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視覚障害体験を通した障害

意識化＜前編加失明から
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そこで，前回述べた触覚に集中するための条件設

定としてのアイマスク装着に，今回の焦点を合わ

せ，アイマスク装着による視覚障害体験を通し

て，障害・生活・回復を可視化・意識化します．

【１】なぜ視覚障害体験か

健康で生活していることが当たり前と思ってい

る人が，障害や病気を持つ人の立場を学ぶにはど

うしたらよいでしょうか．１９９１年に米国イリノ

イ大学で模擬患者の試みに出会って以来，守山は

疑似的な疾病体験に関心を持ち始め，１９９４年に

長崎大学病院理学療法部で行われてきた高齢者体

験に出会いました．ホームセンターから購入した

プラスチック製の雨どいを曲げ体に装着して関節

の動きを制限する，水中眼鏡のプラスチックレン

ズをサンドペーパーでこすって見えにくくし，そ

れを装着するという手作りの高齢者疑似体験は興

１．はじめに

前回は，感覚の中でも私たちの手や体の表面に

ある触覚，さらに皮膚よりも体の内部に埋め込ま

れている体'性感覚を取り上げ，それらの感覚を可

視化・意識化する方法としてアイマスク装着を用

いました')．著者の一人，守山が触覚や体性感覚

に関心を持ち，さらに手や体全体で環境を感じる

アクションリサーチを始めるに至った原点は，自

身のアイマスク装着による視覚障害体験2)です．
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*2国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局
・神戸視力障害センター
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味深いものでした．しかし体の機能は一部分が障

