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１．企画調査課題 

 

(1)研究代表者   ： 三宅 美博 

 

(2)企画調査課題名 ： 福祉機器の開発を介する市民と研究者の共創リテラシーと場づくり 

 

(3)企画調査期間  ： 平成１９年１０月～平成２０年３月 

 

 



4 / 96 

２．企画調査構想と成果 

 

2-1 目標 

 

現代の社会では、科学技術の急速な発展によって、人々の生活と科学技術の乖離が進みつつある。

そして、それによって２つの領域の界面に位置する社会的セクターに様々な矛盾が生じはじめてい

る。たとえば、終末医療という科学技術と人間の死生観の挟間における尊厳死の問題はその一例で

ある。また、経済的合理性の追求と自然環境のあいだでの地球温暖化の問題も同様である。これら

に共通する特徴は、科学技術の適用される領域が際限なく拡大し、その結果として、ほんらい科学

技術を包摂するはずの社会生活の領域が徐々に科学技術の内部に取り込まれ、われわれの日々の生

活さえも科学的な操作の対象になりつつあることである。これは科学技術の暴走であり生活の現場

に対する過剰な介入である。 

少し極端な表現ではあるが、科学技術の論理は、世界をモノとこころに分離してモノの側を考慮

すること、あるいはシステムと環境に分離してシステムについてのみ考察することに特徴がある。

つまり、図１のように閉じた「境界」を設定し、その内部の領域だけを考えるのである。その意味

では、そもそも尊厳死のようなこころの問題や温暖化のような環境の問題は、科学技術の論理の外

部に存在するものである。したがって科学技術だけでは問題を解決することはできない。そして医

療技術や環境技術のような科学技術に基盤をおく対策も、科学技術の暴走を助長こそすれ、本質的

な意味での解決につながらないことは明らかであろう。むしろ、これらの問題群においては、科学

技術に内部化された領域だけではなく、それを包摂する外部（他者性）への「気づき」が求められ

ているのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                図１： 境界によるシステムと環境の分離 

 

このような社会的背景から、いま科学技術と社会生活の相互作用を捉えなおすための新しい知の

領域が生まれつつあることは必然的であるように思われる。もはや現代社会が直面している状況は、

科学技術の論理だけでは対処しきれない様相を呈しているからである。そして、この新しい問題領

域に対して、われわれはどのように取り組めばよいのであろうか。 

 

本企画調査では、このような領域の一つとして福祉の分野に注目し、特にリハビリテーションと

いう具体的な問題を通して、科学の論理と生活の論理の乖離について調査と分析を進める。これは

研究代表者（三宅）が自ら携わってきた領域であり、しかも、リハビリテーション技術において、

研究者や医師の基盤にある科学技術の論理と、患者や家族の基盤にある社会生活の論理の間に少な

境界 

システム 

（科学や技術） 

環境 

（社会や自然） 

内部 外部 

気づき？ 
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からず乖離が存在しているように思われるからである。たとえば医師や研究者は患者を「システム」

として捉え、その運動や認知の機能回復をめざす。しかし患者や家族は機能回復だけではなく、社

会参加を含めた生活の「場」の再生を強く願っている。 

リハビリテーションとは本来、機能回復から社会参加までを含む包括的な活動でなければならな

い。それは身体的障害であれ知的障害であれ、社会生活の現場への参加こそが人間としての存在の

原点にあると考えられるからである。ここでは従来の科学技術の論理だけではなく、その外部に置

かれていた人間の社会生活の論理、つまり、こころのはたらきや環境からのはたらきかけも本質的

になる。リハビリテーション技術とは、障害によって生活の現場を追われた人々が生活の場を再生

するための「場づくり」の技術であることを忘れてはいけないのである。そしてこの問題の根幹に

ある、社会生活の論理と科学技術の論理の乖離という現実を克服するために、２つの論理の関係を

どのように捉えればよいのだろうか？この問いが本企画調査のスタートラインである。 

 

このような社会セクター間での論理の乖離への対処方法としては、以下のように、論理の均質化

と共創化という２つの可能性が考えられる。 

 

 

社会セクター間での論理の乖離への対処方法 

 

・単一の論理への均質化（Unification） 

リテラシーによって社会生活の論理を科学技術の論理と均質化し科学技術の内部に取り込む 

 

・相補性に基づく共創化（Co-creation） 

２つの論理を相補的な関係において捉え「場づくり」を介して共創のサイクルとして再生する 

 

 

                図２： 論理の乖離への対処方法 

 

第１の方法は、図３のように、科学技術リテラシーによって社会生活の論理を科学技術の論理に

均質化し、科学技術の内部に取り込むことである。これは乖離の原因となっている境界を拡張し、

科学技術の論理を適用できる領域を拡大することで、論理の乖離を見掛け上消滅させることになる。 

これまでも科学技術は、その外部に存在するものを内部化することでシステムとして操作可能な

領域として拡張してきた歴史がある。このような科学技術の論理に均質化することによって問題を

解決しようとする立場は、近年のシミュレーション技術の進展を背景に、地球シミュレーターを活

用した環境対策や、社会シミュレーションを利用した政策提言という形で急速に拡張しているよう

に思われる。また脳科学の成果を教育システムの開発や教育政策に活用しようという試みも活発で

ある。ここには科学の外部にあるこころや環境さえも、科学の内部に取り込むことで問題を解決し

ようとする科学への過剰な信仰があるのではないだろうか。これが問題の本質的な解決につながら

ないことは既に説明したとおりである。 

 

第２の方法は、図４のように、社会生活の論理と科学技術の論理の矛盾を相補的な関係において

捉え、「場づくり」を介して社会的セクター間での共創サイクルとして再生することである。これ

は境界を固定された線と捉えるのでなく、両論理のあいだでの相互浸透性をもつ厚みのある領域と
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捉えることに対応する。この厚みのある領域を「相互乗り入れの場」と呼び、２つの異なる論理の

あいだでの相互の「気づき」を介して共創のサイクルが生成すると考えるのである。 

われわれはこの後者の立場に立つことになる。そして本企画調査では、リハビリテーション技術

の研究開発プロセスにおいて、患者やその家族という社会生活側の人々と、研究者や医師という科

学技術側の人々が相互乗り入れできる「場づくり」の方法について検討した。このような取り組み

によって、社会生活側への科学技術リテラシーと科学技術側への社会リテラシーを同時に実現し、

相互の気づきを介して「共創リテラシー」を可能にするリハビリテーション技術のプラットフォー

ムを構築できると期待されるからである。そして、このような方向性に基づいて、「科学技術と社

会の相互作用」に関する次期研究開発プロジェクトを提案することを、本企画調査の最終的な目標

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                図３： 論理の乖離への対処方法：均質化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                図４： 論理の乖離への対処方法：共創化 

 

なお、ここではリハビリテーション技術が具体例として取り上げられるが、それを介して科学技

術の論理と社会生活の論理を担う両社会セクター間での共創リテラシーの方法論が開発されなけ

ればならない。これは社会的コミュニカビリティの拡大による論理の乖離の克服といえるであろう。

そして本企画調査は、矛盾する２つの論理を相補性において捉え、「場づくり」を介して共創サイ

クルとして再生しようとするところに最大の特色がある。科学技術によって均質化する１領域的論

理としてのシステム操作技術ではなく、２領域的論理に基づく社会的創造性の支援技術をめざすの

である。 

 

これと類似した関係は人間と自然のあいだにも存在しているように思われる。自然の論理は言葉
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を持たないから、これまで人間側からの略奪の対象にされてきた。その結果が、人間の論理側から

の一方的な均質化としての際限のない自然破壊であり、地球温暖化の問題と考えられるのである。

ここで重要なことは、自然の声なき声（サイレントボイス）の論理を人間がどのように聞くのかと

いう問題であろう。人間と自然の間には論理の乖離があり、その違いに気づかなければならないと

いうことである。たとえば、人間と自然の共生的関係として注目されている「里山」や「借景」は、

自然の営みと人間の営みが相互に乗り入れる場づくりの知恵と見なすことも可能である。 
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2-2 方針 

 

研究代表者は、これまで１５年以上にわたりリハビリテーション技術としての歩行支援システム

の開発に携わってきた。しかし、その有効性は歩行という限定された運動機能の改善だけでは評価

できないことを痛感した。リハビリテーションという視点からは、患者の生活の場の回復や社会参

加の支援も含めて包括的に問題を扱わなければならないことに気づかされたのである。そして、こ

の背景には社会セクター間における、下記の２つの論理の乖離の問題があるように思われた。医師

や研究者の担う科学技術側の「自他分離の論理」と、患者や家族の担う社会生活側の「自他非分離

の論理」の乖離である。 

 

 

科学技術の論理と社会生活の論理 

 

・科学技術の論理 

医師や研究者側の論理＝＞自他分離の論理（客観性を重視する知） 

 

・社会生活の論理 

患者や家族側の論理＝＞自他非分離の論理（主観性を重視する知） 

 

 

                図５： リハビリテーションにおける論理の乖離 

 

科学技術側では自他分離の論理が基盤にある。これは清水の「場の理論」における論理の分類に

基づいているが、ここではモノとこころの分離、システムと環境の分離ということになる。具体的

には、研究者や医師が、環境から分離されたシステムとして患者を捉え、患者において障害がある

領域と健常な領域を分離し、その上で障害がある領域の機能回復あるいはそれを人工物で置換する

ことに対応している。リハビリテーション技術としてはごく普通にみられる在り方である。しかし、

機能が回復するように障害部位を操作することによって、残された機能の退化や個体全体としての

機能不全、さらに社会生活からの孤立を誘発してしまうという問題も発生している。特に、ロボッ

ト技術やＩＴ技術を導入した高機能化された福祉機器やリハビリテーション技術にこのような傾

向が強く、むしろ、古典的な補装具や日常生活用具の方が広く生活の現場に普及するという皮肉な

事態さえも生じている。 

一方、社会生活側では自他非分離の論理が基盤にある。ここでは機能回復だけではなく、むしろ

患者のコミュニケーション支援を介する社会参加や、生活の現場における人とのつながりの支援と

いう、患者の存在の問題に深く関わる技術の方が重要になる。しかし、そのような自他非分離の領

域を支援するリハビリテーション技術の開発は、まだ十分には手が付けられていないのが現状であ

る。むしろ上記のような自他分離型のシステムが患者の生活現場に無批判に導入され、患者の生活

の場を破壊しつつあるのではないだろうか。 

このようにリハビリテーション技術は２つの論理の乖離の現場そのものである。科学技術側から

は患者の機能回復の段階に留まっており、社会生活側からは社会参加や関係生成という存在的領域

への支援が求められている。しかし、その論理の乖離を統合し共創的にリハビリテーションを支援

するための道筋は、まだ明らかにされていないのである。 
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そこで本企画調査では、基本的な構想として、２つの論理のあいだでの矛盾を捨象せず、矛盾を

