．このように，自らの体性感覚，中

でも触覚を用いて身体に働きかけ，身体状況を可

視化し理解することは，医師だけでなく理学療法

士も含むあらゆる医療者にとって，医療の出発点

だと考えられます．しかし私たちは自分の手が持

つ触知能力・可視化能力をどこまで理解している

でしょうか．私たちは触覚に頼って多くのことを

行っているにもかかわらず，しばしば触覚の存在

を忘れています．ここでは，参加的な触知実験を

中心とするアクションリサーチによって，手の触

知能力・可視化能力を探究します．

【２】手の触知能力との出会い

筆者が最初に手の感覚に関心を持ったのは，長

崎大学に就職した翌年，1982年のことです．当

時の研究室が取り組んだプロジェクトの１つ「道

路清掃作業員における草刈り機の長時間使用で発

生する振動障害の早期発見」では，指先の循環障

害や感覚障害の評価が課題でした．年１回の検診

で，指先の皮膚温測定，振動子上に指先を置いた

振動覚検査，指先の「触知力の低下」や「二点識

別域の拡大」の評価を行おうと，段差や溝幅が連

続的に変化する触知ボードの試作を続けました．

その後，１９９０年代前半から学生実習のテーマ

に視覚障害体験')を取り入れたことをきっかけと

して，手の触知能力に関心を持つようになりまし

た疾病や障害を持つ人の立場を，将来医師にな

ろうとする学生に学んでもらうために，どのよう

な方法が効果的かと考え，周囲の人々とも相談し

た結果，行き着いたのが，アイマスク装着による

視覚障害体験でした．

視覚がない状態を体験するのであれば，視覚以

外の感覚の重要さに目を向けるのは，当然のこと

だと考えられます．しかし，視覚障害体験を企画

した際，視覚の代わりに聴覚が大きな働きを示す

ことはすぐに頭に浮かびましたが，触覚の働きは

聴覚ほどは重視しませんでした．ところが，まず

自ら視覚障害体験を行う中で，体性感覚，中でも

触覚の重要さに改めて気づきました．

例えばアイマスクで目をふさぐと，目が見えな

いことで不安になります．しかし目が見えなくて

も，椅子に腰かけていると安心できます．さら

に，アイマスクで目をふさいだまま立ち上がって

移動しようとすると，最初の一歩を踏み出すこと

が不安です．しかし，手に白杖を握っていたり，

手が他の人の身体の一部に触れていると，その手

の触覚を通して杖や他の人の身体を感じることが

でき，不安が減ります')．

こうした体験を重ねるうちに，触覚の果たす役

割の重要さが実感され始めました．しかし触覚の

補助的な役割だけに着目している限りは，触覚の

働きが具体的に見えてきません．「目で見て理解

し全体像を構成できる世界」ほどの明瞭さや豊か

さは期待できないとしても，「触覚で感じ構成で

きる世界」があるなら，それはどのようなもので

しょうか．手はじめとして，手の感覚研究の先駆

者であるKatz2)やGibson3)にならって簡単な触知

7４ 理学療法２９巻１号２０１２年１月



触知実験7)から，手の触覚の働きを探究します．

３手の触覚の働きを知るアクション

リサーチとしての触知実験

【１】身の回りの小物体（道具，日用品，自然

物）の触知実験

長崎大学医学部の５年生を対象とした社会医学

実習で1996年９月５日に「身の回りの物」に触れ

る触知実験を行いました．参加者は１０名．目が

見えない状態で自分の前に置かれた物に触れ，分

かったことを記録しました．

手順：「アイマスクで目を覆ったあと手で30秒

間物体に自由に触れる｣→｢アイマスクを外し，思

い浮かべた内容を記録紙に書く」→｢再度アイマス

クをつけ，さらに120秒間物体に触れる｣→｢アイ

マスクを外し，思い浮かべた内容を書き加える」

用いた物体は１０種類です．うち４種類について

の３名の学生（Ａさん，Ｂ君，Ｃ君）の記述を，

＜最初の30秒で分かったこと＞，＜次の120秒で

分かったこと＞の順で以下に示します．

ｌ）生活用品「靴」に触れる

机上を見るとメモ用紙，鉛筆，消しゴム，ホチ

キス，パソコンのマウスなどがあり，ポケットを

探れば財布，ハンカチ，手帳，携帯電話などがあ

り，私たちは多様な生活用品に囲まれて生活して

います．ここでは生活用品の例として「靴」を取

り上げました．

Ａさん：

＜最初の３０秒＞女`性用の靴．バックスキン

のような手触りのもので，底はギザギザのついた

ゴムのような感じだった．ヒールはｌ～2ｃｍの低

いもので，デザインはローファーだった．

＜次の120秒＞右用のものだった．ほとんど

の部分はバックスキンのような手触りだが，はい

ている時に足が実際にふれる部分（足の甲とその

周囲ずっと）は合成皮のようで，他の部分と違っ

ていた．内側は左右に－部皮のようなところがあ

ったが，その他はよく汗を吸い取りそうな生地だ

った．

Ｂ君：

＜最初の３０秒＞さわった瞬間，靴であると

わかった．細身のもので１ｃｍくらいのヒールが

実験を行い，周囲の世界に対する手の能力を調べ

てみることにしました．

【３】hapticglanceとは

触覚はヒトの生存にとって基本的な感覚です．

１９世紀に活躍した解剖学者・外科医で画家でも

あったBell4)は，「触覚は他の感覚からはっきり区

別されており，すべての中で最も重要な感覚であ

る．この感覚のみを通じて存在意識を所有する動

物もあるが，多くの感覚器官を所有する動物で

は，触覚は他のすべての器官の能力を完全に発展

させるために必要なものである」と述べ，触覚の

重要』性を強調しています．

手の可視化力・認識力は手で対象物に触れるこ

とで発揮されます．しかし手で触れると言って

も，「軽く触れる」から「押し付ける，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ります．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

るのでしょうか．前述のBellの先駆的な仕事に続

いてなされた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

き着きます2)．Ｋａｔｚは２０世紀の前半に活躍した

心理学者で，感覚の中でも特に視覚と触覚の働き

について多くの実証的な著作を残しています．触

覚に関連してKatzが指摘した手指の総合的な認

識力2)は，その後，hapticglance（あるいはpur‐

posivetouch，activetouch）として位置づけら

れました3,5)．

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始める認識力」

などの特徴を持っています．１９８５年に至って

Klatzkyらは触覚研究を日常生活の場へと広げ，

一般の被験者はさまざまな日用品の存在をhap

ticglanceにより瞬時に認識するという事実を示

しました6)．

本稿では，かつてKlatzkyらが用いたのと同様

の方針に基づき１９９６年に筆者が行った参加的な

理学療法２９巻１号２０１２年１月 7５



あったので婦人用かと思う．スエードの肌触り・

底はゴムっぽい．甲の部分のデザインがローファ

ーである．

＜次の120秒＞足の甲があたる部分は材質は

わからないがふわふわして気持ちよい底は凸凹

があるが，よごれた風もなくスエードもしっかり

しているので，新品であろう．まあ履き古したも

のをさわらせるわけはないだろうが・色はわから

ないが，ふつうにいけば茶系であろう.

Ｃ君：

＜最初の３０秒＞触った瞬間，材質がだいた

いわかった肌触りはいい．形はすぐ靴の形をし

ているということがわかる．靴の底をさわるとゴ

ム製だ．かかともある．横にたくさんの溝がはい

っている．あまり装飾がなさそうだ．ということ

は学校で使うようなシューズかと思ったが，それ

にしては材質がどうも違うようだ．大きさは小さ

いから子供用の靴だろう．材質からブラウンが想

像される．よく表現できないが，たびたび見かけ

ることのある材質だ．靴の底にサイズは書いてな

いようだ．

＜次の120秒＞なかなか軽い．大きさは，ふ

とこれは想像よりも大きいのではないかと思った

が，やはり小さいようだ．靴の前面の装飾はやは

りあまりないようだ．何か連続して靴の横まで走

る線があれば運動靴のようなものを考えるが，そ

れもないようだ．材質は最初に感じたように柔ら

かいものではなかったようだ．靴の中をさわって

みると底は一つ段差があってべたべたしている感

じ．靴の正面の裏には何か押すと柔らかいものが

横に走っているようだ．表面はビニールのような

ものでできている．それにしても軽い靴だ．

靴の場合，全員が触れた瞬間に「靴だ!」と分

かったようです．さらに最初の３０秒の間にＡさ

んとＢ君は女`性用の靴，Ｃ君は子ども用の靴との

判断に至りました．触覚を通して材質，大きさ，

形が瞬時に判断されていることが分かります.

