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聴覚障害体験，視薑壷と聴

重複障害体験＜盲ろう体験〉
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コミュニケーションと存在の意識化
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して，健康や疾病に関するさまざまな概念をグル

ープワークの中で可視化・意識化し，能動的に学

習するアクションリサーチを紹介しています．最

近２回はアイマスク装着によって視覚障害を疑似

的に体験し，そこから障害の意味を学ぶ試みを紹

介しました''2)．

今回は視覚障害に加えて聴覚障害を取り上げ，

さらに深く感覚の働きについて学びます．視覚，

聴覚あるいは視聴覚の疑似障害体験を通して学べ

Ｌはじめに
■上

本連載では，ワークシートや身体の動きをl舌用
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１．ホワイトノイズを出すイヤフォンや耳栓を耳につけ、さらに耳全体をイヤーマフで　　覆う聴覚障害体験は、音声によるコミュニケーションの阻害を疑似体験し、聴覚　　障害者の立場に対して理解を深めることのできる方法です。２．聴覚障害体験下では、目で見える前方以外の方向への注意が失われるため、後方から　　の自転車の接近などが分からず、移動時の危険性が高まりました。３．聴覚障害体験下では、声が聞きとれないため、買い物などの社会生活が困難になり、　　無口になる傾向が認められました。４．視覚障害体験と聴覚障害体験を重ね合わせる盲ろう体験では、見ることも聴く　　ことも出来ない孤独な世界に入ります。盲ろう状態で唯一感じられるのは、嗅覚や　　触覚を通しての他者と自分の存在です。５．医学部生は盲ろう体験を通して、皮膚に指で文字を書くことからコミュニケーション　　が取れることに気づきました。６．教育学部の院生は視覚障害、聴覚障害、盲ろうの各体験を通して、自ら「諸感覚を　　使うことの大切さ」に気づき、「一人ひとりが多様な存在であること」を発見し、　　「人と人とのつながりの大切さ」に目覚め、「健康になることが、他者に　　一歩近づき、他者と相互作用を行うことで達成される」と理解しました。
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ることは多岐にわたり，例えば「障害の自然史

(障害の始まりから回復までの経過)」の立場から

は発病から社会復帰までが，社会と行動の立場か

らは移動，定位，介助，コミュニケーションなど

が，それぞれ視野に入ってきます''2)．感覚障害

の疑似体験から学ぶことができるこれら多様な項

目の中から，特に本稿で重要な意味を持つ項目を

挙げるとすれば「コミュニケーション」と「存

在」になるでしょう．

『日本国語大辞典」（小学館刊）によると【コミ

ュニケーション】については，「特定の刺激によ

って互いにある意味内容を交換すること．人間社

会においては，言語，文字，身ぶりなど，種々の

シンボルをなかだちとして複雑かつ頻繁な意味内

容の伝達，交換が行なわれ，これによって共同生

活が成り立っている」とあります．聴覚障害体験

や盲ろう体験を通して明らかになるはずであるの

は，この定義の最後に出てくる共同生活を成り立

たせる行為としてのコミュニケーションについ

て，特にコミュニケーションが阻害きれる状況へ

の接近と洞察です．

本稿では，まず聴覚障害体験を取り上げたあ

と，さらに視覚障害体験を複合させ，盲ろう体験

へと進みます．９歳で失明，１８歳で失聴し，全盲

ろう者としてバリアフリーとノーマライゼーショ

ンの研究を続けておられる福島智氏は，盲ろう疑

似体験から把握できる盲ろう障害の本質的な特徴

を「周囲の環境の把握，移動，コミュニケーショ

ン等に関して，複合的な影響を主体に与えるとこ

ろにある｣3)と表現しています．この「複合的な

影響を受ける主体の存在」を全身で感じる体験が

盲ろう体験です．【存在】について「日本国語大

辞典』には，「①現にそこにあること．人間や事

物が，それぞれの`性質や働きや価値を持ってある

こと」及び「②哲学用語としての存在」とありま

す．盲ろう体験を通して明らかになるのは，コミ

ュニケーションの阻害だけでなく，コミュニケー

ションの前提となる自己，すなわち「現にそこに

あることとしての人間の存在」です．視覚と聴覚

という人間の生存にとって主要な感覚が奪われる

中で，最後に残る「自分の存在感覚」が盲ろう体

験の中核だと考えられます．

２．疑似体験に至るまで

【１】なぜ聴覚障害体験か

著者の一人である守山が聴覚障害の意味を考え

始めたのは1989年のことです．それまでは，聴

覚障害だけでなく，障害そのものについて，それ

ほど深く考えたことはありませんでしたしか

し，長崎大学で行った1989年の社会医学学生実

習で２人の学生が「聴覚障害者の受療」を自由研

究のテーマに取り上げたことをきっかけに，関心

を持ち始めました当時の授業で『難聴者・中途

失聴者のための病院受診ガイドブック』を用い，

難聴・中途失聴者の置かれた状況について問題提

起を行い，授業後に感想文を書いてもらったとこ

ろ，多くの学生が問題を考え始めたことが伺えま

した4)．特に印象に残っているのは，以下の２人

の学生の記述です．

「私は子どもの時に使用した薬剤の副作用のた

め，左耳が難聴なので，聴診器を使うのが怖いで

す．人の話が聞き取りにくいし，人の左側にいな

いと何回も聞き返してしまいます．（難聴・中途

失聴者のことを）自分のことのように考えて，

(将来）患者さんに接したい｣，「私自身も耳が悪

く，声の小さい人に何度も聞き直すことがありま

す．あまり何度も聞くのもどうかと思い，話をや

める時があります」

これらの発言は，守山にとって重い問題提起と

して感じられました．この問題提起が基になっ

て，聴覚障害を学ぶことの大切さに考えが及び，

その後，以下に示すような聴覚障害の疑似体験へ

の途が拓かれました．

【２】視覚障害体験から聴覚障害体験へ

視覚障害にはさまざまなものがありますが，一

枚のアイマスクで目を覆うことにより，視覚障害

とはどのようなものかを体験的に学び始められる

ことを，本連載第１０回')，第１１回2)で示しまし

た．全盲の状態を疑似体験する場合は遮光性のア

イマスクが必要ですが，周囲の明るさが分かる程

度の視覚障害の場合は，風邪を引いた時に鼻を覆

う白いガーゼや不織布のマスクをアイマスクに転
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用することができます．