相互乗り入れの場に位置づけることで共創のサイクルとして再生することを考えた。そして、リハ

ビリテーション技術の開発プロセスにおいて、科学技術側の論理と社会生活側の論理の乖離を統合

し、リハビリのための共創サイクルを再生するための枠組みを明確化した。つまり、医師や研究者

の基盤としての科学技術の論理と、患者や家族のおかれる社会生活の論理の乖離に注目し、双方の

論理が相互乗り入れする場における共創リテラシー（場における気づき）を介して社会的共創サイ

クルの再生をめざす、というプロジェクトの基本構想に検討を加えたのである。さらに、このよう

なリハビリテーション技術を越えて、本構想が社会的諸問題に適用できるための普遍化の可能性も

検討した。これらの調査を通して、「科学技術と社会の相互作用」の研究開発プログラムにおける

次期研究プロジェクトとして提案するための準備を進めた。 

 

本企画調査では、上記の基本構想を踏まえて、研究プロジェクトの背景、目的、方法を明確化す

るため、以下の４つの具体的な調査項目を設定した。 

 

 

研究プロジェクト提案に向けての背景、目的、方法等の明確化 

  

・関連する研究領域や社会的取り組み等の調査 

 

 ・場づくりの理論的な基盤の明確化 

 

 ・場づくりの予備実験による研究構想の具体化 

 

・次期研究プロジェクトの目的・方法・組織編成の検討 

 

 

                    図６： 企画調査の項目 

 

第１の調査項目では、関連する研究の中での本研究構想の位置づけを明確にすることをめざした。

特にリハビリテーション技術を中心に場づくりに関連する研究領域や社会的取り組みについての

動向を調査した。具体的には、俯瞰的研究マップの作成とともに、比較的近い領域としてインクル

ーシブデザインと認知運動療法の２つを取り上げ、詳細な分析がなされた。その結果、矛盾する論

理を相補的に捉え、そこから共創のサイクルを再生するという２領域的論理に基づく研究は他に全

く存在せず、われわれの研究構想の先見性が明らかにされたのである。この項目は、早稲田大学の

三輪敬之および研究代表者（三宅）が中心となって推進した。 

第２の調査項目は、場づくりの理論的な基盤の明確化である。本研究の基本構想は場の研究所の

清水博の提起する「場の理論」を参考にしているが、そこで提案されている「自己の２領域性理論」

と「即興劇モデル」に基づいて理論的な検討を加えた。特に、清水の即興劇モデルは人間の創造性

に関するモデルであり、創造プロセスを即興劇に対応づけて分析することができる。このモデルは、

役者、舞台、そして観客の３つのはたらきから構成されており、役者は舞台という場に自己を位置

づけつつ、自己表現するものと考える。つまり、役者の表現によって舞台の場が変化し、場の変化

に伴って役者の表現もまた変化するという、場と表現の創出サイクルが存在すると解釈するのであ
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る。そして表現が場を介して即興的に紡がれていくことによって役者のあいだに相補的関係が創出

され、一つのまとまりのあるシナリオが生まれてくることになる。これが共創サイクルに対応する。

これをリハビリテーション技術における共創サイクルと対比することで研究構想の理論的な検討

を行った。この項目は清水が担当した。 

第３の調査項目として、本企画調査に参加する研究グループ間で場づくりの予備実験を実施し、

次期研究プロジェクトの提案に向けての研究構想の更なる具体化を進めた。本企画調査は、一種の

フィージビリティスタディの役割も兼ねており、小規模・短期間ではあるが患者参加のリハビリテ

ーション技術の場づくり実験を実施した。 

予備実験の研究体制としては、６組織から構成される図７の体制を採用した。各グループの調査

項目は図８に示した。このとき科学技術側の論理と社会生活側の論理の相互乗り入れの場づくりと

いう枠組みに即して、科学技術側の論理に位置するのは、研究者・技術者のセクターおよび医師・

療法士のセクターであり、社会生活側の論理としては患者・家族・地域のセクターが対応する。具

体的には、研究者・技術者グループは、長野県諏訪地方を中心に活動するＩＴ系ベンチャー企業で

あるスマートセンサーテクノロジー（御子柴孝）である。医師・療法士グループは東京都世田谷区

の日産厚生会玉川病院のリハビリテーションセンター（和田義明）であり、患者・家族・地域グル

ープは高齢者の地域リハビリテーション活動を市民側から支援している同世田谷区の桜新町リハ

ビリテーションクリニック（長谷川幹）である。 

さらに、そのような場づくりの実践を個別の経験に留めるのではなく、理論的な研究も併用する

ことで普遍化し様々な社会的問題に適用することが可能になるものと期待される。この目的のため

に、清水博（場の理論グループ）および三輪敬之（場の技術グループ）の協力のもと、研究代表者

の三宅（場づくりグループ）が共創の場のデザイン論として総合的に検討した。このように実践的

研究と理論的研究を相補的に結び付けるところに本企画調査の組織編成上の特徴がある。 

最後に、第４の調査項目として、これらの調査と実験で得られた成果を踏まえて、研究代表者（三

宅）が次期研究プロジェクトの目的・方法・組織編成について検討した。これは各グループからの

意見を集約する形で進められた。 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           図７： 研究体制 
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研究体制 

 

・場づくり研究グループ（東京工業大学：三宅） 

研究統括および共創の場づくりプロジェクトに関する総合的検討  

 

・場の理論研究グループ（場の研究所：清水） 

場の理論の視点からの場づくり手法に関する検討 

 

・場の技術研究グループ（早稲田大学：三輪） 

場の技術の視点からの場づくり支援に関する検討 

 

・研究者・技術者グループ（スマートセンサーテクノロジー：御子柴） 

研究者・技術者の立場からの場づくりに関する検討 

 

・医師・療法士グループ（日産厚生会玉川病院：和田） 

医師・療法士の立場からの場づくりに関する検討 

 

・患者・家族・地域グループ（桜新町リハビリテーションクリニック：長谷川） 

患者・家族・地域の立場からの場づくりに関する検討  

 

 

 

図８： グループごとの調査項目 
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2-3 企画調査の内容(1) 関連する研究領域や社会的取り組みに関する調査 

 

本項目は、社会セクター間で乖離した２つの論理を統合し共創のサイクルとして再生するための

相互乗り入れの場について、科学技術の論理（自他分離の論理）と社会生活の論理（自他非分離の

論理）の間での共創リテラシー（気づきの場づくり）の観点から調査した。ここでは場づくりとい

う方向性の必然性を明らかにするために、リハビリテーション技術に限定して関連する研究領域や

社会的取組みに関する調査を行った。前半では、領域を俯瞰するための研究マップを三宅が作成し、

後半では、本研究構想と比較的近い領域としてインクルーシブデザインと認知運動療法を取り上げ

詳細に調査した。後半については三輪の報告書から該当部分を引用した。 

 

まず俯瞰的研究領域マップを作成するにあたり、調査結果を分類するための２つの軸を設定した。

第１の軸は２つの論理の関係を示すものである。この軸の両端はそれぞれ社会生活の論理あるいは

科学技術の論理に対応し、１領域的論理である。さらに、この軸の中間領域は両方の論理が相互乗

り入れする２領域的論理に対応する。第２の軸はそのような論理が適用される領域を示している。

一方がモノづくりを志向する活動であり、もう一方がコミュニティづくりを志向する活動である。

そして中間領域は、モノとコミュニティを同時に志向するアプローチに対応する。 

このような切り口から現状における関連する活動を分類すると図９のようになる。この図の特徴

は、リハビリテーション機器や福祉機器などのモノづくりを志向する活動であれ、福祉のコミュニ

ティづくりを志向する取り組みであれ、ほとんどが２つの論理のどちらかに偏っていることを示し

ている。言い換えれば、２領域的論理に基づく領域を志向する活動は、現状では存在していないと

いうことになる。 

具体的に見てみると、モノづくりを志向する取り組みでは、科学技術の自他分離の論理に立脚す

る知能化された機器において、ＲＴ技術やＩＴ技術を活用する多くの研究開発が活発に進められて

いる（残念ながら、その多くは患者の生活の現場では使用されないが・・・）。一方で、社会生活

側においては自他非分離の論理を基盤にした昔ながらの福祉機器が患者の生活現場で広く使用さ

れている。そして、これらの２つの領域の活動はほとんど独立しており、社会セクター間での乖離

という現実に対応する。同様にコミュニティづくりを志向する取り組みでも、科学技術に基盤をお

くラマスワミ型の価値共創のアプローチやメディカルコーディネーターの育成がビジネスとの関

係において活発化する一方で、社会生活の現場では昔ながらの「結い」や「講」という地域福祉が

依然として（特に地方では）強力に機能している。これも社会セクター間での論理の乖離に対応す

るものである。 

本研究構想が志向する領域は、図において色をつけた領域である。この領域は２つの論理が相互

乗り入れする領域であり、しかも、モノづくりとコミュニティづくりが相互乗り入れする領域でも

ある。この領域を明確に志向する研究はわれわれ以外には存在しない。インクルーシブデザインや

認知運動療法の取り組みの一部が重なるが、それらも乖離した２つの論理を統合し共創のサイクル

として再生するという構想にまでは至っていない。つまり相互乗り入れの場づくりにもとづく共創

リテラシーという視点はここにはないのである。さらに、インクルーシブデザインはモノづくりの

領域に限定されており、認知運動療法もコミュニティへの拡がりを内包していない。そこで以下、

それぞれの取組みについて簡単に紹介し、われわれがめざす方向性の新規性を明らかにし、しかも、

なぜ本アプローチがいま必要であるのか、その必然性を明確化する。 
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図９： 俯瞰的研究マップ 

