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感性･五感の可視化が範八J識
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1．五感から過去を想起し言語化することを目的に，相応しい言葉を探した結果，感覚に関わる動詞

「倶ぐ?味わう……」と状況･感情に関わる形容詞｢懐かしい,不思議だ狸…｣が得られました.y

想起を書き込めるように動詞と形容詞の組み合わせを表形i式で示した“感覚体験想起マヅプ”を

試作d試行した結果，対象者の多様な感覚体験を発掘・言語化できました．

2．個別の感覚体験想起マップに表れた各学生の記述は断片性が強く，一枚のマップから，書いた個

J人の認識の全体像を把握することは困難でした．しかし何名もの記述に接すると、新たな認識が

生まれるかもしれません。そこで，授業に出た学生全員の想起内容を一覧表にまとめが翌週に表

を学生へ返却して見解を調べた結果，50％以上が，「現在の受け止め・判断は，過去の記憶・体

験の積み重ねだ」などの項目を支持しました．このことより，自らの体験に加えて他者の体験に

接することで，「感覚体験の全体像を見渡せる視点」が得られることが分かりました．

3.最穫のアクションリサーチとして，「白紙と鉛筆という単純な方法」とは正反対の先端機器fMRI
を用い，一被験者の協力を得て，感覚・知覚時の脳活動の可視化を試みました．fMRI内の被験者

に，「紙に印刷した画像を見てもらう｣，「操作室から語りかける声を聴いてもらう」という視覚・

『聴党への働きかけに対応して，大脳の後頭葉や側頭葉に脳活動の増加が観察されました．

4.20回の本連載を通して達成されたアクションリサーチの全体像は，可視化9意識化を試みた対象
4分類K個性，外界，身体，内界)，可視化・意識化の方法4分類（描く，書き動かす，触れる，

感じる）を組み合わせた一覧表として，整理されました．私たちの内部に，明らかな形を取るに

至らないまま潜在している健康に関連した多くの「概念・記憶・理解・体験・感情」が弘“紙と

鉛|筆j的な方法”や呼手の触覚,,や“感覚障害体験”によって引き出され』可視化・学習か共有･

公共化されることが，本連載を通して明らかになりました。こうした“潜在的な知”に触れるこ

とは，自他の理解を深め，かけがえのない存在としての私たちを支えてくれるでしょう．

側面」を対象に，可視化を試みてきました．

最後の主題「五感・感情の可視化」にド
1．はじめに

最後の主題「五感・感情の可視化」に関して

は，これまでと同様の簡単な方法に加え，それと

は正反対の先端機器伽RI(機能的核磁気共鳴画

像法）による可視化も試みます．二方向から可視

化の意味を振り返り，本連載の終わりとします．

2．五感を可視化するアクション'ノサ

ーチ

【l】言葉から感覚の記憶を引き出すワークシー

ト

本連載は今回が最終回です．これまで「紙と鉛

筆でワークシートに書き込む」簡単な方法で，健

康・生活・環境・自覚症状など，「多忙な日常生

活の中で通常は意識されにくい概念的・哲学的な
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『日本国語大辞典』（小学館刊）によると“感