では聴覚障害の疑似体験の場合はどうでしょう

か．光の刺激を目以外の体表で感じることは困難

ですが，音の振動は耳以外の皮膚でもある程度感

じることができます．また光はアイマスクの場合

のように一枚の紙や布を目に当てるだけで遮るこ

とができますが，音の場合は紙や布を耳に当てて

も遮ることができません．そこで，目の場合より

も工夫が必要となります．

守山らが1996年から行ってきた視覚障害体験

に，さらに2002年から聴覚障害体験を取り入れ

た際は，まずホワイトノイズ注')を出すイヤフォ

ンを耳穴につけた上で，さらに耳をイヤーマフ

(Peltor社，スウェーデン製，Optimem）ですっ

ぽりと覆うという設定をしました．ホワイトノイ

ズはカセットテープに録音したものを用い，腰に

装着した小型カセットプレーヤーを連続的に動か

すという設定でした．この設定だと，ほぼ完全に

外からの音を遮断することができます．しかし，

連続的にホワイトノイズを聴かされている状態が

聴覚障害体験として適切であるかは議論のあると

ころです．数年間はホワイトノイズを用いる聴覚

障害体験を行いましたが，「ホワイトノイズを聴

くこと白体が快適な体験ではない」という感想が

得られました．そこで2006年からは，「プラスチ

ック製の耳栓で耳穴を塞いだあと，イヤーマフで

耳全体を覆う」という，より単純な設定に切り替

えて現在に至っています．この設定だと，正常な

聴力を持つ人の場合は，大声で話せば聴こえてし

まう程度の難聴状態を体験することになります．

【３】なぜ盲ろう体験か

長崎大学の社会医学実習において，白杖歩行訓

練士である永井和子氏の支援を受けて，守山が

1995年から視覚障害体験を始めた経緯は本連載

第１０回')に記しました．その後，福岡大学で

2003年の実習を企画した際には，視覚障害体験

に聴覚障害体験を重複させ，盲ろう体験として実

習メニューに含めることで，さらに深く感覚につ

いて学べる可能性が，共著者である山田と永幡か

ら示されましたまた前述の永井氏が長崎で盲ろ

う者友の会への支援を開始していたことも，守山

の盲ろう体験への関心を高めましたしかし障害

体験の負荷が強すぎると，「ただ大変だった」と

いう印象だけが残り，体験の意味がかえって薄れ

ることが心配されます．そこでまず守山が自分自

身で盲ろう体験を試してみた結果，一人で20分，

３０分と「見えない上に聴こえない状態」を体験

することは「やはりかなり辛い」と感じられまし

たその一方，誰かが横にいて介助してくれる場

合には，身体全体の触覚や皮膚の感覚を通して，

隣にいる人の存在や暖かさを感じることができま

したこのような「身体全体で他者の存在を感じ

とれる状態」は，視覚障害体験や聴覚障害体験で

は得られない，盲ろう体験独自のものです．この

ような「人間の存在」を意識化できる体験は，医

療を学ぶ学生にとって極めて貴重ではないかと考

え，感覚障害体験のメニューに盲ろう体験を組み

込むことにし，現在に至っています．

【４】盲ろう体験の設定

本稿でのイヤーマフ装着などによる聴覚障害体

験と，本連載第１１回2)で述べたアイマスク装着に

よる視覚障害体験とを組み合わせると，盲ろう体

験が可能になります．しかし，これらの障害体験

によって盲ろう障害の自然史の理解を深め，盲ろ

う者の立場に－歩近づくことを目指すのであれ

ば，ただイヤーマフやアイマスクをつけ，それが

大変な状態だと感じるだけでは，不十分です．

｢盲ろうになる過程｣，「盲ろうの状態｣，「盲ろう

から離脱する過程｣注2)をゆっくりと考えながら体

験することで，初めて視覚障害と聴覚障害が複合

することの意味が見えてくるでしょう．

守山がかつて長崎市の手話通訳養成講座で手話

注２）盲ろうから離脱する過程．これは現実の盲ろう者に

とってはほとんど架空のものかもしれません．しかし再び

光と音を取り戻す過程を疑似的に体験してみることは，そ

のような“取り戻す，’ことが困難な状況にある盲ろう者の

立場への理解をさらに－歩深める上で，意味あることだと

考えられます．

注ｌ）ホワイトノイズ．白色雑音のこと．これに近いもの

として，ラジオの周波数が合わない時に「シャー」と聴こ

える雑音を挙げることができる．
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の学習をしていた時，何人もの聴覚障害者と接す

