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意義の似通った言葉だと定義されています．

２．課題と可視化

「環境観・世界観を可視化する質問系列」とし

て前号で紹介したＷｉｆｙは，「無くなったら困る大

切なこと／ものは何か」という質問を，視点を変

えて繰り返すものです'－１)．一見単純な質問です

が，Ｗｉｆｙを問うことで，それまで気づかなかっ

たに1他の多様な側面が，可視化されてきます．

Ｗｉｆｙを開発した当初，筆者は，Ｗｉｆｙで精神`性

が可視化できると明確に考えていたわけではあり

ません．しかし，Ｗｉｆｙを繰り返し問いかける中

で，さらにその経験を日本国内だけでなくタイや

韓国で継続した結果，日本国内でＷｉｆｙを問いか

けている時には気づかなかった「人間性のより深

１．はじめに

本連載では手書き顔グラフから出発し，「紙と

鉛筆」的な方法で，人々が頭の中にイメージや概

念として持つ対象を可視化する試みを続けていま

す．今回は，前号で紹介したWifyl)を用いて“精

神`性'，の言語化・意識化・可視化にチャレンジし

ます．

オンライン総合辞書Weblioの類語辞典によれ

ば，“精神'性,，とは「精神世界・生き方.（人間

の）品格・人間性・崇高さ.気高さ・純潔性・

(高い）志・スピリチュアリテイ・霊性」などと
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１．「What is important for you?」と問うWifyは、視点を変えた累積的な問いかけに　　よって、言葉を引き出し、育て、環境観や世界観の言語化・可視化への途を開き　　ます。今回はさらに問いかけを工夫し、より深く“大切さ”を探究しました。。２．ランパーン（タイ）の中学生にWifyを問いかけた結果、仏教・友だち・平和など　　特徴的な雰囲気を感じさせる言葉が得られました。また同地の看護教員に数日続け　　てWifyを問いかけた結果、中学生の場合と似た特徴を持つ言葉が得られ、Wifyの　　歌も生まれました。Wifyで言語化された内容には、精神性という言葉が当てはまる　　と考えられました。３．Busan（韓国）では、常に健康を意識しながらWifyを問う、K-Wifyが開発され　　ました。S大学の学生にK-Wifyを問いかけた結果、「特別な場所、心／精神、　　特別な品物、自然、人間関係」などに関連した言葉が得られました。WHOの健康　　の定義を参照した結果、これらの言葉も、精神性を表していると推測されました。４．Wifyを問いかけたとき、最初は場所や品物や自然に関する言葉が現れやすいことは　　日本でも認められます。しかし累積的にWifyを問いかけていると、品物や場所や　　自然の背後にある「もっと大切なもの」に意識が向き始めることが観察されます。　　身近なところにある“精神性”に気づくことは、人が健康に生きる上で、　　重要だと考えられます。
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と問題解決を志向した独自の理論を開発し５１，国

内だけでなく，タイ，中国，バングラディッシュ

などで，現地の人々とともに現地の問題を考える

セミナーを行っておられました．

丸地先生からのお誘いをきっかけとして，筆者

はタイでＷｉｆｙを問いかけることに関心を持ち，

すぐに準備を始めましたこの時に作成した

Ｗｉｆｙワークシートを図ｌに示します．

【２】ランパーンの中学校でのWify実施

2000年２月１１日，冬の福岡空港を発ち，午後

にバンコクでタイ国内便に乗り換え，午後７時に

チェンマイ空港に着き，さらに車で１時間かけて

ランパーンに着いたのは午後９時でした．

ランパーン看護大学のＳ氏の援助でＷｉｆｙワー

クシートのタイ語版を作り，２月１４日の昼過ぎ，

Ｓ氏の案内で，大学から歩いて数分のところにあ

る中学校を訪問しました．この学校はタイ語に加

え，英語や仏語でも教育がなされている教育熱心

な学校でした．

ｌ）問いかけ１

３階の事務室で校長先生に挨拶したあと，同じ

3階の２つの学級でＷｉｆｙを問いかけました．筆者

はＷｉｆｙの問いかけを英語で行い，看護大学の別

の教員Ｎ氏が筆者の説明をタイ語で補足してく

れました最初の学級で出会った生徒48名のう

ち，最初の７名のＷｉｆｙを以下に示します．

「あなたにとって無くなったら困る大切なこと

は何ですか？」（Wifyl：日常で，Wify2：地域

で，Wify3：世界で）

＜男子の場合＞

Ａ君＝Wifyl：朝食を食べる，学校に行く，昼

食を食べる，宿題をする，本を読む，寝る／

Wify2：父と母，友達のきれいで愛らしい家，学

校と友達，隣人，私が行くすべての場所f／

Wify3：宗教（仏教)，タイの国，美しい同二ｋ，

世界，私の村と県．

Ｂ君＝Wifyl：父と母，学校，友達，学校の外

での勉強，両親が家事をするのを手伝うこと／

Wify2：家でしなければならないこと，勉強に注

意を向ける，友達，清潔なこと，楽しいこと／

Wify3：仏教，タイの北部とタイ，木々，アジア

い部分に触れるような感覚」を体験することがで

きました2)．

決まった答えが呈示されるわけではないＷｉｆｙ

では，問いかけることで，その人の，その人にし

かできない応答を引き出すことができますトイ)．

国を問わず，Ｗｉｆｙの答えは，一人ひとり異なり

ます．また，タイや韓国など社会も文化も異なる

場所で問いかければ，当然，日本で問いかけた場

合とは異なる答えが得られます．答えに，「タイ

らしさ｣，「韓国らしさ」のようなものが，もし感

じられるなら，その感じられた‘`らしさ”は何で

しょうか？

その国らしさ，その国の人らしさということで

あれば，「国民性」という言葉があります．『日本

国語大辞典｣（小学館刊）によると，“国民性”は

｢－国民または－民族の全体が共通して持ってい

る性質，感情また，その特`性」とあります．し

かし国や民族のレベルでの共通性を基盤にした国

民`性のような概念は，個々の言葉からイメージを

育てるＷｉｆｙの考え方とは異なります．では，

Ｗｉｆｙから育ち感じられるに至ったものは何か．

考え続けた結果得られたのが“精神'性”です．

３．タイでのアクションリサーチ

（2001年）

【１】信州からタイへ

Ｗｉｆｙから精神'性を考えるきっかけを作って下

さったのは，1999年当時，信州大学医学部にお

られた丸地信弘先生です．1999年１１月１６日，丸

地先生からの交換講義のご提案により，筆者は信

州大学で公衆衛生学の授業を行うことになりまし

た．「無くなったら困る大切なもの／ことは何

か?」という質問を，大人（医学生）にしたのは

この時が初めてですが，学生たちは北京や長崎の

子どもたちと同様に，この質問に関心を持ち，言

葉を介する交流がクラスに生まれました2)．この

様子を見ていて下さった丸地先生から，「Ｗｉｆｙを

タイで問いかけたら，きっと新たな展開がある．

一緒にタイに行きませんか.」とのお誘いをいた

だきました．

丸地先生は1970年代以降，地域保健・環境医

学・健康科学の分野で，総合ネットワーク的接近
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と，天気．