 

まず、ラマスワミ型の価値共創のアプローチにおけるコミュニティづくりについて説明する。ミ

シガン大学ビジネススクールのラマスワミ（Ramaswamy）は、企業と消費者が双方向的に情報共有

することで多様な商品開発が可能になるインターネット上のプラットフォーム構築を進めており、

ナイキの靴、ボーイングの客席、ハウスボートの設計などで有効性が確認されたことを報告してい

る。福祉機器の開発実績もある。しかし、そのほとんどは科学技術の論理の内部に留まっているよ

うに思われる。市場原理という自他分離の論理に基づく企業のビジネスモデルの中に、消費者が自

他分離な消費者モデルとして含まれたシステムであり、そのシステムにおける売上げの最大化が評

価されているからである。ここには生活者（家庭や地域において生活を営む者）としての消費者が

立脚する自他非分離の論理は考慮されておらず、２つの社会セクター間での論理の乖離への問題意

識もない。したがって相互乗り入れの場づくりの必要性も理解されていない。 

この事例からも明らかなように、ほんらいシステムの外部に存在する社会生活の論理をシステム

に内部化することで論理を均質化（１領域化）し、問題解決できると考えるアプローチとの対比は、

本企画調査の位置づけと方向性を明らかにする上で極めて有効である。しかも、ラマスワミの事例

からも明らかなように、このようなラマスワミ型の取り組みはリハビリテーション技術に限られず、

消費者参加の技術開発や製品開発として、既に多くの企業で進められているからである。 

 

   図９： ラマスワミーの価値共創 
        http://www.eccpartnership.com/  
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類似した取り組みが医療の世界でも進められている。それは日本医療コーディネーター協会が認

定するメディカルコーディネーターであり、医療サービスを提供する側（医療者）と医療サービス

を受ける側（患者、家族を含めたすべての医療消費者）の間に立って、「両者の立場の違い」から

生じる、治療法、医療サービス、医療システム、医療倫理など、様々な面での隙間を埋める医療コ

ーディネートサービスを提供するものである。具体的には、患者と病院に同行して、医療者と患者

の間に立って調整を行ったり、専門医の紹介、在宅医療のコーディネートなどを行っている。しか

し、この活動もラマスワミの場合と同様のビジネスモデルに留まっており、ここには生活者として

の消費者が立脚する自他非分離の論理は考慮されていない。さらに２つの社会セクター間での論理

の乖離の問題への認識もない。したがって相互乗り入れの場づくりの必要性も理解されていない。 

 

一方、本企画調査が提案する方向性を重視するアプローチも若干ながら存在する。たとえば、イ

ンクルーシブデザインは、製品デザインのメインターゲットからエクスクルード（除外）されてい

た高齢者や障害のある人々など、特別なニーズを抱えたユーザーをデザインプロセスに迎え入れ、

彼らをデザインプロセス初期の概念設計の段階から最終的なカタチに至るまでの全ての過程に積

極的にインクルードする（巻き込んでいく）イギリス発祥のデザイン手法である。英国王立芸術学

院（Royal College of Art）のヘネン・ハムリン研究センターが中心になって推進している。この

手法は、これまで考慮されていなかったユーザーの多様な個性やニーズに注目することで、デザイ

ンに新たな活路を見出していこうとする試みになっている。これについては三輪の報告書に適切に

まとめられているので、それを引用しつつ説明する。 

 

  図１０： 英国ロイヤルカレッジ・オブ・アート  

ヘネン・ハムリン研究センター http://www.hhrc.rca.ac.uk/ 
 

まずインクルーシブデザインの特徴を明らかにすることから始める。そのためにはユニバーサル

デザインとの対比が有効であり、これについては以下のように説明されている。 

 

類似した概念として，ユニバーサルデザインが挙げられる．ユニバーサルデザインは，アメ

リカ発祥の“誰でも使える標準品”を基本コンセプトとした，文化・言語の違い，年齢・性別

といった差異，障害・能力を問わずに利用することができるデザインのことである[3][4]．ユニ

バーサルデザインは，“今の商品を極力多くの人に”という考え方にもとづき，一般的なもの

を障害者や高齢者も使えるようにデザインするというアプローチである．つまり，ユニバーサ

ルデザインは，多様性（→個物性）を重視したデザインアプローチということができよう．ま

た，ユニバーサルデザインには，表1に示すような7原則[4]というものがあり，それを尊重しな

がらデザインを進めていくという特徴があるため，7原則に用いた検証や発想に強く影響され
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ている．それに対して，インクルーシブデザインは，先に述べたように，障害者や高齢者に着

目して，そこから一般の人を含めたモノをデザインするという考え方である．そこでは，“た

だ一人の個人の生活に向き合う”“先入観をもたずに，ただ一人の個人が感じている不自由を

ありのままに抽出する”といったような徹底した個人への回帰が行われる[3]．つまり，インク

ルーシブデザインは，ユニバーサルデザインとは対照的に，個物性（→多様性）を重視したデ

ザインアプローチということができる． 

 

さらに、デザインプロセスの視点から、従来のデザインとインクルーシブデザインを比較すること

も有効である。これについては以下のように説明されている。 

 

インクルーシブデザインにおけるデザインプロセスについて説明する．このデザインの特徴は，

企画・調査分析や基本デザインといった設計の早い段階から積極的に高齢者や障害のある人々

が参加することにある．従来のデザインプロセスにおけるユーザーの関与は，モニターとして

製品を利用した協力者からアンケート募り，この結果をデザインに生かすというようなことが

一般的であるので，この点がインクルーシブデザインと従来のデザインの大きな違いである．

また，これに関連したインクルーシブデザインの特徴として，ユーザーを被験者でなく，“コ

・デザイナー（共同デザイナー）”として扱うということがある．これは，ユーザーを意見や

物理的なデータを得る対象としての不特定の被験者ではなく個人として捉えることで，その人

特有の思考や行動を理解し，その個別的な問題の中から，デザインへのインサイト（洞察）や

普遍化できる本質的な問題を見出そうという考え方から来ている[2]． 

 

したがって、インクルーシブデザインにおいては、ユーザーとものづくりに関わるデザイナーやエ

ンジニアという背景や立場の異なる人々が場を共有し、体験を共にする中で、互いの間でニーズを

発見するということに本質があるものと推察される。しかし、場づくりの重要性への認識はまだ不

十分であり、以下のように三輪は結論している。 

 

インクルーシブデザインの事例では，場づくりを行うということは，ほとんど考慮されておら

ず，ものづくりに関わるデザイナーやエンジニアが，一方的にユーザーのニーズを引き出すこ

とに終始しているように思われる． 

 

このような状況の中で、京都大学の塩瀬はワークショップを通した体験の共有による「気づき」

がインクルーシブデザインにおいて重要であることや、この「気づき」による潜在的ニーズの顕在

化がインクルーシブデザインの注目点であると主張している。従来型のインクルーシブデザインの

限界を越える重要な取り組みであるが、ここにも多くの問題が残されており、三輪はそれを以下の

ように指摘している。 

 

塩瀬らのグループの研究は，場が共有された後のデザインプロセスについて述べているもので

あり，背景や立場が異なるユーザーとものづくりに関わる技術者の間で，出会いの場づくりを

どのように行うかという問題については，ほとんど扱われていないことを示唆する．そのため，

結果的に，機能を満足するためのデザインプロセスになっており（これを「機能的気づき」と
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呼ぶことにする），解くべき問題（製品）がはじめから与えられているのが一般的である．具

体的な進め方としては，通常のワークショップ（ファイシリテーショングラフィックスなど）

とそれほど違いはない． 

 

次に、リハビリテーション医学の領域における類似した取り組みとして認知運動療法について説

明する。これは従来型の運動機能のリハビリテーションのように、機能回復のみをめざして一方的

に患者がセラピストに従属する関係ではなく、患者とセラピストの双方が互いに異なる役割を踏ま

えつつ主体的・存在的にかかわるリハビリテーションの実現をめざすものであり、三輪は以下のよ

うに特徴をまとめている。 

 

この方法は脳の認知過程（知覚、注意、記憶、判断、言語）を活性化することにより運動機

能の回復が促進可能であるという基本的な仮説に基づいている。そのため、セラピストによる

患者の脳の認知過程に対する適切な活性化がリハビリテーションの内容になる。そこでは、

「認知問題―知覚仮説―解答」という一連の流れにおいてリハビリテーションが進められる。

すなわち，セラピストの問いに対して、患者が自身の身体にかかわる知覚や運動の変化につい

て思考するという、頭を使って考えることが特徴であり、従来のマッサージや反復運動などの

単なる身体動作に着目した方法と根本的に異なっている。 

 

このような，セラピストの問いかけに対して，患者本人が自身の身体の動きの変化や身体の

感覚の変化に気づくことで応え，それによってセラピストの次の問いかけを生み出していくと

いう，創出的循環のプロセスにおいてリハビリテーションが進められていく．患者とセラピス

トという異なる立場の者における集団的な創造活動としてリハビリテーションをとらえてい

くアプローチは，従来のリハビリテーションとは大幅に異なる点であり．このことは認知運動

療法が，コミュニケーションという点から場の技術に関係していることを示すものである． 

 

このようなリハビリテーションの中では、リハビリテーションにかかわっている患者のみならず、

セラピスト自身も変化するし、共に変化しなければリハビリテーションそのものが成り立たないと

いうところに本質的な特徴がある。これは本企画調査と類似した側面ではあるが、この認知運動療

法においても２つの論理の相互乗り入れによって共創サイクルを形成するという方向性までは打

ち出せていない。また適用される領域が、患者とセラピストのコミュニケーションの場にのみ限定

されるという問題も残されている。 

 

