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流動する生活の全体像をとらえる方法として，本

連載で既に，イメージの二次元展開を用いるマッ

ピングの考え方]-3)を紹介しました．

今回は，「生活マップの作成｣3)に「触覚による

可視化・意識化｣4)を組み合わせ，生活の全体像

をとらえるだけでなく，生活に関連した思考を可

視化・可触化・バリアフリー化し，生活の思考過

程に迫る触知生活マップ法の考え方を紹介しま

す．

１．はじめに

医療，教育，福祉，経済など，どのような方向

から人に働きかけるにしても，その人の生活を理

解することは，働きかけの前提になる重要なこと

です．しかし生活は多くの要素から成り立ってお

り，また生活は日々変化しています．このような
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２．なぜ触知生活マップか

【１】視覚障害体験と生活マップ

触知生活マップを考えるに至ったのは，本連載
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１．私たちは多くの物品（生活用品）つき、それに触れるだけで物品を識別できると共に、　　その物品が関連する「生活の部分（生活行動）」を思い出し、その思いを口に出すこと　　で、物品から生活を語り始めることができます。２．いくつかの物品を「関連する生活行動の頻度」にしたがって座標面上で横のＸ軸方向に　　配列し、さらに「関連する生活行動の楽しさ」にしたがって縦のＹ軸方向へと展開する　　ことで、「物品のＸＹ散布図」ができあがります。この方法、すなわち「物品を配列　　展開して生活の全体像を可視化・可触化する方法」を「触知生活マップ法」と　　名付けました。３．触知生活マップを作り、生活に触れ、生活を振り返り、生活を語ることで、触覚を　　通して生活の記憶が整理され、生活の全体像が把握され、生活の意味が再発見されます。４．触知生活マップの作成では、作成者の語り（発言）に同期して手が動くために、　　作成者の思考過程が可視化され、観察者は作成者の思考過程に寄り添うことができます。５．触知生活マップは視覚障害の有無に関係なく使えるバリアフリーの方法で、　　視覚障害者や晴眼者や盲ろう者が対等にコミュニケーションを行うことができます。
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第１０回で紹介した視覚障害体験実習5)がきっかけ

になりました．1995年に長崎で実習を開始し，

1997年以後は福岡で実習を継続する中で，実習

に際して数名の視覚障害者から助言をもらえる体

制ができあがりました．これらの視覚障害者は，

共著者の山田がかつて生活再建や社会復帰の援助

をしたことがある方々でした．同実習では，障害

体験/感覚体験を通して「生活の考え方が人さま

ざまであること」や「生活の考え方は必ずしも固

定したものではなく，変化し得るものであるこ

と」を参加者が自覚することが大切であったた

め，「参加者が生活を示し，語り，対話する方法」

として用いたのが生活マップでした．生活マップ

には，最初に開発した食のマップ6)を始め，いく

つかのパターンがありますが，本連載第８回で

は，紙のラベル数枚に示した生活の部分を，座標

のＸ軸とＹ軸を印刷した台紙上に配列展開し，

生活の全体像をラベルの散布図として表す方法3）

を紹介しています．

【２】生活マップを実物で作る試み

視覚障害者と学生（晴眼者）が参加して障害の

意味を考えるこれまでの実習の流れの中で，共に

生活マップを作る機会がたびたびありました．そ

のような折，紙に印刷したラベルや座標軸の意味

を，学生だけでなく視覚障害者にも理解してもら

うために，「口頭で逐語的に説明する｣，「ラベル

や座標を手で触れて識別できるように立体印刷す

る」などの方法を試みました．しかし，マップ作

成やマップからの対話を，視覚障害者と学生が対

等に行うことは困難でした．作業や交流をバリア

フリーにして行うことができないかと試行錯誤を

繰り返し，2004年の実習準備中に考えついたの

が，紙のラベルに変えて実際の物品（生活用品）

を用いる方法でした7,8)．

【３】触覚から考え語るとはどういうことか

触覚から生活を考え生活を語るとは，どういう

ことでしょうか．触覚に集中するために，アイマ

スクで目を覆うか，または目を閉じた上で，手を

伸ばしてポケットの中や机上の物品に触れてみて

ください．このような時，私たちはHaptic

Glance（人が身近な物を手で軽くサッと触れるだ

けで，それが何であるかを理解できる認識能

力)4)によって，触れた物品の多くを瞬時に識別

することができます．コイン，鉛筆，コーヒーカ

ップ，携帯電話……等々と物品が識別されると同

時に，物品を通して生活の部分の記憶がよみがえ

ります．記憶がよみがえった時，“物品，，に関連

する“生活の部分，，を「積極的に言葉で言い表

す」ように援助を受けることで，私たちは物品を

通して生活をイメージし，生活を語ることが可能

になります．

イメージし，言い表すために，どう援助したら

よいか，援助者と対象者の対話例を以下に示しま

す．

援助者：「この物品に触れてください何が思

い浮かびますか」（１００円玉を対象者の手にのせ

る）

対象者：「あつ’コインだ．先ほど自販機で使

いました」

援助者：「これで“買物する，,状況をイメージ

してください」

対象者：「はい」

援助者：「次はこれです」（鉛筆を対象者の手に

のせる）

対象者：「鉛筆ですね．私はメールにはパソコ

ンを，メモには鉛筆を使います」

援助者：「この鉛筆で“文字を書く，,をイメー

ジしてください」

対象者：「はい」

このような対話を通して援助することにより，

対象者は，コインと鉛筆という物品から「買物す

る」と「文字を書く」という生活の状況（生活の

部分）をイメージし，語るための準備ができま

す．

【４】触覚による生活のグラフ表現：触知生活マ

ップ法

さて今度は，１つ１つの物から始まるそれぞれ

の断片的な「生活の部分」を寄せ集め，組み立て

ることを考えます．まず，物に象徴される「生活

の部分」を並べたり動かしたりして，部分と部分

との関連が分かるように座標を利用して表わして

みることにしましょう．
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図１生活用品の並べ方から生活に関連した思考を可視化・可触化・バリアフリー化する触知生活マップ法：