Ｄ君＝Wifyl：時計，おH，バス，食べ物，ベ

ッド／Wify2：学校，お寺，病院，友達，市場

/排Wify3：警察署，タイの国，国旗，森，仏教

徒．

＜女子の場合＞

の大陸，平和な世界．

Ｃ君＝Wifyl：歯を磨く，朝食を食べる，テレ

ビを見る，フットボールをする，お風呂に入る／

Wify2：大切な友達，家，学校と親切な先生た

ち，動物園，娯楽"/Wify3：宗教，美しい世界，

1年に３つの季節を持つアジア，村が清潔なこ
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Ｅさん＝Wifyl：朝起きて，お風呂に入って，

服を着ること．父と母，宿題，本を読んで毎日学

校で勉強すること，夕食／Wify2：友達，村の発

展，人々の親切さと友達であることと寛容さ，多

くの場所を旅行すること，家や学校や地域を清潔

にすること／Wify3：仏教徒，発展途上国として

のタイ，アジア，世界を旅すること，星や天体に

ついて学ぶこと，宇宙列車．

Ｆさん＝Wifyl：朝食を食べる，お風呂に入る，

睡眠，水，本を読む／Wify2：親友と話す，父と

母，先生方，隣人，いとこ／Wify3：良い国のリ

ーダー，仏教徒の教え，太陽の光，村の指導者，

僧侶．

Ｇさん＝Wifyl：両親が家のことをするのを手

伝う，知識を得るために学校に行く，家で本を読

む，両親のしなければならないことを体験する／

Wify2：家，近所の人々，学校，友達，地域，村

／Wify3：宗教，村が私の住む場所です，私の住

みやすい国であるタイ，多くの観光名所のあるア

ジア，世界．

タイでＷｉｆｙを問いかけたのはこれが初めてで

したが，生徒たちが楽しそうにワークシートに記

入してくれたこと，また記入後のクラスでの交流

でも笑顔が絶えなかったことが印象的でした．

２）問いかけ２

Wify１．２．３を答えたあと交流してもらい，さ

らに，自己の振り返り，および他の人との交流を

通して感じたこと，考えたことを質問しました．

「Ｗｉｆｙを書いて何を考えましたか，気づいたこ

とは何ですか?」

＜男子の場合＞

Ａ君：私が答えたことはすべて私が考えたこと

で，例えば家や学校は私を楽しく温かくします．

Ｂ君：このＷｉｆｙの質問に答えるのは楽しかっ

た．私が答えたのは毎日の生活でしていること

で，それで私は幸せになる．

Ｃ君：僕がWifylに書いたことは僕の感じ方を

表している．

、君：もし私がＷｉｆｙで書いたことすべてがな

ければ，私たちは不幸になるでしょう．例えば

森，警察署，学校，友達，食べ物，時計．

く女子の場合＞

Ｅさん：手を組んで祈ることで，私の夢が実現

することを望みます．この目標に届くようにすべ

ての人が互いに助け合うぺきです．

Ｆさん：私は私の深い感覚から答えを書きまし

たこのＷｉｆｙの質問に答えて幸せに感じまし

た．

Ｇさん：私が生きるためのものです．もしそれ

らを失ったら，寂しく，不幸になります．

「他の人とのＷｉｆｙによる交流で分かったことは

何ですか？」

＜男子の場合＞

Ａ君：友達の答えが印象的です．よい答えをし

ていた人も，絵を描いた人もいて，面白い．

Ｂ君：友達の答えから多くの新たな考えをもら

い，それを生活に活かすことができる．

Ｃ君：友達の答えは私のと違う．他のすべての

人が書いたのを読みたいけれど，もう時間になっ

てしまった．

Ｄ君：ある友達の答えは，私のと似ていまし

た例えば，タイの国，森，学校，時計などで

す．

＜女子の場合＞

Ｅさん：どの子も白分らしい考えを持ってい

る．誰も間違ったことは書いていない，というの

は問われて自分が感じたことを書いているから

だ．違った答えでも間違いじゃないそれが共通

している．

Ｆさん：私の友達は良い考えを持っていて，そ

れは日々の生活の活動についてです．

Ｇさん：殆どの人が違った考えを持っていた.

ある人は何か無くなることを考え，それから起こ

ることも考えていた

さて，これらタイの中学生のＷｉｆｙへの回答か

ら，何が読み取れるでしょうか特徴的な言葉を

捉えるとすれば，「仏教」でしょうか．

ウイキベデイアによれば，タイの人口の９５％

は仏教徒（上座部仏教）です．“精神性,，の類語

には「精ﾈ１１世界・崇高さ・スピリチュアリティ

……」などが含まれるため，仏教という言葉が出

てくれば，当然そこに「精神`性＝仏教」というつ
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ながりを読み取る立場もあるでしょう．しかし，