以上をまとめると、本企画調査が提案する、社会セクター間で乖離した２つの論理を統合し共創

のサイクルとして再生するという基本構想と、それを実現するための相互乗り入れの場づくりとい

う手法の提案は、極めて新規性の高いものであることが確認された。多くの研究活動や社会的取り

組みが１領域的論理の範疇に留まっている中で、創造的社会の再生へ向けて２領域的論理の重要性

を明確に打ち出すことの意義は大きいものと考えられる。 
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2-4 企画調査の内容(2) 場づくりの理論的基盤の明確化 

 

本項目を担当する清水は、わが国における場の研究の第一人者であり、場の研究所の所長として

場の理論とその実践に関する広範な研究活動を推進している。そこで本企画調査では、場づくりの

理論的基盤を明確化することを目的に、以下の調査を実施した。 

この項目では、社会セクター間で乖離した２つの論理を統合し共創サイクルとして再生するため

の相互乗り入れの場づくりについて、清水の「場の理論」に基づいて理論的に検討を行った。特に、

リハビリテーション技術を取り上げ、介助者と被介助者が両者の論理の乖離を克服して、気づきを

得るための必要条件を「即興劇モデル」との関連において考察した。 

 

清水の即興劇モデルは人間の創造性に関するモデルであり、創造プロセスを即興劇に対応づけて

分析することができる。このモデルは、役者、舞台、そして観客の３つのはたらきから構成されて

おり、役者は舞台という場に自己を位置づけつつ、自己表現するものと考えられる。つまり、役者

の表現によって舞台の場が変化し、場の変化に伴って役者の表現もまた変化するという、場と表現

の創出サイクルが存在すると解釈するのである。したがって相互乗り入れの場における気づきとは、

個としての気づきだけではなく、場としての気づき（集団的気づき）も含むことになる。そして表

現が場を介して即興的に紡がれていくことによって役者のあいだに相補的関係が創出され、一つの

まとまりのあるシナリオが生まれてくることになる。これが共創サイクルに対応する。 

この即興劇モデルとの対比において、介助者と被介助者の関係が事例に基づいて解析された。そ

の結果、まず被介助者と介助者のあいだで「表現の場」が共有され、その上で「場における気づき」

を経て、新たな自己表現の「拘束条件」を生成する、という共創的なリハビリテーションのプロセ

スが明らかにされたのである。これはリハビリの場における気づきを、自己表現の拘束条件の生成

との関係において捉えるものである。 

このような観点からリハビリテーション技術の現状を捉えると、実体はかけ離れたものである。

多くの場合、被介助者の機能回復を目指したリハビリが行われており、介護者と被介護者の間には、

機能の回復という目にみえる情報をもとに認識的（自他分離的）な関係が築かれている。しかし、

即興劇モデルからの考察に基づけば、真のリハビリに至るためには、介助者と被介助者を区別しな

い「場」が必要になる。このような場において存在的（自他非分離的）なコミュニケーションが実

行されることで、被介助者が主体的にリハビリに取り組むことが可能になると考えられるからであ

る。このような存在的関係の重要性を深く考慮することなく、機能的関係に偏った技術開発が行わ

れている点に、現状のリハビリテーション技術の大きな問題があると言えるだろう。 

しかし、これだけではまだリハビリテーション技術としては十分ではないと清水は主張している。

即興劇モデルとの関係からリハビリを捉えた場合、さらに踏み込んだ考察が必要になるからである。

それは、被介助者と介助者という相対的な関係を越えて、強者と弱者の関係を解消するところにこ

そリハビリテーションの本質があり、上記のような相対的な場づくりでは不十分であるという認識

に基づいている。清水は、この点において、双方が対等な存在として出会うことができる（絶対的

な）「出会いの場づくり」の重要さを指摘した。 

これは即興劇モデルにおける観客の役割を考慮することに対応している。観客とは場の生まれる

舞台を包摂する開かれた環境のことであり、これが場と表現の創出サイクルに影響を及ぼすからで

ある。三輪と長谷川も、周りの人たちから送られてくる精神的なエネルギーが被介助者と介助者の
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機能的関係を否定し、新たな出会いによる存在的関係の創出を促す可能性を示している。このよう

な場は、気づきの場と区別されるべきであり「出会いの場」と呼ぶことにする。 

 

ここで得られた結論は、次期研究プロジェクトの提案に向けて基本的な指針となるものである。

われわれは、社会セクター間で乖離した２つの論理を場において統合し、共創サイクルとして再生

するという基本構想のもと企画調査を進めているが、清水の報告からは、場づくりは大きく２つに

分けて考察する必要性が指摘された。ひとつは相互乗り入れの場における「気づき」を介した共創

サイクルの再生であり、もう一つは「出会い」を介した絶対的な共創サイクルの再生である。以下、

清水の報告書から関連する主要部分を引用する。 

 

障害者と支援者の間の関係の生成に、場において生成する有機的な関係（自他非分離的関係）

を活用することができるならば、それはリハビリ技術の開発と進歩にとって新しい一歩になる

ことは確かである。具体的には、開発の場における気づきをどのようにして得るかということ

が、その中心的な課題となる。 

 

（１）時の生成の共有：一口に場と言っても、「認識の場」と「表現の場」とでは異なる。劇

場は観客にとっては観劇すなわち認識の場である。しかしそこで演技をする役者にとっては表

現の場なのである。これを生活の場（たとえば家庭や地域社会）に当てはめて考えると、生活

者にとって生活の場は身心のはたらきを通じて自己を表現する（＝自己の生命を表現する）表

現の場であり、それを支援するリハビリ技術者にとってその表現を観察する認識の場となって

しまう。しかし、優れた演劇は観客の心を表現の場に引き込む。場が広がるのである。そのた

めには時間の共有（＝時の生成の共有）が必要になる。一般に、障害者と支援者が演じる者と

観察する者として同じ場を共有しているか、それとも場が分かれているかによって互いの間に

伝わる情報が異なってくる。心のはたらきは外から見ることはできない。同じ場において共に

存在している者でなければ正確には伝わらないのである。それは、時の生成の微妙な変化に心

の状態が表現されるからである。したがって特に精神的障害のリハビリでは、介護者が表現の

場に共に存在して時の生成を共有することが求められてくる。身体的障害においても、支援者

が共に障害者の表現の場に存在することは必要条件と言ってもよい。 

 

（２）表現の科学：これまでの科学は、一口に言えば、「認識の科学」という特徴をもってい

る。たとえば生命科学では科学者（主体）が生命を認識の対象（客体）として主客が完全に分

離される条件の下で観察し見て、客体としての生命の客観的性質を解明してきた。しかしリハ

ビリ技術においては障害者の「生き甲斐」を支援することが必要であることから、障害者の主

体性の表現を捉えることが絶対に必要になる。そのためには上記のように（同じ場において）

時の生成が共有される主客非分離的条件の下で障害者の心の主体的な表現を捉えることが必

要になる。したがって我々が目標とするリハビリ技術においては、主観的ではあるが論理的な

記述を可能にする「表現の科学」の新しい論理と観察法が必要になるが、「表現の科学」は未

だ創られていない。しかし「表現の科学」の基礎的研究として点に関しては、生命の表現的性

質の理論として清水 博によって「場の即興劇理論」が創られてきたので、この理論をリハビ

リ問題に活用すれば活路を開くことができる。 
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（３）拘束条件の生成：障害を身体的障害であろうと精神的障害であろうと、障害を一般的に

表す理論ができなければ、リハビリ技術の本質的な特徴を一般的に掴むことはできない。した

がって本研究では表現の科学の論理を使って障害とそのリハビリを一般的に表現することを

研究した。その結果、障害を自由な自己表現の（自己組織的）生成の場としての身心の拘束条

件が変化をして、その場における自由な自己表現の（自己組織的）生成が妨げられている状態

として一般的に表現できること、そしてその障害を乗り越えて自己を表現することは、身心が

新しい拘束条件を創出することによって可能になるから、リハビリ技術のポイントは障害者の

身心という場における拘束条件の生成を支援する方法を発見することとして一般的に表現す

ることができる。このことから、場における気づきによって身心という場に新しい拘束条件が

示されると考えることができるのである。拘束条件とは広義の境界条件のことであるから、そ

の境界の内（自己）と外（環境）という性質が異なる二つの領域を整合的に合致させる二領域

性理論となる。これまでの（認識的な）諸科学の分野では一領域性理論が使われてきたために、

科学には拘束条件の生成の理論がなく、信用できる二領域性理論としては清水 博による場に

おける即興劇的表現の二領域的理論があるのみである。したがって現状では、場の即興劇理論

を使えば、場においてどのようにして新しい拘束条件がもたらされるかを、場における気づき

に関係づけて考察することができる。 

 

（４）場における気づき：一口に場における気づきと言っても、複数の種類の気づきがある。

第一は障害という原因と自己表現という結果の間に因果関係があると仮定して、その因果の間

にある「ブラックボックス」を様々な科学的測定からを解明していくという伝統的な方法によ

って得られる情報がもたらす測定者の気づきである。測ってみて、「なるほどこのようになっ

ていたか」と気づくということであり、この意味での気づきは上記の拘束条件の生成とは無関

係であり、「場における気づき」と呼ぶべきではないと考える。第二は場における連続的な気

づきである。それは最初に新しい気づきを得て一つの障害を突破することによって、その奥に

ある次の障害にぶつかり、それとほとんど同時に次の気づきを得てその障害を乗り越えていく

という形で、小説家が出だしの文章を着想すれば次々と先を書き続けていくことができるよう

に、一つの場面においてが次々とドラマが進行していくように、時の生成に伴って拘束条件が

生成的に変化をしていく連続的な気づきである。第三は最も劇的な気づきであり、一つの場面

から、全く異なる別の場面へと不連続的に拘束条件がジャンプする不連続的な気づきである。

これは場面が変わらなければ生きていけないという切羽詰まった状態に自己が追い込まれた

ときにおきる変化である。我々はこの第三の一番難しい場合について研究をすることにする。

それは第二の場合の連続的な変化は小幅な不連続的変化が続いておきているとして、第三の場

合に含めて考えることができるからである。 

 