覚”は，「①音，色，味，寒暖などから受けるE「

象や感じ．心理学では，感覚器官に加えられた東1

激によって生じる意識をいい，刺激の加わる器官

に応じて，視覚，聴覚，喚覚，味覚，触覚などに

分類される．②物事の実体を鋭敏に感じとる精神

のはたらき．また，実感として感じ知ること．深

く感じ入ること．感受性．③思慮によらないで，

表面的な感じ方をすること．また，その感じ」と

定義されています．この定義から読み取れる感覚

の特質，「人が意識を持ち，世界の存在を感じる

上で根源的なものである一方，（必ずしも）思慮

によらない」からすると，感覚を捉えることは容

易ではありません．

感覚を捉え，意識化するには，どうしたらよし、

でしょうか．本連載ではすでに，視覚障害・聴覚

障害・盲ろうの各体験を通して，視覚や聴覚なと

の優勢な感覚を抑制することで触覚や嘆覚などα

感覚が意識化されることを示しました'~5)．アイ

マスクや耳栓などの感覚入力を抑制する道具によ

って優勢な感覚を抑えることで，他の感覚を通し

て，世界を異なった方向から捉えられるようにな

ります'~5)．しかし感覚抑制の道具を用いること

は，この方法の限界でもあります．

では，特別な道具を何も用いることなく，普段

行っている世界の捉え方を変化させ，多様な感覚

の働きを改めて感じ，考えるには，どうしたらよ

いでしょうか．

この試みを筆者は,1990年代に長崎大学で抵

当した「環境因子の授業」を場として行いまし

た．この授業に関し，本連載第17回では，連錐

図により行動の“可視化・構造化”を試みた際α

ことを記しています6)．“構造”とは『日本国託

大辞典』によると「①種々の材料を用い，組み立

てて作ること．……，②構造主義で，ものごとを

成り立たせているもの相互の機能的連関をいう．

③数学で，集合とそこで定められた演算，集合と

そこで定められた関係など，集合とそれが持って

いる集合論的対象とから組み立てられるもの.」

とされています．環境因子の授業で求められてい

たのは，「事実を暗記するような学習」ではなく，

｢物事を成り立たせているもの相互の関連，すな

わち構造について，自ら考え，考えるだけでなく

自ら可視化するような学習」です．この授業の－

部として感覚を取り上げるにあたり，筆者が試み

たのが，「感覚に関連した記憶・思い出を，言葉

を通して振り返ること｣，「感覚の働きを可視化・

構造化すること」です．

記憶・思い出の中に深く沈んでいる出来事を楚

起し言語化するためには，それに適した言葉を入

口として用いることが大切です．この時，試行鋒

誤の結果として採用したのが，言葉による分類稗

でした．言葉のうち，感覚を意識するものとして

まず動詞「喚ぐ．味わう：聞く（音・話）：見る

(光・闇)」を選びました．また記憶・体験の想近

を促すものとして，形容詞「‘懐かしい．楽しい：

不思議だ：奥深い．こわい」を選びました．これ

らの言葉による分類枠を組み合わせて試作した感

覚体験を想起するワークシート（感覚体験想起マ

ップ）の記述例を図lに示します．

【2】五感から思い出される学生たちの環境の託

憶

1996年6月19日の環境因子の授業時間に，こ

のワークシートを用いて学生はそれぞれ記憶をた

どり，感覚に関連したさまざまな出来事を思い仕

しました．

これまで本連載で用いてきたワークシートのう

ち，二次元マップは座標軸が頻度や程度など数惟

化できるものであり7,8)，マップ上に段階的に翫

列展開して示される要素と，要素が構成する離箭

的な全体像は，食や生活行動など，対象者の生淀

を具体的に映し出しました7,8)．また座標軸を描

たないWifyは，ワークシートの下部から上部に

向けて，①毎日の生活，②地域，③世界，と段腿

的に価値観を展開表示するものでした9)．よって

二次元マップの場合もWifyの場合も，対象者α

認識や世界観を一つの“事例・まとまり”として

ワークシートから読み取ることができました．

一方，今回のワークシート（図1）は，縦も棺

も座標軸ではなく，各欄に相当する言葉の組み合

わせから記憶をたどるものです．ワークシートに

表現された内容は，幼少時から最近までさまざま
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ワークシート（感覚体験想起マップ)1996年版では＊の部分を「その他」と表記したが,1997

年版からは感覚体験として触覚が加わり，「触れる」に変更された．

図l感覚体験想起マップ

クゾクするような花のまざった香り」，「人そ

れぞれで匂いに認識できる，できないがある

こと．（例カメムシ)｣，「鼻血のにおい｣，

「小学校の校門のキンモクセイの強く甘い香

りが不思議だった」

奥深い。こわい：「線香の匂い｣，「和食の味

が奥深い｣，「夏休み後の部屋の冷蔵庫｣，「小

学校の時サザエの料理をたべるのが恐怖だっ

た（気持ち悪かった)｣，「鼻の奥にツンとく

る臭い，何かにぶつかった時等」

聴覚（聞く：音・話）

懐かしい。楽しい：「グリム童話の“お月さ

まの無い国”の話．秋の虫の音｣，「おくんち

のシャギリの音｣，「夏の夜の虫の音，子供の

頃のおもちゃのオルゴールの音｣，「旅の問，

な記憶を反映する一方で，各欄の記述は断片性が

強く，「記入者の個人としてのまとまり」を他覚

的に把握するのは困難です．そこで以下には,A

さんの場合,B君の場合といった示し方ではな

く，ワークシートを提出した学生全員(71名）

の記述を通覧した上で，筆者が適宜選択した不特

定の学生各5名の記述を，感覚体験想起マップの

動詞と形容詞の組み合わせに沿って示します．

唄覚・味覚（唄ぐ．味わう）

懐かしい。楽しい：「ソーダ水の味．かき氷

のみつかけの味．まぐわ瓜の味｣，「幼稚園の

時よく買ってもらっていたウェハースパンの

味｣，「母の匂い｣，「自分の家の香り，山の匂

い」

不思議だ：「突然におう町の匂い｣，「体がゾ
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聞いていた音楽を家で聞くと旅の風景がよみ