筆者はタイの中学生のＷｉｆｙに触れて，単に「仏

教」という言葉に留まらない何か，より普遍的・

共通的な“精神性,，を感じました．

Ｗｉｆｙを終えたあと，「この学校に来て，私たち

にＷｉｆｙを聞いてくれて，本当にありがとう．い

つか私たちも日本に行ってみたい」と笑顔で見

送ってくれた子どもたちのことが，忘れられませ

ん．

【３】タイの看護教員の精神性

上述したランパーンの中学校でＷｉｆｙを聞いた

直後の２月１４日午後からランパーン看護大学の会

議室で，丸地先生のワークショップ「総合ネット

ワーク的接近から地域でのＨＩＶエイズの看護と

予防の在り方を考える」が始まりました．２４名

の参加者は全員が，ランパーンやチェンマイなど

タイ北部地域の看護大学に勤務する看護教員でし

た．

筆者がワークショップに参加した目的は，

｢Ｗｉｆｙによって，どのような形で，参加者の環境

観や世界観が言語化・可視化されるのか｣，「その

言語化や可視化がワークショップの進行にどのよ

うな影響を与えるか」を体験・検証するためでし

た．

１）問いかけ１

ワークシヨツプ１日目の２月１４日午後，Ｗｉｆｙ

を問いかけました．最初の６名（全員女性）の

Ｗｉｆｙを以下に示します．

「あなたにとって無くなったら困る大切なこと

は何ですか？」（Wifyl：日常で，Wify2：地域

で，Wify3：世界で）

Ｊ氏＝Wifyl：私の連れ合いと子どもたち，教

えること，研究すること，平和に歩くこと，料・

理の腕，友達，気軽なコミュニケーション／

Wify2：良い隣人，安全で快適な道路，木々と緑

の山々，買い物するお店，本屋，博物館／

Wify3：平和とネットワーク，澄んだ空，きれい

な空気，次の世代への信頼．

Ｋ氏＝Wifyl：私の犬や猫や魚に餌をあげる，

ペットの世話をする，テレビを見る，本を読む／

Wify2：私の両親，私の友達，私の仕事，私の病

院と患者さん，私のＨＨＣの,患者さん／Wify3：

中国の新年，森，経済，環境，温室効果への対

策．

Ｌ氏＝Wifyl：家族，食べ物，仕事，友達，環

境／Wify2：私の赤ちゃん，夫，同僚，幸せ，関

連`性／Wify3：道徳，民主主義，タイの国，平和

であること，人間`性．

Ｍ氏＝Wifyl：空気，食べ物，自動車，息子，

睡眠／Wify2：コミュニケーション，安全，良い

感情，お世話をすること，清潔にすること／

Wify3：発展，民主主義，自由，平和であるこ

と，道徳性．

Ｎ氏＝Wifyl：家の仕事，授業計画の準備，身

体的活動，犬と魚への餌やり，息子たちに何かの

仕事を教えること／/Wify2：隣人とのコミュニケ

ーション，コミュニティを発展させる，学生とカ

ンファレンスをする，他のスタッフに合うこと，

インターネット／Wify3：`情報を探すためにイン

ターネットを使う，交通渋滞への対策，人々を頭

部外傷から守る，日々の生活における人々のスト

レス，環境問題への対策，互いに助け合う人々の

親切さ

Ｏ氏＝Wifyl：空気，水，食べ物，両親，私の

命／Wify2：お金，コミュニケーション，私の看

護学生，法律，微笑／Wify3：ブッダ，ラーマ

王，経済的な資源，大腸，人工衛星．

ワークショップでは，まずＷｉｆｙを問いかけた

あと，ざらにＷｉｆｙに基づいて４番目の質問（例

えばＨＩＶエイズに関する質問）を考えてもらい，

それへの回答が終わったら，ワークショップの主

題に入ることを繰り返しました．

２）問いかけ２

１日目のＨＩＶエイズに関する質問には，次のよ

うな答えが得られました．

「HIVエイズについて，思い浮かぶことは何で

すか？」

Ｊ氏＝普通の人は知らないこと．私たちは患者

さんをもっと教育することが必要だ．学生たちと

一緒にエイズについて考える必要がある．

Ｋ氏＝共感．その人，その家族がどのように生

きるか，どのようにＨＨＣを愛するか．
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Ｌ氏＝予防．看護によるケア，感染，家族，ス