２）生活用品「衣類」に触れる

２番目の生活用品として衣類を取り上げまし

た．人が着ていない衣類は形が把握しにくいと考

えられますが，触知でどこまで分かるかが課題で

した．

Ａさん：

＜最初の３０秒＞コーデュロイの生地ででき

たベストポタンは３つで穴は横にあいていた．

つるつるした裏地もついていた．小児ではなく成

人用だと思う．

＜次の120秒＞ボタンは左についていたので

おそらく女性用だと思う．３つめのボタンと同じ

くらいの高さに横７～8ｃｍ，深さ４～5ｃｍくらい

のポケットが左右についていたポケットといっ

ても口が外からみえるだけのタイプだった．私が

ふれたかぎりでは背中の方にも飾りがなく，また

裏地の方にも特別何もなかったようだった．ボタ

ンは直径が1ｃｍかもう少し大きいくらいだった

と思う．表面が少しざらざらした．

Ｂ君：

＜最初の３０秒＞布に触れた．プラスチック

のようなものが机とこすれる音がしたので，ボタ

ンがついているなと思った．コーデュロイのベス

トであろう．ボタンから右前の服であり，婦人用

と思われる．

＜次の120秒＞ボタンは４つ．ポケットは前

下部に左右１つずつで浅い裏はポリエステル

地．ダーク系の色だろう．タグは首と左わきのと

ころについていた．

Ｃ君：

＜最初の３０秒＞これは衣類だ．生地はコー

ルテンのようだ．かなり大きい．服だろうか．つ

るつるとした裏地がふれるが，形を知りたいので

裏地など関係ない．なかなか形がわからない．決

め手になるものはないだろうか．ぼたんが偶然ふ

れた．となればやはり何か上着のたぐいだろう．

＜次の120秒＞丸い切り口があった．これは

それのない肩のところだろう．と思って，少しも

ちあげてしらべてみるともう１つの反対側の丸い

切り口もある．全体がわかった．けつこう小さ

い．ボタンがあったはずだから数えてみると４

つ．右にはポケットのようなものもかなり下の方

についている．反対側にはない．茶色のイメー

ジ．

物体よりも形が把握しにくい「衣類」の場合

7６ 理学療法２９巻１号２０１２年１月



た感じ．でも大きい巻き貝には確信を持ってい

る．

＜次の120秒＞やはり表面のくびれはあまり

ふれない．こんなものだろうか．下面のつるつる

した面と外側のざらざらした面のちがいがこんな

にもちがうのかという感じがする．自然物だから

人工的な装飾もあるはずがなく，少々かわったも

のがふれても不思議に思えないので，あまりこれ

以上興味を持てない

多くの日用品と違って，巻き貝は通常の日々の

生活では触れることのない対象です．しかし３名

全員がほぼ触れた瞬間に「巻き貝」との判断に達

しました．Ｃ君は人工物と自然物の差に言及しま

したが，ＡさんとＢ君は「自然物」を前提に考え

ていたようです．そのあと，どのような巻き貝

か，表面の様子や内側の貝が巻いていく様子な

ど，時間とともに３名の探索が進みました

４）自然物「鉢植えの植物：セントポーリアの

小鉢」に触れる

「巻き貝の貝殻」は硬質ですが，自然物の中で

も形がより複雑で，触れようと指先に力を加える

と変形してしまう植物の場合はどうでしょうか．

ここではセントポーリアの小鉢を取り上げまし

た．

Ａさん：

＜最初の３０秒＞鉢植えの植物だった．中央

に花も咲いていた．鉢はプラスチックだったよう

に思う．葉は表面がふさふさというか，ビロード

のような感触だった．わりと大きな葉が鉢のうえ

から外にはみ出すように外に向かってひろがって

いた．小さな花弁がたくさんあった．植物の背丈

はそんなに高くなかった．

＜次の120秒＞鉢は底に穴があいていないタ

イプだったので，受けmもなかった．高さは

１０ｃｍくらいで，｜析面は円形，ほぼ中央の高さで

少し円が大きかった．葉はビロードほど手触りは

よくないが，毛羽だった感じで，５×3ｃｍくらい

の大きさのものが外に向かって１０こくらいのび

ていた．士はややしめっていた．花は小さな花弁

とめしべ（おしべ）からなるものが，細い茎の先

にいくつもついていた．花弁はわりとつるつるし

は，３名全員が触れた瞬間に「布」と判断し，生

地はコーデュロイ／コールテンと判断しました．

衣類の種類としては，ＡさんとＢ君は最初の３０

秒でベストと判断しました．また衣類の性別につ

いて，Ａさんは最初の３０秒で「小児ではなく成

人用だと思う」から，次の120秒で「おそらく女

性用だと思う」へと判断が進みましたＢ君は最

初の30秒で「婦人用」との判断に至りましたＣ

君は性別が思い浮かばなかったようです．Ｂ君と

Ｃ君はく次の120秒＞で，「ダーク系の色｣，「茶

色のイメージ」と，色彩も思い浮かべました

３）自然物「巻き貝の貝殻」に触れる

多くの生活用品は工業製品のため，形や表面の

性状が規格化されていますが，自然物の場合はど

うでしょうか．ここでは自然に存在する小物体と

して「巻き貝」を取り上げました

Ａさん：

＜最初の３０秒＞大きな巻き貝．１０×8ｃｍく

らいの大きさだろうか．外側はざらざらして様々

な突起がいくつもある．内側のずっと貝が巻いて

いくところはとってもすべすべしていた．

＜次の120秒＞貝の外側の突起は大きさが様

々というか，とがってさわると痛いものと，そう

でないものとがあったまた巻いていないほうの

端は波打つように凸凹があった．

Ｂ君：

＜最初の３０秒＞表面はざらざらしていた．

持ち上げると裏に穴があり，そこいらはつるつる

していた．穴は回っていっているようで，底には

ふれなかった．さざえの貝殻っぽい

く次の120秒＞さざえにしては間口が大きい

ので他の巻き貝だろう．外側には数本の突起があ

る．外側表面はぼろぼろ小さい何かがとれる．貝

っぽい．

Ｃ君：

＜最初の３０秒＞表面の出っ張りがいくつか

あってとがっている．人工のものではないような

不規則な形．底がつるっとしたところがあって中

に入っていく．これは貝だ．巻き貝．さざえだろ

うか．かなり大きいけれども巻き貝のくっきり

したくびれはあまりふれなかった．まとがはずれ
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た感じだった．全体としての高さは１５～16ｃｍく