がえる｣，「昔住んでいた家の近くに路面電車

が通る鉄橋があって，そこに電車が通るとガ

ーという音がするのですが，今でも電車に乗

ってそういう音を聞くと懐かしいです」

不思議だ：「セミの鳴き方｣，「脳波にα波を

生じさせる音があること｣，「前日に聞いた話

が夢の中でまた似たようなことが起こる．し

かも自分のよい方向に｣，「お経を聞いた時｣，

「山の中に入った時の烏の鳴き声」

奥深い。こわい：「ジョーズの音楽，幽霊，

戦争の話｣，「"森の小路で～”という歌い出

しの“小人の祭り”のメロディ」，「夜の海の

波の音｣，「真夜中に烏や猫などの鳴き声｣，

「夜，風の強い日に窓のすき間を通る風の音」

視覚（見る：光・闇）

懐かしい。楽しい：「夏の日の水槽や金魚鉢

に反射している光｣，「子供の時どこへ行くに

も持ち歩いていたぬいぐるみ｣，「昔住んでた

街｣，「田んぼ，カブトムシ，蛍｣，「テレビ番

組で“思い出の写真”というコーナーがあっ

て，他人のそれを見ながら自分のことを思い

出していた」

不思議だ：「昼と夜の境い目｣，「光のプラズ

マ，どうして七色に光るのかと思う｣，「雲か

ら出た太陽の光が見えるとき｣，「初めてテレ

ビでエリマキトカゲを見た時｣，「闇の中の白

い影，火の球」

奥深い。こわい：「山の上にかかっている満

月，夜の海｣，「光が全くない暗がり｣，「星を

眺めていると，この中に生物が存在するので

はないか，という気持ち｣，「二階から三階へ

の階段を上って直ぐにあるダンスの上の人

形｣，「昔二階建てベッドから落ちて骨折して

以来，高いところにいると，とても怖い」

【3】五感から環境の記憶を引き出すことの意味

を探る

さて，前述のように過去にさかのぼって五感か

ら記憶を探ることは，学習者にとってどのような

意味を持つのでしょうか．

まず学生に，自分の場合だけでなく，他の学生

による想起の実際を知ってもらうために，前項で

述べた授業の翌週の1996年6月26日の授業にお

いて,1週間の間に筆者が整理できた42名の学生

の記入内容（図lの記入例も含む）を結果一覧表

にまとめ，学生に返却しました．

学生全員が一覧表を確認し終えた段階で，新た

に調査表を配布し，環境に関連した感覚記‘億の想

起がどのような意味を持つのか，学生たちに問い

かけました．

この調査票は，感覚体験想起マップから振り返

る際に，学生が気づく可能‘性がある53項目を示

したものです．この53項目は，同マップの開発

過程において，当時の同僚や一部の学生を対象に

マップを試行し，感想を聞く中で得られました．

6月26日の授業では，調査票の53項目を順次

眺め，自分に当てはまるものに○印をつけるよう

指示しました．調査票を提出した82名中41名

(50％）以上が○をつけた15項目につき，％の多

い順に以下に内容を示します．

①自分自身と他者の過去の記憶を教材に学習

したのは，今回が初めてだ（84.1％）

②私の現在の環境に対する受け止め・判断は，

私の過去の環境記'億・体験の積み重ねだ（73.2

％）

③環境記憶は，その年代，あるいは世代ごと

には，まとまりを形成している(67.1%

④自分は今回の作業に関わらず，よく自発的

に過去を思い出す67.1%)

⑤今後自分が新たに何かを体験するときに，

過去の体験の記憶が大きな意味を持つ（65.9％）

⑥自分の記憶断片は自分の直接的な体験が主

で，メデイアの影響は殆どない（64.6％）

⑦他者の環境記憶に共感することは，かなり

なしベルまで可能だと思う（59.8％）

⑧現在ならそれほどでもないことが，過去に

は何かとてつもなく大きく思えていた（58.5％）

⑨その出来事を経験した当時に感じた衝撃や

感情は，現在に通じるものがある（57.3％）

⑩人間が環境に向かい合って抱いた印象を，

全体的に再現することに意味がある（53.7％）

⑪時間をかけ根気よくやれば無限とは行かな
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くても，もっと記憶が出てくると思う（52.4％）

⑫その時に強烈な印象のあるものを思い出し

た（52.4％）

⑬他者に自分の価値観，体験を伝える際に，

この演習のような作業が意味を持つ（52.4％）

⑭過去と現在とで，出来事に対する自分の捉

え方．感'性に変化が見られる(51.2%)