（５）出会いの場づくり：リハビリ技術で重要なことは、強者と弱者の立場を解消することで

ある。これまでの共創の理論では「相互乗り入れ」という形で互いの領域を越えることの重要

性が指摘され、したがって「相互乗り入れの場」における即興的な共創が研究されてきた。し

かしリハビリでは、強い立場にある白衣を着た医師と、弱い立場にあり自分のなかに大きな苦

悩を抱えて目を上げられない障害者との間の「相互乗り入れ」は意味不明な言葉になる。具体
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的な例で示すように、障害者は病院では冷たく孤独な状態に追い込まれている。心にこのよう

な重荷を背負った障害者のリハビリは、先ず心のケアあってのリハビリであり、またそのよう

なリハビリでは障害者の心を受け止めることが何よりも重要であるから、その状態を「相互乗

り入れ」という概念でくくることはできない。介護者の徹底した自己否定から生まれる生命的

な対等性こそ、障害者の心に近づく唯一の道である。障害者にとって意味のある気づきは、そ

のような状態から生まれてくるのではないかと思われる。「相互乗り入れの場づくり」の妥当

性を考察した結果、双方が対等な存在として出会うことができる「出会いの場づくり」の重要

さが浮かび上がってきたのである。 

 

以上をまとめると、清水の「即興劇モデル」に基づく考察から、リハビリテーションにおける相

互乗り入れの場づくりとは、被介助者と介助者のあいだで表現の場が共有され、場における気づき

を経て、自己表現の拘束条件を生成するプロセスであることが示された。そしてリハビリテーショ

ンにおいては、両者が対等な存在として出会うことのできる「出会いの場づくり」の重要性が強調

された。これらの分析は、社会セクター間で乖離した２つの論理を統合し共創サイクルとして再生

するうえでの場づくりの重要性を根拠づけるとともに、その研究指針を示すものである。 

 



21 / 96 

2-5 企画調査の内容(3) 場づくりの予備実験による研究構想の具体化 

2-5-1 場づくり実験の概要と活動履歴 

 

本項目では、企画調査に参加する研究グループ間で場づくりの予備実験を実施し、次期研究プロ

ジェクト提案に向けての研究構想の更なる具体化を進めた。一種のフィージビリティスタディの役

割も兼ねて、小規模・短期間ではあるが患者参加のリハビリテーション技術の場づくり実験を行っ

た。その実施体制については既に2-2節に示したので、ここではその実験の概要と活動履歴につい

てまとめる。 

 

予備実験の概要は以下のようになる。リハビリテーション技術の具体例として、研究代表者（三

宅）がこれまで開発を進めてきた「Walk-Mate」という歩行支援システムを取り上げた。この共同

開発を介して科学技術の論理（自他分離の論理）と社会生活の論理（自他非分離の論理）の間での

相互乗り入れの場づくりに取り組んだのである。その中で、どのように相互の気づき（共創リテラ

シー）が得られ、社会的共創サイクルが再生されるかを調査した。 

 

なおWalk-Mateとは歩行リハビリテーションを支援するシステムであり、人と人が並んで歩調を

合わせて歩いている状況を、患者とリズム音発生装置のあいだに再生することで歩行機能回復への

効果を得ることができる。さらに加速度センサーを用いて患者の歩行パターンを３次元空間の軌跡

として計測することで、そのような歩行リハビリテーションの効果を評価できるモジュールも組み

込まれている。ただ、これまでのWalk-Mateは実験装置の段階にとどまっており、患者の日常生活

や社会参加を支援できるような装置としては構成できていないという問題が残されていた。そこで

今回の予備実験では、操作が比較的簡単な歩行パターンの計測モジュールに限定して、その共同開

発の事例として採用した。それは図１２のように、患者の腰背部に固定する加速度センサーと、そ

れをもとに歩行時の腰の運動軌跡を計算するソフトウェアから構成されている。詳細は下記の文献

を参照していただきたい。 

 

        図１２： Walk-Mate 

小林哲平, 三宅美博, 和田義明, 松原正明, 加速度センサを用いた運動学的歩行分析システム―股関節疾患の術後

リハビリにおけるWalk-Mate有効性評価への適用―, 計測自動制御学会論文集 Vol.42, No.5, pp.567-576 (2006) 
 

このとき図１３のように、異なる論理に立脚した活動を行っている各グループが相互に連携して

Walk-Mateの共同開発を推進した。その手順は、準備ステージ（stage 0）から始まり、Walk-Mate

を用いて患者が歩行パターンを計測するステージ（stage 1）、医療機関におけるデータ解析のス

テージ（stage 2）、それらの結果に基づく患者と医療機関とWalk-Mate開発者の話し合いのステー

ジ（stage 3）、さらに、場づくりの視点からのコメントを踏まえた再度の話し合い（stage 4 & 5）、

そして、改良されたWalk-Mateを踏まえての再度の話し合い（stage 6）、さらに、これらの成果を

公開ワークショップやWebを介して社会に開くステージ（stage 7）から構成された。 
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                      図１３： 予備実験の手順 

 

Stage 0：準備ステージ 

 

キックオフミーティング 
場所：東京工業大学大岡山キャンパス・西9号館２０８号室 
日時：２００７年１１月１４日（水）１８：３０～２０：４５ 

 

     図１４： キックオフミーティングの様子 

 

桜新町リハでの説明会（計５回） 
場所：桜新町リハビリテーションクリニック 桜新町通所リハ室 
日時：２００７年１１月２９日（木）１８：００～１９：３０ 

：２００７年１２月６日（木）１８：００～２０：３０ 
：２００７年１２月１１日（火）１８：００～１９：３０ 
：２００７年１２月１８日（火）１８：３０～１９：００ 
：２００７年１２月２５日（火）１８：３０～２０：００ 

 

    図１５： 桜新町リハでの説明会の様子 

 

玉川病院での説明会（計５回） 
場所：玉川病院リハビリテーション室 
日時：２００７年１１月３０日（金）１７：４５～１８：４５ 

：２００７年１２月７日（金）１７：３０～１８：４５ 
：２００７年１２月２１日（金）１７：３０～１９：００ 
：２００７年１２月２８日（金）１６：００～１９：３０ 
：２００８年１月１１日（金）１７：３０～１９：００ 

Stage 0 

Stage 1 Stage 2 

Stage 3 

Stage 4 

Stage 5 

Stage 6 

Stage 7 
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    図１６： 玉川病院での説明会の様子 

 

Stage 1：患者さんによる歩行データの取得ステージ 

 

桜新町リハでの患者さんのデータ取得（計３回） 
場所：桜新町リハビリテーションクリニック 桜新町通所リハ室 

：２００８年１月１８日（金）１２：３０～１３：３０ 
：２００８年１月２５日（金）１２：３０～１３：３０ 
：２００８年２月１日（金）１２：３０～１４：００ 

 

    図１７： 桜新町リハでの歩行パターン計測の様子 

 

Stage 2：医療機関による歩行データの解析ステージ 

 

玉川病院での患者さんのデータ解析（計３回） 
場所：玉川病院リハビリテーション室 
日時：２００８年１月１８日（金）１７：３０～１９：００ 

：２００８年１月２５日（金）１４：００～１９：００ 
：２００８年２月１日（金）１６：００～１９：００ 

 

Stage 3：解析結果に基づいて患者と医療関係者と開発者が話し合うステージ 

 

桜新町リハと玉川病院の間でのミーティング（計３回） 
場所：桜新町リハビリテーションクリニック 桜新町通所リハ室、 玉川病院リハビリテーション室、 

ＳＳＴＣの御子柴さんのオフィスの３地点をネットで接続して実施 
日時：２００８年２月８日（金）１８：３０～１９：３０ 

：２００８年２月１５日（金）１８：３０～２０：００ 
：２００８年２月２０日（金）１８：３０～２０：００ 

 

   図１８： Web会議による話し合いの様子 

 

Stage 4 & 5：場づくりの視点からのコメントを踏まえて再び話し合うステージ 

 

患者さん参加のコラボレーション（計１回） 
場所：桜新町リハビリテーションクリニック 桜新町通所リハ室と 

玉川病院リハビリテーション室の２地点をネットで接続して実施 
日時：２００８年３月７日（金）１８：３０～２０：００ 

 

Stage 6：改良されたWalk-Mateについて患者と医療関係者と開発者が再び話し合うステージ 
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最終成果報告会  
場所：東工大・大岡山キャンパス・西9号館２０８号室 
日時：３月２４日（月）午後６時～９時頃 

 

    図１９： 最終成果報告会の様子 

 

Stage 7：研究成果を公開ワークショップとして社会に開くステージ 

 

患者さん参加の公開ワークショップ 
場所：桜新町リハビリテーションクリニック 桜新町通所リハ室 
日時：２００８年３月１９日（金）１３：００～１５：００ 

 

    
 

   
 

    図２０： 公開ＷＳの様子 

 

Webを介する情報発信 
 

    図２１： Walk-Mate Project  
http://www.walkmate.jp/ 
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2-5 企画調査の内容(3) 場づくりの予備実験による研究構想の具体化 

2-5-2 患者・家族・地域の立場からの検討 

 

本項目を担当する桜新町リハビリテーションクリニックの長谷川は、世田谷区における高齢者の

在宅リハビリテーションの普及活動を長期間にわたって推進しており、医療システムの外側におか

れた市民の側から患者や家族を支援してきた実績がある。このような背景に基づいて、以下の調査

を実施した。 

同クリニックは、Walk-Mateというリハビリテーション技術の共同開発を介する相互乗り入れの

場づくり実験において、患者・家族・地域のセクターを分担した。その上で、患者の視点からリハ

ビリテーション技術における２つの論理の乖離の問題を整理するとともに、患者の立場から相互乗

り入れの場づくり手法に関する提案を行った。これは以下の２つに分類することができる。前者は

Walk-Mateの開発における患者側と開発者側の機能的関係に関する調査であり、後者は両者の存在

的関係に関するものである。 

 