る機会を持ちました．このような機会にハツとさ

せられたのは，それらの方々の何名かが，「現在

私たちは視覚を頼りに生きているが，もし今の聴

覚障害に加えて，視覚まで障害されたら，私たち

はどのように生きていったら良いのか」という不

安を語られたことでした．このような思いに一歩

近づくために盲ろう体験を行うとすれば，イヤー

マフをつけて聴覚障害（"ろう,,の状態）をまず

疑似体験し，その状態がどのようなものかを見極

めたあと，さらにアイマスクをかけて視覚障害

(盲の状態）を体験することが必要です．

一方，前述の福島智氏は，「健常」から「全盲」

そして「全盲ろう」という順番で３つの状態を体

験された方であり，この３つの状態の違いについ

て同氏は著書『盲ろう者とノーマライゼーショ

ン』3)の冒頭で，以下のように簡潔に説明してい

ます．「健常児だったあの日，私は近所の子供た

ちとランドセルを背負い，学校に向かっていた．

長靴を履いて雨上がりの士の道を走る私は，春の

澄んだ空気に溶けた沈丁花の香りをかいだ．全盲

となり，母に手を引かれてくぐった盲学校の門の

そばにも，同じ香りがあった．そして今，盲ろう

者として生きる私は，友が指で伝えてくれる外界

の様子を想像しながら，道ばたの沈丁花をかぐ．

そこには光も音もない．あるのは，春の風の感触

と，沈丁花の香り，そして友の手のぬくもりだけ

である.」と．この福島氏の場合の盲ろう状態を

疑似体験するためには，上述の“ろう'，と‘`盲'，

の体験順序を逆転させ，まず視覚障害の状態にな

った上で，そこに聴覚障害の状態を加える必要が

あります．室内ではなく，戸外で，季節の花々の

匂いや風や太陽の光を浴びながら，まず遮光性の

アイマスクをかけて全盲の状態を十分に感じ取

り，さらにイヤーマフをつけることで，福島氏の

状態に－歩近づけるでしょう．

■融■聴覚障害体験10分間の場合と１時

■□T間の場合のアクションリサーチ

【１】１ｏ分間の聴覚障害体験から学ぶ

以下に示すのは，2003年７月１６日に福岡大学

で行われた社会医学の実習で，１４名の医学部生

が聴覚障害を疑似体験したアクションリサーチで

す．この時の聴覚障害は，両耳につけたイヤフォ

ンからホワイトノイズを流し，さらに耳全体をイ

ヤーマフで覆うという設定としました．学生はペ

アを組み，ペアの一方が聴覚障害を体験し，もう

一方はそれを見守る，あるいは介助するという設

定としました．この日は，３つの障害状態（ａ視

覚障害，ｂ聴覚障害，ｃ盲ろう）と５つの場面

(①何もしない，②周囲の人と対話，③街を移動，

④買い物・注文，⑤体の不調を訴える）を組み合

わせて実習を行いました．設定した条件が１５（３

×5）と多数であったため，ｌ条件に費やす体験

時間は短時間（１０分程度）とし，１０分後に各ペ

アは役割を交代してさらに１０分続け，ペアの双

方が体験し終わったところで終了としました．

１）「聴こえない」ことのアクションリサーチ

（１）問題提起と体験ワークの設定

突然耳が聴こえなくなった時，私たちはどのよ

うな状態になるでしょうか．視覚障害体験の場合

は，体験をしなくても，目が見えないことの大変

さは予測できます．一方，耳が聴こえなくなるこ

との大変さは，意外に想像することが困難です．

実際は，どのようになるのでしょうか．

イヤフォンとイヤーマフをつけた聴覚障害の状

態で，しばらく椅子に座ります．

(2)体験ワークから何が分かるか

１４名の学生の半数以上が報告した項目を以下

に示します．

「人や物の動きに，敏感に反応するようになる

714％」

「周囲の人が口を動かしていると，何を話して

いるか気になる71.4％」

「目が合わないと，誰に話しているか分からな

い64.3％」

「人や物の動きを，目で追うようになる６４．３

％」

「周囲を見回してしまう643％」

「わずかな動きを捉えると，その方向を見よう

とする64.3％」

「静かさを感じた57.1％」

「人の表`情（口元）が気になった57.1％」
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「初めのうちは聞き直そうとするが，だんだん