ピリチュアリテイ．

Ｍ氏＝幸せ，とても長く生きられること，寂

しさ，社会的な乱用，もっと多い印象．

Ｎ氏＝エイズ感染が増えている，プロジェクト

チームを作る，エイズの人々を助ける多くのネッ

トワークに加わる，エイズを持つ人々の相談に乗

る，健康教育をする，思春期のエイズを予防す

る．

ｏ氏＝ソーシャルサポート，薬剤，兆候と症

状，死，ウイルス．

３）１日目のＷｉｆｙについての出席者の感想

１日目のＷｉｆｙを終了して，出席者から得られ

た感想は以下のようなものでした．

「誰でも基本的なニーズを持っている．大切な

のは愛と温かいお世話，そして互いの良い友情で

す.」

「結婚している人々は自分と家族と安全を考え

ていました単身の人は，より社会的なこと，周

囲のこと，同僚のことを考えていました」

「私の友達とWifyの内容をシェアしましたが，

私の印象は変化しなかったと思います．そして，

私の印象はとても異なっていると思いました.」

「私と友達がイメージしたことは異なっていま

したが，私たちはそのことをお互いに許容するこ

とができます.」

「家族がいる人は家族のことをとても考えてい

ました．このワークショップに参加した人たち

は，愛や健康という言葉を選び，平和な心を持っ

ていました．このＷｉｆｙ用紙から私は，ぼんやり

とですが，私のパートナーの世界を思い浮かべる

ことができます.」

４）１日目のＷｉｆｙについての筆者の感想

このワークショップに参加していたタイの看護

教員の皆さんのＷｉｆｙに接して筆者は，前述のタ

イの中学生のＷｉｆｙへの反応との間に共通点があ

ることに気づきました．教員の皆さんでは，「仏

教」という言葉が中学生の場合より登場する頻度

が低下していましたが，日々の生活の捉え方の中

に．`精神性，，が認められました．

興味深かったのは，このワークショップの,１１で

筆者が感じたままに，「私は皆さんの発言の中に

現れる特徴的な精神性（spirituality）を，とても

印象深く受け止めました.」と述べたのですが，

タイの人たちには筆者が何を言いたいのかが分か

らなかったようです．「仏教や平和や親切や友情」

を大切にするのは当たり前のことで，それがなぜ

印象深いのか，そのことになぜ特徴的なものを感

じるのか，分からないという答えでした．そこ

で，時間をかけて，例えば同じＷｉｆｙの質問を日

本で行った場合にどのような答えが返ってくる傾

向があるかについて説明をするなど，かなり時間

が経ってから，「自分たちの考え方の特徴がこの

Ｗｉｆｙに出ているようだ」という意見が出始めま

した．

５）２日目以降のＷｉｆｙについて

この2000年２月の丸地先生のワークシヨツプ

は，１４日から１７日まで４日間行われました．毎

朝，まずＷｉｆｙを問いかけてから，その日のテー

マに入る形を繰り返しました．しかし，まったく

同じ内容のＷｉｆｙを４日間繰り返したのではあり

ません．２日'三1には１日目の参加者の，３日目には

２日目の参加者のWifyへの応答を，プリントに

してフィードバックし，より深く，踏み込んで

Ｗｉｆｙを考えることを繰り返しました．

１日目の朝，初めてＷｉｆｙを問いかけた時，参

加者の多くは一瞬戸惑いの表情を浮かべました

が，日を重ねる毎に，Ｗｉｆｙ記入後の自発的な交

流が活発になっていきました

Ｗｉｆｙの問いかけを繰り返す中で，ワークシー

トも複雑になっていきました．４日目に用いたワ

ークシートを図２に示します．

図２では，ワークシート下部の四角の中に，

Ｗｉｆｙの問いかけが埋め込まれています．Ｗｉｆｙの

問いかけが変化したわけではありません．Ｗｉｆｙ

の問いかけの終了後，Ｗｉｆｙを出発点にして考え

るべきことがＨを重ねる毎に増え，対応する記入

欄をＷｉｆｙの｣二に積み重ねた結果，図２のように

なりました．

累積的にＷｉｆｙの問いかけを行うことで，参加

者の思考を深めるとともに，参加者の雰囲気も大

きく変化し始めました．
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ｉＭｅｒｎａｔｉｏｎａＩｓettiuugs？

両ｙｏｗｃｏｍｍｕｎｉｔｙａｎｄｏｔＩｎｅｒｓｅｔｔｉｎｇｓでｍｍｕｎｉ ａｎｄ

Tbyourpatientsで Ｔｂｙｏｕｒｓｔｕｄｅｍｔｓａｎｄ
ｏｔｈｅｒｐｅｏｐｌｅ？

ＡｔｙｏｕｒｉｎＳ正imTi⑤nＵＡｔｙ

ｌｍａｇｉｎｅａｂｏｕ
ＡＩＤＳ．－－３－－２－７

分 一一

Ｔ舶伽hdayof

WiiafisjmpomantlWy｡uｱＷ百行ｙ
図２Ｗｉｆｙを出発点として，さらに問いかけるワークシートの例（2000年２月）

レゼントしてくれました2)．

ＷＩＦＹＳＯＮＧ

６）Wifyの歌

２日目の夕方のことです．参加者の一人である

サード・マンシング氏（男性，タイ北部の看護大

学教員）が「Ｗｉｆｙの発想を歌詞として表現した

い」と言い出し，翌朝“Ｗｉｆｙの詞”を筆者にプ

Ｗ〃αｔｊＳＷＺﾉ6ﾉ？

Ｗ〃zｵjSM)6ﾉ？

Ｗ７２ｏα”ｙｏ"？Ｗ〃ｏα腕Ｉ？
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韓国人の学生においてもl]本の学生と|可様に進行