らいだろうか．

Ｂ君：

＜最初の３０秒＞上から触った瞬間，植物っ

ぽかった．造花だとおもった．それはプラスチッ

ク製の容器にはいっていて，容器の底には穴はな

かった．容器から取り出そうとしたが，何やらご

そっととれそうだったのでやめ，生きた植物であ

ることを確信した．葉っぱが毛っぽく茎が太いこ

とからセントポーリアだと感じた．

＜次の120秒＞真ん中のあたりは花が咲いて

いるようだった．容器はわりと細長いタイプで真

ん中の高さに段があってその下の方は細くなって

いる．士にも触れることができた．湿っぽい．あ

まり触れると悪い気がした．

Ｃ君：

＜最初の３０秒＞葉っぱがふれる．これは植

物だ．下にプラスチックの容器のようなものがあ

る．高さはどうだろうか，あまり高くない．また

中心に柔らかいものをふれる．多分これは花びら

だろう．中心が花だ．葉を再びさわる．と適度な

しめりけがある．またつるつるではなく毛が少し

生えているよう．これは人工物ではなく，本当の

植物だろう．

＜次の120秒＞はちには横に一本の線があ

る．あまり興味はない．葉っぱはおもても裏も毛

が生えているようだ．葉っぱのくきにも毛が生え

ている．大きさは均等でそれほど大きくない花

の形をしるためにはまず，一つをわける（不明）

があるだろう．それには花の根元をまず認識し

て，それにつづく花のところを他のところからよ

りわけてみた．花と言えばかなり対称形をしてい

そうなものの，少し対称形とはずれるようだ．形

がつかめない．花びらとかおしくめしべはざっく

ばらんのようだ．

全員が触れた瞬間に「植物!」と分かったよう

です．Ａさんは植物であることを最初から疑わな

かったようです．Ｂ君とＣ君はく最初の30秒＞で

｢人工物（造花)」か「生きた植物」かを考え「生

きた植物」という結論に達しました．Ｂ君はさら

にセントポーリアと具体名を挙げました．

５）当時流行の`情報端末「ポケットベル」に触

れる

携帯電話などの情報端末は，時代の進歩ととも

に，生活用品の中に占める重要性がますます高く

なっています．ここでは当時流行の情報端末「ポ

ケットベル」を取り上げました．

Ａさん：

＜最初の３０秒＞長方形の薄くて軽いもの．

プラスチックみたいな部分とそれに何か違う素材

ではりつけてある部分があった気がした．手鏡の

ように開きそうな気がしたので一生懸命さわって

いたら，すぐに３０秒たってしまい，これ以上の

ことはわからなかった．

＜次の120秒＞大きさは４×8ｃｍくらいの長

方形．片面には○←こんな形の鏡のようなものが

ついていた．反対の面にも何かはってあるような

感じで，でもそれがどんな形かはわからなかっ

た．結局これは何なのか，よくわからなかった．

Ｂ君：

＜最初の３０秒＞厚さ５ｍｍ強，４×6ｃｍ位の

カード型．表面に浅い長方形のくぼみ，これは液

晶画面のイメージがあり，電卓かなと思った.側

面にもなにかあったが，なにかはわからなかっ

た．プラスチックぽい．大きさの割には重い感じ

がした．

＜次の120秒＞側面の一部に滑り止めのよう

なものがある．そして側面に一つの浅いボタンが

あったので電気製品であることは確かだった滑

り止めをいじくっているとそれがスライドレバ

イブが起こり，その後ピーピー鳴り出したので，

カード型ポケットベルと確信した．

Ｃ君：

＜最初の３０秒＞四角で厚さはうすいもの・

かなり重量はあるようだ．４辺の１つだけに小さ

な引っかかりがある．表面は何だろうか．金属で

はなさそう．（重さからしても)．爪でたたいたと

ころ，厚いビニールのようだが，それでも均一で

はない．何か定期入れの透明なビニールの表面を

たたいた感じのよう．中に少し空気が入っている

のだろうか．

＜次の120秒＞前に書いた小さな引っかかり
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思い浮かべた内容を書き加える」

用いた物体２種類につき３名の学生（Ｄ君，Ｅ

さん，Ｆ君）の記述を以下に示します．

１）「木彫りの置物：二頭の熊」に触れる

「大きめの物体」として何を選ぶのかを迷った

結果，学生たちが見た経験のないものとして「木

彫りの置物」を選びました．この置物は当時の大

学の研究棟内で，学生たちの目には触れない場所

に飾られていたものです．

Ｄ君：

＜手で触れた時＞土台がまず手に触れた小

さなさざ波が立ったようなザラザラした感じ．木

の感触がした．さらに手を上に進めると，２本の

柱状のものに分かれて支えられている．やはり表

面は波打っている．土台よりも硬い感じがした

ガラスのような硬さ．上部は球状で，２つの突起

が手前に左右にあった．左側のは，上下２つに分

かれていた．右側のは１本だった．表面は上部に

行くほどとがった波のようだった．

＜目で見た時＞（触れている間は）クマの置

物っぽいと思ったが，よく見る「鮭をくわえたク

マの置物」とは全く違った構図であったため判断

を誤った．もし，自分がよく知っているクマの置

物であったなら，頭の中にイメージが浮かんでき

たであろう．視覚健常者はいぜん見たものの先入

観に大きく左右されると思う．細かい部分は読み

とれなかったが，大きな部分では想像図と近いも

のであった．手でも，漠然とした』情報がこれほど

たくさん得られるとは思わなかった．

Ｅさん：

＜手で触れた時＞固く，あまり重量感のない

素材で机上30から４０ｃｍぐらいの大きさ．彫刻が

してある置物のような感じ．同じ向きに何列も彫

られていて，ざらざら，ごつごつした手触り，動

物の毛を表現したものではないかと思う．前面に

同じ形の部分が２カ所あった．突出していて浅い

穴があったので鼻かと思う．顔が２つ並んでいる

のではないか．耳も２つずつあった．上面の方

は，向かって左側の部分から右へ細いものが出て

いた．この２匹は肩を組んでいると思う．土台が

あった．土台部分はつるつるした手触りで上の部

はぎざぎざしていて押すと引っ込む．どうやらボ

タンかスイッチのようだ．全体の表面はかなりベ

トベトしてきた．先に書いた中に空気が入ってい

るというのはどうも間違いのようだ．何かプラス

チック製の硬い四角い物の上に楕円形のようなビ

ニールのようなものを貼りつけてありそう．裏に

はそんなものはないようだが．もう一度その引っ

かかりをさわってみる．スイッチだとしたら押し

てみたりすると何かわかるかもしれない．偶然引

いてみたところ，音が鳴り出す．これはポケット

ベルではないかと思う．それまではこれが何かは

全くわからなかったが．

「ポケットベル」の場合，全員が対象物の形状

(四角形）と材質（プラスチック，ビニール）は

すぐに理解したようです．しかし対象物が何であ

るかの判断には時間がかかり，Ａさんは結論を出

せませんでした．Ｂ君とＣ君はく最初の30秒＞で

は迷っていましたが，＜次の120秒＞で対象物に

触れるだけでなく操作しようと試みた結果，表面

の手掛かり（Ｂ君の言葉では「滑り止め｣，Ｃ君

の言葉では「引っかかり｣）をスライドさせると

音が鳴り出すことが分かり，「カード型ポケット

ベル」との判断に至りました．

【２】大きめな物体の触知実験

触れる物体が手のひらに乗せられたり手の中に

包み込めるような小さなものである場合は，触れ

るだけでその物体の形状が可視化きれ，材質や機

能についてもかなり具体的な理解が得られること

が，前項の触知実験で分かりました．では物体の

大きさが手の大きさを超える場合は，触れること

でどのように捉えることができるでしょうか．

前項と同様，長崎大学医学部の社会医学実習

で，1996年５月２１日に「やや大きめな物体」に

触れる触知実験を行いました．参加者は１０名，

アイマスクで目を覆った上で，目前の机（または

台）の上に置かれた物体に触れ，分かったことを

記録しました．

手順：「アイマスクで目を覆ったあと，手で物

体に６０秒間触れる｣→｢アイマスクを外し，思い

浮かべた内容を記録紙に書く」→｢次に物体を目で

見て観察する｣→｢手で触れた時の印象と比較し，
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分とは全く違うものだった．