面倒になる571％」

「意思の疎通が上手にできず，イライラした

57.1％」

「話すのも面倒になり，無口になる５０％」

「文章で話すのは大変だ５０％」

「表情が判断の情報になる５０％」

「声が大きくなる５０％」

「何度も聞き返すことになる５０％」

「ジェスチャーを必要とする５０％」

（３）まとめ

聴覚障害がまさにコミュニケーションの障害で

あることが，実感されます．

３）聴覚障害下で街を歩くアクションリサーチ

（１）問題提起と体験ワークの設定

視覚障害体験の場合は，アイマスクをつけたま

ま突然一人で街に出て歩くことは不可能でした．

では聴覚障害体験の場合はどうでしょうか．目は

普通に見えるため，移動するのに何の不自由もな

さそうです．しかし，本当に不自由はないのでし

ょうか．

イヤフォンとイヤーマフをつけた聴覚障害の状

態で街に出ます．念のために援助者についていっ

てもらいましょう．どこかで援助が必要になるか

もしれません．

(2)体験ワークから何が分かるか

１４名の学生の半数以上が報告した項目を以下

に示します．

「後ろからの自転車の接近に気づかず危険だ

92.9％」

「見えるので，まつすぐに歩けた786％」

「後方からの情報が分からないため，進路を変

更する時に確認が必要だ71.4％」

「歩くたびに，足からの振動音が聞こえる

643％」

「自転車のベルの音が聞こえず，危険だ６４．３

％」

「横から後方の状況が分かりにくい57.1％」

「対話ができないことがストレスになった

５０％」

「自転車に乗っている人から『何で気づかない

「心臓の音がよく聞こえた57.1％」

「視覚によって多くの情報を得ようとする

57.1％」

「キョロキヨロしてしまう57.1％」

「音を感じたいという強い気持ちが起こる

５０％」

「ゴーッ，キーンという音が，聞こえる感じが

する５０％」

（３）まとめ

突然耳が聴こえなくなった時，音や言葉がなく

なる一方で，人や物や口の動きに敏感になること

が分かります．突然目が見えなくなる場合は，

｢触れられて驚く」，「近づいてくる人への警戒心

が強まる」などの反応がみられましたが，今回は

そのような反応がみられませんでした．

２）「対話の困難さ」を感じるアクションリサー

チ

（１）問題提起と体験ワークの設定

直前のアクションリサーチから，聴覚障害下で

はただ座っているだけでも動きに敏感になること

が分かりましたが，さらに対話を試みたらどうな

るでしょうか．

イヤフォンとイヤーマフをつけた聴覚障害の状

態で着席します．その状態で周囲の人と対話を試

みてください．どう感じられるでしょうか．

（２）体験ワークから何が分かるか

１４名の学生の半数以上が報告した項目を以下

に示します．

「筆談でコミュニケーションがとれた92.9％」

「自分の意思を伝えることが難しい78.6％」

「細かいこと（コーヒーの味など）を伝えるこ

とができない78.6％」

「表情がコミュニケーションに大切であること

を再認識した714％」

「細かいこと（コーヒーの味など）を教えても

らいにくい71.4％」

「話の内容が“こと，，や“時”だと，唇の動き

からは意味が分からない57.1％」

「話の内容が“こと，，や“時”だと，ジェスチ

ャーからも意味が分かりにくい57.1％」

「相手の話がほとんど聞こえない571％」
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んだ』と，にらまれ，世間の冷たさを感じた

５０％」

（３）まとめ

聴覚障害の状態になっても，視覚は使えるた

め，前に向かって歩くことは特に不自由なくでき

るようです．しかし前方を注視すればするほど，

他の方向への注意は低下します．目で見ていなく

ても，聴こえていれば避けられる危険が，避けら

れなくなっていることが分かります．

４）聴覚障害下で買い物をするアクションリサ

ーチ

（１）問題提起と体験ワークの設定

聴覚障害体験では対話が困難になりますが，実

際の社会生活では困難さがどのような形で現れる

でしょうか．イヤフォンとイヤーマフをつけた聴

覚障害の状態で街に出て，買い物など対話が必要

な場面を経験します．

（２）体験ワークから何が分かるか

ペアを組んだ学生たちは，街に出て，喫茶店で

コーヒーを飲んだり，コンビニで買い物をしたり

しました１４名の学生の半数以上が報告した項

目を以下に示します．

「喫茶店での注文の際に，メニューを見ないと

何があるか分からない85.7％」

「相手が聞き返してきた時，意味が分からず不

安だ71.4％」

「相手が何を言っているか，分からない７１．４

％」

「コンビニで弁当を買った時，金額がレジに表

示されるので不自由は感じない64.3％」

「聴こえない人に品物を伝える時，地名・形・

色などが入っていると伝えにくい５０％」

「口の動きだけでは，何を言っているか分から

ない５０％」

「喫茶店での注文の際に，簡単なものを注文し

てしまいやすい５０％」

「どのくらいの声の大きさで話せばいいか分か

らない５０％」

「こちらが聞こえないことを，介助者が相手に

説明してくれると，安心できる５０％」

（３）まとめ

聴覚障害下では対話が困難になり，「声を出す／

聴く」必要のある行為すべてに困難を感じ，その

ため不安を感じ，また行為を控え，抑制する傾向

が明らかに認められました．

【２】１時間の聴覚障害体験から学ぶ

（１）問題提起と体験ワークの設定

以下に示すのは，Ｔ大学大学院教育学研究科の

2007年冬季集中授業「対話からの健康認識学」３

日目の１２月２０日に，１１名の院生（修士課程）が

聴覚障害を体験したアクションリサーチです．こ

の時の聴覚障害の設定では，体験が長時間にわた

ることを考慮して，イヤフォンからホワイトノイ

ズを流すという体験者への負荷の高い設定は用い

ず，耳栓をした上でイヤーマフをつけるという，

より負荷の低い設定を用いました．

(2)体験ワークから何が分かるか

聴覚障害下で１時間ほど大学のキャンパス内外

を歩き，買い物などをしたあと，２名の院生が書

いた体験記録を示します．

［院生Ａさん（男性）の場合］

自分で聴覚障害を体験して

「校内の売店で，煙草をここで売っているかど

うかを聞いたり，煙草を購入したりした．移動に

はさして問題がなく，ひとまずは危険な状態にな

ることもなかったが，付き添いの人とも会話が少

なくなったというのが，視覚を遮断した時とちょ

うど正反対のように思われる．視覚を遮断した時

は，周囲の障害物や状況について，相手が教えて

くれる，こちらから聞くなど，多くの会話がなさ

れていたように思われるが，こちらも向こうも口

数が自ずと減っていったように思う．こうした聴

覚遮断によるコミュニケーションへの影響は，特

に店の人とのやりとりでさらに顕著になったよう

に思う．煙草を売っているかを店員に聞くにも個

人的には店員に非常に話しかけづらく，その一歩

を踏み出すのにかなり祷膳した．もう少し離れた

店で購入した際，「ピースライト一つ』と，いつ

もどおりに言ったはずなのだが，いつの間にかこ

ちらの声が小さくなっていたようで，通じないと

いうことがあった」

聴覚障害の友人に付き添って
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ある方に織物を教えている人が「耳が聞こえない