⑮後の世代にぜひとも伝えたい大切なものが，

この中にあるような気がする（50.0％）

この授業を通して，環境の知識を学ぶだけでな

く，個人的な経験を五感から想起し，その想起内

容を互いに理解することで，学生たちが「感覚体

験に関わる記'億の意味」を独自に傭倣的に把握し

始めたことが，うかがえました．生まれてから現

在に至るまでに，「毎日用いてきた“感覚する行

為”（唄ぐ，味わう，聞く，見る，触れるなど)」

と「毎日感じてきたさまざまな感情（懐かしい，

楽しい，不思議だ，こわいなど)」を組み合わせ

た振り返りを行うことで，自他の中にある多様な

感覚体験の豊かさを再認識するに至ったことも，

分かります．

3現在の瞬間的な感覚の働きを脳機

1ェ能を通して可視化する

さて，本連載も終りに近づきました．最後のア

クションリサーチとして,fMRI装置の使用を試

みます．

【1】なぜfMRIか

本連載でこれまで積み重ねてきたアクションリ

サーチは，すべて手を用い，紙と鉛筆でできる簡

易で原始的な方法を紹介してきました．機器や装

置の助けを借りず，人の手を中心に行う方法は，

21世紀の先端科学からは遠い存在と感じられる

かもしれません．しかし認識や思考を可視化し，

そこから考えることは，科学する上での基本で

す．また21世紀の科学に向かい合うにあたり，

"高度な専門知識を持つ専門家”と，“専門家が稼

働させる先端装置”に科学をすべて委ねるだけで

なく，紙と鉛筆で手を用いて考えることを諦めず

に，何らかの形で科学の場に連なり続けること

が，大切です．

その一方，本連載でこれまで追求してきた「可

視化のアクションリサーチ」というテーマは，

｢紙と鉛筆的方法」に限定されるものではありま

せん．先端科学の側から次々に提案されている可

視化の方法に眼を向けることも意味があるでしょ

う．そこで以下では，前述の「紙と鉛筆的方法」

と対照的な方法としてNRIを取り上げます．

「情報・知識imidasJ(2012年，集英社刊）は

fMRI(functionalmagneticresonanceimaging)

を「機能的核磁気共鳴断層画像のこと．脳活動の

様子をリアルタイムで画像化する技術である．脳

活動の画像化(imagingofthebrainstate)の進

歩を背景に，脳機能の研究が飛躍的に進展してい

る.」と説明しています．動物の脳に電気現象が

みられることは既に19世紀に報告されており10)

筆者の学生時代には，脳の活動を電気信号として

取り出す脳波は，学生実習でも行われる普及した

技術になっていました．しかし脳波は空間分解能

が低く，脳波から脳の部位別の機能を可視化する

ことはできませんでした．筆者が本連載に至る手

書き顔グラフの試み'1)を長崎で開始した1980年

代までは，非破壊的に脳の機能を可視化すること

はほとんど夢物語でした．脳の機能を可視化する

夢をかなえる技術が伽RIとして医学部を中心に

普及し始めたのは,1990年代になってからです．

2012年現在,fMRIによる脳機能計測'2''3)は爆

発的な勢いで普及が進んでいますが，高額な装置

を必要とします．そのため，本連載を開始した昨

年4月の時点でも，疾病の診断を中心とする医療

用の目的以外でfMRIを使用することは，筆者に

は考えられませんでした．状況が変わり始めたの

は，本連載が半ばまで進んだ昨年11月，本稿の

共著者である西野が理事長／院長を務める“ふら

て会西野病院”を訪問し，導入されたばかりの

fMRI装置に接してからです．

西野は認知症の治療と予防を先端的に行う一方

で，福岡県の中でも高齢化率が高い地域で，地域

の生態系や自然を西洋医療の枠組みの中で活かし

ながら，非薬物療法と園芸療法を認知症の予防と

治療に取り入れる，先駆的な医療・福祉活動を行

っています．認知機能障害が改善する豊かな環境

とは何か，生きがいを創る医療とは何かを，大脳
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辺縁系の働きまで視野に入れながら模索する中

で,fMRI装置の導入を決意し，病状の診断だけ

でなく，予防活動の評価にもⅢRIを活用するこ

とを，目指しています．

特に西野が注目しているのは認知症の治療や予

防に関連した五感の働きです．本連載において，

筆者は既に視覚・聴覚・触覚の可視化・意識化を

試みていたため，五感に関心のある西野の援助を

得て，二人目の共著者である百瀬とともに，この

最新鋭の伽RI装置を用いて五感の働きを可視化

することに取り組み始めました．

【2】高磁場の中での感覚刺激の試行

伽Ⅲの外観を図2のA1に示します．

側mを用いる実験では，対象者はこの装置の

ベッドに横になったままの状態で時間を過ごしま

す12,13)．身体を動かすと撮像に失敗するため，身

体部分はベルトで，頭部はA2の装置で固定され

ます．これまで筆者が行ってきた紙と鉛筆的方法

による可視化では，何も装置を必要とせず，被験

者は自由に身体を動かせたのですが,fMRI内で

は身動きができません．このような状態で，例え

ば被験者に視覚的な刺激を与えるためには，商用

化された視覚刺激装置を用いるのが一般的で

す12,13)．伽RI内は運転中にコイルが高磁場（図2

に示す装置の場合は1．5テスラ）を発生するた

め，パソコンやケーブルなど金属製の物は一切装

置内に持ち込めないからです．よく用いられる製

品化された視覚刺激提示装置は,A2で頭部を固

定された被験者が装着するゴーグルの仕様で，内

面が液晶ディスプレイになっていますが,fMRI

の高磁場の影響を受けない特殊仕様のため，価格

は数百万円以上します.fMRI装置のコイルか

ら5メートルほど離れた場所に液晶プロジェクタ

ーを設置できれば13)非磁’性体のスクリーンに視

A1:fMRI装置本体(Siemens,1.5テスラ）とベッド上の被験者

A2:fMRI撮像時の頭部固定装置

bl～b3:試作した画像提示装置

b4:試作した音声伝達装置

図2fMRI装置と自作の道具
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覚刺激を映すことができ，この方式だと安価だと