＜目で見た時＞肩に手を回し合っているの

で，手で触れるときは同じ部分から顔が２つ生え

ているように感じられ，すごく変な物体を想像し

てしまいそうになった．上の方を触ったとき，手

のようなものに触れたので，肩に手を回している

と分かった．顔，肩，手等は位置が大まかに分か

ったが，足はどのような配置になっているかさっ

ぱり分からなかった．手で触るときは，自分に今

までの知識などを引っ張ってきて，頭の中で確認

している感じだった．最初の手触りで，クマの置

物を思い浮かべて，思わず「サケ」をくわえてな

いかと捜してしまった．

Ｆ君：

＜手で触れた時＞手に伝わった感触から材質

は，硬く，木であるように思われる．下にある台

はつるつるとしており，ニスを塗ってあるような

感触である．台の上の物体は，彫刻刀で一つ一つ

彫ったような溝が数多くある．全体をなでて，そ

れから部分部分を触れた結果，動物の形ではない

かと思う．しっかりとした足のようなものが感じ

られ，口先や歯のようなものに触れる．一方は口

を開け，もう一方は口を閉じた状態であるように

思える．以前触れた木彫りのクマの置物に思え，

二頭が体を寄せている状態であるように思える．

＜目で見た時＞体に彫られている溝が手で触

れた時よりも，かなり長いことに驚いた．二頭の

クマが肩を組んでいるとは全く予想できなかっ

た．ただクマの背中と思われる所に何かがあるこ

とは分かっていたが，それは魚か，何かクマとは

別のものであるように予想していた．色も全体黒

と思っていたが，開いた口は違う色であった．以

前に似たような物を見，触れていたために，手で

触れて得た情報を，記憶の中の視覚にゆだねイメ

ージを作り上げたが，もし全く見たり触れたりし

たことのないものであっても，私は記憶の中の視

覚，聴覚，触覚を頼りにイメージし，何か似たも

のを思い浮かべるように思える．視覚（生来の）

障害者の方は，私たちとは違った形でイメージし

ているのだろうか．

対象物が道具など日用品の場合は，「全体をざ

つと触れる｣，「つかむ｣，「持つ」などの手の動き

に伴って，ほぼ瞬時に，対象物が何であるかが理

解できました．しかし，今回の対象物はより大き

く，日用品の場合のように手を動かすことはでき

ません．このような状況下では，一部分を触れて

理解することで，部分的な理解から全体像の推測

が段階的に行われることが分かります．３名の学

生は最初の「ひと触れ」により，表面の様子から

対象物の材質については，瞬時に洞察を得たよう

です．対象物が何かについて，＜手で触れた時＞

の項にはＤ君の場合は具体的な言及がなく，Ｅさ

んの場合は「彫刻がしてある置物のような感じ」

とだけ書かれており，Ｆ君だけが「以前触れた木

彫りのクマ」としました．しかしく目で見た時＞

の項には，Ｄ君の場合は「クマの置物っぽいと思

ったが」と，またＥさんの場合は「最初の手触り

でクマの置物を思い浮かべて……」と書かれてお

り，Ｆ君だけでなくＤ君とＥざんも，＜手で触れ

た時＞既に「クマの置物」との推測を行っていた

ことが分かりました．またＤ君は２本の柱状のも

のや左右の２つの突起を認め，さらにＥさんとＦ

君は「二頭の動物またはクマ」との理解にたどり

着きました

２）ブロンズ製の胸像に触れる

「大きめの物体」の２番目として，大学の研究

棟内の廊下に設置されていた胸像を選びました．

廊下という公共の場所に設置されていたため，学

生たちは研究棟内に立ち入る際に目にしている可

能性があります．

、君：

＜手で触れた時＞触ると鉄板の音がした．下

からいくと，逆三角形の上に球体がのっている．

もうこの時点で，人の銅像だとわかった．背広を

着て，ネクタイを締め，メガネをかけている．メ

ガネの縁をたどると，耳も触知できた．メガネに

はレンズは入っていない髪の毛は後頭部の方に

は感じられたが，前頭部には触知できなかった．

鼻には穴がちゃんと２つ開いていた唇も触れ

た．まぶたも感じられた．

＜目で見た時＞以前，衛生学教室の所にあっ

たのを見ていたので，ピンときた．これは，自分
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が以前見たことがあるものであったので，容易に

イメージできたが，視覚障害者の方は，どのよう

に感じるのであろうか.前もって』情報があるかな

いかで感じ方も大きく異なると思う.この銅像に

関してのイメージは，目で見た時のイメージが強

く反映されてしまったと思う．

Ｅさん：

＜手で触れた時＞人間の胸から上を彫った銅

像だと思う．前面が顔で，鼻から耳にかけて細い

棒状のものが絡まっており，目の前で輪になって

いることから，メガネをかけているのがわかっ

た．髪は長くない．服装は首の辺りで結び目みた

いにとびだしたものがあったのでネクタイをして

いるのだろう．首の後ろに手をまわすと’２段に

襟元が触れたので，ワイシャツと背広を着ている

と思う．男性の像だと思う．

＜目で見た時＞だいたい想像したものと同じ

様な感じだった．髪の毛やヒゲなど細かく触知し

ようと心掛けたが，髪が生えていると思っていた

のに，実は生えていなかった．

Ｆ君：

＜手で触れた時＞まず，冷たい感触が手に伝

わる．硬い素材である．叩いてみると，カンカン

と音がする．金属で作られたものであり，中は空

洞であろう．正面から触れると左右がほぼ対称な

作りに思われ，さらに続けると眼鏡のフレームが

あり，人間の顔だと分かる．さらに下部，背部を

触れ，ネクタイに背広姿の銅像であるように思え

る．形がはっきりとイメージされると，その先の

情報を得ようとしなくなってしまった．物に触れ

る以前に，アイマスクをし，暗く何も見えなく手

を引かれて歩くことが非常に怖く足がすくんでし

まった．

＜目で見た時＞前のクマよりも正確にイメー

ジができていた．物．姿は予想通りであったが，

表`情となると全く手で触れたときには考えること

ができていなかった.

胸像は－度にすべてに触れることが困難なた

め，小さな物体の場合よりは時間がかかりました

が，それでも全員が10秒から２０秒程度の触知

で，「人間の頭部」という結論に達しました●特

にＤ君はこの胸像を見た記憶があったため，素

早く判断できたようです．

【３】触覚の感度を低下させた場合の小物体触知

実験

前項の触知実験で，身の回りの小物体を触知し

た結果，形や材質に特徴がある対象の場合は，ほ

とんど瞬時に，手の触覚から対象物の正体を可視

化・言語化することができ，名称や種類や用途を

判断できることが分かりました．このような瞬時

の判断は，手が本来持つ可視化・認識の能力によ

ると考えられます．このような手の能力が触覚に

よるのだとすれば，触覚の感度を落としたらどう

なるでしょうか．特に手指の先端の触覚を感じに

くくしたら，小物体の識別は困難になるのでしょ

うか．

前項の触知実験より８カ月前の１９９６年１月３１

日に，長崎大学の学生リサーチゼミで触知実験を

行いました．参加した学生は３名，アイマスクで

目を覆った上で，自分の前に置かれた物に触れ，

分かったことを記録しました．

この時は，得た印象を，「アイマスクを外して

書きとめる」方式ではなく，「アイマスクをかけ

たまま，感じ考えた内容を発言し，発言を録音す

る」方式で記録しました．また触れる時間を３０

秒，120秒などと区切らず，被験者が発言するこ

とがなくなったと感じた時点で録音を終了しまし

た．

さらに，触覚の感度を変化させるため，まず

｢作業用手袋をつけて対象物に触れる」ことを試

み，続いて手袋での触覚と通常の触覚を比較でき

るように「素手で対象物に触れる」ことを試みま

した用いた作業用手袋は滑り止めがなく綿

１００％で編み上げた製品を用いました．

用いた物体３種類につき２名の学生（Ｇ君，Ｈ

君）の記述を以下に示します．

１）イヤーマフラー（防寒耳当て）に触れる

この触知実験では冬の生活用品としてイヤーマ

フラーを選びました．イヤーマフラーは非常に柔

らかい素材でできており，また２つの部分を自由

に動かせるため，特に触覚の感度が低下している

と「対象を可視化・言語化するのが容易ではな
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＜素手で触れる＞フェイクファーの耳あてで