と物質的になるように思う』と言っていたことが

あったが，その意味が今回少しだけ分かった気が

する．また，自分自身の声の大きさを調整できな

いため，心配になる場面もあった.」

聴覚障害の友人を介助して

「介助者役になった時は，こちらの言葉が相手

に届かないことがもどかしかった．例えば焼き芋

屋が通りかかったことを相手に伝えようとして

も，タイミングをとらえて伝えられないとテンシ

ョンが下がってしまう．また，３人になった時に

介助者がどの程度コミュニケーションの橋渡しを

したらよいかが難しく，相手の意思を尊重できた

か，置いてきぼりにしなかったか，不安が残っ

た.」

４．盲ろう体験10分間の場合と30分間

■の場合のアクション')サーチ

【１】１ｏ分間の盲ろう体験から学ぶ

以下に示すのは，2003年７月１６日に福岡大学

で行われた社会医学の実習で，１４名の医学部生

が盲ろう体験を行った際のアクションリサーチで

す．この日は前項で述べたごとく条件設定が多数

であったため，各条件下での盲ろう体験に費やす

時間は１０分間という短時間とし，各ペアは１０分

後に役割を交代することとしました．

１）「盲ろう：見えない＆聴こえない」とはど

のような状態か

（１）問題提起と体験ワークの設定

どのようにして盲ろう状態に入ったらよいでし

ょうか．今回は，前述の福島氏のような経過で進

行する盲ろう状態3)を想定し，まず遮光性のアイ

マスクで目を覆い，視覚障害の状態になりまし

た．この状態では，本連載第１０回')に示したよう

にSensoryAwakening（感覚の目覚め）の機構

が働き，特に聴覚が敏感になってきます．ここで

さらに，耳にイヤフオンをつけてホワイトノイズ

を流し，耳全体をイヤーマフで覆うことで，光も

なく音もない世界に入り込むようにしました．

(2)体験ワークから何が分かるか

１４名の学生の半数以上が報告した項目を以下

に示します．

「相手は，コンビニでカップのコーヒーを購入

した．やはり，相手は自ずと声が小さくなってお

り，またそのことに自覚的ではなかったようであ

る．大まかな購入の手順などは暗黙に分かるもの

の，例えば『ホットでよろしいですか」といった

要所での店員の声かけ，細かい情報は通じていな

かった．また図書館までの道順を守衛に教えても

らうさいには，守衛の身振り手振りから，大雑把

な位置は分かるものの，やはり『噴水があるの

で，そこを右』といった言葉によるランドマーク

の指示は通じない．道順，何かの手順を説明する

時，ランドマーク等の記号的な情報が大きな役目

を果たすと思われるが，聴覚が遮断されることで

(また今回はなかったが，視覚が遮断された時に

も)，場合によっては活用できなくなることに気

づいた．また，何か面白いことがあって，それを

相手に伝えようにも指で注意を喚起させるなどし

かできず，共有できないこともあった．普段，目

の前で起こったことを他人と共有しようとする

時，言語を介して共有していることが多いのだと

いうことを認識させられた.」

［院生Ｂさん（女性）の場合］

自分で聴覚障害を体験して

「子どもの頃，『目が見えないのと耳が聞こえな

いのとでは，どっちが大丈夫だと思う？』といっ

た話を友達とした記憶がある．私は迷わず『耳が

聞こえない方』と答えた．真っ暗闇よりも何も聞

こえないほうが怖くないと思ったからだ．しか

し，今回の聴覚障害体験で，耳が聞こえないこと

は自分が想像していた以上に大変なことだと分か

った視覚障害体験よりも「孤独』を感じた．他

の受講生の方もコメントしていたが，「世界が遠

く』感じ，自分から閉じていきたくなったのだ．

街中を歩いていても，笑っている顔，まじめな

顔，色んな表情があるが，音がないためか，その

人のキャラクターや雰囲気がつかみにくい．見え

ているだけに距離を感じた．それに，目からの情

報ばかりに注意がいって疲れてしまった．他の感

覚はあまり使わなかったように思う．視覚障害体

験の時のようにイメージの世界を楽しみ，自分の

内面で味わうこともなかった．以前，聴覚障害の
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「孤独を感じる786％」