することが，事例的に明示されました．このよう

な概念の形成作用は，健康という概念にも当ては

まると考えられます．しかしＷｉｆｙ口体は，問い

かけの過程で健康を敢えて意識化させるわけでは

ありません．“環境”や“健康，，などの既成の概

念から出発するのではなく，敢えてそのような言

葉を用いず，LlZiiiIirllt界の'二１１から言葉を見出し，言

葉を紡いでいくのがＷｉｆｙの特徴です．

よって，もし図１のＷｉｆｙワークシートを用い

て健康について問いかけるとすれば，それは最初

に問いかけられるべきものではなく，Wify１．２．

３の問いかけの終了後，つまり４番目の問いかけ

になります．一方，Ｊｏ氏とＮａｍ先生のチーム

は，「健康についての問題提起を，Ｗｉｆｙの最初の

３つの質問とともに進行させた方が，健康に特化

した言語化・意識化が進む」と考えました．

Wifyにおける思考の自由さに制限を加えた方が，

健康を中心に考えがまとまりやすいと推測したの

です．その結果，図３のようなワークシートを開

発し，Ｋ（Korea)_Ｗｉｆｙと命名しました7)．

１）Ｋ－Ｗｉｆｙ用紙による問いかけの結果

このK-Wifyll1紙を用いた韓国での初めての

Ｗｉｆｙの問いかけは，釜山広域市にあるＳ大学の

教養保健科目受講者を対象に，2004年９月２５日

から１０月１日までの間の授業時に行われ，２１６名

(男子６４名，女子１５２名）の学生から回答が得ら

れました7)．

K-Wify１．２．３の記入欄には合計して445種

類，延べ3,252個の言葉が記入されました．学生

たちが書いた内容を，カテゴリー別に“言葉の種

類数”で順位づけると，１位：特別な場所（87種

類)，２位：心・精神（45種類)，３位：特別な品

物（41種類)，４位：自然（38種類)，５位：人間

関係（２７種類)，６位：宗教（２５穂類)，７位：医

療（２４種類）などと続きました．また“言葉の

延べ出現回数”で順位づけると，１位：Ｅ１然

(5481回1)，２位：特別な場所（477回)，３位：心・

精神（271回)，４位：人間関係（259回)，５位：

食生活（223回)，６位：特別な品物（189回)，７

位：宗教（1741回|）などとなりました．

Ｗb"ﾉdyo〃ＪｊｈｅｔＤＭ/”c？

Ｗb"/dyo〃〃ｈｅ加te/Mze？

１２(ﾉ0"ﾉｺﾞﾉﾒﾉbetotc〃jﾉ0"，

ｈ(ﾉ0"ﾉ〃jhetoteﾉﾉjﾉ0"，

Ｉ／ＯｗｙＯ"，

Ｉ／Ｏzﾉeyo"・

Ｗｉｆｙの発想が“歌，，として言語化．音声化さ

れたのです．３n月夕方の懇親会でこのＷｉｆｙの

歌が紹介され，４０名を超えるワークショップ参

加者全員での大合唱になりました．Ｗｉｆｙが触媒

の働きをして，参加者の精神性が，思いから文字

へ，文字から歌へと具現化し，最後に合唱という

強く明らかなメッセージ'性を持った表現が生み出

されたと考えられます．

Ｗｉｆｙの発想だけでなく，Ｗｉｆｙの問いかけから

生まれる個々の言葉を音声化したら，どうなるで

しょうか．筆者はかつてポーカロイド．ソフトに

よるＷｉｆｙの音声化，ラップ化を試みましたが，

初歩的な段階で止まっています6)．皆さんもＷｉｆｙ
のワークシートに言葉を書き込んだら，それを声

に出して読んでみませんか．

４．釜山でのアクションリサーチとK-

Wify7）（2004年）
Ｗｉｆｙの兄弟とも言えるＫ－Ｗｉｆｙが韓国で誕生し

たのは，ＮａｍＥｕｎＷｏｏ（南銀祐）先生（現，原

州Wonju，延世大学教授）とＪｏＥｕｎＪｏｏ氏

(現，釜山Busan，高神人学講師）のおかげで

す．Ｎａｍ先生は韓国の健康教育へルスプロモー

ション分野での第一人者です．Ｗｉｆｙの開発当初

から，健康教育へルスプロモーションに関する働

きかけの方法として，Ｗｉｆｙの可能`Wﾐに注目して

下さっていました．2004年の初め，Ｎａｍ先生は

それまで勤めていた高神大学から延世大学に移ら

れることになり，高神大学でＮａｍ先生が担当し

た段後の大学院生であったＪｏ氏が，Ｎｉ〔士論文の

テーマとしてＷｉｆｙを取り上げてくれました．Ｊｏ

氏とＮａｍ先生の仕事を筆者がお手伝いする形で

開発されたのがK-Wify7)です．

まず，通常のＷｉｆｙを用いて予備調査を行った

結果，Ｗｉｆｙによる生活世界についての問題提起

とＷｉｆｙに参加することでなされる概念形成は，
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K-WIFYによ尋鵜懸】て自分の谷いたK-WIFYヘの説
明と解釈

宝
籔

K-WIWS、健康とかかわる世界(釜山市､韓国、アジア、
他の大陸、全世界）を思いめぐらしたとき

賞 場、地域）を思いめぐらしたとき

夕方、夜）を思いめぐらしたとき

l姪･ＩＩＷｉ活il紘旋蝋とつ鰍aた綱徽ことＩも⑨催?’
図３K-Wifyのワークシート：韓国語からの和訳（2004年９月）

バスに乗り行く道，村，寮食堂，講義室，階

段，劇場，道，国際市場，金海空港，散歩の道，

スーパーマーケット，市内，学校屋上，学校に行

く道，会社，売店，南補洞，公園，図書館，シネ

マ，文化空間，バス停留場，市外バスターミナ

ではＫ大学の学生たちは，健康にとって何が

大切だと考えていたのでしょうか．“言葉の種類

数”で上位７位のカテゴリーのすべての言葉（種

類）を以下に示します．

＜１位：特別な場所＞
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ルサウナ，薬水の所，レコード店，遊園地，田