す．素手で触ると，毛がふさふさしているのが分

かります．紐は扁平な紐ですね．パンツのゴムの

小さいやつみたいです．ヒョウがらのような気が

します．

手袋をして触覚の感度を落とした状態のため

か，Ｇ君は「ドーナツ型の物が２個」と形状から

可視化・言語化を始めましたが，続く発言で「２

本のゴム」と材質に言及しました．またＨ君は

｢柔らかい輪が二つ」と，手袋を介した触感と形

状から可視化・言語化を始めました手袋をして

いても可視化・言語化が進むことから，手の触知

には，表面の触覚だけでなく，対象物を保持した

時の手指の相対的な位置や対象物の重さや抵抗な

ど，多様な要因が関与して総合的に判断がなされ

ていると推測されます．また２人はともに，対象

物を耳に当てることで，耳や顔の皮膚を介しての

触知を行いました．手指だけでなく，体中の皮膚

の触知から可視化・言語化が可能な事実が示唆さ

れました．

２）視覚障害者用の算盤（ソロバン）に触れる

通常の生活用具はほぼ瞬時に対象を可視化・言

語化できることが分かってきたため，ここでは視

覚障害者用の算盤を用いました．視覚障害者用の

算盤は，眼ではなく手で触って玉の位置を確認す

るため，簡単に玉が動かない仕組みになっていま

す．通常の晴眼者用の算盤とやや異なる視覚障害

者用の特徴を被験者が可視化できるかが，課題で

した．

Ｇ君：

＜手袋をつけて触れる＞触った瞬間に分かり

ました．そろばんです．材質は木ではありませ

ん．金属のような気がします．軍手をした状態で

はよく分かりません（普通のそろばんとは違う）．

そろばんの玉が普通は平くったいＵＦＯみたいな

形をしていますが，これは九つこいです．言い方

を変えます．普通のそろばんの玉はお猪口を２個

合わせたような形をしていますが，これは丸い気

がします．そろばんにとても似ていますが，ちょ

っと違います．玉の動き方が普通のそろばんとは

ちょっと違います．普通のそろばんは上の段に１

い」と予想されました．

Ｇ君：

＜手袋をつけて触れる＞ドーナツ型の物が２

個，２本のゴムで繋がっています．大きさもドー

ナツと同じぐらい．そのドーナツは布の中に綿の

ような物を詰めて出来ている．ゴムの長さは約

１５センチ．形や大きさは非常に表現しやすいで

す．ドーナツ２個が２本のゴムで繋がっていると

言えば分かり易いと思います．耳に当ててみると

凄くフカフカしていました（意外にもフカフカし

ていて，かなり衝撃を受けた)．耳に当てると凄

く気持ちいいです．イヤーマッフルと言う奴でし

ょうか．でも違うと思います（耳にはめようとし

てもうまくいかなかったから)．手袋をはめた手

では分かりませんでしたが，耳で毛皮みたいなフ

カフカした感触が分かりました．

＜素手で触れる＞素手だとフカフカした毛皮

の感触がよく分かります．本当に手触りが良くて

気持ちいいです．耳ではなく手首に巻くのでしょ

うか．手錠みたいにして使うのでしょうか．視覚

障害者と手引者が片方ずつ手首にはめて二人に距

離が離れすぎないようにするための道具でしょう

か（すぐゴムが切れそうだから違うかな？)．お

しゃれのためのリストバンドにしてはゴムがダサ

イ．手錠のようにして使う物．色はお嬢様に似合

う日

Ｈ君：

＜手袋をつけて触れる＞柔らかい輪が二つあ

ります．二つは紐でつながれています．さわった

とき，くにゃくにゃしててちょっと気持ち悪いで

す．輪の中心をはさんで両側からゴムが出ていま

す．輪の部分にはちょうど手首が通ります．間を

つなぐゴム紐は，女の子が髪をたばねるゴム紐み

たいです．輪は不気味な布地でできています．表

面を爪で引っかくと毛の向きが変わってあとがつ

くような，ロングスカートなどによくある素材だ

と思います．名前は忘れました．（耳に付けてみ

る）あ，わかった．耳にあてるものです．耳あて

です．耳にあてたとき，さわったときと違って毛

がいっぱい生えているのが分かりました．フェイ

クファーですね．
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個，下に５個あったんでしょうか．よく覚えてい

ません．これには縦の列に５個，横の列に23個あ

ります．左右両端の玉はちょっと違う気がしま

す．この玉は手で触れられる部分は球で，そこか

ら下に向かって棒がのびています．多分，鉄アレ

ーみたいな形をしているのではないでしょうか．

普通のそろばんとは明らかに違いますから，視覚

障害者用のそろばんでしょうか（何故，玉の形や

動き方が普通と違うのか気になっている)．

＜素手で触れる＞金属製ではなくプラスチッ

ク製のようです．少なくとも玉の部分はプラスチ

ック製でしょう．外側のフレームの部分は金属か

もしれません．しかし，金属にしては触ったとき

に感じる冷たさが足りません．外側のフレームの

部分もプラスチック製でしょうか．両側のフレー

ムには１ミリ以内のでこぼこがあります（くぎが

うってある？)．この物体の大きさは縦５センチ，

横20～３０センチ，高さ１センチぐらいでしょう

か．玉の動き方が特徴的で，玉の下にはさっきは

棒かと思っていましたが，玉を支える平くったい

板がついています、この玉はてこの原理みたいな

感じで動きます．この玉の動き方は変わっていま

すが，口で説明するのは難しいです．普通のとは

ちょっと違うそろばんみたいな道具だと思いま

す．

Ｈ君

く手袋をつけて触れる＞ソロバンだと思う．

長さがヒジから先くらいです．玉がいっぱい付い

ています．玉が縦に……五つ並んでいます．上か

ら四分の一くらいに仕切りがあり，仕切りの上に

玉が－つ，仕切りの下に玉が四つあります．構造

からしてソロバンに間違いないです．ただ，ふつ

うのソロバンと違って，棒の先に玉が付いたもの

が上下に動くようになっており，根元は固定され

ています．玉が固定されるので，目が見えない人

でも使いやすいのでは？それ以外は，小学校の

算数で使ったソロバンとそっくりです．裏をさわ

ると，玉付き棒が固定してあるところがありま

す．両サイドにざらざらした部分があります．視

覚障害者用のソロバンと見ました．

＜素手で触れる＞玉付き棒と言いましたが，

玉の近くがくびれている他は平くったいです．材

質はプラスチックですね．さっきからそう思って

いたけど，ソロバンにこだわりすぎるあまり言う

のを忘れていました．両サイドのざらざらはよく

分かりません．

２人とも，手袋をしているにもかかわらず，触

れた瞬間に「算盤」と判断しましたさらに普通

の算盤とやや異なる点に着目して触知をすすめ，

｢玉の動き方が異なる」ことに気づき，「視覚障害

者用の算盤」との判断に至りました．手袋をした

触知でもほとんどの必要な情報が得られたよう

で，そのあと素手で触れた際は，「材質がプラス

チック」という気づきを別にすれば，特段の気づ

きはなかったようです．

３）身体計測器の一種「皮脂厚計（キャリパ

ー)」に触れる

保健や医療の現場では，多くの専門的な道具が

使われています．それらの特殊な道具に手で触れ

ることで，存在を容易に可視化・言語化できるで

しょうか．医学生にとって最も象徴的な道具であ

る聴診器は，予備的な触知実験から触れた直後に

認識できることが示されました．ここでは，聴診

器ほどの一般性を持たない専門的な道具として皮

脂厚計を取り上げました．皮脂厚計は皮膚の厚さ

を測定するもので「腕を曲げた形状のコンパス」

とも言われます．ノギスと似た機能を持つ計測器

です．皮膚の厚さが皮下脂肪の厚さに対応するた

め，得られた計測値から栄養状態や肥満状態の判

定がなされます．

Ｇ君：

＜手袋をつけて触れる＞重い何かの道具で

す．金属製です．ちょうど手に持ちやすいように

デザインされたハンドル（グリップ）みたいな物

があります．そのハンドル（グリップ）を押すと

カチッと音がして何かを挟めるようになっていま

す．その挟む部分というのは２本の棒で成り立っ

ていて，その２本の棒が普通はくっつき合ってい

るのですが，このハンドル（グリップ）で引き金

を引くような感じで押さえるとその先端が開きま

す．２本の棒は微妙に曲がっています．ちょうど

2本の棒は鍵穴のような形をしていて，う－ん，
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茄子の形とも言えるでしょうか．その茄子の形を