「自分の意識が内側に向く71.4％」

「情報源がまったくないと感じる64.3％」

「暗闇の中に一人でいると感じる64.3％」

「眠気を感じる57.1％」

「触覚が鋭くなる57.1％」

「自分が置かれている空間が，どういうものか，

分からない57.1％」

「動こうという気分になれない５０％」

「人に触れられて初めて，一人ではないことに

気づく５０％」

「実際に何分たったのか，分からなくなる５０

％」

「自分の心音と呼吸音が聞こえる５０％」

「時間が経つのが，遅く感じられる５０％」

「外界から完全に閉ざされた感じ５０％」

（３）まとめ

「盲ろう：見えない＆聴こえない状態」とは，

孤独，自分の内側，自分一人など，自分の中に閉

じ込められたような状態であることが分かりま

す．

２）「盲ろう：見えない＆聴こえない」の状態

でコミュニケーションは可能か

（１）問題提起と体験ワークの設定

盲ろう状態では音声によるコミュニケーション

が取れません．また視覚によるコミュニケーショ

ンも取れないため，文字を紙に書いて示す方法も

使えません．手でタッチするなど触覚を用いると

コミュニケーションが可能であることだけを学生

に告げ，いったん盲ろうになったあと，具体的に

どうコミュニケーションを取るのかを，各ペアで

決めてもらいます．コミュニケーションの取り方

が決まったら，前項と同様，ペアの片方が盲ろ

う，もう片方が通常の状態で，互いに意思を伝え

合います．

（２）体験ワークから何が分かるか

１４名の学生の半数以上が報告した項目を以下

に示します．

「介助なしには，一人では何もできない８５．７

％」

「背中に大きくゆっくり平仮名で書いてもらう

と，分かりやすい78.6％」

「相手からの返事は，○×が分かりやすい

78.6％」

「階段の昇降は，介助者だけだと不安で，手を

壁に当てて支えた786％」

「背中に文字を書かれても，平仮名程度の単純

なものでないと，分かりにくい714％」

「相手に正確に伝わっているのかが，分からな

い71.4％」

「盲ろう状態だと，身体が自然に前傾姿勢をと

ってしまう64.3％」

「人になされるがまま，と感じる643％」

「何かにつかまったり，つかんでもらったりし

ないと，不安だ64.3％」

「一人で待っている時，－人だけ待たされてい

る孤独感がある64.3％」

「相手に伝わった時は，うれしい57.1％」

「手に書いてもらうより，背中に書いてもらっ

た方が，分かりやすい57.1％」

「介助者からの情報を理解できず不安だ571

％」

「こちらから何かを伝えたい時，複雑なものは

書かないと伝わらない５０％」

「こちらから何かを伝えたい時，書くのに時間

がかかる５０％」

（３）まとめ

盲ろうの状態において，学生たちは，相変わら

ず一人で孤独で不安を感じているようですが，皮

膚に指で文字を書くことで，コミュニケーション

が取れることを発見しました．

３）「盲ろう：見えない＆聴こえない」の状態

で問診は可能か

（１）問題提起と体験ワークの設定

・旨ろう状態では極めてコミュニケーションが難

しいことが，前項のアクションリサーチから示さ

れました．しかし学生たちは，手のひらや背中に

指で文字を書くことが有効であることは理解した

ようです．では指で文字を書く方法で，患者と医

師がコミュニケーションを取ることは可能でしょ

うか．ペアの片方が盲ろうの患者，もう片方が医

師という設定で，問診の場面を想定し，互いに意
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57.1％」

「ゆっくりと簡単な言葉を使うと，分かりやす

い57.1％」

「お互いの意思をはっきり伝えるのに，時間が

かかる57.1％」

「指による筆談は単純な字がよい５０％」

「背中に字を書かれる時，連続すると分かりに

くい５０％」

「相手の指をとって，相手の手のひらに，大き

くゆっくり書くやり方が，コミュニケーション

を取りやすい５０％」

「手のひらに書く時は，自分の方向に書いても

らった方が，分かりやすい５０％」

「患者として，次々に詳しく質問したり聞き直

してくれる医師の態度は，好ましい５０％」

「医師として問診する場合，言葉を伝えるのが

難しい５０％」

「医師として，‘患者の手を取って書かせる方法

が，伝わりやすい５０％」

（３）まとめ

学生たちは盲ろう体験の直前までは普通に見え

る状態にありました．さらに盲ろう体験の時間が

１０分間と短かったため，学生たちは盲ろう状態

になっても，すぐには見当識を失うことなく，指

による書字に取り組み，より良いコミュニケーシ

ョンの方向'性を発見することができました．

【２】３０分間の盲ろう体験から学ぶ

（１）問題提起と体験ワークの設定

以下に示すのは，Ｔ大学大学院教育学研究科の

2007年冬季集中授業４日目の１２月２１日に，１１名

の院生（修士課程）が盲ろう体験を行った際のア

クションリサーチです．この時の視覚障害の設定

には，遮光`性のアイマスクを用いました．また聴

覚障害の設定では，イヤフォンからホワイトノイ

ズを流す設定を用いず，耳栓をした上でイヤーマ

フをつける方法としました．

(2)体験ワークから何が分かるか

盲ろう下で３０分ほど教育学研究科の教室内や

廊下を移動したあと，２名の院生が書いた体験記

録を示します．

［院生Ａさん（男性）の場合］

恩を伝え合います．

(2)体験ワークから何が分かるか

１４名の学生の半数以上が報告した項目を以下

に示します．

「患者として，握手で診断が始まると，安心で

きる85.7％」

「握手から問診に入ると，感じが良い85.7％」

「患者の病気が複雑な場合，その病気がどんな

ものか，教えるのは難しい786％」

「患者として，痛みの度合いは伝えにくい

78.6％」

「背中に指で字を書く時，一文字一文字，平仮

名でゆっくり書かないと伝わりにくい71.4％」

「背中に指で字を書く時，一回一回確認すると，

分かりやすい71.4％」

「感`情表現が難しい71.4％」

「患者として症状を訴える場合，言葉を伝える

のが難しい71.4％」

「医師として詳しく聞けず，時間がかかる

71.4％」

「お互いの意思を分かりやすく伝えることは難

しい71.4％」

「指を持って書いてもらう時，その速度や大き

さで，相手の医師が暖かみのある人かどうか，

分かる64.3％」

「漢字よりも，読み通り平仮名で書いた方が，

間違いが少ない64.3％」

「患者として，身体の部位は伝えられる６４．３

％」

「指で書く筆談は有効である５７．１％」

「指による筆談の字には，単純で，一貫性を持

たせる方が良い57.1％」

「長い文章になると，分かりにくい57.1％」

「詳細に伝えようと思うと，それだけで疲れて，

時間がかかる571％」

「患者として，指による筆談を加えれば，正確

な主訴を伝えられる５７．１％」

「医師にゆっくり書いてもらうと，医師が理解

しようとしてくれている，と感じる57.1％」

「医師として患者側に伝えるには，手のひらや

背中に平仮名を書く方法が，伝わりやすい
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自分で盲ろう状態を体験して