害されても，その影響は体全体や生活にまで及び

ます．複数の機能制限を“高齢者体験，，として組

み合わせる前に，より深く個々の障害の意味を学

ぶ必要はないでしょうか．そのように考える中，

同年１１月から，白杖歩行訓練士である永井和子

氏の協力を得て視覚障害の世界に近づく試みを始

め，1995年には長崎大学医学部の学生実習に視

覚障害体験を取り入れました2)．

1997年に福岡へと仕事の場を移した守山は，

山田（当時，福岡視力障害センター）や永幡（当

時，九州芸術工科大学）と協力して視覚障害体験

をさらに継続し発展させました．福岡大学で学生

を対象に視覚障害体験を行う場合は牛島が，福岡

のＮＰＯ法人で一般市民を対象に行う場合は岩井

が，体験プログラムの細部を検証・開発しなが

ら，現在に至っています．

【２】視覚障害体験からの多様なアクションリサ

ーチの可能性

アイマスクをつけて視覚が奪われるという体験

は，目を使って生活することの多い私たちには，

大変な体験です．しかし，何も見えず，ただ暗く

て怖い体験かというと，そうではありません．目

という主要な感覚器の働きを抑えることで，他の

感覚が働き始め，世界がそれまでとは異なって理

解され始めます．視覚障害下で何を感じるか，何

を考えるか，何を知るか，どう体を動かすか，ど

う移動するか，どうコミュニケーションを取るか

等々，すべて新たな経験・挑戦です．個々の経験

の意味を考える中から，以下に示すように探究す

べき多様な課題が現れてきました．

２．アイマスク装着による視覚障害体

験とは

【１】特徴

初歩的な視覚障害体験はアイマスクが１枚あれ

ば実行できます．疾病や障害を疑似体験する一見

簡単な方法がアイマスク体験です．しかし百円シ

ョップでアイマスクを購入し，それでしばらく目

を覆い，「暗かった，怖かった，大変だった」と

感じたあとアイマスクを外し，それで体験終了と

したのでは，視覚障害の持つ意味のごく一部にし

力｡触れることができません．ゆっくりと工夫しな

がら学ぶことで，初めて視覚障害者の立場に－歩

近づき，視覚障害の成り立ちや障害の発生から生

活の回復に至る「障害の自然史（障害の始まりか

ら回復までの経過)」にも関心を拡げることが可

能になります．

【２】アイマスク

ロが不自由な状態には，「光がまぶしく見難

い｣，「部屋の向こう端の人の顔が分からない｣，

｢テレビやコンピュータの画面が見難い｣，「目の

前に手指をかざしても分からない｣，「周囲の明る

さ，暗さが分からない」などさまざまなものがあ

ります３１．また視野についても，「視野の中心だ

けで見える｣，「視野の周辺だけで見える｣，「視野

の一部だけで見える」などさまざまな状態があり

ます3１．

明るさも分からない全盲の状態を体験するに

は，光を全く通さない素材で作ったアイマスクが

適切でしょう．一方，最初の恐怖感を減らし，明

るさが分かる程度の視覚障害状態を体験するに

は，光をある程度通す素材のアイマスクを使うこ

とがよいでしょう．花粉症や風邪のために口にか

ける使い捨てのマスクをアイマスクに転用するこ

とが可能です．さらに視野が一部しか機能しない

状態を体験するには，光を通す部分だけに穴をあ

けたり切り取ったりすることが容易にできる素材

でアイマスクを作れば可能です．機能する視野の

形に合わせて底に穴を開けた紙コップを２個つな

ぎ合わせ，縁の部分に輪ゴムをつけて，ゴーグル

のような形で目にかけるのは，その一例です．

【３】体験の記録・記述

アイマスクによる視覚障害体験は，限られた時

間内に多くのことを学べる優れた方法ですが，目

が見えない間に感じ考える多くのことは，記録し

ないとすぐに忘れてしまいます．そこで，体験中

に思い浮かんだことを声に出して話し録音する，

体験直後にアイマスクを外して思い浮かんだこと

をワークシートに筆記する，描くなどのことが必

要になります．

以下に示すアクションリサーチの事例の多く

は，守山が視覚障害体験実習を始めたばかりの頃
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に得られたものです．参考資料として，守山が自

ら視覚障害体験を行ったあと描いた図を示しま

す．視覚障害体験では視覚が使えないはずなの

に，その体験内容を可視化し図に表わすことは矛

盾していると感じられるかもしれません．しかし

視覚を使えなくても，視覚的なイメージはその場

の状況を理解する上で大切です．以下の図１から

図１８までは，目で見て描いたものではなく，体

感したイメージを視覚的に表現したものです．

これらの図の出発点は，視覚障害体験を始めた

ばかりの1995年１月に横断歩道を渡ることに挑戦

し，「横断歩道を渡る」というタイトルで描いた

4枚の図（図１～4）です．

横断歩道の手前で耳を澄ませていると，車音が

ゴーゴーと聞こえました．ほどなくして左右から

走行していた車が停止し横断歩道の信号が青にな

図３横断歩道を渡る３

図４横断歩道を渡る４

ったと思われた瞬間，前方の単音がフシと消え，

そこに横断できる空間が出現したことが，雰囲気

で分かりました．この初めて体験した状況での新

鮮な感覚を忘れずに記録しておこうと，真っ黒な

背景に書き込んだのが図１～４です．これらの図

を永井氏に見ていただいたところ，「ガイドボラ

ンティアや白杖歩行訓練士を志す人の入門に役立

つのではないか」と助言をいただきました．その

後，アイマスク下の歩行でさまざまな状況に出会

うたびに，「この体1験は描いたらどうなるか」と

考えるようになり，小冊子「初めての視覚障害体

験｣2)が生まれました．

３．さまざまなタイプの視覚障害体験

のアクションリサーチ（前編）

アイマスク装着による視覚障害体験のアクショ

ンリサーチとは，①初めてアイマスクを装着した

図１横断歩道を渡る１

フ、

図２横断歩道を渡る２
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直後の失明状態，②失明に向き合う中での感覚の