2本の棒が構成していて，グリップを押さえると

先端が開きます．何かを挟めるみたいです（何か

を挟んで持ち運ぶもの？それにしては挟んだも

のがすぐにずり落ちそうである)．グリップの付

け根の部分にはぐるぐる回るダイヤルみたいな物

があって，そのてつぺんには約２センチの突起が

出ています（何かひもで引っかけるもの？)．ほ

とんどの部分が金属製ですがダイヤルの部分はプ

ラスチック製のようです．何に使うのかさっぱり

分かりません．私が日常生活で使う物ではないよ

うです（オレンジ色のイメージ)．拳銃みたいな

形と言えば分かり易いでしょうか．グリップの部

分を拳銃と同じように引けば，（言い換えると）

引き金を引くような動作をすれば，銃身の先端の

部分が上下に開きます．それで何かを挟めるよう

です．拳銃で言うと，ちょうど弾を込める部分の

所にダイヤルがついていて，突起がついていま

す．大きさもちょうど拳銃ぐらいです．さっきの

突起の前方にはもう１個ネジみたいな突起があり

ます．

＜素手で触れる＞金属の冷たい感じが凄くし

ます．ダイヤルの部分はやはりプラスチック．金

属が触っているうちに暖まってきました．ダイヤ

ルを回したからと言って機能に差はないようで

す．例えば，銃身の部分の開く角度が変わるとか

そういうことはないようです．ダイヤルの部分を

回しても何の変化もありません（結構作りがシン

プルだと感じた)．素手と軍手の違いは，素手だ

と金属の冷たさを感じることが出来ることぐらい

です．この道具には，はかりのようなイメージが

あります．何かひもみたいな物を挟む部分に引っ

かけて使うのかもしれません．用途はさっぱり分

かりません．目で見ても何に使う道具なのか分か

らないのではないかと思います．

Ｈ君：

＜手袋をつけて触れる＞かなり重いです．

お，動いた．挟まれてしまった．何コし？中心

から三本足が出ているような構造になっていま

す．動くなあ．材質は，重さから考えて金属でし

ょう．三本の足のうちの一本は，丸っこいものが

ついています．コンパスのような形ですね．上の

部分，コンパスで言うと蓋の部分が回るようにな

っています．いくらでも回るみたいです．コンパ

スから直径五ミリほどの円柱が－本飛び出してい

ます．コンパスを体の方に向けて，左側を掴む

と，右側が開きます．おそらく，左側を持って使

うものでしょう．右側は，毛抜きのような形にな

っています．掴む力はさほど強くないです．指を

挟んでも，ちょっと掴まれている感じがする程度

です．二本の足の中で，巨大な毛抜きの部分が一

番大きいです．金属だとは思うけど，表面はむき

出しではなく，塗装しているかゴムでコーティン

グしてあると思います．コンパスのツマミと上面

はプラスチックで，上面は透明だと思う．レバー

の部分を持って使うのだと思う．先ほど，直径五

ミリの円柱が一本，と言ったけど，もっと短いも

のがもう－本生えているのが分かりました．使い

方がちっとも分かりません．構造から考えれば，

何かを摘むもの，と考えられるけど，コレを使う

よりも手を使った方が簡単だと思う．別にパワー

があるわけでもなし，細かい作業が出来るわけで

もないし．最初袋から出したときは，モデルガン

かと思いました．

＜素手で触れる＞表面は塗装してあるようで

す．とても冷たくて，金属だということが良く分

かります．レバーがついている側の表面に，ネジ

穴が二つあります．マイナスドライバーの穴です

ね．むう，つめたい．ナニモノなのかは，さっぱ

り分かりません．

ここで用いた皮脂厚計はがっしりとした造りで

それなりの重量を持っています．Ｇ君もＨ君も触

れた瞬間にこの物品のずっしりした手ごたえを感

じたためか，すぐに物品を持ち上げ，それぞれに

重さを指摘しました．そのあと２人はハンドルま

たは足のような部分を持ち，それを動かし操作す

ることを試みました．「Ｇ君：カチッと音がして

何かを挟める｣，「Ｈ君：お，動いた．挟まれてし

まった」のように，触知を始めてすぐ，皮脂厚計

の特徴である「つまみ上げてできる皮膚のシワを

挟んで計測する」を的確に言い表しました皮脂

厚計が２人に「(何らかの対象物を）挟むことが
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できる」という情報をアフォードしたとも言えま

す．しかし皮脂厚計は彼らが経験したことのない

保健医療器具であったため，結局は２人ともこの

道具の意味を可視化・言語化するには至りません

でした．

で４．体性感覚の働きを知るアクション

ｌＪｉ■■Ｊｊｌリサーチとしての体感実験

【１】なぜ体性感覚か

前項の触知実験でさまざまな物体に触れること

を繰り返し，手を中心とする触知からの対象物の

可視化・言語化の過程を観察した結果，多くの道

具について，触知から瞬時の認識が得られること

が分かりましたしかし触知で知ると言っても，

手の触覚だけが機能しているわけではありませ

ん．特にイヤーマフラーに触れた際は，手に加え

て顔や耳の部分の皮膚の触覚が大きな働きをしま

した．では，感じる皮膚の部分をさらに拡大し，

全身としたらどうでしょうか．ここでは全身での

体感から何が分かるのかを事例的に検証します．

【２】場所を体感する実験の設定

前項と同様の長崎大学の学生リサーチゼミの一

環として1996年１月１８日に，場所の体感実験を

行いました．参加した学生は３名．

手順：「アイマスクで目を覆った上で，車に乗

せられて長崎市内の特定の場所に移動｣→｢到着し

たらアイマスクをしたまま介助者の誘導で車を降

り，その場所の適当な位置まで移動｣→｢立ったま

ま，感じることを発言し録音｣→｢発言することが

なくなったら録音を終了｣→｢アイマスクを外し場

所を目で確認する」

場所２種類につき２名の学生（Ｇ君，Ｈ君）の

記述を以下に示します．

１）「長崎市，浦上車庫前の電停」を体感する

長崎らしい場所として市内を走る市電の車庫に

近い電停を選びました．体』性感覚に加えて聴覚が

周囲の状況を理解するために重要であると推測さ

れます．

Ｇ君：車の通行量がすごく多い．私の２メート

ル以内で車の音がする．目の前にワイヤーがあり

ます．川かなんかに入れないようにするためのも

のでしょうか．電車の止まる音がします．私の後

ろは多分信号でしょう．信号か，電停だと思いま

す．人が歩いている音もします．交通量，人の量

が多いです．電車がポイントを通りすぎる音がし

ます．電車がすごく近くにいる気がします．今自

転車が通りすぎました（実際はバイク)．電車が

滅茶苦茶近くを通っています．電車が，人が歩く

ところの近くを通っていて，ワイヤーかなんかが

あって，こつから先へは行くなと言っているよう

な感じです．人も車も多いところです．浦上車

庫，大橋のあたりでしょうか．よくわかりませ

ん．電車や車をとても近くに感じて恐かったで

す．

Ｈ君：寒いです．レールの上を通る乗り物が，

ガタゴトと通っていきました．後ろで車の音がし

ます．あ，また電車の音だ．これは，市内電車か

な．買い物袋を持った人が，後ろを通っていきま

した．後方では，たくさんの車が通っています．

後ろの道路は二車線ありそうです．上の方から風

が吹きつけてます．風は普通水平方向に吹〈もの

なのに，ここでは垂直に吹いています．バスが通

ってきました．ここは電停でしょうか．あ，また

電車だ．近くで音だけ聞くと恐いです．右手の方

向に，建物か階段があると思います．

今回の体感実験では手の感覚はほとんど働いて

いません．Ｇ君が偶然に手で触れた「目の前のワ

イヤー」だけが記録に出てきます．２人とも，

車，電車，人，自転車（バイク）などの存在を音

から聞き分けていますが，距離感が不確かである

ことがうかがえます．音が近くに聞こえ，恐怖心

を抱いています．Ｈ君の場合は上方からの風に注

意を向けています．

２）「長崎市，社会保健センター裏の空き地」を

体感する

空間はどのように感じられるのでしょうか．あ

る空き地に移動し，空き地の中央での体感を試み

ました．

Ｇ君：まず歩いた感じが草の上です．車を降り

た瞬間に草のにおいがしましたちょっとした高

台になっているように感じます．車の音が下のほ

うから聞こえるような気がします．景色が良きそ

うな気がします．頭が熱くなるので，太陽がある
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した．どのようなことが可視化・言語化されたか