「視覚と聴覚を遮断すると，自分のパーソナル

スペースが皮膚のところまで収縮したように感じ

た．それと並行して，活動`性のようなものもなく

なり，自閉的な感覚に陥っていたように思う．付

き添いに連れられて歩く際も，似たような調子だ

ったのだが，途中で白杖を渡されたことで幾分か

パーソナルスペースが広がるような感覚があり，

また安心感も出てきたように思う．また，時間が

経つにつれ，付き添いが先行して歩いてくれてい

ることで安心感も生じてきたように思う．手に字

を書くことでコミュニケーションをとろうとした

が，上下が分からず，実質的に肩を叩く回数で識

別していた‘`はい，，‘`いいえ”のみしか分からな

い状態であったにもかかわらず，ここがどこか

を聞いた時，付き添いがロッカーを白杖で叩き，

院生部屋の前なのだということがすんなり理解で

きた.」

友人の盲ろう状態に付き添って

「人数の都合上，三人一組となったので，今回

は同時に二人の付き添いを行うことになったた

だでさえコミュニケーションが付き添いと取りづ

らい状態なので，体験中の二人の間はなおさらそ

うである．そのため，二人がばらばらに行動する

ことが多く，一人を見ていると，もう一人をきち

んと見ることができず，障害物にぶつかるのを何

度か防ぐことができなかったこうした状況なの

で，危険を回避するためには，とりあえず二人を

一緒にまとめて（肩につかまらせるなど）こちら

で一方的に移動させたり行動させたりすることが

多かったように思う．そのため，コミュニケーシ

ョンをとる余裕がほぼなかったように思う.」

［院生Ｂさん（女性）の場合］

自分で盲ろう状態を体験して

「パートナーと打ち合わせをし，Ｙｅｓの時は１

回身体を叩き，ＮＣの時には２回身体を叩くこと，

階段の上り下りは腕を上下になでて伝えることを

決めて体験に臨んだ．些細なことのようだが，事

前にこれらの合図を決めなかったら大変なことに

なっていただろう．視覚・聴覚障害体験は，私に

とっては『宇宙に放り出されたような感覚』を味

わった体験だった．上下左右も分からなくなる．

そんななか，隣に人がいてくれることがどんなに

心強かったことか．介助の人は私の腰に手を添

え，身体全体を支えてくれていたのだが，触れて

いる面積が大きいからだろうか，手を握ってくれ

るよりも安心できた．目も耳も使えない状況下で

は，触れることから世界が広がっていく．そして

介助者が手のひらに書いてくれる文字によって，

それが何なのかがやっと形づくられていつたへ

レンケラーが井戸の水を手に感じながらW-A-T‐

E-Rという言葉を認識する場面があったが，それ

と同じような体験をしたのだと思う．言葉と身の

回りの物との関係をすでに認識している私でも世

界が形作られていくことに興奮したのだから，ヘ

レンケラーの感動は相当のものだっただろう．今

回の体験では，介助者のおかげもあって，孤独よ

りもスリリングな時間を存分に味わうことができ

た．物や壁に衝突しながらでも，それが何なのか

身体で触れて知りたいと思ったし，人と出会った

時も，手の握り方や感触がそれぞれ違うことが分

かって面白かった.」

友人の盲ろう状態を介助して

「逆に介助者になった時の方が困る場面が多か

った．『どこに行きたい？』といった質問をして

相手の意思を聞き出すことができないので，介助

者が相手を連れまわしてしまうことになりかねな

い．質問ができないのはもどかしかった．また，

今回はある程度知っている環境だったため，自分

たちがどこにいるのか，触れているものが何なの

か，イメージをつかんでもらうことができた面も

あるだろう．お互いが初めての環境で，たくさん

の人がいる場面では，介助者がどんな情報を伝え

るべきか悩むこと，相手をさらに不安にさせてし

まうこともあると思う．」

５．おわりに

【１】感覚障害体験から学んだことの本質は何か

今回は医学部生と教育学研究科の院生（修士課

程）が聴覚障害や盲ろう障害を体験したアクショ

ンリサーチについて報告しました．特に視覚障害

と聴覚障害が重複した盲ろう障害の状態を当事者
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の立場に－歩近づいて経験したことは，医師を目