言われますが，それでも相当のお金がかかりま

す．

そこで，液晶ゴーグルや液晶プロジェクターを

用いるのではなく，被験者に見せたい画像を「紙

にプリントし,fMRI装置内にプリントされた紙

を持ち込む」という原始的な方法を考えました．

fMRI撮像時,A2で頭部を固定された被験者

は，ベッドごとA1装置の開口部からトンネル中

に腰まで引き込まれますが,A2の顔面部分に取

り付けられた鏡を通して，トンネルの開口部やそ

の先の自分の身体の足に至る部分を，鏡像として

見ることができます．よって,b1のような画像

掲示用の支柱をベッドの足元に置き，支柱に印刷

画像を取り付ければ，画像を見ることができま

す．磁場の影響を避けるため，発泡スチロールの

ブロックと柱を接着してbi(底辺40cm×40cm,

高さ120～130cmを作成しました．b1を用いた

場合の掲示画像の見え方を，撮像時の位置で被験

者にチェックしてもらった結果，横になっている

被験者から距離が離れるために，見える画像が小

さいことが分かりました．

次に，ベッドの足先ではなく，より近い位置に

画像を吊り下げて見てもらおうと，市販の段ボー

ル製パネル展示台b2(高さ150cmほど）を用い

ました．展示台b2をベッドの左右に置き，間に

紙製の支柱を渡し，そこに画像を吊るす方法を考

えました．この方法だと被験者はより近い距離で

画像を見ることができますが，左右の展示台の調

整に時間がかかります．

次に，頭部固定装置A2の鏡にごく近い場所に

画像を置くことを考えて試作したのがb3です．

b3はプラスチック製の箱（縦24cm×横18cm×厚

4cmほど）の底部に画像を張り付け，蓋の開

口部（縦10cm×横15cmほど）から覗き込んで

画像を見る方式です．箱の内部に画像を置くため

照明が必要ですが，金属は使えません．そこで開

口部の上下に，箱の底部に向けて使い捨てのケミ

カルライト2本を貼り付けました．この方式だと

画像を被験者の目の位置に接近させ掲示すること

ができますが，画像を取り替えるのは困難です．

これらbl,b2,b3を順次試行しましたが，ど

れも不十分であり，最後に思いついたのが,A1

のトンネル開口部の上部に，印刷した画像を，テ

ープで直接貼り付けるという超原始的な方法でし

た．NRIの上の天井には幸いスポットライトが

あり，貼り付けた画像に裏から光を当てることが

でき，最も見やすいことが分かりました．

このような画像掲示法に加え,fMRI内では磁

場発生時の運転音が相当に大きいため，装置内で

実験者が被験者に話しかけることは容易ではあり

ませんでした．そこで試作したのが，大小のプラ

スチック製ロートをホース(160cmほど）でつな

いだ伝音管b4です．この伝音管の一端のロート

をA2の開口部にテープで貼り付け，もう一端の

ロートをベッドの足元に取り付けることで，被験

者が腰まで装置内に引き込まれても，足元の方か

ら話しかけることができるようになりました．

【3fMRIによる画像

撮像実験に関連して，高磁場の室内に被験者が

入室する際のチェックリストやインフォームドコ

ンセントの様式12,13)を準備し，大学の倫理審査を

終え,2012年の夏休みまでに，数名の被験者の

協力を得て，数回の撮像実験を行うことができま

した．

被験者Mさん（女'性，57歳）の脳画像を図3

に示します．

図3Aは,fMRI内でMさんに“東日本大震災

時の津波の印刷画像”を見てもらった時の脳画像

です．この時は,A3サイズの用紙にプリントし

たカラー画像を筆者がA1のトンネル開口部の上

部にテープで貼り付けました．「レスト（休憩）

30秒，画像提示30秒」を1サイクルとして，画

像を貼付して剥がすことを3回繰り返し，合計3

枚の津波の画像を見てもらった時，図3Aのよう

にMさんの脳の活動が有意に活'性化しました．

左側の後頭葉を中心に賦活部位が現れています．

図3Bは,fMRI内でMさんに“東日本大震災

時に書かれた小学生の作文の朗読”を聴いてもら

った時の脳画像です．この時はまだ伝音管b4の

準備ができていなかったため,fMRIの操作室か

ら筆者がマイクを通して大声で作文を読み上げ，
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図3fMRIによる脳画像