覚醒，③立ち上がり移動する最初の試み，④援助

を得ての手引き歩行や白杖歩行，⑤アイマスクを

外して再び見える状態に戻る体験など，障害の始

まりから回復に至るさまざまな過程を疑似的に体

験し，そこから能動的に学ぶ試みです．

今回はその前編として，失明から感覚の覚醒に

至る過程を扱うことにします．

【１】「視覚が奪われることの大変さ」へのアク

ションリサーチ

１）問題提起

私たちにとって主要な感覚である視覚が突然使

えなくなった時，私たちはどのような状態になる

でしょうか．人生の中途において，何らかの理由

で視覚を失うことがあり得ます．そのような時，

私たちは何を感じるでしょうか．どのような状態

になるでしょうか．何を求めるでしょうか．

２）体験ワークの設定

アイマスクをかけて，しばらく椅子に座りま

す．全盲状態の体験を望む場合は，光を通さない

遮光`性のアイマスクを用います．このワークで体

験できるのは一過性の視覚障害です．アイマスク

をかけて視覚障害の状態になったとしても，私た

ちはアイマスクを自分で外しさえすれば，元の見

える世界に戻ることができます．しかし視覚障害

者はそうはいきません．このようにアイマスクを

装着して体験できる疑似的な視覚障害は，以下の

どのアクションリサーチの場合でも実際の視覚障

害者の立場に立てるわけではありません．しか

し，わずかな時間でも視覚障害を疑似的に体験で

きるなら，視覚障害者の立場に－歩近づき，共に

考えるきっかけが生まれます．

３）体験ワークから何が分かるか

このアクションリサーチはアイマスク下で視覚

障害を体験する最初の部分です．どのようなこと

が体験できるかの概要を図５～１１に示します．

以下に示すのは，１４名の学生が初めて遮光性

のアイマスクをかけ，椅子に座ったまま数分間を

過ごしたあとに述べた感想の要約です（2003年７

月１６日，福岡大学，社会医学・視覚障害体験実

習)．

Ｆえよい゛Ｒｎ■

図５

ＦえよいpH＝

図６

陦兀よい゛：＝＝

図７

「いきなり触れられると驚いた78.6％」

「近づいてくる人に対し警戒心が強まった

714％」

「部屋の空間認識ができなかった57.1％」
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Ｆえよい゛：２回＝えよい゛Ｂｒ型

図８ 図１１

４）まとめと展望

人が有する身体機能を最大限に活用してＱＯＬ

の向上を目指すことは，ケアやハビリテーション

／リハビリテーションの原点です．視覚障害と共

に生きる人の場合はロービジョンケアがそれに相

当しますｲ)．人生の途上で失明した人が最初に直

面する困難が「失明に向かい合い，失明を受け入

れる」ことだと言われます．本アクションリサー

チは，障害に直面することの意味について考え始

めるためのものです．

【２】「感覚の目覚めSensoryAwakening」のた

めのアクションリサーチ

１）問題提起

身体障害と共に生き始めることは，特に視覚が

障害された場合，辛く苦しいことです．しかし視

覚障害は，視覚に依存する多忙な生活を送ってい

る私たちが，視覚以外の感覚の意味に気づく大き

なきっかけになります．視覚以外の感覚がどのよ

うに働くのか，感覚的なアクションリサーチから

考えてみましょう．

２）体験ワークの設定

アイマスクをかけて椅子に座ります．アイマス

クをかけた直後は目を使えないことに不安を感じ

るかもしれません．しかしすぐアイマスクを外す

のではなく，１０分から１５分ほど着席したままと

し，自分の感覚がどのように変化するかを観察し

ます．

３）体験ワークから何が分かるか

Ｅえよい゛Ｂ＝

図９

図１０

｢空調の音が気になった57.1％」

｢音のした方向や性質が気になった５７．１％」

｢孤独を感じた５０．０％」

｢眠くなった42.9％」

｢不安を感じた35.7％」
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以下に示すのは，１４名の学生が遮光`性のアイ