指す医学部生にとって，かけがえのないものにな

ったにちがいありません．

一方，院生は今回の感覚障害体験から何を学ん

だのでしょうか全員が医学科の同一カリキュラ

ムで学ぶ医学部生であったのに対して，院生は芸

術教育から体育・身体教育まで専攻が多様で，研

究的な関心を模索しつつある段階でした．守山は

この集中授業「対話からの健康認識学」で感覚障

害体験を導入するにあたり，受講者が互いの専攻

分野から一歩共通の場に踏み出し，交流の中で試

行錯誤を重ね，「健康教育とヘルスプロモーショ

ンを，より広く，より深く，より実践的に捉え直

すこと」を期待していました．

以下に'１名中４名の院生の体験後の感想を引用

します．

院生Ｂさん（女性，研究テーマ：芸術治療）

｢隣の人の手，声，雰囲気，陽の光，生き物や自

然のものの持つあたたかさは，４日間の体験中，

私をほっとさせてくれた．……私がテーマにして

いる芸術治療教育では『美しいもの，真なるも

の』がひとつのキーワードになっているのだが，

これは『健康ｊとも言い換えられるように思う．

……これから，講義での体験とフィールドワーク

での子どもとのやり取りを重ねながら考えていき

たい．４日間の講義では，障害の有無にかかわら

ず人によってものの見方が違うということに改め

て気づかされた．目が見えることで見えなくなっ

ていることはたくさんある．そのことを忘れず，

普段の生活の中でも立ち止まる姿勢を大切にした

いと思う.」

院生Ｃさん（女性，研究テーマ：感覚教育）

｢授業での介助され，介助する体験を通じて，人

とのつながりの大切ざ，信頼関係の重要さを実感

した．自分自身も様々な人に支えられていること

を感じ，また見守っていてくれる人がそばにいて

くれることのあたたかさが自分の安心感につなが

っていることに気づかされた．視覚・聴覚障害の

体験で得た知識も多かったが，介助から得たもの

も非常に大きかった．……モンテッソーリにおけ

る感覚教育は，おもに幼児期について述べられて

いる．しかし，成人後も感覚は日々変化し，成長

していくものと考えられる．成人の感覚教育につ

いても，これから考えていく必要があるのではな

いかと感じている.」

院生Ｄさん（男性，研究テーマ：創造`性開発）

｢今まであまり気にも留めていなかった諸感覚を

今回のように駆使することが，自分の身の周りの

何気ない世界に新たな意味や発見を与えてくれる

こと，もしかしたらその気づきが，私の取り組ん

でいる研究である創造,性の１つの端緒になりうる

ということにも気づかされました．……これらの

発見は，自分自身の積極的参加と，吉住さんの指

摘なくしては得られないものでした．芸術家とい

う方々は，われわれが普段見過ごしがちのそうい

った感覚を徹底的にセンシテイブにすることによ

って，優れた絵画なり音楽なり文学なりを創りだ

しているのかもしれません．そして，何気ない日

常を鋭い感覚をもって過ごすことで，より面白く

てハッピーな生活を営めるのではないかと感じた

のです．そういった認識こそが，今回の集中講義

において最終的に私が感じた『健康である』とい

うことでした.」

院生Ｅさん（女`性，研究テーマ：身体教育）

｢自分の生活や考えを見直す上でとても重要だっ

たのは，他者との相互作用であった．他者と意見

を交わし，触れ合うことで，より自分自身を知る

ことができた．『普段の生活の中で，視覚の喪失

と同じように，他者の喪失が起こったら』と想像

すると，自分の存在を支える他者の存在はおそら

く想像も及ばないほど重要なものなのだと思う．

自己は他者がいて初めて認識されるものなのかも

しれない．他者との相互作用の中で自己を認識

し，その認識がへルスプロモーションの出発地点

となる可能性を感じた.」

ここで学習されたことの本質は何でしょうか．

いわゆる健康教育では，健康や疾病に関連して，

正しい「知識・スキル・ライフスタイル」の学習

がなされ，それらの学習に基づいて適切な「行動

変容」が獲得されることが，重視されます5)．し

かし今回の感覚障害体験では，院生たちは守山が

推奨する特定の知識やスキルを身につけたのでも
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なく，また守山が望ましいと考える特定の方向に

向けて一様の行動変容を起こしたわけでもありま

せん．院生たちはアイマスクやイヤーマフをつけ

て自立的に行動し，試行錯誤を行う中で，自ら

｢諸感覚を使うことの大切さ」に気づき，「－人ひ

とりが多様な存在であること」を発見し，「人と

人とのつながりの大切さ」に目覚め，「健康にな

ることが，他者に－歩近づき，他者と相互作用を

行うことで達成される」と理解しました．ここで

学習された内容は，通常の健康教育では意識され

ることの少ない基本的・根源的な事項です．健康

に関して達成された今回のような学習を，既存の

健康教育の中に位置づけるためには，新たな健康

教育の枠組みが必要であると考えます．

３つの障害疑似体験（視覚障害，聴覚障害，盲

ろう）のうち，特に盲ろう体験は「自分と他者の

存在そのものに向かい合う体験」であり，教育の

分野で学ぶ院生にとって「人間とは何か？教育

とは何か？健康とは何か？」という本質的な問

題提起になったと考えられます．

【２】全盲と共に生きる立場からのメッセージ

共著者の吉住は2003年以来，福岡大学での感

覚体験実習に全盲の立場からの助言者として関わ

ってきました．また本稿で紹介したＴ大学大学

院教育学研究科での2007年の集中授業では４日間

にわたる全プログラムに参加し，院生への援助と

助言を行いました授業後に吉住が記した印象記

録の一部を以下に示し，本稿のまとめとします．

「Ｔ大学での４日間を振り返って，今心に思い

浮かぶのは，３日目に行った視覚遮断体験ワーク

における三四郎池での光景です．私達はワークの

途中，水面にきらめく陽光が周囲の木々にも照り

映える幻想的な現象に遭遇し，しばし時を忘れ立

ち止まり，暖かく優しい何かを共有しました．そ

れは，場の雰囲気であり，そこに居合わせた人々

に流れる時間と空間と意識が織り成す総体でもあ

り，皆に等しくアプリオリに去来するクオリアで

もありました．もちろん私白身その光景を視覚的

にとらえたわけではありませんが，情景説明や漏

れ聞こえる受講生の感嘆の声や弾む会話から，私

の意識にはそのイメージが立ち現れ，今もなお生

き生きとしたイメージを脳裏に宿しています．

私にとってこのできごとが象徴する本体験プロ

グラムは“健康とは何か”をキーワードに感覚体

験，対話を通じて，日々の生活を振り返り，さま

ざまな“気付き,，の創発と共有を企図する画期的

で興奮に満ちたプログラムでした．そしてその中

で，私は現代社会において視覚障害という状況に

居合わせる者として，さまざまな角度から受講生

が“気付き”に出会えるよう側面からファシリテ

ートすることを役割としましたもちろん，視覚

障害自体のバイアスの自覚と，あくまでも個人的

体験を超えて語れない言説の限界には気を付け，

なるべく普遍性を持たせて語りかけるよう心がけ

ました．その試みの成否は不明ですが，少なくと

も私の杷憂を払拭して，受講生は既に先の理解に

到達し，更なる関心事へと進んでいました．

２１世紀に入っても，未だ心脳問題，心と意識

の問題は，ハードプロブレムとして解決困難な科

学的課題とされていますが，近時脳科学の発展に

より，ミラー細胞等が発見され，心の理論の一端

が垣間見られ始めています．その前提としてより

ベーシックな感性の理解，意識化が人間理解にも

たらす重要`性は計り知れません．なぜなら，これ

まで暗黙裡に見過ごされてきた近代の知の枠組み

をも一変する新たなパラダイムに行き着く可能性

を秘めているからです．

現代社会はあまりにも視覚に特化し，その知の

構造は言語や思考は言うにおよばず，感性の理解

にも無自覚に潜入しています．このことに自覚的

に対処し，今一度人間が持つ本来の感'性の開放を

招来して，日々の生活や社会の在り方を見つめ直

す意義はとてつもなく大きいと感じます．その先

には感｣性に根ざした親近感のある他者理解（追体

験）というシンクロニシテイがあり，やがてはそ

れが“思いやり'，として語られる人間理解，分か

り合いの本質的な構図であることに思い至るでし

ょう．これまでの対象から独立した観測者という

夢想を超えて，知的探求者も複雑系という相互関

係`性の世界に分け入ったとき，私達も自らの心や

意識のはたらきをあるがままに自覚的に感じ，新

たな知の扉を開くのかもしれません.」
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