座標の横軸（Ｘ軸）で生活用品の使用頻度を示し，縦軸（Ｙ軸）で楽しさの程度を示す方法

図ｌのＡは，物品（洗濯バサミ，イヤフォン，

本の一部，コイン，スプーン）が「生活の部分

(洗濯する，音を聴く，文字を読む，買物する，

食事する)」を表すとイメージした上で，物品を

１つの基準「生活用品の使用頻度」で横方向のＸ

軸上に一列に並べたものです．－列に並んだ物品

から，最も頻度が低いのは“洗濯する，，，さらに

``音を聴く，，，‘`本を読む'，，“買物する,，と続き，

最も頻度が高いのは.`食事する，，など，各生活部

分の関係`性が可視化きれ，部分を超えた生活の全

体像が現れ始めます．

次に，横に並んだ物品を，別の基準「生活にお

ける楽しさの程度」によって縦方向のＹ軸上に

展開します．２つの基準（Ｘ軸とＹ軸）で整理さ

れた結果，各部分と全体の関係`性が物品の散布図

として表されます（図１のＢ)．

このようにして生活の全体像ができあがると，

生活全体を振り返り，語り，対話することが，で

きるようになります．このような生活物品による

散布図（マップ）作成方法を，守山は「触知生活

マップ法」と名付け，内省思考支援用具として特

許電子図書館に登録しました9)．

【５】触知生活マップ法に用いる物品

初めての触知生活マップ法に用いる物品（物品

が大きすぎる場合，実物に代えてミニアチュアを

用いることもあり得る）として，守山の研究室の

机上だけでなく，家で日常的に使用する道具など

の物品を見渡した結果，「物品」とそこから語ら

れ始める「生活の部分的な内容（矢印をつけてカ

ッコ内に示す)」を，以下のように設定しまし

た7)．①洗濯バサミ（→洗濯する)，②ボタン

(→服を着る)，③シャンプー容器の注ぎ口（→入

浴する)，④携帯電話機の模型（→電話する)，⑤

ボールペン（→字を書く），⑥スプーン（→食事

する)，⑦缶飲料のプルトップ（→飲み物を飲

む)，⑧サンダルの先端（→外出する)，⑨ゴルフ

ポール（→スポーツする)，⑩イヤフオン（→音

を聴く），⑪コイン（→買い物をする)，⑫歯ブラ

シ（→歯を磨く），⑬本の一部（→本を読む)．

これらの物体には，手指による把持と移動を容

易にするために，底部にマグネットの台座を付け

ました．

【６】触知生活マップ法の特徴

この触知生活マップ法は，視覚障害者にとって

も，晴眼者にとっても，生活に関連して，他の調

査方法/コミュニケーション方法にはないユニー

クな特徴を持っています．視覚障害者にとって

は，学習が必要な点字よりも実物を用いる点で，

直観的に使える分かりやすい方法であると言えま

す．一方，晴眼者にとっては，目でラベルの文字

を読むことができる点で，生活を示し語るため

に，あえて物品を使う必要がなく，紙のラベルや
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～ん，分かんないです」

Ｍ：「これはシャンプーを入れる容器の上の部

分」

Ａ：「なるほどね」

Ｍ：「これで“お風呂に入る”を考えてね」

Ａ：「はい」

Ｍ：「こんどはこれだよ」（ゴルフポールを渡

す）

Ａ：「あつ’ゴルフポールだ」

Ｍ：「その通り．でもゴルフだけに限らず，他

のスポーツのことも思い浮かんだら話して

ね」

Ａ：「はい」

Ｍ：「次はこれだよ」（サンダルの先端を渡す）

Ａ：「……分かんない」

Ｍ：「サンダルの前の部分を切り取っているん

だけど」

Ａ：「……あ～ん……」

Ｍ：「そういうのを履いて“外出する，，と考え

てね」

Ａ：「はい」

……以下省略．

このようにして守山は１３個の物品を１個ずつＡ

さんの手のひらに乗せていきました．Ａさんは

HapticGlanceによって物品を確認しました．Ａ

さんは晴眼者ですが，マップ作成時は触覚に集中

する必要があるため，アイマスクを付けました．

上述の発言に示された「洗濯バサミ，ゴルフポ

ール」について，また「１００円玉，ボールペン，

スプーン，プルトップ，本，歯ブラシ」について

は，Ａさんはほぼ独力で「①物品名」を理解し，

守山は「②生活の部分のイメージ」に関する短い

助言をしました．一方，上述の「シャンプー容器

の注ぎ１コ，サンダルの先端｣，さらに「ボタン，

イヤフォンの先端，携帯電話のミニチュア」につ

いては，ＡさんはHapticGlanceだけでは物品の

確定に迷ったため，「①物品名」と「②生活の部

分のイメージ」に関する短い助言をしました．

【２】第二段階：横方向（行為の頻度順）への物

品の配列

物品の確認後，関連する行動の頻度に従ってＡ

台紙を用いる従来の方法で足りるとも言えます．

しかし，目で見て直ぐに達成される「理解」に比

較して，目を閉じた状態で物を触知することから

得られる「理解」が，「環境と自己の両方の情報

を能動的に得る機能的な知覚システムの一部｣'０１

である触覚の特徴を活かしたリアルで能動的なも

のであることを，本連載第９回で確認しまし

たい．特に，晴眼者があえて目を使わずアイマス

クをかけて触覚に集中すると，手の触覚を通して

物体を触知した過去の経験が思い出され，それを

通して，言葉よりも実際の生活に一歩踏み込むよ

うな思考が生まれ，生活の細部までが語られ始め

ます．

３．アクションリサーチ１：晴眼者Ａ

さんの事例

以下では，触知生活マップ法により，２００６年

１０月９日にＡさん（晴眼者，２２歳男性）に自分

の生活を語ってもらった時の様子を段階的に示し

ます．

【１】第一段階：HapticGIanceによる物品の確

認

触知生活マップ法の第一段階で，対象者が物品

から生活の部分を考え語り始める時に大切なの

は，「①物品名」と「②（その物品から語り始め

る）生活の部分のイメージ」です．私たちは晴眼

者でもそれなりのHapticGlanceの能力を持って

いますので，かなりの物品について，触れるだけ

でそれが何かを理解でき「①物品名」を言い当て

ることができます．しかしそこから直ぐに生活を

語り出せるわけではなく，どこから生活を語り始

めるかの方向付けが必要であり，そのためには

｢②生活の部分のイメージ」へも何らかの助言が

必要になります．Ａさんが生活を語り始める前，

守山との間で行われたやり取りの一部を以下に示

します（Ｍが守山)．

Ｍ：「はい，これ」（洗濯バサミを渡す）

Ａ：「あつ'洗濯バサミだ」

Ｍ：「そう．これから“洗濯する，,を考えてね」

Ｍ：「では次です」（シャンプー容器の注ぎ口を

渡す）

Ａ：「これは……ちょっと分かりにくい……う
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図２物品の横方向のＸ軸上の配列：Ａさん（晴眼者，男性）の事例