マスクをかけて椅子に座り，失明の感覚を体験

し，その後，自分の感覚に生じた変化について述

べた感想の要約です（2003年７月１６日，福岡大

学，社会医学・視覚障害体験実習)．

「小さな音に反応するようになった85.7％」

「聴覚によって多くの情報を得ようとするよう

になった78.6％」

「音に敏感になった78.6％」

「音から得ている情報が意外に多いことに気づ

いた57.1％」

「足に触れる物に敏感になった５０％」

「音の意味が気になるようになった５０％」

「静かにしているとそばに人が居ることが分か

るようになった５０％」

「時計の音が気になるようになった35.7％」

「音から部屋の様子を感じ取れるようになった

35.7％」

「通り過ぎる風に敏感になった286％」

４）まとめと展望

著者の一人，山田は，「全ての感覚機能を統合

する役割を担っている視覚が障害された場合，「'－１

途視覚障害者の初期などでは，多様な感覚がバラ

バラに切り離され，感覚をうまく使うことが出来

ない」との観察から，当事者の中に今まで眠って

いた感覚を目覚めさせる訓練の大切さを指摘し，

SensoryAwakening（感覚の目覚め）訓練を開

発しています5)．このアクションリサーチで学生

１４名の発言内容をみると，「音に敏感になった

(聴覚)｣，「足に触れる物に敏感になった（触覚)｣，

｢風に敏感になった（体`性感覚)」など，さまざま

な感覚が目覚め始めていることが伺えます．

【３】嗅覚や味覚の覚醒のためのアクションリサ

ーチ

１）問題提起

アイマスクをかけて視覚以外の感覚が覚醒する

中で，個々の感覚はどのように統合しながら働き

始めるのでしょうか．

２）体験ワークの設定

アイマスクをかけて着席します．補助者に３種

類の紅茶を用意してもらいます．３種類の紅茶を

順番に味わってもらいます．紅茶を味わう前に，

まず茶葉に触れてみるだけでもさまざまなことが

分かります．それぞれの手触り，香り，匂いをど

う感じるでしょうか．次に補助者に実際に紅茶を
い

滝れてもらいます．紅茶に口をつける前に考えた

ことと，紅茶を飲んだ時に感じたことは，関連し

ているでしょうか．この紅茶の体験から感覚の作

用を整理するとどうなるでしょうか．

３）体験ワークから何が分かるか

著者の一人，岩井が所属する福岡のＮＰＯ法人

で，２０１０年６月９日に行ったアイマスク下での紅

茶体験（図１２，１３）から，紅茶を滝れて飲む前

に，まず紅茶葉に接した時の感覚についての，体

験参加者４名（成人，女性）の発言を以下に示し

ます．

Ａさん：結構，「茶葉」ってとがっているんだ

なあって思いました．指先に触れる感覚で，「こ

んなにとんがっているんだ」っていうのがひとつ

と，自分の指にこんなにそのお茶の香りがつくと

思っていなくて．

Ｂさん：最初に感じたのは，「葉っぱの大きさ

が違うんだなあ～」と思って．細かいのから粗い

のから，細いものまであるんだなあ～と思って．

どれが好きか，というのは触った感じでは別に特

になく．.…．、匂いは，－番右側のはほとんど匂い

っていう匂いは感じられなくて，他の二つがきつ

かったです．一番左のは甘いような匂いだったの

で，ちょっと私，嫌だなぁ～と，好きじゃないな

あ～と思い，好きなのは真ん中のが一番，匂い的

には好きだなあ～と．触った感じではどれも特に

好みはなかったです．

ｃさん：触った感じは一番右端の葉っぱは小つ

ちやいなぁ～と．真ん中はちょっと大きめな感じ

がしました．一番左端のは真ん中とそんなに変わ

らないくらいの大きさに感じました．

Ｄさん：はい，触った感じは，右側がちょっと

小さめ，真ん中が固くて，左側がちょっと薄いと

いうか，そうですね．香りは一番左が甘ったるい

というか，ココナッツのような感じで，私はちょ

っと苦手だなと．真ん中，よく嗅いだことがある

ような香りだなあ～と．右側も嗅いだことがある
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HapticGlance（人が身近な物を手で軽く触れ

るだけで，瞬時に何かを理解できる認識能力）の

詳細とそれを実証する触知実験については，本講

座の前号')に示しました．前号のような触知実験

の出発点は，月が見えない状態で物体に触れるこ

とです．

２）体験ワークの設定

アイマスクをかけた状態で，何かの物体を手で

触れてみます．触れた瞬間から自分が何を感じ考

えたのかをそのまま発言し，発言を書き取りま

す．書いた発言を繰り返し読み，手で物体に触れ

ることから何が起こるのかを確認します．

３）体験ワークから何が分かるか

以下に示した図はいずれもコーヒーカップに触

れた時の守山の印象を描いたものです．図１４は

複数の分かり方があることを示しています．図

１５では新しいコーヒーカップに触れたため，そ

れが何かを推論する過程に１０秒ほどの時間がか

かりました．図１６は毎日使っている自分のコー

ヒーカップの場合で，触れた瞬間にコーヒーカッ

プだ！と閃きました．

触知の過程については本講座の前号')に詳述し

ましたので，そちらをご覧ください

４）まとめと展望

HapticGlanceは私たちが生来持っている能動

的な触知の認識力と考えられますが，この認識力

は意識化し訓練することで，さらに発展すると考

えられます．山田はロービジョン者を対象に多様

な感覚の訓練法を提案し5)，触覚の場合は４ステ

ップからなる訓練課題を示しています．ステップ

ｌは，いろいろな紙を触る，いろいろな布を触

る，いろいろな葉を触る，いろいろな花を触るな

ど，素材の触知に焦点を合わせたものです．コー

ヒーカップのような日常生活用具の触知はステッ

プ２に相当します．

【５】手による探索のためのアクションリサーチ

１）問題提起

HapticGlanceを体験すると手は高度な認識力

を持っていることが分かりますI)．しかしこの認

識力が働くのは手が触れている物に対してだけで

す．手に持っている道具の場合はすぐ機能までが

乞い力、

図１２

図１３

んだけども，ちょっと何の香りかわからない私

は真ん中が一番いいなぁ～と．

４）まとめと展望

著者の一人，山田は，長年にわたって感覚訓練

に従事した経験から，感覚の目覚め訓練における

注意点として以下３項目を指摘しています５．６１：①

グループで課題を行いグループダイナミクスの力

を用いる，②日常生活の中で簡単にできる課題を

選ぶ，③楽しみながら感覚のすばらしさに気づ

く．本アクションリサーチにおける紅茶の体験は

この３項目を満たすものです．このような感覚体

験を日常的なものとすることで，感覚の新たな世

界が拓けてくると考えられます．

【４】HapticGIanceのためのアクションリサー

チ

１）問題提起
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HapticGlanceでコインを瞬時に識別できても，