1. リハビリテーション技術における２つの論理の乖離の調査 

2. その乖離を克服するための場づくりと気づきに関する調査 

 

まず、リハビリテーション技術に関しては、本企画調査が取り上げた科学技術の論理と社会生活

の論理のあいだでの乖離という観点から問題の調査を行った。具体的には、以下の２つの視点から

分析した。ひとつは患者の歩行運動を記述する方法の違いであり、もう一つはWalk-Mateが使用さ

れる状況の違いである。 

 

1-1 運動の記述方法における客観と主観 

1-2 Walk-Mateの使用状況における閉鎖性と開放性 

 

運動の記述方法の違いとしては、Walk-Mateが記述する運動は客観的な物理空間における軌跡と

して表現されるが、患者や療法士は、主観的な感覚空間における運動の経験として把握していた。

そのため、この両者のあいだでの対応関係を適切にマッピングできないことが問題として現れたの

である。これは科学技術の論理と社会生活の論理のあいだでの乖離の一例と言えるものであろう。

これは主観と客観の乖離とも言えるが、患者や療法士からは、結果を見てすぐに理解できるような

直観的表現への期待が強く感じられた。参考のために、同クリニックの報告書から該当するコメン

トをいくつか引用しておく。療法士からのコメントとしては、 

 

「測定結果について、このようなグラフになるなど事前にイメージできるよう説明があるとよ

い。」 

「被検者にもグラフの見方、説明の資料があるとよい」 

「グラフのレイアウトの中に、歩行の映像や説明文が入るようになるとわかりやすい」 

「グラフが読み込めるようになるには、玉川病院のスタッフもかなり読み込みについて練習を

要したという事実を聞き、桜新町スタッフも少々安心した。」 
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であり、計測結果を解釈する上で苦労していたことが推察される。さらに患者からも、同様のコメ

ントをいただいた。 

 

「はじめは何をやるのか趣旨がわからなかった。できれば図、映像などで説明があるとわかり

やすい」 

「どうしてこうなるという結果が知りたい」 

「自分の歩き方がわかったような気がする」 

「こんな風に歩いているということを、帰って家族に話をする。わかってもらえると思う」 

 

Walk-Mateが使用される状況の違いとしては、実験室という閉じた空間での計測を前提とした

Walk-Mateと、リハビリテーション室という開かれた空間における計測の違いも明らかになった。

これも科学技術と社会生活の論理の乖離に対応する。リハビリテーションの現場は実験室のような

閉じた空間とは異なり、多くの患者やスタッフが出入りして状況が時々刻々と変化する開かれた空

間である。そのため操作が簡単であること、短時間でできること、場所をとらないこと、誤操作の

修正が容易なことなどが求められた。マニュアルも準備したが効果的ではなく、ここでも直感的に

わかりやすい操作方法が求められていることが明らかになった。療法士からのコメントとしては、 

 

「多少なりともパソコン操作の知識が要求される。高齢者が手軽に行えるようになるには操作

の簡略化が必要」 

「歩行データをセンサー自体が保存でき、後でパソコンへデータを取り込むことができると、

特別な環境設定がなくてもできる。現状は、パソコンへ取り込む作業のため環境整備が必要で

最低でも１名の協力が必要。」 

「ソフトウェア立ち上げまでの手順が違うと、本体からの受信ができない。」 

 

であり、計測装置を操作する上で苦労していることが理解される。さらに患者からは、 

 

「何をやるのか趣旨がわからなかった。できれば図、映像などで説明があるとわかりやすい」 

「準備に時間がかかっているわね」 

「何をやっているのかわからない」 

 

というコメントも含まれていた。 

このようにリハビリテーションの機能的側面において論理の乖離を克服するためには、技術自体

が患者や療法士に直観的に理解でき使用できることが不可欠であり、それが相互乗り入れの場づく

りの必要条件のひとつになるのではないだろうか。これは気づきの問題ともつながるものである。 

 

次は、このような技術開発の場における存在的関係と気づきに関する検討である。ここでは科学

技術の論理と社会生活の論理のあいだでの乖離を克服するための場づくりの手法について考察す

ることになる。具体的には、以下の２つの視点から分析した。ひとつは患者の真の声を聞くために

どうすればよいか？という問いであり、もう一つは患者自身がどうやって真の声を聞くのか？とい

う問いである。 
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2-1 患者の真の声を聞くにはどうすればよいか？（患者に対する気づき） 

2-2 患者自身がどうやって真の声を聞くのか？（患者自身の気づき） 

 

前者の、患者の真の声を聞くという問いに対しては、長谷川が非常に重要なコメントをしている。

「患者は病院におかれると、いわゆる患者を演じてしまい、言いたいことを言えなくなってしまう。

しかし、自宅では患者は非常に多くのことを話せる。だから、患者の自宅において患者とコミュニ

ケーションすることで、患者の真の声を聞くことができる。患者は、どのような場におかれるかに

よって振る舞いが変わってしまうのだ」というものである。 

患者との平等な（存在的）コミュニケーションを「場」との関係において捉えることの重要性を

的確に指摘したものと受け止めることができる。同クリニックからの報告書においては、そのよう

な患者に対する「気づき」を引き出すための場づくりに関する多くの工夫がまとめられている。以

下にいくつかを引用するが、観客が存在することの効果、適正な人数であること、思いがけない感

激の重要性などは、場づくりの必要条件と考えられる。 

 

誰かにみてもらっている、見られているという効果：いつもの歩き方をしているつもりでも、

何かしら見られているという意識は働いているものである。何より、公開ワークショップでは、

いつもの流れで思っていたスタッフも、「この雰囲気でいいのかしら？」と「普段」を意識し

すぎて返って、ぎこちなさを感じていた。というのが正直な感想である。しかし、「見られて

いる」ということから「うまくいくように」「よく歩きたい」「よく見せたい」という意識が

無意識に作用し歩き方へも効果をもたらすのではないか。また、自分の歩き方を映像などで確

認することも本人の状態を認識する上で効果的だと考える。また、研究に協力するという役割

から本人へも参加の意識を高めることにつながっている。 

 

参加するグループの人数：みんなが参加しているという意識を確認できる場づくり：当初は、

全体に働きかけていたが、測定が進むにつれ、各自の参加度合いが変わってきている。結果に

興味を持つ参加者やそれぞれ思い思いの活動に戻る人など開始時と状況が変わった。ある程度

グループの人数を絞ったほうが、話の内容が見えやすくお互いの興味を引き出すことができる。

今回も、最後の測定結果を説明する場面では、普段は接触のない協力者が、お互いの結果に興

味を持ち覗きこむような場面が見られたことが印象的であった。 

 

思いがけない感激（今まで歩いていなかった人が歩いた場面を共有し感激）：協力者として

日常的に歩く姿を見ている人が測定するときは、みんな見つめているだけだったが、いつも車

椅子を使っている人が、みんなの前で歩いた時拍手が思わず出た。後で、どうして拍手が出た

のか？と聞いたところ、車椅子を使った人が、みんなの前で歩いたことに感激したから思わず、

拍手をしたのだという。いつも一緒に活動している仲間だから、感激も共有することができる

のだと思う。 

 

さらに本質的な問題点として指摘されたことは、患者自身がどうやって真の声を聞くのか？とい

うことである。患者はリハビリテーションを通してもとの自分に戻ろうと考える。しかし、それは
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できないことも多い。その時に患者の真の声とは何なのだろうか？ 

これに対しても、長谷川は本質的なコメントをしている。「被介護者が機能的回復のみを目指す

と、リハビリの過程で充分な回復の得られない場合には、主体性を喪失することにつながる」「脳

卒中などの中途障害者などは誰でも病気の前の状態に戻ろうとする気持ちが強く、障害者・家族は

機能訓練に励むことで希望を見出そうとする。けれども病気の特質から必ずしも本人の希望通りに

はいかないので大いに悩み、そのうち次第に自ら行動を起こすことが少なくなり、自宅に引きこも

りがちになる」「こうした場合に、医療者・介護者は機能訓練と並行して日常生活のなかで「楽し

み、役割」を実感できるような体験をしながら自信を少しずつ取り戻すための援助をしていくよう

な、地域でのリハビリテーションが重要であると考えるようになった」というものである。 

これは患者の主体性の生成を場における「気づき」との関係において捉えることの重要性を指摘

したものである。清水の指摘する「出会いの場づくり」との関連が予想される。これは同クリニッ

クからの報告書でも触れられており、そのような場づくりに向けて注意すべき点がまとめられてい

るので、そのいくつかを紹介する。 

 

正常歩行と比較したい、正常歩行を知りたい、自分はそれに近いのか遠いのかいいのか悪い

のかを知りたい。という要望が多く聞かれる中、機器利用の目的は何か？正常歩行へのこだわ

りは強くもっている方が殆どといっても過言ではない。しかし、現実的な改善には乖離がある

ことが多く、患者が思っているように元通りにはならない。この現状を展開していくには、自

己の状態について「治る、治らない」という発想から、経過を振り返り変化したことを客観視

することが必要であると考える。そこから、新たに取り組むことが見えてくるのではないだろ

うか。そしてそれまでの「やってもらってよくなる」という気持ちから自ら「これをやる、や

ってみる」という気持ちに広がっていくように思う。今回の機器による測定は参加者にとって

は、測定や結果を得ることも目標であるが、測定結果をどのように伝え、そのことから利用者

の反応がどのように変化していくか経過を追っていくことで利用者自身が状態の変化につい

て客観視する機会にもなるという効果が期待でき、むしろそのことの方がその後の生活への参

加や主体性に影響していくように思う。 

 

データを改善しようと患者自らが、主体的に取り組むようになる。つまり、経過を追って示

していくことで取り組みの姿勢が変化していくのではないか。医療提供者へは、「良くしても

らう」という意識が大半を占めているため、「良くなりたい」という気持ちと主体的に取り組

みという気持ちに乖離があるように思う。機器使用に当たって、患者（利用者）が参加するこ

とで、自らの意見や感想を医療職も含めてみんなで顔をつき合わせる機会を重ねたことは、患

者（利用者）のみならず、参加回数を重ねるごとに意見交換がしやすくなったことを感じてい

る。そしてこのことは、双方へ主体的なかかわりをもたらせる効果があると考える。 

 