さんは，物品を横方向のＸ軸上に並べ，配列を

完成しました．Ｘ軸の左寄り（あまり行っていな

い）から右寄り（よく行っている）までの物品

(図２）について配列順に，物品から想起される

生活の断片をＡさんに語ってもらいました．

Ａさんの語り：

「まず「洗濯もの』はほとんど両親に任せてい

るので，僕はしません.」

「｢飲み』は……毎日は飲まないんで，週に数回

飲む程度.」

「『運動」は確実に週に２回ぐらいやっているの

で，『飲み』と「運動』がまあ五分五分くらいで

すね.」

「『お金」『買い物をする』は，基本的に生活に

必要な物はもう家にあるので，後はもう定期とか

で，学校の行き帰りの時に．一日のうちに買い物

は，多分１回はするんですけど，そんなに頻度は

高くない.」

「『お風呂』は絶対毎日入るんで，え～と，『買

い物』と『お風呂』は同じくらいですね．」

「『字を書く』のはですね，パソコンをよく使う

んですけど，メモを取ったり，あと，手帳に予定

を書いたりする時に使うんで，一日２回くらいは

字を書いてると思います.」

「『本を読む』のは……今は…･･･結構，大学が忙

しいので，本を読む機会は多いので……．頻度

は，時期によって全然違うんですけど．今は「字

を書く』より『本を読む』が上にきますね．」

「『外出』は絶対毎日するので.…..・頻度よりは

時間で，毎日結構長い時間外出しているというこ

とで，とらえています.」

「｢音楽を聴く』のは……，現在外出している時

は必ずiPodを持っていて，部屋にいる時は音楽

を聴いているので，ほとんど音楽のある生活をし

ています．学校ではそんなに聴かないですけど.」

「『携帯電話」は外でも家でも，かかってくれば

絶対出るし，頻度としては，多い時はいくらでも

使っているので，ここにしました.」

「『歯磨き』の位置はちょっと違いますかね．一

日２回以上してるかな，いや２回はしていない，

もう少し下かな．「外出』や『読書」と比べると，

あ～～読書くらいかな.」

「『ご飯』は一日３食食べます．『携帯』と頻度

の比べようはないんですけど，一応近い位置で考

えてます．３食を確実に食べるので，ここにしま

した.」

「｢服」は，裸でいる時間は一日のうち，お風呂

に入る時だけで，いつも服を着ているので，一番

右にしました.」

解説：

触知生活マップに触れながらＡさんが何を考

えたのかを示しました．忘れてならないのは，発

言の多くが手の動きを伴っているということで

す．例えばＡさんが「まず『洗濯もの』は…･･･」

と語り始めた時，Ａさんの指は左端の洗濯バサミ

に触れていました．続いて「『飲みｊは･･･…毎日

は飲まないんで」と語った時，指はプルトップの

上端，穴の部分をつかんでいました．発言が多く

得られた物品については，それだけ多くの時間，

指がその物品上に留まり，触れたり持つたりとい

う動きをしていました．「え～と，あ～～」など

の言葉が発せられた時は，考え込んだり迷ったり

する様子に合わせて，指も動きを留めたり，行き

つ戻りつしたりしました．

【３】第三段階：縦方向（行為の楽しさの程度

順）への展開とマップの完成

Ａさんは，前段階で一列に並んだ物品を，関連

する生活行動の楽しさに従って縦方向のＹ軸上
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図３触知生活マップ：Ａさん（晴眼者，男性）の事例

に展開し，作業を終えました完成した触知生活

マップ（図３）を手で参照しながらＡさんが語っ

た内容を以下に示します．

Ａさんの語り：

「まず基本的に『洗濯』は嫌いなので下，－番

下です．あと『歯磨き』とか面倒くさいので，で

もしなきゃいけない，ということで，下ですね.」

「上，左から順番にいくと，まず『飲み」は気

分が良くて，楽しい時しか飲まないので，これイ

コール楽しい時ってことになります．僕の場合，

嫌な時はお酒飲まない.」

「｢スポーツ」は至福の時ですね．きつくても楽

しい」

「『買い物』は，買うものにも全然よるんですけ

ど，服とか買うことで，ストレス発散になった

り，自分の欲しいものが手に入るので，『買い物』

は好きです.」

「『風呂」はすごい好きというわけじゃないです

が，真ん中ぐらいですね.」

「『字を書く』のは別に，全然，嫌いじゃないん

ですけど，好きでもないんで，真ん中より少し下

くらい.」

「｢読書』は，論文とか読む時はあまり面白くな

いんですけど，小説とか読む時はすごい好きなの

で，これもまた真ん中くらいです.」

「『外出」は，基本的にアウトドア派なので，外

出する時は何か楽しいことがあるんじゃないかみ

たいな感じで外に出ます．憂鯵な時は出ないの

で.」

「『音楽』は，好きで聴いていて，聴きたくない

時は聴かないので，聴いている時はもう，すごい

楽しい.」

「『携帯電話』は，自分がかけたい時にかけたり

とか，友達と喋っている時とかはいいんですけ

ど，別に意味もない用事もあるので，真ん中より

ちょっと下くらいですかね．あつ’でも，なくち

ゃ困るもの.」

「『ご飯』は，朝ご飯はそんな楽しみではないけ

ど，夜ご飯とかは特に，何を食べるか迷ったりす

るのは楽しいんで，真ん中よりちょっと上くら

い」

「最後の『洋服」は，結構，洋服何着るか，面

倒くさい時もあるんですけど，基本的に選んで着

るのは楽しいっていうことで，真ん中より，少し

下くらいです.」

解説：

生活行動の楽しさが上下の位置として加わった

ために，Ａさんの発言の中に「上，下，真ん中」

などの位置に関する表現が増え，発言に連動する

形で，指が活発に動きました．物品から生活を語

る際，指がいったん周囲にある物品に触れた上

で，また指が当該物品の上に戻ることも，繰り返

し観察されました．他の物品を参照しながら，相

対的に当該物品の位置を確認していることが読み

取れました．

【４】第四段階：マップから生活の全体像と意味
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【１】第一段階：HapticGlanceによる物品の確