自動販売機のコイン挿入口に的確にコインを入れ

ることはできません．このような場合は探索的に

手を動かす必要があります．手の動かし方を助言

することも大切です．実際にはどうしたらよいで

しょうか．

２）体験ワークの設定

アイマスクをかけ，大きな対象物あるいは離れ

たところにある対象物に向かい合います．手を動

かして対象物を探ります．どのように手を動かし

たらよいかを考えます．

３）体験ワークから何が分かるか

図１７は，１９９５年に守山が始めたばかりのアイ

マスク体験において，喫茶店で出されたコーヒー

のカップの探し方を，白杖歩行訓練士の永井氏に

教えてもらった時のものです．また図１８は，自

動販売機で釣銭の出口を探した時の手の動きの一

例です．

1996年９月２日，長崎大学の視覚障害体験実習

で，学生ＳＧさんがアイマスクをつけてビュッフ

ェで食事したあとメモした記録から抜粋して紹介

します．

「目が見えない状態での食事がこんなにストレ

スのたまることとは思わなかった．お皿の何時の

方向に何がある，という説明を受け，頭では分か

っているのだが，なかなか思うように口へ運べな

い．ハンバーグは切るのが難しいし，寒天はつか

むのが大変だし．Ⅲと口との距離もよく分からな

かった．私はふだん目が見えているだけに，余計

図１４

図１５

ハかＬ

i呵屈

.＝罰囿図１６

可視化される場合もあります')．しかし，対象が

とても大きな場合，体から離れている場合，複数

の対象で全体が構成されている場合などは，

HapticGlanceだけでは認識できません．例えば 図1７

210 理学療法２９巻２号２０１２年２月



ア英和辞典』によれば疾病の自然史（Natural

historyofdisease）とは，疾病の始まりから治癒

までの経過を意味します．多くの障害や疾病には

①障害や疾病に至るまでの段階，②障害や疾病が

始まる段階，③障害や疾病が明らかになる段階，

④障害や疾病から回復する段階など，さまざまな

段階があります．普通に目が見える状態からアイ

マスクをかけて突然に目が見えなくなり不安や孤

独を感じるのは，上記の段階で言えば①と②で

す．アイマスク下で目が見えない時間をしばらく

過ごすなかで，方向が分からず，自力で歩くこと

もできず，自分の居た場所すら見失い，日常の行

動に制限を感じて視覚障害の大変さを理解するの

は③の段階です．しかし，安心できる場所で落ち

着いた時間を過ごせれば，視覚以外の感覚を使っ

て周囲のことを多少は理解できるようになり，手

引きなどの援助を受けられれば，アイマスク下で

も移動が可能になります．このような状態は④の

段階の入り口と言えます．

以下は，次号の視覚障害体験を通した障害過程

の可視化・意識化（後編）に続きます．

図１８

イライラしたのかもしれない．白杖をついて一人

で外を歩くことより，一人で食事ができるように

なることの方が，ずっと難しいのではないだろう

か．また食事の時の説明もかなり難しそうに感じ

た．見えていれば普段考えもしないこと，口にも

出さないことを一つ一つ説明するのは本当に大変

だと思った.」

４）まとめと展望

視覚障害下で，食事を始め日常生活のさまざま

な行為を行う時，自力で問題なく行えることは何

か，援助が必要なのは何かを見極め，適切に言葉

をかける一方で，手の動かし方を訓練することが

重要です．山田は食ぺ物を口まで上手に運ぶ訓練

として，①寿司を手で食べる，②寿司を箸で食べ

る，③ラーメンを少しずつ箸で取って食べる，と

いう順序性を提案しています6)．アイマスク下の

視覚障害体験として日常生活のさまざまな場面を

経験することで，食事や家事から余暇に至るま

で，普段意識しないで用いている手の動かし方を

再考することができます．

４．前編のまとめ：障害／疾病の自然

史の学習，事始め

本稿では，アイマスク装着から始める視覚障害

体験アクションリサーチの前編として，失明から

諸感覚の覚醒，手による探索までを取り上げまし

た．

本稿に関わった著者５名の経験によれば，アイ

マスク体験は障害・疾病の自然史を体感的に学び

始めることができる方法です．『プライマリ・ケ
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