を事例的に示しましたが，このような多様な認識

は整理が可能でしょうか．参加的な実験の結果

は，参加者の発言を中心に記録しましたが，触れ

ることで得られる理解度は主観的なグラフとして

も描けます．

この学生実習では，感じ考えた内容をワークシ

ートに文字で記入するとともに，横軸を経過時間

(30秒目，６０秒目など)，縦軸を１０ｃｍのＶＡＳ

(VisualAnalogScale）として主観的なグラフに

描いてもらいました．描かれたグラフを分類した

結果，手で触れた時の分かり方は以下の３型にま

とめられました7)．

１）急上昇安定型

多くの日用品に触れた場合の理解度の変化がこ

の型に相当します．これらの物品では，被験者は

触れたあと，ほとんど瞬間的に対象物が何である

かを理解しました．いったん何かが理解できたあ

と，さらに丁寧に触れても，主観的な理解度はそ

れ以上変化しませんでした．形や材質が特徴的

で，なおかつ何度も触ったことがある馴染み深い

物体は，少し触っただけで，過去にその物体に触

れた時の記憶が即座に思い起こされ，あっという

間に，かなり自分で納得できるくらいにその物体

を明瞭に把握することができるようです．全体を

触らなくても，一部を触っただけで，その物体全

体のイメージが湧くと考えられます．

２）漸次上昇型

新規の物品や経験したことが少ない物品に触れ

た場合の理解度の変化を示します．この型の場合

は時間経過とともに対象をより明瞭に理解するよ

うになり，グラフは右上がりになりました理解

度の上昇過程をさらに観察すると，「時間の経過

に比例して理解が連続的に増す場合」と「特徴的

な構造物に気づくごとに理解度が階段状に増加す

る場合」とが認められました．前述の触知実験の

小物品のうちポケットベルや皮脂厚計がこれに該

当します．

３）上昇後・下降型

視覚障害者用算盤など特殊な物品に触れた場合

の理解度の変化を示します．算盤はかなり特徴的

方向がわかります．遠くの音も聞こえるので，広

々とした感じがします．周りには建物はない気が

します．草のせいかもしれませんが，町の中のき

れいな草原という感じがします．周りの車の音は

かなり遠い気がします．数十メートルは離れてい

ると思います．ちょっとした高台の上の草シ原で

しょうか．

Ｈ君：地面が士で，草が生えている．前方から

は工事現場の音がする．高いところから音がする

ので，建物を建設しているのではないか．前方

は，家が階段状に立っている．ビルなどを建築し

ている様子はなく，高いところの家の建築が行わ

れていたと思う．さっき，後ろの方でＪＲの汽笛

が聞こえた．車の音はしない．全体的に静かであ

る．雨が降った後で，地盤が悪かった．地面がで

こぼこしている．手前をバイクが横切った．「手

前」といっても目前を通っているわけではない

バイクが通ったのは３０メートル以上先．雨が降

ってきて，寒いどこにいるのか分からない．

体感した空間がある空き地の中央であるため，

手の触覚は役立っていません．また車道から離れ

ているため，車や電車の音に感じられる大きさや

近さといった要因も存在しません．静かな場所な

だけに，遠くの音が聞こえ，それへの判断がなさ

れています．聴覚に加えてＧ君の場合は嗅覚が働

き，草の匂いを感じています．同じ空き地の同様

の場所にいるはずですが，Ｇ君とＨ君が印象を語

った時間がずれているため，２人が体感した内容

には差がみられます．長崎は坂が多い町ですが，

この場所は全くの平地で，この空き地は四方５０

メートルくらいの大きさでした．しかしＧ君は発

言時に太陽が出ていたこともあって，「高台の上

の草シ原」との判断がなされました．一方，Ｈ君

の発言時には雨が降ってきたため，寒さへの印象

が強く，「どこにいるのか分からない」という結

果になりました．

５６参加的な触知実験と体感実験から

■分かったこと

【１】手で触れて分かる過程

本稿では，１９９６年に行った参加的な触知実験

を基に，手の触知能力を検証する試みを紹介しま
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な形をしています．その特徴的な形からか，これ

に触れた学生はいずれも「触った瞬間に『ああ，

算盤だ｣と思った」と述べました．しかし，触れ

れば触れるほど，通常の算盤との違いに気づき，

時間とともに当初の確信が薄れていきました．

【２】触知から可視化・言語化できる対象物の特

性

「目で見て理解し全体像を構成できる世界ほど

の明瞭さや豊かさは期待できないとしても，触覚

で感じ構成できる世界があるなら，それはどのよ

うなものか」と考えて始めた触知・体感実験でし

たが，結果として以下のような多様な情報を知覚

できることが分かりました．

触知から物体について得られた情報：①形，②

表面の性状旧／凸，平滑／非平滑，硬／軟，乾

／湿など)，③材質（木，金属，プラスチック，

皮，ゴムなど．特に布の場合はコーデュロイ，ビ

ロード，綿など)，④重さ，⑤大きさ，⑥厚さ／

薄さ，⑦温度，③成り立ち（自然物／人工物，新

品／中古など)，⑨機能，⑩用途（男性用／女性

用，子ども用／成人用，右用／左用，おしゃれ／

ダサイなど)，⑪色彩．

体感から得られた情報：①音の量，②音の質，

③音の種類，④音源の種類，⑤音源の移動，⑥音

源の距離，⑦温熱，⑧風の方向，⑨路面の状況，

⑩空間の拡がり，（⑪匂い)．

触知実験と体感実験から得られた情報の多様さ

からすると，「触知で分かる世界」と「体感で分

かる世界」は，「視覚で分かる世界」とは次元の

異なる豊かさを持っていると言えます．これらの

情報のほとんどは，自分で目を閉じて何らかの物

体に触れてみること，あるいは目を閉じて何れか

の場所にしばらく立ち止まってみることで，いつ

でもどこでも，ある程度は追試が可能です．触知

から得られた情報の最後に記した⑪物体の色彩に

ついては，過去の記憶の存在が特に大きいと考え

られるため，カッコをつけて記しました．しかし

最近の研究から，脳で学習や記憶を担っているの

と同じ神経伝達物質の受容体が，表皮にもあるこ

とが分かってきました8)．皮膚で色彩が認識され

ている可能性も否定できません8)．今後のざらな

る研究が待たれます．

【３】体感することの意味

手の触覚は手が届く範囲では，かなりの情報を

与えてくれます．特に手で包み込めるような大き

さの物体，道具の場合，触覚は信頼でき，また私

たちは日常的に手の触覚を用いています．一方，

手以外の身体の皮膚は，顔の皮膚のような場合を

別にすると，あまり意識されません．しかし手以

外の身体の部分も，触れた対象の可視化・言語化

に役立っていることは間違いありません．例えば

1996年９月の視覚障害体験実習で，アイマスクを

つけたまま公会堂の中に入り，入口のソファーに

腰を下ろしたＬさんは，「あっ私はこのソファー

に数カ月前に座ったことがある」と発言しまし

たＬさんの身体がそのソファーの感触を記憶し

ていたようです．このように体性感覚・触覚は，

身体に触れるものに反応して可視化・言語化の過

程を発動すると考えられます．

一方，身体から離れた対象は触覚で直接的に捉

えることができません．しかし身体から離れた対

象から何の情報も得られないわけではなく，離れ

ていても何らかの可視化・言語化がなされる場合

があります．例えば前述のＧ君は，自分がしばら

く立っていた空き地から「きれいな草原」との感

じを得て「高台の上の草シ原」と推定しました．

この場所は実|祭には「ただの空き地」で，Ｇ君の

印象は間違いでしたしかし体性感覚から得られ

る「離れた場所への洞察」が常に不確かなわけで

はありません．同じ1996年の実習で長崎市内を

アイマスクをかけて歩いていたＭさんは，ある

場所で突然立ち止まり，「前方に大きな建物があ

るように感じる」と発言しました．この時Ｍさ

んの前方には，他の方向には見えないような大き

なビルが実際に建っていました．このような知覚

がどのようになされるかについては，今後の検討

が必要だと考えられます．

【４】時代変化について

手の触覚で鋭敏に理解できる私たちの身の回り

の世界は，多くの道具や人工物や自然物から成り

立っています．２０１１年末現在，本稿に紹介した

1996年の参加的触知実験を振り返り，さらに
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的でした．目が見えない状態で，手や身体を使っ