認

Ａさんの事例の場合と同様にＢさんにも，生活

を語る出発点として，マップを作成するのに必要

な物品を渡しました．Ｂさんは全盲者です．守山

がＢさんの手のひらに物品を乗せた際，Ｂさんは

HapticGlanceで13個中１１個の物品が何であるか

を理解しました．守山が説明の言葉を補ったのは

｢シャンプー容器の上部」と「サンダルの先端部

分（外出を意味する)」の２個だけでした．この２

個について，Ｂさんと守山の対話を以下に示しま

す（Ｍが守山)．

Ｍ：「次はこれです」（シャンプー容器の注ぎ口

を渡す）

Ｂ：「キャップっぽいですね」

Ｍ：「はい，キャップです．シャンプーの」

Ｂ：「あ～シャンプーのキャップですね」

Ｍ：「シャンプー容器の上の部分です．“お風呂

に入る，,を考えてください」

Ｂ：「はい」

Ｍ：「次はこれです」（サンダルの先端を渡す）

Ｂ：「……」

Ｍ：「これは分かりにくいですか」

Ｂ：「マットじゃないし……」

Ｍ：「それはですね，あのサンダルの」

Ｂ：「あ～～はい，分かりました」

Ｍ：「サンダルの前の部分を切り取ったもので

す．それで“外出をする”を考えてくださ

い」

Ｂ：「あ～～，．`外出”ですね」

前述のＡざんの場合は，２つの物品（シャンプ

ー容器の注ぎ口，サンダルの先端）を手渡しした

際に，それが何か最初は見当がつかない様子でし

た．一方，上述のＢさんの場合は，「キャップっ

ぽい，ですね｣，「マットじゃないし……」という

発言から，ある程度見当がついたことがうかがえ

ました．

【２】第二段階：横方向（行為の頻度順）への物

品の配列

物品確認後，Ｂさんは並ぺる行為に集中し，横

方向のＸ軸上の配列が完成しました．Ｘ軸の右寄

を語る

Ａさんの語り（生活全体の傾向）：

「趣味が一番上にきてますね．で，生活にとっ

て，あつ'でも一番上は，なくても生きていける

ものですね．で，上の方はそうですね，でも食事

は上の方にあるけど，うん，う～～ん.」

「そうですね，やりたいと思ってやっているこ

とは上ですね．自分で.」

「やりたくなくても，やんなきやいけないこと

だったりとか'ってことは，下にある傾向がある

んですけど，「食事』とかはちょつと別ですね．

食べたくて食べてるんだから，あつ『食事』は，

もうちょっと真ん中の方にいくのかな．こんな感

じです.」

Ａさんの語り（触知生活マップ作成の意味と感

想）：

「(触知生活マップ作成の）意味は何だろうな

あ，こういうのをやるにあたって，人と比べるの

は面白そうだなって思いました．自分のだけ見て

も（触れても)，ちょっとあれだけど，いつもの

当たり前の自分がこんな感じかなあって大体分か

るだけなので，人と比べるのはすごい面白いんじ

ゃないかなあって，やっててすごく，思いまし

た人と差が出そうなやつを結構持ってくると面

白いかな.」

解説：

晴眼者のＡさんがアイマスク下での生活全体

の傾向を語った時，語りと連動して，Ａさんの指

はマップ上を忙しく動いていました．その一方，

｢うん，う～～ん，そうですね」などの発言の際

は，考え込むのに連動して，指は動きを止めまし

た．全体像を直ぐに言葉にできるのではなく，触

れて確認しながら，小さな発見を積み重ねて，Ａ

さんが段階的に自分自身の全体像を把握している

様子が読み取れました．

４．アクションリサーチ２：全盲者Ｂ

ｌＬＴＪさんの事例
以下では，触知生活マップ法により，２００６年９

月５日にＢさん（全盲者，３３歳男性）に自分の生

活を語ってもらった時の様子を段階的に示しま

す．
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図４物品の横方向のＸ軸上の配列：Ｂさん（全盲者，男性）の事例