舎，書店，徒歩，足，コーヒーショップ，ＰＣ部

屋，慶州，済州島，チャガルチ魚市場，マクドナ

ルド，デパート，私の部屋，余暇生活を楽しむ

所，自炊の部屋，寮，故郷，私だけの空間，キッ

チン，海雲台，多大浦，大宗台，金銅山，巨済

島，南極，洛東江，松都，アマゾン，海岸，歩

道，太平洋，ニュージーランド，カリフォルニ

ア，ラスベガス，ドイツ，アメリカ，モルディ

ブ，マレーシア，日本，中国，オランダ，北極，

イラク，モンゴル，スペイン，スリランカ，オー

ストラリア，ヨーロッパ，イギリス，イタリア，

中東地域，エッフェル塔，アフリカ，カナダ，フ

ランス，フィリピン，海外，国家，世界，大陸全

体，鏡台前（以上，８７種類）

＜２位：心・精神＞

愛，健全な情緒，楽しい心と考え，感情，自

信，意志，肯定的考え，余裕，心得，努力，幸

福，満足感，褒め言葉，平安，平和，なごやか，

奉仕，信頼，率直，人の意識，譲歩，明るさ，音

楽，笑い，ストレス解消，妥協，秩序，自由，希

望，理解心，正直，適応力，自分の成熟，怒らな

いこと，節制，対話，気持ち，楽しみ，良い考

え，勤勉，嬉しさ，従属感，思いやり，信頼関

係，意思疎通（以上，４５種類）

＜３位：特別な品物＞

ラジオ，ピアノ，コンピューター，日記帳，携

帯電話，車，時計，コーヒー，ベッド，めがね，

レンズ，靴，鏡，私の部屋の窓，ＴＶ，ファッシ

ョン，布団，ＣＤ，CDP，手紙，服，椅子，イン

ターネット，電気カーペット，目覚時計，鏡台，

バス，地下鉄，紙くず，交通，エレベーター，石

油，フレオンガス，飛行機，火，信号灯，街燈，

汽車，新聞，タクシー，ベンチ（以上，４'種類）

＜４位：自然＞

酸素，空気，水，木，石，日ざし，風，星，天

気，川，山，海辺，士，空，自然，地，森，花，

気候，香り，環境，休養林，湖，市内，世界の自

然，熱帯林，太陽，野原，魚，密林，ジャング

ル，氷河，雨，朝の自然，朝空気，花園，裏山，

宇宙（以上，３８種類）

く５位：人間関係＞

友達，女，ヒューマンリレーションズ，対人関

係，出会い，付き合い，人，ガールフレンド，ボ

ーイフレンド，先輩後輩，友情，恋人，友達と会

う，あいさつすること，携帯電話で文字を送るこ

と，付き合い，おしゃべり，隣り，人々，親しい

人々，人々との出会い，親交時間，－番好きな

人，警備おじさん，人々との関係，近所の人た

ち，友達との出会い（以上，２７種類）

＜６位：宗教＞

祈祷，聖書，信仰，神様，教会，お話，十字

架，信頼，讃美歌，祈祷室，夜明け祈祷，大学教

会，キリスト教，宣教師，医療宣教師，宗教，祈

祷ノート，黙想の時間，聖書のお話，伝道師，救

国祈祷，教会の人々の一言，神様との付き合い，

ご両親の祈祷，信仰心（以上，２５種類）

＜７位：医療＞

薬局，薬，病院，補薬，内科，韓醤師，看護

師，医師，薬剤師，保健所，予防注射，注射，医

学，医療体系，健康制度，医学技術，製薬会社，

世界の保健法，ＷＨＯ，医療制度，医療保険制

度，医療奉仕団体，国境なき医師団，医療保険

(以上，２４種類）

２）Ｋ－Ｗｉｆｙ用紙による問いかけの結果について

通常，一枚のＷｉｆｙワークシートに記入された

内容は，１つの事例として扱います．しかしこの

K-Wifyの試行では，試行を実施したＪｏ氏の意向

により，１つ１つの言葉を切り離して集計しまし

た．このようにすると，事例としてのまとまりは

失われます．しかし，２１６名もの学生から“言

葉'，を集め，それを分類することでできあがった

"言葉の目録”は，それなりの説得力を持ってい

ます．

特に興味深かったのは，Ｋ－Ｗｉｆｙは通常のＷｉｆｙ

よりも，最初から“健康”を強く意識して問いか

けているのですが，それにもかかわらず，わが国

で一般的に健康に強く関連すると理解されている

生活習`慣的な事項（食生活，睡眠・休息，保健衛

生，運動など）は，言葉の種類数と延べ出現回数

のどちらから見ても，それほど比重が高くなかっ

たという点です．生活習`慣よりもはるかに重要な

し
言
Ｔ

Ｕ
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もの.／こととして，言葉の種類の順位では，“特

別な場所，，や“心・精神”や‘`特別な品物，,が上

位にきました．これは何を意味するのでしょう

か．

ウイキペデイアが示す韓国統計庁の発表（2005

年）によれば，韓国の宗教人口は総人口の53.1％

を占め，仏教22.8％，プロテスタント183％，カ

トリック１０．９％，儒教０２％と続きます．プロテ

スタントとカトリックを加えたキリスト教徒は人

l」のほぼ３割になります．特に，今回Ｋ－Ｗｉｆｙを

問いかけたＳ大学は，キリスト教徒であることを

入学の条件とするクリスチャンの大学であり，

Ｋ－Ｗｉｆｙへの答えにキリスト教が現れることは予

測できましたしかし，確かに宗教は言葉の種類

の１１１頁位は６位に入っていますが，順位が突出して

高いわけではありません．

本連載の前号で述べたように，Ｗｉｆｙの試みは

"観（心静かに対象を観察し，真実を悟る)”の言

語化・可視化を念頭に置いており，実際にできあ

がったＷｉｆｙは，子どもたちの環境観／世界観を

言語化・可視化することを目指したものでした．

今回，そのＷｉｆｙの問いかけを“健康”に強く方

向づけ，Ｗｉｆｙの変法としてＫ－Ｗｉｆｙが開発されま

した．ＷｉｆｙがＫ－Ｗｉｆｙになっても，“観，，の言語

化・可視化にチャレンジするＷｉｆｙの特`性は，あ

る程度保たれていると考えます．ではＫ－Ｗｉｆｙは

どのような“観，,を言語化・可視化したのでしょ

うか．

ＷＨＯによる健康の定義8)，すなわち「Health

isastateofcompletephysicaLmentalandsocial

well-beingandnotmerelytheabsenceofdisease

orinfirmityl948年」によれば，健康は身体的，

精神的，社会的という３状態から構成されていま

す．この３状態を先ほどのＫ－Ｗｉｆｙと付き合わせ

てみると，Ｓ大生の答えを読み解く鍵は，身体的

な状態よりも，精神的および社会的な状態にある

と理解されます．しかし精神的および社会的な状

態で，Ｓ大生のＫ－Ｗｉｆｙの主要な部分が十分に説

明されるかというと，決してそうではありませ

ん．「特別な場所｣，「特別な品物｣，「自然｣，「宗

教」などの上位のカテゴリーを，“精神，,と“社

会”だけで説明するのは困難です．そうなると，

Ｓ大生のＫ－Ｗｉｆｙを理解するためには，身体的・

精神的・社会的状態に加えて，別な第４の状態を

考慮する必要がありますが，その状態とは何でし

ょうか．手掛かりになるのは，ＷＨＯによる健康

の定義の改正案「Healthisadynamicstateof

completephysicaLmentaLspiritualandsocial

well-beingandnotmerelytheabsenceofdisease

orinfirmityl999年」です9)．この改正案では

"Spiritualな状態"，すなわち“spirituality：精神

性（または霊性)”が加わりました．このspiritu-

alityを採用すると，既存の３状態では十分な説明

ができなかったＳ大生のＫ－Ｗｉｆｙの主要な部分を

説明できるようになります．Ｋ－Ｗｉｆｙによって言

語化されたのは，spiritualityすなわち精神`性だ

ったと言えるでしょう．

５．２０１１年の日本におけるWifyと精神
性の現れ方

最後に疑問が残ります．日本人の精神`性の現状

はどうでしょうか．日本人の精神`性は，Ｗｉｆｙに

よって言語化されるでしょうか．

1949年以降，文部科学省が毎年行っている宗

教統計調査'0)によれば，わが国の信者数（2008

年現在）は，神道系１億842万7,100人，仏教系

8,750万6,504人，キリスト教系236万9,484人，諸

教系８８８万１３５人となっています'')．宗教法人を

対象とするアンケート調査から得られた数である

こと，複数の宗教にまたがって冠婚葬祭の儀礼に

参加することが日本では一般的であることなどの

理由'0)により，上述の信者数には重複が多いと考

えられますが，神道と仏教が大多数であることは

否定できません．自然や気象などあらゆる事象に

｢神」を認める神道の発想からすると，日本人の

精神性は「自然」に埋め込まれる形で認められる

ことが多いと推測されます．

実際，これまで国内でいろいろな人々にＷｉｆｙ

を問いかけてきた経験から言えば，日本のＷｉｆｙ

には「自然・特別な品物・特別な場所・人間関

係」に関連する言葉が多く出てくるというのが筆

者の印象です2１．

タイや韓国でのＷｉｆｙでは，Wify１．２．３のい
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ずれの問いかけでも，精神性が感じられる言葉が