｢レスト30秒，作文朗読聴取30秒」を1サイクル

として3回繰り返しました．合計3名の小学生の

作文朗読を聴いてもらった時，図3Bのように脳

の活動が有意に活‘性化しました．左右の側頭葉を

中心に賦活部位が現れています．

筆者にとって，脳の活動自体を可視化するのは

長年の夢でしたので，本連載の最後の試行とし

て，感慨深いものがありました．
汀…

4.連載のおわりにあたって
捌謙好

【1】紙と鉛筆：“鉛筆”の意味

これまで筆者は，今回のハイテク装置伽RIを

別にすれば，紙と鉛筆を中心とする単純な道具立

てで，可視化のアクションリサーチを続けてきま

した．純粋な黒鉛(graphite,石墨）の塊が16

世紀前半にイギリスで発見され，間もなくそれが

羊に目印を付けることに役立つとわかり14)，さら

に黒鉛の棒に木製の鞘をつけた“鉛筆”が1560

年前後にイタリアで発明された'4)ことを考える

と，鉛筆は現代でも用いられている“過去のハイ

テク筆記具”と言えます．

本連載での試みを通して指摘できるのは，「私

たちは誰もが，自身の内面を可視化できる潜在力

を持っていること｣，「内面の可視化は，他者との

共感や交流を生み出し，社会とのつながりが構築

されること｣，そして「紙や鉛筆など，2000年あ

るいは400年以上用いられている原初的な道具さ

えあれば，その潜在力が引き出される」という事

実です．

【2】本連載で取り組んだ可視化の全体像

本連載のきっかけは,2010年のクリスマスに

本誌編集部からいただいた連載原稿執筆の依頼状

でした．手書き顔グラフは筆者が1980年代に開

始した「健康情報可視化の試み｣'1)の原点でした

が，21世紀に入ってからの10年間，この仕事へ

の問い合わせがあったことはなく，もう時代遅れ

の仕事になったと感じていました．「顔グラフを

テーマに連載原稿を書くように」との依頼は嬉し

くまた有り難いものでしたが，筆者にとって理学

療法は未知の世界であり，当初，連載原稿を書く

自信はありませんでした．しかし当時，筆者の研

究室の大学院生だった田村大員氏が理学療法士で

あり，田村氏から「手書き顔グラフのような手法

で対象に接近する試みをアクションリサーチとし

て示すことは，理学療法の分野で大きな意義を持

ち得る」との助言を得ました．こうして，「筆者

がアクションリサーチで問題提起・解決を行い，

それを田村氏が理学療法に即して解説を加える」

というスタイルで，本連載が始まりました．

本連載の出発点は筆者の過去の研究'')です．し

かしアクションリサーチという研究スタイルは，

常に問題解決と社会改革を目指す志向が根底にあ
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表本連載のアクションリサーチで取り組んだ全方法論とテーマの分類表

食・身体
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活習恨

健康

性・ジェ
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1
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障害
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動
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感
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情
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位
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マップ③
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マップ

④，放射
線判断
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⑥,Wiソ

発展形⑧
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形＠
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6
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⑮
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瀞
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害体験

⑩

視覚障

害体験

⑨

視覚障

害体聯
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聴覚障

害⑩⑪
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験⑫

開

生活触知

マップ⑬
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●8

体

生活行動

(含む頁

物）触知

マップ⑬
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③
五感

視覚障害

体験⑩

q■争争。●争●●･の●◆◆●●●●●｡■◆◆｡●I

視覚障害

体験⑩

｡‐むつ｡■｡■凸｡■菅己～｡■争今の早早○句申pq

体'性感覚

の周囲世

界把握⑨
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う体験⑫
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視覚障害

⑩⑪・盲ろ
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●表の横軸は本アクションリサーチで用いた主要な方法（紙と鉛筆的な方法）を4つ(a描く,b書き動