り（よく行っている）から左寄り（あまり行って

いない）までの物品（図４）について配列順に，

物品から想起される生活の断片をＢさんに語って

もらいました．

Ｂさんの語り：

「まずは『音を聞く』です．私の場合は全盲な

ので音の情報が頼りです．情報収集がほとんど耳

からの情報，テレビ・ラジオ・パソコン・人の会

話です．趣味で音楽を聞くという意味でも，耳を

よく使っているので，一番最初にしました.」

「次に『ペン』『デスクワーク」です．現在，月

曜日から金曜日まで日中は学校に通っているの

で，二番目にもってきました.」

「三番目が，う～ん，……『外出ｊですね．日

々学校に通う以外に，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，

『外出』を三番目にしました」

「四番目は『プルトップ』です．飲み会とか，

飲み事にはいろんなところに顔を出しています．

昔に比べれば少ないと思いますが，それでも割と

あるほうなので，この位置です.」

「『食事』を次にしました．日々の食事もあるん

ですけど，外出すると食事が楽しみで，ちょっ

と，外食でもしようかって考えます．割と外で，

休みの日に友達や，活動している人達と食事をし

ます．さっきの飲み会とも関連します．そういう

イベント的意味で，この位置にしました.」

「次に『携帯」電話ですね．以前は携帯電話が

ほとんどコミュニケーション手段だったんですけ

ど，今はパソコンが多くなっています．メールの

方が多いかなということで，この位置です.」

「次に『スポーツ』です．大学時代はずっと合

気道をしていました．最近は忙しくなかなか行け

ていないのでこの位置です．平均すると週１回く

らいは行ってるかなあ．スポーツ自体大好きなの

で，他にもダイビングとか，いろいろあるという

ことで，この位置ですね.」

「次は『本』ですね．『本』を読むのは大好きな

んですけど，まとまった時間がとれません．今は

自分の好きな本を読む時間がなかなかないので，

この位置です.」

「次に，う～ん『歯磨き』ですね．普通にみな

さん歯磨きしてると思うんですけど，私の場合は

やはり，耳の次は今度は味という意味です．口腔

内をきれいにしておかないと，味が確認できませ

ん．コーヒーの味などをより味わっていくために

は，口の中を清潔にしておく必要があります．歯

には人一倍気をつけているので，この位置としま

した.」

「次に「お風呂』です．私の場合，アトピー性

皮膚炎もあるので，汗をかくと体が痒くなること

もあって，割とこまめにシャワーを浴びたりして

います．温泉やスーパー銭湯といった所でリラッ

クスするのも大好きです．本当はお風呂をもっと

上位にしたいんですが，忙しくて最近全然行けて

いないので，この位置としました.」

「次が『買い物』です．私の『買い物』は，必

要な物を買うというものです．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ほとん

ど行かないので，この位置ですね.」

「『服』を着ること自体は毎日です．洋服を買い

に行くとか，服のコーディネイトをするとか，お

しゃれをするということに関しては，私は無頓着

です．そこにあるものを着るだけで，特別にこだ

わりはないので，この位置ですね.」

「最後は『洗濯』．寮生活とか一人暮らしをして
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いた時は毎日洗濯をしていました．今は親と暮ら

しているので，なかなか自分で洗濯することがな

く，最後にしました.」

解説：

横に並んだ物品について語る時，Ｂさんは「ま

ずは『音を聴く』……」の発言と共に指はイヤフ

オンに触れ，「次に『ペン』「デイスクワーク」で

す」と続け，指はボールペンの先端部分をつかん

でいました取り上げられることが多かった物品

については，それだけ多くの時間，指が物品上に

留まり，触れたり持つたりという動きをしていま

した．「次に，う～ん」などの言葉が発せられた

時は，考えたり迷ったりする様子に合わせて，指

も動きを留めたり，行きつ戻りつしたりしまし

た．

【３】第三段階：縦方向（行為の楽しさの程度

順）への展開とマップの完成

Ｂさんは，第二段階で横一列に並んだ物品を，

関連する生活行動の楽しさに従って縦方向に展開

し，作業を終えました．触知生活マップ（図５）

を手で参照しながら行われたＢさんの語りを以下

に示します．

Ｂさんの語り：

「まずは，一番低い左のほうから話します．洗

濯は自動洗濯機まかせです．自分で『洗濯』する

ことは最近はほとんどありません．多分目が見え

たら，洗濯をがんばって行い，綺麗になっていく

とかで洗濯への楽しさが出てくるのかもしれませ

んが，今のところは特に楽しくないので，－番下

です.」

「次は『衣服』ですね．自分が服にあまりこだ

わってないっていうことがあります．色とかが見

えて，服のコーディネイトとかが分かれば，多少

楽しみがあるのかなと考えて，ちょっと上にしま

した.」

「三番目は『買い物』ですね．ほとんど必要な

物しか買いません．でも，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

いう気持ちがあるので，この位置です.」

「あとは「食事」コンビニの食事だとか，新し

いデザート，弁当とか新製品に興味があります．

変化が分かれば食事は楽しいだろうなと，ちょっ

と上にしました」

「次に『お風呂』です．温泉が好きなので，温

泉でゆっくりリラックスするっていう意味で，こ

の高い位置にしました.」

「次に『歯磨き』は，口の中がスッキリするっ

ていう意味では多少楽しみがあるかなと，ちょっ

と上にあげました.」

「次は『本』です．『読書』は大好きなので，か

なり上の方にあげています.」

「あとは『スポーツ』も好きで，読書と同じく

らいに，高い位置にあります.」

「｢携帯』は，話すコミュニケーションが多いの

で，どうしても必要です．でも友達と電話で長話

ということはあまりしません．電話を使う時は大

体仕事に関することです．楽しみという意味では

囚
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図５触知生活マップ：Ｂさん（全盲者，男性）の事例
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低いかなと思い，この位置にしました.」