登場しましたが，特に世界を見渡すWify3への答

えの中に，精神性が強く表れていました．

２０１１年３月１１日以降に，東日本大震災の被災

地の大学で数名の学生に実施したＷｉｆｙの結果を

前回')紹介しました．Wify１．２．３からWify3だ

けを取り出し以下に再褐します．

「Wify3：世界まで思い浮かべたとき，無くな

ったら困る大切なこと／ものは？」

Ｐさん：トイレなどプライバシーのある場所，

飛行機，人とのつながり，自然，海，情報源．

Ｑさん：家，ライフライン，家族，友達，地

球，お金．

Ｒさん：部屋，実家，駅，村．

Ｓさん：友達，言語，金，食物，自然．

Ｔさん：人，店（スーパー’レストラン)，住

む所，食べ物，飲み物，電話やメール，インター

ネットとか通信手段．

Ｕさん：空気，動物，植物，食料，安全な場

所，人間．

Ｖさん：新幹線，高速バス，飛行機，おじいち

ゃん，おばあちゃん，しんせきとか，日本全国

(または世界の）畑・田んぼ・海など，働く人，

日本中の食物の生産者やお医者さん公務員など，

ネット，他県・日本内・世界とわたしのつなが

り．

「ライフライン，トイレ，安全な場所」などの

言葉からは，震災の影響が読み取れます．その一

方で，何人もの学生が「海，植物，地球」など自

然に言及していたことが印象的でした．

Ｗｉｆｙの問いかけは，まず``日々の生活，，，次に

"地域での生活"，さらに“世界での生活”へと視

点が拡がります．物理的に拡がるだけでなく，深

さも増すと考えられます．Ｗｉｆｙを問い続け，考

え続けていると，結果として－歩“精神`性”に近

づくのかもしれません．タイのランパーンでのワ

ークショップの経験からすれば，まずＷｉｆｙを問

いかけ，さらに得られた言葉について，その意味

を問いかけ，続く言葉と思いを育てる累積的な作

業によって，精神性がより明確な形を取る，と期

待されます．

人々がWifyやＫ－Ｗｉｆｙから育てる言葉を，率直

に受け11こめられる“健康の概念，，として，spirit-

ualityを含むＷＨＯ健康定義の改正案9)は，わが

国では特に２０１１年の東日本大震災以降に，その

存在感が強まってきています．
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理学療法(士）からみたspirituaIity

田村大眞*＊
Ｄａｉｓｈｍ凪ＭＵＲＡ，ＲＰＴ

皆さんは，spiritualityという“ことば”を聴

いた時，どのようなイメージが浮かんでくるでし

ょうか．そもそも理学療法とspiritualityとは相

容れないものなのでしょうか．

今回のテーマは，Ｗｉｆｙによって具現化される

"ことば”への理解をさらに深めるために，spirit-

ualityという視点から考えてみようと思います．

１．Ｗｉｆｙから具現化された“ことば，，とspirit-

uality

l999年にＷＨＯによる健康の定義の改正案の中

に「dynamicstateofcompletephysicaLmentaL

spiritualandsocialwell-being（抜粋)」という概

念が取り上げられて以降，spiritualityという

"ことば”の意味に多くの関心が集まっています．

小薮ら')は，緩和病棟に働く看護師や看護学科の

学生を対象としたspiritualityという言葉のイメ

ージを調査し，「ＷＨＯでは，人間として生きる

ことに関連した経験的一側面であい身体感覚な

現象を超越して得た体験を表す言葉である，と定

義している.」としながらも，「スピリチュアリテ

イという言葉は未だ一般的に認められた言葉では

ないこと，スピリチュアリティの側面を含めた全

人的なケアが提供されるためには，まずは看護師

がスピリチュアリティという言葉を正しく知る必

要があり，その教育が課題である.」と述べてい

ます．まずは，spiritualityという“ことば”の

語源を探りながら，理解をもう一歩先に進めてみ

ましょう．

英語のspiritの語源になったのは，ラテン語の

｢呼吸する」という意味のspiritusです．つまり，

もともとは「何か」が「息をする」というイメー

ジを持った“ことば，，のようです．この「何か」

という抽象的な表現が，多様性diversity注)とい
う背景の中でその解釈が異なるようです．田崎2）

は，ＷＨＯでspiritualityが議題とされたきっかけ

には，キリスト教など一神教を信仰する欧米や中

東諸国，アフリカ諸国の宗教的要素が大きかった

ことを指摘しています．例えば，「Soul」は人間

の不滅の本質であり，「spirit」は心のあり方を意

味します．つまり，「Soul」・「spirit」・「physical

body」の三要素は人間という生命体を形づく

るものとして認識されているようです．

一方，日本語ではspiritualityは一般的に「霊

性」と訳されることが多いようです．「霊性」と

言えば，日本ではテレビなどでは霊能者や宗教団

体が紹介されたりすることもあり，懐疑的なイメ

ージを持つ人が少なくありませんが，仏教に代表

されるインドや中国などの東洋的文化圏では，森

注）多様性diversity、これは，人種・民族・国・ジェン

ダーから文化・伝統・価値観・世界観などを含む包括的な

概念である（森田ゆり：ダイバーシティートレーニングブ

ツクー多様性研修のてびさ解放出版社，2009)．**麻生リハビリテーション専門学校
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た患者さんの家に訪問診療に向かいます．この患