かす，c触れる,d感じる）に分類し，小項目と共に示した．

●表の縦軸は本アクションリサーチで取り組んだ主要なテーマを4つ（1個性，2外界，3身体，4内

界）に分類し，小項目とともに示した．

･表中の数字（①，②，……）は，当該テーマが検討された連載回(1回から20回までのいずれか）を

示す．
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力”と“その能力を引き出す方法論”の探究でし

たが，その主題を意味あるものにしたのは，「私

たちが“可視化から始まる振り返りと認識”を通

して，自他の意味や集団の意味を改めて見出す」

という事実です．本連載第1回目の原稿を準備中

の2011年3月11日に起こった東日本大震災は，

連載内容に大きな影響を与え，被災した世界での

価値の認識9)，被災状況の受け止め方15)，放射線

の危険の認識16)さらに原発事故を想定した時の

行動連鎖'7)などの問題提起へとつながりました．

3月11日以降，以前にも増して不確かで不安定な

社会に投げ出されたかに見える私たちにとって，

多様な課題を考え行動する際に，可視化とアクシ

ョンリサーチはその出発点を与えてくれます．

【4】結語

本連載では，人の認識やコミュニケーションや

社会のあり方についての，統一的な知見や理論を

提出したわけではありません．しかし可視化の事

例の紹介を通して，手描き顔グラフの実践から始

まったこの20年間に筆者が出会った多くの人々

によって“語られた言葉”や“描かれたイメー

ジ”などから，一人ひとりが，いかにして自他の

世界を再発見していくのかを，示すことができま

した．

本連載からアクションリサーチについて関心を

持った読者には，アクションリサーチに関する成

書を参照することをお勧めして，稿を終えます．

り，アクションリサーチとして課題を取り上げる

限り，その問題提起は過去に留まらず，原稿を書

いている現在へと接続します．よって，昔を思い

出して原稿を書く一方で，その問題を再度「現

在」の枠組みで捉え直すことになり，古くて新し

い課題を考え続ける中で，連載は当初予定の12

回を遥かに超え，20回となりました．

各回で個別課題へのアクションリサーチを続け

た結果，生活習慣から心の内奥（精神性や感性）

に至るまで多様で深い主題を扱うことになりまし

た．連載の最後にあたり，連載を通して達成され

たアクションリサーチの全体像を表に示します．

「手書き」の言葉どおり，最初は「(目で見た上

で）紙と鉛筆的方法を使う」という方針でスター

トしましたが，その後，アイマスクで視覚をさえ

ぎった上で「触知する｣，「体’性感覚で感じる｣，

｢五感で捉える」など，視覚以外の感覚も駆使す

るアプローチへと展開しました．取り組む対象も

｢個’性」から「外界（外の世界)｣，「身体（身体的

自己)」そして「内界（内的自己)」へと拡がりま

した．

連載で多くのテーマに取り組みましたが，表に

はまだ空欄が目立ち，今後探索すべき領域が多く

残っていることが分かります．本連載は今回で終

了ですが，筆者のアクションリサーチはまだまだ

続きそうです．

【3】21世紀という時代と可視化の意味

最近の世界は急速に変化・進化を続けていま

す．本連載の出発点である手描き顔グラフの試

み'1)を開始した1980年代は，電子メールもイン

ターネットも一部の人が使い始めたばかりでし

た．その後，‘情報化・電子化の凄まじい流れの中

で，電子書籍が普及する一方，印刷された本の存

在が希薄になり，日常的な思考とコミュニケーシ

ョンの多くが，コンピューターの力を借りて行わ

れるようになっています．こうした便利な世の中

で，私たちが本来持っている可視化の素晴らしい

能力は，かえって使う機会を見出しにくくなって

います．本連載が可視化の素晴らしさを再認識す

る一助になれば嬉しく思います．

本連載の表向きの主題は“可視化を支える能
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理学療法(士)からみた手書き顔グラフからのアクションリサーチ

田村大員 * * ＊
Dajsﾉ1加捌MURA,RPr

本連載も今回で最終回になります．守山先生が

開発された「手書き顔グラフ」という手法を最初

の手掛かりに，「アクションリサーチ」とはどの

ようなものか，そこにはどのような意味が隠され

ているかを，各回のテーマから少しずつ理学療法

に即して解説してきました．この最終回に，これ

までの回を振り返りながら，もう一度「アクショ

ンリサーチ」について皆さんとともに考えてみた

いと思います．

1．「アクションリサーチ」とは？

第1回で，アクションリサーチは，「価値のあ

る人間的目的の探求における“実践的な知

(practicalknowing)"の発展に向けた参加的・民

主的プロセスであり，人々の日常生活に根差し

竺一壁二一._.一一＝.…_｡､ローーィ..__ﾖーｰー ～ー今.__今_----,.-.ゴ.___-5,,』､_,,､'¥,,q,､,,._』』___－－2－－=LA笹－－』-=-『心さ『『勘､F･-,&-';'--j,,:一再-:革,〈嵩韓,･さぎE基く＄さ&-蕊-ご;ｴ記~,.'司凸･--割~:…さぎ,'一・ﾑー ･ー’---,..-,,

＊**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

た，実践的な解決に向けた参加・協同の過程を通

じて“行為の中の知(knowledgeinaction)"を

産生する，あるいは意味づけるプロセスである」

と定義されました．そして，臨床という現場で，

理学療法という行為を通して産生される知を，私

たちはどのように，より“実践的な知”へと発展

させることができるかということを考えながら解

説を始めました．

第2回では，理学療法の臨床場面で対象者の

｢食」に関する考え方や価値観を可視化すること

をテーマとしました．本来「食事をする」という

ことは，理学療法の視点からも日常生活活動の基

盤をなす非常に重要な行為であり，加えて，「食

卓を囲みながら談笑する」などの表現は，これま

で食事という行為を通じて日常的に行われ受け継

がれてきた人間関係構築の方法であり，コミュニ

ケーション手段の1つであること，また，食材を
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｢目で楽しむ」・「香りで楽しむ」などの感覚表現