「あと『食事』と「飲み会』も好きですけど，

……真ん中くらい，ということです.」

「『外出』は『旅行』の意味で大好きなので，

『スポーツ」や『読書」と同じ位置にしました．

－番Ｍａｘにしないのは気苦労があるからです．

緊張とか疲れとかがあるので『スポーツ」とか

『読書』と同じです．『スポーツ』もやると楽しい

けど，ちょっと疲れたり，ケガをすることもある

ので，位置がＭａｘにはなりません.」

「『読書」本を読んだことがすべて時間の無駄

ということもあり得ます．私は－度読もうと思っ

たら最後まで読んでしまうたちです．最後まで全

部読んでから評価し，たまに，はずれの本もあり

ます.」

「『仕事」は必要だからやっていることです．あ

まり好きではないので．頻度的には多いですけ

ど，楽しさは少ない位置です.」

「『音」は，ほぼ生活のすべてと言ってもいいも

のです．人によっては音で疲れる，耳で疲れるこ

ともあるかもしれません．でも私は，パソコンを

使っても，音楽を聴いても，人と話しても，耳で

疲れるということを経験したことがありません．

音は１００％楽しみです．音がなくなったら，多

分，普通の人が目が見えなくなることよりも，さ

らに絶望するかなと思い，音の位置をＭａｘにし

ました.」

解説：

生活行動の楽しさが上下の位置として加わった

ために，Ｂさんの発言の中に「ちょっと上，この

位置，……」などの発言が増え，発言に連動する

形で，指が活発に動きました．ある物品から生活

を語る際に，その物品に触れる指の動きだけでな

く，周囲にある物品に触れた上で，また指が当該

物品の上に戻ることも，Ａさんの場合と同様に，

繰り返し観察されました．

【４】第四段階：マップから生活の全体像と意味

を語る

Ｂさんの語り（生活全体の傾向）：

「今は学校に行っているので「デスクワーク』

が頻度の高い位置にきています．本当は，『スポ

－ツ』とか『読書」がもうちょっと頻繁にあっ

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」

「『買い物』は，パソコンから情報が得られるよ

うになったんですけど，カタログ的な情報にとど

まります．例えばデパートに行って，リアルタイ

ムに見ながら，友達と情報をやりとりしながら楽

しむっていうのがなかなかできません．そういう

交流があると，『洋服』だとか，『買い物』とか

が，視覚障害を持つ私でも，かなり真ん中辺にい

くのかなという気はします．今はそれが少ないで

す．よほど気の合う友達だとかが周りにいれば，

多少これらの位置づけも変わってくるのかなとい

う気がするんですが．私の場合は買い物に無頓着

だし，友達も，どちらかと言えば無頓着な人が多

いので，『買い物』や「ショッピング』とか、則

っていうのは低い位置かなあって思います.」

「私の場合，他の視覚障害の方と比べて『外出」

が，頻度も楽しさも高い位置にあるんですよ．視

覚障害者の中には，外出すると疲れてしまい，家

で，インドアで楽しむという人が多いです．私の

場合は，アウトドアに行って気分転換できるとい

うことで，かなり高い位置にあるかなと思いま

す.」

「あと，『パソコン』の項目は必要です．「パソ

コンｊは『音』の次に私の生活の中で重要な位置

を占めているので，パソコンがあれば，楽しみと

しても，『音』の次にかなり高い位置に位置づけ

られるかなあと思います.」

「『携帯』は意外に低い位置です．視覚障害者の

場合は一般的には“会話によるコミュニケーショ

ン”がほとんどだと思います．私はパソコンを使

い，またスクリーンリーダーが登場したことで，

視覚障害者ではあっても，メールのやりとりが多

くなってきました．よって私の場合，携帯電話は

比較的下の方に位置するのかなと思います．まだ

パソコンを持っていない人だと電話は重要で，楽

しみとしてかなり高く，行為としても多くなるの

かなと思います.」

解説：

Ａさんの語りは比較的あっさりしたものでし
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いて，マネージメントができている人だと，生活

マップは面白いと思います．その人の個性が出る

生活パターンがみられるんじゃないかなあってい

う気がします.」

５．触知生活マップの意味と可能性

【１】触知生活マップ作成から分かったこと

１）生活を語ることで，生活の意味が発見され

る

生活，特に自分自身の生活については，「毎日

ほぼ同じことの繰り返しで，新たな発見などはな

い」という見方もあり得ます．しかし，上述のア

クションリサーチから出される結論の１つは，

｢語ることによって生活が発見される」という事

実です．Ａさんは「趣味などやりたいと思ってい

ることを，上（楽しい）と考えている：やりたく

なくても，やらなければならないことは，下（楽

しくない）と考えている：食事の位置づけは高い

方にある」といった位置づけの傾向がみられまし

た．一方，Ｂさんの場合は，「"音を聴く”や“外

出する,,といった項目が頻度的にも楽しさ的にも

高い位置にある」という位置づけの傾向がみられ

たことに加え，「もっと交流があれば『買い物』

の位置づけが変わるかもしれない｣，「視覚障害者

でも私の場合はメールでのやりとりが多く，携帯

電話は低い位置にくる」など，障害者である自分

の状況を客観的に見つめる中で，さらに発見がな

されていることが分かりました．

２）生活を語る中で，他者の生活への関心が生

まれる

ＡさんもＢさんも，表現は異なりますが，他の

人のマップを見ることが，自分でマップを作成す

ることに加えて重要である点を指摘しました．Ａ

さんからは「こういうのをやるにあたって，人と

比べるのは面白そうだな」などの発言が，Ｂさん

からは「こういうマップで互いに見せ合いっこす

ると，意外にライフスタイルが人によって全然違

っている」などの発言が得られました．

３）生活を語る中で，異なる生活の仕方がシミ

ュレートされる

触知生活マップ法は手の動きと思考が同期して

た一方，Ｂさんの語りは，『デスクワーク｣，

『買い物』などの個別の行為を，それぞれマップ

全体の中に位置づける形で進行したため，詳細な

ものでした．また「○○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」や「そう

いう交流があると，……視覚障害を持つ私でも，

かなり真ん中辺にいくのかなという気はします」

などの表現から明らかなように，頭の中で自分が

行動する状況設定を変化させ，それに伴った行動

の変化を予測するような表現が，多く認められま

した．Ｂさんは元来いろいろなことを言語化して

考える特徴を持った方ですが，初めて経験した触

知生活マップによってさまざまな可能性が考えら

れることを，喜んでいる様子がうかがえました．

Ｂさんの語り（触知生活マップ作成の意味と感

想）：

「日本では，生活を語る場合おそらく多くの人

が，その人個人の性格よりも，障害ということが

先にくるように感じます．「こういう障害だとこ

ういう生活だろう」と．その障害当事者の周りの

人もそう思っているし，障害当事者自身も結構そ

う思い込んでるところがあります．こういうふう

にマップにすると，ある程度生活が客観化できる

ので，周りの人も「意外だ」と思ったり，「ああ，

やっぱり教科書通りだ」と思うこともあるかもし

れません．特に当事者同士が，こういうマップで

互いに見せ合いっこすると，意外にライフスタイ

ルが人によって全然違ってくるんだなというの

が，よく理解できると思います．障害っていうの

は，その人のライフスタイルの－要素だけど，そ

こまで大きな位置を占めていないということも出

てくるんじゃないかなと感じます．むしろ，その

人の`性格だとか趣味や嗜好が，実は行動パターン

によく出てるんじゃないかなと思います．ただ，

ここまでの感想は，中途視覚障害とか，ある程度

生活をマネージメントできている人を前提とした

ものです．生まれてからずっと同じ家庭で，また

盲学校や盲学校の寮でずっと生活しているとなる

と，どうしても画一化した側面がみられ勝ちとな

ります．そうなると「生活パターン』も似通って

くることになるかもしれません．生活が自立して
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進行するため，「手を動かして，物体（触知アイ

テム）を～の方向に動かすと，～のようになるか

もしれない」など，認識の変化を動きとして語る

場面が出てきます．Ａさんの場合は「食べたくて

食べてるんだから，あつ『食事』は，もうちょっ

と真ん中の方にいくのかな」という表現が，Ｂさ

んの場合は，「本当は「スポーツ』とか『読書」

がもうちょっと頻繁にあって，『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｣，「そういう交流があると，