者さんの肺にできたガンは全身に転移し，薬物治

療や放射線治療などあらゆる手を尽くしました

が，全身のガンがなくなることはありませんでし

た鎮痛薬で身体の痛みを何とか抑えながらも，

朝夕に愛犬と近くの公園に散歩に出かけることを

今の生きがいにしています．最近は全身の痛みも

強く，次第に体力も落ちてきているようです

……．このような場面であなたの内面に“何か，,

が湧き上がってきますか？もし，この内面に芽

生えようとしている“何か,,を‘`ことば”に具現

化するのは容易でしょうか？

Ｗｉｆｙで繰り返される質問は，対象者の内面に

萌芽する“何か，，を視覚化する試みの１つです．

そして，この“何か，,をspiritualityという概念

を通して説明しました．

３．理学療法（士）においてspirituaIityを理解

することの意義

私たち理学療法士という職業は，狭義では「身

体に障害のあるものに対して，基本的動作能力の

回復のために物理療法と運動療法を実施するこ

と」ですが，広義では「対象者のＱＯＬ（quality

oflife）を最大化することであり，全人的包括的

リハビリテーションを担うチーム医療の一員」だ

ということをここでもう一度思い返してみると，

理学療法（士）にもspiritualityという概念が非

常に重要になってくるのではないでしょうか．藤

井4)は，Spiritualな領域や人間の存在existential‐

ityという領域は，身体的心理的社会的限界とそ

れに伴う危機を乗り越えるのを助ける唯一のもの

とし，spiritualityの領域を人間存在の意味，人

生の意味に関わる領域としてＱＯＬ（qualityof

life）の新たな側面として述べています．さらに

真鍋ら5)は，SpiritUalityの概念を文化的活動の意
味合いの強い「霊'性」という邦訳とは区別して，

健康である“状態”でのspiritualityとＱＯＬとの

関係を理論的に検討しています．こうして考えて

みると，Ｗｉｆｙを通して対象者の内面に具現化す

る“ことば”には，その‘`ことば”自体がspirit‐

ualityの概念を含有し，“ことば,，と“ことば”

が“融合，,しながら対話が醸成されていく過程に

羅万象を作り出している一生命体としての世界観

に代表されるように，「Soul」・「spirit」・「physi-

cal・body」の三要素は親和的・相補的な関係性

と捉えられているようです．また，薗田3)は「霊

`性的感覚というべきものは，あらゆる民族や文化

のうちに萌芽として含まれる．..…･中略……単に

個人の内面的霊,性ということに留まらず，その個

別性，特殊性を超えた普遍的な実在根拠にまで遡

るもの.」と述べています．こうして考えてみる

と，前述のＷＨＯの健康の定義にある，“｡y‐

namicstate”と“spirituality”の関係`性が少し明

らかになってきます．また，Ｗｉｆｙによって具現

化される“ことば，，とspiritualityの関連`性をよ

り深く理解するには，対象者の文化的・社会的背

景といった多様`性diversityを考慮することが必

要になってくることに気づきます．

２．理学療法とspiritualityは二律背反する概念

なのでしょうか？

理学療法（士）はphysicaltherapy（ist）と英

語表記されます．“ことば”の意味だけで考える

ならば，「physical」と「Spiritual」を融合するの

は非常に難しく，“ことば”の持つイメージや，

その“ことば”が浮かび上がった過程へ遡って考

えてみなくてはなりません．ここでは，私たち理

学療法士が担当する臨床場面とspiritualityにつ

いて考えてみましょう．

例えば，あなたは午後の昼下がりに患者さんの

病棟に毎日通っています．この患者さんは，交通

事故による頭部外傷のため意識障害が強く，“こ

とば，’での意思疎通はおろか，表情や痛みへの反

応も乏しい状態でベッドに臥床しています．医師

からは，１日１回でもいいので身体を動かしてほ

しいと依頼を受けています．もちろん重篤な患者

さんなので個室に入院しており，病室にはベッド

上の患者さんとあなたしかいません．あなたはい

つものように「こんにちは，○○さん.」と言っ

て身体を動かし始めます……．このような場面で

あなたの内面に‘`何か”が湧き上がってきます

か？

また，このような臨床場面はどうでしょうか．

あなたは今日も，末期ガンで余命半年と診断され
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も，spiritualityの概念はその存在感を示してい

るのではないでしょうか．

理学療法士としての「あなたにとって無くなっ

たら困る大切なこと／ものは何ですか?」

2）田崎美弥子：健康の定義におけるスピリチュア

リテイ．医学のあゆみ216(2)：149-151,2006

3）薗田坦：「日本的霊,性」をめぐってスピリチュ

アリテイの根源．日本の神学４７：9-30,2008

4）藤井美和：病む人のクオリティーオブライフと

スピリチュアリティー．関西学院大学社会学部

紀要８５：33-42,2000

5）真鍋顕久・他：スピリチュアリテイとＱＯＬの

関係に関する理論的検討．名古屋女子大学紀要

（人・社）５６：４１－５２，２０１０

文献

1）小薮智子・他：スピリチュアリティの認知の有

無と言葉のイメージー緩和ケア病棟の看護師，

一般病棟の看護師，一般の人，大学生の特徴．

川崎医療福祉学会誌１９(1)：59-71,2009

●

日時：平成２４年２月２日（木）～３日（金）

開催場所：自治医科大学地域医療情報研修センター

（自治医科大学構内施設）

〒329-0498栃木県下野市薬師寺3311-160

（申込住所と同じ）

受講料：１８，０００円

テーマ：

◎脳血管障害（脳梗塞など）による身体機能，

高次脳障害への介入方法の現状．

◎小児発達障害（神経系）とくに自閉症，

ＡＤＨＤ患者への介入方法の現状．

◎脳卒中患者のコンディショニングの現状．

ねらい：

●脳血管障害患者の地域連携，クリティカルパ

ス使用の実際からマネジメントを学ぶ．

●脳血管障害患者の全身管理，とくに呼吸コン

ディショニングについて学ぶ．

●脳血管障害，神経筋疾患患者の嚥下・コミュ

ニケーション障害へのアプローチを学ぶ．

●脳血管障害患者への認知運動療法アプローチ

の実際を学ぶ．

●小児発達障害児への感覚統合療法の実際を学

ぶ．

内容：

①脳血管リハビリテーション領域の最近の動向

（地域連携，クリティカルパス）

②廃用症候群と地域包括ケア

③感覚統合療法

④脳卒中患者の呼吸コンディショニング

⑤嚥下とコミュニケーション障害

⑥認知運動療法ほか

申込方法：専用の受講申込書に漏れなくご記入のう

え，郵送にてお申込ください受講申込書は当財

団ホームページからダウンロードできます．

お申込み・お問合せ：

（財）地域社会振興財団事務局研修課

〒329-0498栃木県下野市薬師寺3311-ｌ６０

ＴＥＬＯ２８５－５８－７４３６ＦＡＸO285-44-7839

E-mail：fdc＠jichiacjp

URL：http://wwwzcsszorjp／

申込期間：平成２４年１月１３日（金）まで
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