つまり、患者側においても「治る、治らない」という発想から、経過を振り返り変化したことを

客観視することが必要であり、その中で新たな自分への気づきが得られるのであろう。このような

患者自身の気づきも含む存在的関係の場づくりを推進することが、主体性の生成に不可欠である。 

 

これらのことから同クリニックでは運営理念として以下の4点を掲げている。これは場づくりの
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指針として非常に参考になるものである。 

 

①障害者と家族の人間としての尊厳と自己決定の尊重 

②障害者の機能回復などとともに新たな生活の構築に向けての援助協力 

③障害者、家族とともに歩む 

④障害者、高齢者になっても住みやすい社会の変革を地域住民とともに目指す 

 

以上をまとめると、リハビリテーション技術における２つの論理の乖離を、技術そのものとそれ

を包摂する場の両側面から分析した。その結果、機能的関係としての技術側では直感的な操作や把

握を基盤にすることによって、患者、医療関係者、開発者のあいだでの平等なコミュニケーション

が可能になることが示唆された。また存在的関係としての場の側面からは、患者の真の声を聞く上

で場における気づきが重要なはたらきをすることが確認された。そして場づくりのためのいくつか

の必要条件が提案された。さらに患者の主体性の生成との関係から、患者自身の気づきの重要性も

指摘された。 
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2-5 企画調査の内容(3) 場づくりの予備実験による研究構想の具体化 

2-5-2 医師・療法士の立場からの検討 

 

本項目を担当する玉川病院リハビリテーションセンターの和田は、脳卒中を専門とする神経内科

医であり、しかも世田谷区を中心に「玉川病院リハビリテーション科家族説明会」を主催しており、

広く社会連携を進めてきた実績がある。このような背景に基づいて同センターは、リハビリテーシ

ョン技術の共同開発を介する場づくり実験において、医師・療法士のセクターを分担した。 

そのなかで和田は、相互乗り入れの場づくりとの関係において、現状の医療行為の現場の問題を

分析し、さらに場づくりのプロセスの観察とその効果に関する分析を行った。これは以下のように

２つに分類することができる。 

 

1. 現状の医療行為の現場における２つの論理の乖離の調査 

2. 相互乗り入れの場の生成プロセスの観察と有効性の評価 

 

しかも、ここでは本企画調査で取り上げた患者・医療関係者・開発者の相互乗り入れだけでなく、

医療機関内の医師と療法士の関係、治療者と患者の関係など、場づくりについて多面的に検討され

ており、社会セクター間での論理の乖離の克服へ向けての場づくりの有効性が明確に示されている。

ここで得られた知見は、次期研究プロジェクトの提案に向けて重要なエビデンスになるものである。

以下、本項目を分担した和田の報告書の該当部分を引用しつつまとめる。 

 

まず、和田によって医療行為の現場におけるコミュニケーションの現状に関する調査がなされた。

そこでは場づくりが推奨されているにもかかわらず、現実的には医師と療法士と患者のあいだには

一方的な機能的関係が存在していることが明らかにされた。これは科学技術の論理を担う医師側と

社会技術の論理を担う患者側のあいだでの２種類の論理の乖離に対応する、あるいは医師側から患

者側への論理の均質化に対応する状況と解釈できる。具体的には以下のように分析されている。 

 

医療者と患者は医療行為というものを通じてつながっているわけであるが、共通認識を得ら

れぬまま医療行為が一方的に進行してゆくことが多々あり、問題とされ、現在は医療行為につ

き紙に記載された文章・図をもとに説明を十分に行い、ともに状況を理解し、治療方法を提示、

その効果を説明し、治療を選択し行ってゆく場を作ることが推奨されている。現実にそのよう

な説明が診療時間の中で占める割合が年々増加している。つまり共通の場をつくることが推奨

されているわけである。そしてそのような話し合いを多数持つなかで、求めているもの、そし

て提供できる限界が自然に徐々に折り合いを持ち、最終的な治療のゴールが決定されてゆくの

である。つまり意識的に共通の認識を作ってゆくことで無意識に解決点を捉えることができ、

お互いに一定の満足度を得ることとなる。リハビリテーションではそのような状況が形成され

る場である。 

 

現実の病院でのリハビリテーションは医師と療法士、そして対象者である患者が参加して行

う治療の過程である。医師と療法士の関係では対等というよりも医師が主体で療法士は従者と

いう上下関係が成立する。医師・療法士と患者においても同様な関係が存在している。その中
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で最良の場を作ることが治療効果を最大に高めることにつながる。このような関係が医師から

の一方的な流れとなった場合は、医師がリハビリ処方を行い、その行為を療法士が定められた

入院期間実施し、患者に提供することだけで終結する。診察という行為の中で患者からフィー

ドバックがかかる場はあるものの、細かい修正にとどまってしまい、吸い上げられることは少

なく、退院後の生活は患者本人にもイメージ作りが困難なため在宅生活に移行して困惑するこ

とも多い。現在病院でのリハビリテーションは急性期、回復期という限られた時期での診療行

為に限られ、退院後の在宅期での機能回復に関与することは少ない。このように期間的に限ら

れ、しかも、病気になってからのダイナミックに変動する時期での医療者と患者の接触の場で

の関係は一方向的となりやすい。 

 

和田らは、上記のような問題意識のもとで、今回、リハビリテーション患者の歩行の分析と歩行

の改善を目的としたWalk-Mateの開発に参加した。そして、いくつかの社会的関係における変化が

生じたことを確認した。それは、治療者（医師・療法士）間での関係、治療者・患者間の関係、機

器開発者・製作者・使用者の関係、医療機関の関係という４つであった。以下、和田の報告書に基

づいて、それぞれ検討する。 

 

2-1 治療者（医師・療法士）間での関係 

2-2 治療者・患者間の関係 

2-3 機器開発者・製作者・使用者の関係 

2-4 医療機関の関係 

 

まず治療者（医師・療法士）の関係では、療法士同士の関係に注目した。これまでは個々の療法

士ごとに独立して患者の治療を担当してきたため、療法士の経験年数に依存して視点が異なること

や、相互に治療に口出ししにくいなどの問題点が存在していることが指摘された。しかし、今回の

Walk-Mate開発の場づくりを介して、療法士相互の視点の共有が進んだことが、以下のように確認

された。 

 

１）治療者（医師・療法士）間での新たな場の形成 

まず、治療者間での新たな場の形成ができた。つまり歩行というものを改めて見直す過程で、

療法士の経験年数により視点が違うことが、歩行分析装置を使った歩行解析を通して判明した。

そして、多人数でその結果を検討する中で新たな共通理解という場が作られ、視点の統一を図

ることができたように思えた。医師はチーム制で複数の医師が相談しながら医療を進めるよう

になっているが、療法士は1対1の関係で治療を構成し、訓練内容は経験などから療法士から一

方的に決定し行われることが多い。いわゆる、技術の伝授的な場での対応であり、主従的関係

となりやすく、また、他の者がその治療に口を出すことは一般の場では難しいことが多い。こ

れは他施設との関連でも見受けられ、今後の評価の伝達、治療として達成するために新たな場

作りとして考えなければならない問題である。 

 

さらに、治療者と患者の関係でも変化が観察された。従来、一般的な診療の中で治療者と患者の

あいだには上下関係（機能的関係）があり率直な意見交換がしにくかったが、今回の場づくり実験
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の中では平等感（存在的関係）が生まれ、率直な意見交換が可能になったことが以下のように報告

されている。 

 

２）治療者、患者間での新たな場の形成 

福祉機器の開発では、開発側としては協力してくれる人々を選択する段階で医療者を介する

ことが多く、バイアスがかかることが多い。このような関係では医療者が主体であり、開発協

力してくれる患者も率直な意見交換をしない可能性もある。今回、桜新町リハビリクリニック

で患者さんの募集をしていただいたが、その評価は患者さんを全く知らない他院の我々が行っ

た。ここにおいて患者さんとの関係は一般的な診療の関係ではなくなり歩行という問題が主体

である場が形成された。つまり歩行という問題にしぼって相対したとき、その主体は患者の歩

行形態そのものに変わった。このことから、治療者・患者という構図はたちまち消失し、歩行

の分析、問題点の討論に関して、完全に対等あるいは、患者側が主体の関係を持つ新たな場が

形成され、自他非分離の関係が形成された。そのため患者側から、使用機器に関する率直な感

想を得ることができ、その意見に基づいた機器の改良につながった。今回は計測機器の装着の

問題と結果表示に関し改良を行うことができた（図２２）。しかしながら、福祉機器使用にお

いては知己の医療者と患者間ではプラセーボ的効果で改善したというバイアスがかかりやす

い環境であるがゆえに、今回のように評価は無関係の他者が行い歩行を図や数値化してゆくこ

と、ある意味での自他分離の関係がその発展には有意義であると思われた。 

 

                                        

図２２： 改良されたWalk-Mate 

 

機器開発者・製作者・使用者の関係および医療機関間の関係でも同様に変化が確認された。いず

れも場づくり実験を介して、Walk-Mateの改良プロセスに質的に新たな発展がみられたこと、さら

に異なる医療組織間でも共通の視点の獲得が可能になったことが報告されている。 

 

３）機器開発者・製作者・使用者での新たな場の形成 

Skypeなどを用いたテレビ会議でハード製作者スマートセンサーテクノロジーと福祉機器企

画者である東工大関係者、評価者の当院医師・療法士、使用者である患者と実際リハビリを担

当する医師・療法士が同次元で意見交換をすることができた。通常であれば東工大を介した単

体のつながりでしかなかったものが同時並行的なつながりとなり、Walk-mateという機器をお

互いが共有する流れができ、いわゆる自他分離の精神から、自他非分離に場は変化した。この

結果、使用者から自分が使いやすいための改良事項へのアドバイスが行われるとともに、評価

者からは評価をより簡便かつ正確にするため測定結果の構成などの改良点の指摘がなされた。

これらの依頼に直接ハード作成者が答えることで、新たな発展的改良が生まれた。すなわち今

回の会議を行ったことで測定結果の図示方法の改良が行われ、評価方法が簡便となった。 
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４）医療機関間での新たな場の形成 