『洋服』だとか，『買い物」とかが，視覚障害を持

つ私でも，かなり真ん中辺にいくのかなという気

はします」などの語りが認められました

【２】手の動きと触覚から，人の思考過程に入り

込む

本稿では，触知生活マップについての対象者の

語りを中心に記述しました．しかし対象者の思考

を対象者の語りだけで示すと，触知の重要な要素

である「手の動き」が見落されてしまいます．手

の動きを考察するためには，動きを動画でとらえ

るような試みが必要でしょう．

忘れてはならないのは，本稿に採録している対

象者の発言のほとんどが，何らかの手の動きを伴

っているということです．印刷したラベルや台紙

による通常の生活マップの場合でも，ラベルを持

つ手の動きや視線の動きを観察すれば，マップ作

成時の思考過程をある程度理解できます．しか

し，語りと連動する指の動きから，思考の流れ

を，さらに感`情の動きや迷いまでを推測し，また

それぞれの状態にある対象者と対話できること

は，触知生活マップ法に特徴的なものです．

このような触知生活マップの作成過程を，作成

者の横で観察していると，観察者自身が作成者の

思考過程に近づき，思考過程に一歩入り込んでし

まったような印象を持つことがあります．このよ

うな時，脳内では何が起こっているのでしょう

か．マップの作成者だけでなく，観察者において

も，ミラーニューロンⅡ)が活性化しているのかも

しれません．今後の検討が必要とされています．

医療や福祉の実践場面や一般的な健康教育の場

面で，これまで，個別の対象者の生活に関する恩

考の実|祭に触れることは，極めて稀だと考えられ

ます．触知生活マップから生活に近づいていく

と，対象者の生活の仕方は強固に確立されたもの

ではなく，相当に可塑性を持っていることがうか

がえます．生活に近づいて対話を重ねることで，

生活習慣と言われているものが，変化し始めるこ

とが考えられます．

【３】触覚による認識とバリアフリー

触知生活マップ法の特徴の１つは，晴眼者と視

覚障害者の間にある差の１つ（晴眼者の生活を調

査する方法はいろいろあるが，大半のものは視覚

障害者には使えない)，すなわちバリアーを取り

除いたということです．触知生活マップ法が障害

の有無に関係なく使えるバリアフリーのコミュニ

ケーション・調査法であり，またこの方法で語ら

れた２人の生活が，それぞれに興味深かったた

め，守山は，アクションリサーチ実施中，「Ａさ

んは晴眼者で，Ｂさんは視覚障害者だ」との認識

を忘れていました．

触知生活マップ法では，視覚障害者は晴眼者と

対等にマップ作成を行えるだけでなく，より高い

能力を示すこともしばしばです．Ｂさんと同様に

学生実習へ協力してもらっているＣさん（３１歳

女性，網膜色素変性症によるロービジョンの状

態）が，触知生活マップ作成の第一段階で物体に

触れた時の守山との対話を以下に示します（Ｍ

が守山)．

Ｍ：「はい，次はこれです」（サンダルの先端を

渡す）

Ｃ：「これはサンダルの裏側ですね」

Ｍ：「なぜ分かったんですか？」

Ｃ：「普段意識してないと分からないかもしれ

ないですね．普通の靴やサンダルで地面を

踏む感触は覚えています．足の裏で感じる

その感触から，私にはすぐに分かりまし

た．私たち視覚障害者は道路を歩いていて

も足に触る触感を意識するので，分かるの

だと思います.」

Ｍ：「次はこれです」（１００円玉を渡す）

Ｃ：「あつ'１００円玉ですね．１００円玉と１０円玉

の区別はすぐつきます．材質や家の作りが
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違います．１０円玉の中にある家の絵は輪

郭を盛り上げていて，屋根の部分とか輪郭

の中は引っ込んでるんです．１００円玉は逆

で，家の中，例えば屋根の部分が盛り上が

っているんです……」

長年にわたってロービジョン者の生活と感覚の

訓練に従事し，Ｃさんの社会復帰の援助もしてい

る共著者の山田の経験によれば，このような触覚

の鋭敏な認識力はおそらくは誰にでも備わってい

るものであり，感覚訓練や感覚を意識的に使う生

活の中で，能力が磨かれ向上することが考えられ

ます'2)．

ジョン，全盲，聴覚障害，盲ろうなど，さまざま

な感覚障害と共に生きる人々の触知生活マップに

接し，多様な生活の仕方，多様な生き方を知り，

学ぶことができました．触知生活マップは，小さ

なホワイトポードの座標面上で，磁石の台座を付

けた物品を配列展開するだけで作成できます．読

者の皆さんも，ご自分の周囲にある物品を用いて

触知生活マップを作成し，触覚で考えることの興

味深さと可能性を体感していただければと思いま

す．

本稿で紹介した触知生活マップ法は，最初に

１３個の物（物品）を設定しました．しかし私た

ちは多くの物に囲まれて生活しています．１３個

の物品は出発点に過ぎません．異なる物品を用

い，新たな方向から生活を可視化し，生活を語

り，新たな発見を重ねることが大切です．

合成ざれ加工された物だけでなく，自然素材の

物，あるいは自然物そのものも，手で触れること

で，多様な記憶が引き出されます4)．人工物だけ

でなく，自然物を用いて触知生活マップを作る

と，私たちと自然との相互作用（私たちが自然か

ら影響を受けること，逆に私たちが自然に影響を

与えること）を実感することができます．

福島盲ろう者友の会での「生活を語り交流する

ワークショップ」は，2006年以来，同会の理解

と共著者の永幡の支援によって実現しています．

６．おわりに

直立二足歩行と道具の使用が人類の特徴だと言

われています'3)．道具（物品）から手の触覚を通

して生活を可視化・意識化し，生活を語る試み

は，人間にとっての生活の意味を考える本質的な

試みと言えます．本連載第９回から今回の第１３回

までは触覚を取り上げました．しかし人間の感

覚，特に触覚を活かして生活や健康にアプローチ

する試みについて，まだその一端を紹介したに過

ぎません．

触知生活マップ法の開発以来，守山はこの方法

によって１００人以上の人々の生活を可視化・可触

化することができました．晴眼者，さらにロービ

楽
１
１
１
１
１
１

あまり
楽しくない

よく行っている

/を使う）．ｃ：

舵U行っていない
ａ：シーツの切れ端（→眠る)，ｮ：シーツの切れ端（→眠る)，ｂ：パソコンのキー（→パソコンを使う），ｃ：

どんぐりの実（→自然に親しむ)，ｄ：カラーポール（→体を動かす，運動す

る)，ｅ：スプーン（→食べる)，ｆ：ヘチマの切れ端（→入浴する）

図６作成途上の触知生活マップ：Ｄさん（盲ろう者，男性）の事例
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2008年２月６日に，守山の家の裏山で見つけたド