は，その場の雰囲気と巧みに共鳴し合いながら

｢対話」の礎にもなっていること，を再確認でき

ました．

そして第3回では，今も復興の途中にある東日

本大震災の被災地の宮城県と，まだ多くの危険性

が指摘されている福島第一原発がある福島県の学

生の「語り」によって，目に見える対象者の障が

いと目に見えない障がいという障がいの二面性は

健康そのものへ深く影響を及ぼすということを，

守山先生の貴重なアクションリサーチによって改

めて考えさせられました．

第4回では，羅列された検査数値を提示して科

学的根拠とする努力に加えて，感‘情や価値観など

対象者の内面にある目に見えないものを少しずつ

目に見えるような形にする努力も，アクションリ

サーチを支える大きな基盤であることを確認しま

した．そして,narrative(語り）とは,theory

(理論）とは対照的に，出来事や経験の具体性や

個別‘性を重要な契機としてそれらを順序立てるこ

とで成り立つ言明の一形式であり，それらの間の

関連‘性（類似点や相違点）を効果的な形で可視化

し，相互に調整し，新たな価値を具現化したnar‐

rativeを引き出すための手法であるとの認識にた

どり着きました．ここで新たに，どのようにして

対象者自身のnarrativeが湧き上がり，可視化と

いうプロセスを通じて他者との相互理解につなが

ることができるのかという疑問が芽生えました．

そして，第5～7回では,Wify(ウイッフイ

Whatisimportantforyou?)というシンプルな質

問を手掛かりに,personalview(日々 の個人生

活的な視点),communalview(地域的な視点),

globalview(世界的な視点）の3つの視点から対

象者のnarrativeを紡ぎ合わせることで,spiritu-

alityやジェンダーといったテーマにまで接近す

るアクシヨンリサーチについて考えてみました．

さらに第8回では，二次元イメージ展開法によ

る個人のライフスタイルの可視化を試みました．

第8回までは，紙と鉛筆を用いて言語的に対象

者のnarrativeを紡ぎ，創出する試みが取り上げ

られましたが，第9～13回では，さまざまな文化

的・社会的背景を持った個人が，言葉だけでなく

多くの感覚を融合しながら,narrativeという断

片を，対話dialogueという相互理解に向けて発展

させることができるだろうかというテーマを基軸

として，言語・視覚・聴覚障がいを持つ人々や異

文化の人々とのアクションリサーチについて考え

てみました．そこでは，ノーマライゼーションや

インクルージョンという概念を再確認することが

できました．

第14～16回では，自覚症状を通じて診断過程

を可視化することについて考えてみました．「不

定愁訴」と安易に解釈してしまいそうな言語的表

現が難しい「痛み」などの自覚症状を，「硬い毛

のブラシを触った時に感じるこの感触」のように

身の回りの物品を用いて触覚で表現したり，「辛

い食べ物．苦い食べ物を食べた時のこの舌の感

じ」のように味覚で表現したりと，別の体性感覚

に置き換えて表現することの可能性についても考

えてみました．

第17-18回では，「行動連鎖の可視化」をテー

マに行動を可視化する手掛かりとして，これまで

の生活マップの作成やWifyの問いかけ，「見える

生活」と「見えない生活」を可視化する試みを振

り返りながら，エスノグラフィー的視点も含め，

臨床場面や生活の中で生じる行動を，身体各部の

動きを通してその動作の順序'性や規則‘性を1つ1

つ丁寧に紡ぎ合わせながら，疾病や障がいの本質

と対象者個人との相互関係を考えていくことの大

切さに気づきました．

理学療法に限らず，医療福祉の領域では，「ア

クションリサーチ」という言葉はまだまだ馴染み

のない言葉かもしれません．「アクションリサー

チ」は単なる実践研究という用語ではありませ

ん．私たち理学療法士も臨床・教育・研究と活動

する分野は異なりますが，各々の活動場面で，目

の前の事実や試み，失敗や成功から，活動のみな

らず自らも省みて新たな活動を創出し続けていく

活動そのものが，「アクションリサーチ」という

言葉に込められた意味なのかもしれません．

2．連載のおわりにあたって

本連載に参加するきっかけは守山先生からの1
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本の電話でした．守山先生へ『理学療法』から連

載の依頼があり，偶然同じ時期に福岡大学医学部

公衆衛生学教室に大学院生として在籍していた筆

者に守山先生からお声をかけていただきました．

そこで私の方からは，連載のテーマにぜひ「アク

ションリサーチ」という言葉を入れてほしいとお

願いさせていただきました．なぜなら，理学療法

士は医療・福祉からスポーツや地域保健まで多岐

にわたる活動をする中で，対象者の生活，その人

自身の価値観や背景に日常的に接していながら，

これまで「アクションリサーチ」という言葉すら

見かける機会がなかったからです．また，対象者

中心の医療やチームアプローチの重要性が叫ばれ

る今日でさえ，「人々の日常生活に根差した，実

践的な解決に向けた参加・協同の過程を通じて

"行為の中の知(knowledgeinaction)"を産生す

る，あるいは意味づけるプロセス」への注目があ

まりにも少ないと筆者自身が感じていたからでも

あります．

「アクションリサーチ」は，対象者のnarrative

を紡ぎ合わせながら対話し，「行為の中の知」を

産生するプロセスの1つですが，そのプロセスに

おいては，医学の知識だけでなく，社会学，心理

学，民族学，経済学などの多様な知識が必要とな

ることは言うまでもありません．私たち理学療法

士にとって，「アクションリサーチ」を通して紡

ぎ合わされる対話と創出されるテーラーメイドな

理学療法アプローチは，大きな力となるのではな

いでしょうか．

●
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