て感じる行為が，積極的に感じ考え推論する行為

と不可分に結びついていることがうかがえまし

た．人類が進化の過程で，直立した生活様式を採

用し，足と独立して手を使い始め，道具の使用に

至り，そのことがさらに進化を加速させたのは周

知の事実です4)．視覚中心の生活に満足せず，聴

覚を，さらに触覚を含む体性感覚を使う生活をす

ることで，私たちは人間的により豊かに生きるこ

とができると考えられます．

あなたも，まずちょっと目を閉じて，机上にあ

る道具や物品に触れてみませんか．そこから，あ

なたの新たな生き方が始まるかもしれません．

1920年代に触覚の鋭敏な認識力を研究していた

Ｋａｔｚの状況を振り返って改めて言えるのは，私

たちを囲む物の世界が年とともに急速に変化して

いるということです．

Ｋａｔｚはその著書“TheWorldofTouch''2)の冒

頭導入部分で，手の触覚の働きを示すために，

｢目を閉じて机の上に置いてある便菱，吸取り紙，

メモパッド，布カバーの４つに次々に触れる様

子」を述べています．当時は合成繊維やプラスチ

ックは存在せず，多様な触覚的手がかりを提供す

る自然の素材が使われていました．Ｋａｔｚの時代

にはどこの書斎の机上でも必需品であったであろ

うこれら４点は，現在では机上から消えつつあり

ます．その一方で，Katzの時代には存在しなか

ったプラスチックなどの合成素材は，1996年の

触知実験で用いた，運動靴，衣類，植物の鉢など

至るところに使われていました．そうした合成素

材からなる最先端情報端末として，1996年の触

知実験ではポケットベルを採用しましたが，２０１１

年現在，ポケットベルは既に姿を消し，携帯電

話，中でもスマートフオンが全盛になっていま

す．小さなボタン型スイッチを別にするとほぼタ

ッチスクリーンのみで構成されたスマートフオン

は，手が本来持つ触覚から構成された多様な可視

化機能をほとんど必要とせず，指先でタッチする

機能だけが求められています．触覚的にはほとん

ど手がかりがない生活用品と言えます．

触覚的な手がかりが少ない合成物に囲まれた生

活が，今後さらに普遍化しようとしていますが，

触覚が持つ可視化・認識の能力まで，私たちは忘

れ去ろうとしているのでしょうか．

【５】触れることと好奇心

本稿で紹介した触知・体感実験を通して言える

ことは，目で見る場合には一瞥して分かった気に

なる身の回りの物品や周囲の環境について，学生

たちが実に多くの時間を使い，触覚や体性感覚で

対象を捉えて可視化・言語化を試みたことでし

た．また，そのように対象に接して具体的に考え

る行為を実に楽しそうに行っていたことが，印象

ん

ノ
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理学療法(士)からみた「触れること」の意味

田村大眞*＊
DLJishj灯晒ＭＵＲＡ,ＲＰＴ「

「

私たち理学療法士には，物理療法や運動療法を

駆使して「直接的に」対象者に働きかけ，基本的

動作能力の回復を図るという使命があります．そ

れゆえに，臨床場面ではホットパックや電器端末

を対象者に当てがう，また膝関節を動かす時，座

位訓練や歩行練習を介助するなど直接的に対象者

の身体に「触れる」場面が多くあります．このよ

うに対象者に「触れる」ことを日常的な生業にし

ている私たち理学療法士ですが，これまで，意識

して対象者に「触れる」こと，また「触れられ

る」ことに関して深く考えたことはあったでしょ

うか？

筆者は現在，教育現場に身を置いていますが，

実技練習や学生指導に携わる中で，「最近の学生

は触診が苦手だね」とか「実技自体は積極的だけ

ど，本当に身についているだろうか」などの声を

同僚の先生方から多く聞きます．実際，実技演習

の場面で，モデルとなっている同級生の腕を上か

らぐっと握り，肘に角度計を当てがい関節の動き

を測定する際の学生の行動を観察していると，

｢触れる」ことを怖れている？よ〕うに，また，ど

う「触れていいのか」わからなし、？ように映る学

生がいます．また歩行介助の演習の際にも，「介

助する側の学生自身が，介助される側の対象者の

動きや体重移動の変化を敏感に感じているのだろ

うか?」と疑問が湧いてくる場面が多くありま

す．実際の臨床場面でもこうした光景がみられる

ことは少なくなく，いわば日常茶飯事となってい

るのかもしれません．

そこで今回は，この「触れる．触れられる」と

いう行為について，その意味を考えながら実践的

な場面にどのように役立てていくかという視点か

ら解説していきたいと思います．

１．「触れる」ということ

ご存じのように能動的に手で外界を探索する時

には，皮膚の触覚だけでなく，温度覚や痛覚を用

いることにより，深部にある筋，腱などの受容器

が興奮します．そして，こうした感覚情報は脳で

分析．統合きれます.つまり，自分自身の身体が

刺激されているという感覚ではなく，触っている

対象を知覚するという体験が生じます．

岩村')はこのように手で自由に触ることによっ

て生じる知覚のことをアクティヴタッチactive

touchまたはハプテイクスhaptics注)と呼んでいま
す．加えてアクティヴタッチは，触る行為，随意

的に自ら作り出す接触運動によって生じる感覚で

あり，「触られる感覚（受動的感覚)」は，外界の

何者かによって刺激が与えられて生じる感覚であ

ると述べています．この「外界の何者か」に関し

てGibson2)は，アフオーダンスという造語を用い

て説明を試みています．例えば，大きな木の切り

株を見て，切り株の上に「座ることができる（で

きない)｣，切り株を「机として何かものをその上

に置くことができそうだ（できそうにない)」と

判断する際に，判断材料となる`情報は知覚する側

の主観の中にあるのではなく，環境の中に情報が

、

注）ハプテイクスhaptics：ギリシャ語で触る，掴むとい

う意味3)．

蕊了騨$蕊鱒露騨溌１２鍾鱒H農i難蕊鴬j:蕊騨鷲蕊蕊塗篭溌溌蕊溌鱒欝鳶騨;N藻:露露鶴蕊蕊蕊慈蕊粛蕊騨蕊織蕊

＊*麻生リハビリテーーション専門学校

エマーチ年I-T--､
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実在します（Gibsonはこれをecologicalrealism

と称しています)．つまりアフォーダンスとは，

｢切り株に情報が内在していて，それを知覚する

側に提供（アフオード）することで，ある物体を

認識するという認知過程のことだ」と言っていま

す．このように「触れる．触れられる」という触

覚を通して伝わる体性感覚は，複合的かつ相補的

で定量化しにくいという側面も持っています．

２．「触れる」ことのアクションリサーチ

それでは，「触れること」・「感じること」に意

識を向けるにはどうすればいいでしょうか．メラ

ビアンの法則によれば，私たちの日常のコミュニ

ケーションは視覚的情報にその半分以上を依存し

ていると言われています．それによって外界の情

報をより多く探索し，頭の中で多くの情報を短時

間で効率良く処理できるという特徴がある反面，

視覚的に認識される情報が必ずしも頭の中で正し

く認識されるとは限りません．例えば前述のアフ

ォーダンスの概念では，木の切り株は視覚的に

｢座ることができる」という`情報を私たちに“ア

フォード，，するかもしれませんが，直接「触れ

た」時に，もし切り株の表面が粗くゴツゴツして

いたならば，「座ることができる」という情報を

"アフォード，,するとは限りません．

では，視覚情報を失った時，私たちにいったい

何が起こるのでしょうか．本連載の著者である福

岡大学の守山らいは，長年，視覚障害体験を通じ

てさまざまな試みをしてきました．また安斎5）

は，画家たちにアイマスクをつけてもらい視覚情

報を取り除いた状態から，触覚をたよりに絵を描

く「触覚的自我ワークショップ」という非常に興

味深い試みから，以下のように述べています．

｢触覚的な世界の中では，視覚的に自明だと思わ

れていたいくつものことが自明でないものとして

立ちはだかる．例えば先入観である輪郭を極力忘

れて鼻・耳・後頭部……と自分の身体を自分の身

体との接触を通してたどっていくと，そこに現れ

る人体はまったく『ひとがた』ではなく，どこに

どう写像していいかわからないあるひとかたまり

の自分があらわれる」と．

理学療法の分野でもご存じのようにイタリアの

神経精神科医であるCalroPerfettiが創始した認

知運動療法6)があります．例えば麻揮が強い対象

者（患者様）の場合，「セラピストは，閉眼した

状態の対象者が，いろいろな形状の模型を指先で

触れていけるように，対象者の上肢に触れて介助

するとともに，セラピストは対象者に『今どのよ

うに感じましたか？今どの線をなぞりました

か?』と尋ねる」など，「対象者自身が認知行為

を言語化したり，自分の行為の内部観察を行うト

レーニング」が一番最初にきます7)．また，最近

の情報技術（いわゆるＩＴ）の発展によってIＴ技

術を用いた視覚的フィードバックと触覚的フィー

ドバックの融合を脳卒中後のリハビリテーション

に応用した研究8)もみられるようになってきまし

たこれからは，こうした多種多様な感覚を融合

してリハビリテーションの分野に応用しながら対

象者への最高の医療を提供するという方向へのパ

ラダイムシフトが図られるのかもしれません．

３．「触れる」ことで深まる対象者理解とは？

私たち理学療法士だけでなく，広く多くの人々

にとって「触れる.触れられる」ことにはどのよ

うな意味があるのでしょうか？私たちは生まれ

た時から，両親やまわりの人々に「触れたり，触

れられたり」という触覚体験を通して，まわりに

あるおもちゃや道具，電気機器などを意識的にも

無意識的にも認識してきました．また，時に欧米

に比べると少ないとも言われるスキンシップを通

じて人の温かさ（ぬくもり）を感じ，そこから

｢相手に寄り添う」，「手をとり，ともに歩む」と

いった感情が生まれ，コミュニティーが形成され

てきました．ところが，少子高齢化，核家族化

技術の進歩といった社会環境の変化に伴い，こう

して日常的に行われてきたスキンシップなどの触

覚体験が現代では少なくなってきているかもしれ

ません．しかしながら，だからといって，理学療

法の場面で教科書的な知識とマニュアル化された

技術にとらわれすぎるあまり，対象者に「触れる

．触れられる」といった体験を，あたかも軽視す

るように振る舞うことは，あってはならないので

はないでしょうか．例えば「患者様に触れる際に

は爪を切る，身だしなみを整える」などの気遣い

9０ 理学療法２９巻１号２０１２年１月



を，ただ教科書やマニュアル本に則って注意し指

導するだけでなく，「実際に爪の伸びた手で自分

の身体を触ってみる，そうして感じたことを話し

合う」という触覚体験・実験も大切です．日々の

ささやかな触知体験を大切にし，それを積み重ね

ることで，対象者の関節を動かしたり歩行を介助

したりする時にセラピスト自身が感じる多くの感

覚にもっと意識を向けることで，対象者への理解

もより深まるのではないでしょうか．
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