ングリを物品の１つとして，触知生活マップから

生活を可視化・可触化した際は，参加者Ｄさん

(男`性）が，盲ろうの状態になる前，栃木の山中

で遊びまわっていた子どもの頃の思い出を，ドン

グリに触れながら語ってくれました（図６)．

貝殻を物品の１つとして，2007年１０月２９日に

沖縄の大宜味村公民館で，８０歳以上の参加者を

対象に触知生活マップのワークショップを行った

際は，終了後に，Ｅさん（女`性）が「沖縄の生活

をマップにするなら，沖縄の貝殻を使って欲し

い」と篭一杯の貝殻を持ってきてくれました．

「道具や加工品から構成される触知生活マップ」

に自然物を加えることで，生活をとらえる方向`性

が拡がり，自然の存在が再認識されます．

の世界の可視化と意識化．理学療法29(1)：７３－

８８，２０１２

５）守山正樹・他：視覚障害体験を通した障害過程

の可視化・意識化（前編）：失明から感覚の覚
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理学療法(士)からみた「触れる行為，触知生活マップ」の意味

田村大眞*５
ＤａｉｓﾉＹｍＺ山ｌＭＵＲＡ，ＲＰＴ

「コミュニケーション」という言葉が日常生活

のさまざまな場面で使われています．しかし，

｢コミュニケーション」という言葉の定義は多様

です．もともとcommunicationの語源は，「共通

の」とか「共有する」という意味のラテン語

communisから派生したcommunicareだそうで

す．また，アメリカの心理学者アルバート・メラ

ビアンが，非言語的コミュニケーションの有効`性

と言語的コミュニケーション（verbalcommuni‐
*5介護老人保健施設ホスピア宇都宮リハビリテーシ
ョン部
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cation）との相補'性を，言語情報：７％，視覚情

報：５５％，聴覚情報：３８％という形で示したこと

は有名です．

本連載において，二次元イメージ展開法によっ

てイメージマッピングを作成し，それを活用して

ライフスタイルを可視化する試みについて考えて

きました．さらに，その過程で生じる深い内省

(オットー・シャーマーの言う「プレゼンシング

presencingi1：)｣）という現象は，私たちの日常生

活の中で，私たちの内面，あるいは周囲に，日常

的に行われている社会的な相互作用の目には見え

ない側面で意識や意図が生まれている「ブライン

ドスポット」の存在に気づかせ，回顧しながら，

普段の生活の中に埋もれた無意識な出来事を浮か

び上がらせることを知りました．また，視覚や聴

覚に何らかの障がいがある場合を例に，対象者と

支援者の生活自体に対する価値観や考え方の違い

を対話的に理解し合う方法を試みてきました

今回は，イメージマッピングをさらに活用し，

イメージマッピングで作られた，食事をする，テ

レビを見るなどライフスタイルを可視化した小さ

な紙を，その行為をシンボル化するような物品に

置き換えて，「触れる」という感覚を手がかりに

対話的に対象者の生活習'慣への理解を深める方法

を考えたいと思います．

Ｌ「触れる」という行為

人間の五感（視・聴・触・味・嗅）のうち，触

覚は身体全体に分布し，体性感覚と密接に結びつ

き，ボディースキーマやボディーイメージなど身

体表象を獲得する上で非常に根源的かつ重要な感

覚と言われています')．加えて，近年の脳科学の

発展によるミラーニューロンの研究では，ミラー

ニューロンには，他者の内部状態を自己の内部状

態としてシミュレーションできる，つまり，他人

の経験を自分の経験のように処理できるメカニズ

ムがあり，自己や他者の気づきを駆動し，共感や

思いやりといった感情を共有するなど人間関係や

社会`性にも影響を及ぼすことがわかってきまし

た2)．私たちの日常生活の中にも，タッチパネル

やタブレット式情報端末，ロボットの遠隔操作な

ど，Hapticlnterfaceの開発が進んでいます3１．

２．理学療法の臨床場面でイメージマッピング

を活用するには

近年，多くの病院で，糖尿病などの生活習慣病

の改善や禁煙のための教育入院が実施されるよう

になってきました教育入院では，対象者の生活

習`慣を把握するためのアンケートやパンフレット

などの資料を使い，医師・看護師・栄養士・理学

療法士などから，生活習慣の改善を促す指導がな

されています．しかし，多様化するライフスタイ

ルを背景に，対象者と支援者の生活自体に対する

価値観や考え方の相違のため，臨床場面で苦慮す

るというケースも散見されます．

こうした状況の中で，例えばイメージマッピン

グで統合きれた情報をチームミーティングなどで

活用することにより，対象者参加型診療のみなら

ず，セカンドオピニオンが得られやすく，より対

象者中心の医療風土が醸成されていくのではない

でしょうか．

イメージマップを囲みながら，①対象者自身の

普段の生活空間や生活観・人生観に関して対話的

に理解を深めていく，②より対象者の日常に合っ

たオーダーメイドな生活指導を実践していく，③

そして，こうした取り組みから対象者の満足度・

QOL向上のための動機づけができるならば，病

院・施設の限られた空間から－歩飛び出して，よ

り対象者の日常に即した支援につなげる，という

のも可能かもしれません．

対象者は，１つ１つのカード（物品）を配置し

ていく過程で行われる深い内省によって自身の感

情や価値観と対-面しなくてはなりません．一方，

対象者がカード（物品）を１つ１つ配置し表情を

書き込む様子を見ている支援者の内面に現れた恐

意的推論と，対象者に内在する感情や潜在する価

値観などと対面させなくてはなりません．また同

時に支援者も，自身の内面に意識を持ち続けなく

てはなりません．こうした，対象者と支援者の相

注）presencing・オットー・シャーマーの著書の日本語版

｢Ｕ理論一過去や偏見にとらわれず，本当に必要な「変化」

を生み出す技術」（中土井僚，由佐美加子訳）英治出版，

2010を参照してください．
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2）ダニエル・ゴールマン：ＳＱ生きかたの知能指

数（土屋京子訳)．日本経済新聞出版社，2007
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2010

互作用の連続が対話となって顕在化していくので

はないでしょうか．

触知生活マップ法は，前述のミラーニューロン

の研究やHapticlnterfaceの開発など最先端の科

学と比較すれば，簡易で原始的な方法かもしれま

せん．しかし，こうした初歩的な感覚体験と協働

作業を通じて生起する対話や対象者のありのまま

の現実に目を向けていくことも大切ではないでし

ょうか．
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