また、今回、患者さんの歩行を通じて２つの施設で歩行の分析を議論することができた。こ

のような機器開発がなければ、通常あり得ないことであり、施設間での評価格差、治療点の確

認につながる良い場の形成と思われる。どうしても他施設の治療は見えず、また他者の評価は

リハビリでは困難であるが、このような福祉機器を通じてリハビリの標準化といった基盤づく

りにもつながる可能性が示されている。 

 

ここで報告された４種類の社会的関係においては、いずれも場づくりを介して、それぞれの関与

者の関係に変化が観察されており、相互乗り入れの場づくりの有効性が示されたと言えるであろう。

そして、いずれのケースにおいても場における「気づき」の重要性が確認された。治療者間の関係

では、個々の療法士としての主観的な歩行評価に留まっていたものが、Walk-Mateによる歩行評価

の客観化を介して場における気づきが得られ、療法士間で視点の共有が可能になった。また治療者

と患者の関係も同様であり、固定化された機能的関係にあった治療者と患者の関係が、共同開発の

場における気づきを経て、双方が主体性を持つ平等な存在的関係に至っている。その結果として、

リハビリテーション技術としてのWalk-Mateの改良が可能になったのである。 

 

これらの事例では、乖離した論理のあいだで相互乗り入れの場を生成し、その場を介して気づき

を得ることで、社会的な創造のサイクルを再生することに成功していると言えるであろう。 
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2-5 企画調査の内容(3) 場づくりの予備実験による研究構想の具体化 

2-5-3 研究者・技術者の立場からの検討 

 

本項目を担当するスマートセンサーテクノロジーの御子柴は、長野県諏訪地方を中心に活動する

ＩＴ系ベンチャー企業の技術者であり、しかも社長であり、同地域の中小企業のものづくりネット

ワークの運営にも関与している。技術の立場だけでなく、ビジネスの観点からも、モノづくりを語

ることのできる人物である。 

今回の企画調査において、同社はWalk-Mateというリハビリテーション技術の研究開発プロセス

における場づくり実験の研究者・技術者のセクターを分担した。その上で、研究者や技術者の立場

から、現状の技術開発の問題点を整理するとともに、場づくり手法に関する具体的な提案も行った。

これは以下のように２つに分類することができる。 

 

1. 現状のものづくりの現場における２つの論理の乖離の調査 

2. 相互乗り入れの場の生成プロセスの観察と有効性の評価 

 

ここでは本企画調査で取り上げた患者・医療関係者・開発者の相互乗り入れだけでなく、その背

景にあるビジネスの問題や活用されるべきＩＴ技術など、場づくり実験について多面的に検討され

ている。ここで提起された内容は、次期研究プロジェクトの提案に向けて重要な視点を提供するも

のである。以下、本項目を分担した御子柴の報告書の該当部分を引用しつつまとめる。 

 

まず、御子柴によって技術開発の現場が抱える問題点が整理された。そこではユーザーのニーズ

や価値観の多様化に対応しきれていないモノづくりの現状がまとめられ、特に、その原因が開発者

から使用者への一方向的な開発プロセス（機能的関係）にあることが明らかにされた。これは科学

技術の論理を担う開発者側と社会技術の論理を担うユーザー側のあいだでの２種類の論理の乖離

に対応する、あるいは開発者側からユーザー側への論理の均質化の状況と解釈できる。具体的には

以下のように分析されている。 

 

 従来のものづくり商品開発においては、マーケッティング等の手法により不特定多数の意見

集約としたものづくりが一般的な方法であった。しかしながら、最近のニーズや価値観の多様

化によりきめ細かな商品開発の対応が必修となってきている。福祉機器の開発においても、ユ

ニバーサルデザイン等々の手法を用いて、障害者や子供からお年寄りまで包括する商品開発が

実施されているが、福祉機器の本来の性格上からくる個別対応に関してはまだ隔たりがあり問

題が多い。今回の福祉機器やリハビリテーション機器の技術開発においては、開発者（研究者

・技術者）＋専門家（医療関係者）の間で主導権を持って技術開発されるケースが多々ある。

エンドユーザーである「使い手」が参加する場合でも、専門家を通じた意見である場合が多く、

直接ユーザーの意見や感想が開発技術者に伝わる場合は多くない。このことから、開発者と専

門家の主導による技術開発に偏りが発生する場合があり、機器の本来の機能が最適化されず機

器の本来の能力が十分にいかされない場合がある。または、機器本来の機能が発揮された場合

でも、使用方法が難しい、使いづらい等のユーザー不在のものづくりとなる可能性が多分にあ

る。ユーザーの意見情報が伝わる場合でも、使い手から開発者への一方的な場合が多く、作り
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手（開発者）と使い手の間における創造的な新しいものづくりは生まれてこない。 

 

御子柴は、上記のような問題意識のもとで、今回、Walk-Mate開発を介する場づくり実験に参加

した。そして、場づくりの長所とその残された問題を分析している。長所としては、ユーザーとし

ての患者や医療関係者と開発者がフラットな会話（存在的関係）をする中で開発を進められたこと

によって、開発プロセスに対する「確かさ」を「実感」できたこと、さらに各々の参加者の役割が

自然と明確化されたことであるという。これは清水の即興劇モデルとつながるものであり、御子柴

の報告書において以下のようにまとめられている。 

 

今回は短い開発プロセスの実施ではあったが、遠隔テレビ会議を通して現場でのエンドユー

ザーである患者さんからの直接な意見や感想を聞くことができたことが一番の成果であった。

患者さんとの体面による会話において意見を聞くことで、当人の思いが良く理解できたことで

ある。従来、人や文章にて間接的に伝えられていたのとは異なり改良開発において確実性とし

ての確かさが実感として増した。このことは、思っていたよりも大きなインパクトである。こ

れらのことは、患者さんのみならず現場の医療関係者（医師・療法士）との会話においても大

きな成果があった。 

 

残された問題点としては、今回の場づくり実験への参加者間でその立場上の差異が依然として残さ

れていることが指摘されている。 

 

今までの経験では医療関係者と患者さんとが同席してお互いに対等な立場で意見を出し合

って対話をする機会はあまり多くないと考えられる。通常のリハビリテーションでは医療関係

者と患者さんとの関係は先生＞患者の関係である場合が多く、今回この対等な立場における意

見発表より患者さんと医療関係者との多少の相違があることが感じられ、患者さんと医療関係

者とのお互いの立場を基にしているベクトルの方向が異なるが理解できた。当然のこととは思

いながらも、患者さんに関しては機器の具体的で直截的な使い勝手に関する意見に対して、医

療関係者に関しては理論的傾向な意見が多く聞かれた。この患者さんと医療関係者の意見ベク

トルの相違は、他のグループである研究者や技術開発者の立場からも多くの意見相違が見られ

た。研究者グループからは当然の如く、場のあり方に関して論理的理想状態を求めている。こ

れに反して、当技術開発者の立場からは、現実的なビジネスやビジネスモデル化を指向してい

る。このことは、ものづくりとしての相互乗り入れの場づくりとしてそれぞれのグループの意

見が必ずとも一致するものではなく異なる意見をどのようなバランスで意見集約していくの

かが課題となると思われる。 
 

しかし、これは相互の立脚する論理の差異への「気づき」と考えられ、御子柴自身も以下のように

場づくりの有効性と必要性を確認している。 

 

今回の新しいものづくりとしての相互乗り入れの場づくりを実施した体験から感じたもの

として、フラットな意見交換により各々の参加者の自分の立場がより明確化され、場を通じて

の役割が良く理解されることが実感できた。その結果、参加者全員のそれぞれの立場での領域
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において有益なものを得ているとする確かさがあった。  

 

このような分析を経て、場づくりの手法に関する検討が加えられた。詳細は省略するが、重要な

視点として以下の２つが指摘された。 

 

・現実的なビジネスやビジネスモデル化という視点 

・ＩＴ技術、特にインターネットを介した遠隔会議システムやデータ共有システム 

 

これらは場づくりとビジネスの関係、および、場づくり支援技術とＩＴ技術の関係である。これら

は今回の企画調査の中で明確には取り上げていなかった問題であり、相互乗り入れの場づくりが求

められている領域である。これらの領域に対しても次期研究プロジェクトで取り上げる必要がある

だろう。 

 

さらに、御子柴から場づくりに関して非常に重要なコメントがなされている。それは「信頼感」

という存在的関係の問題である。場づくりに参加するメンバー間でいかにして限られた時間の中で

信頼感を醸成するのかという問題提起であり、これは創造的なモノづくりの基盤にあるものである

ことが強調された。報告書には以下のようにまとめられている。 

 

相互乗り入れの場の体験で感じたこととして、メンバー相互間の信頼感の構築についてであ

る。限られた時間の中で相互間の信頼感を得ることは、開発プロジェクト進める上で重要な課

題である。一つの提案として、開発プロジェクトを開始する早期に各々のメンバーによる自己

紹介または、当人の好き勝手講座などの講話を実施することで参加メンバー全員にその人個人

々を知っていただくことで一つの共創観念が生まれ、相互間の信頼感を得ることが可能となる

と考える。これらの相互乗り入れの場づくりによって、より効果的な新しいものづくりの場と

することで、より創造的なものづくり成果が期待できる。 

 

以上、リハビリテーション技術の開発を介して、患者と医療関係者、開発者のあいだでの論理の

乖離を克服するために、相互乗り入れの場づくりを進める重要性が強調されるとともに、残された

問題点も指摘された。さらに本企画調査が取り上げていなかったいくつかの重要な視点も明らかに

なった。 

 

最後に、今回の場づくりのなかで開発されたリハビリテーション機器としてのWalk-Mateに関す

る説明を補足しておく。詳細は御子柴の報告書を参照していただく必要があるが、ここではその要

点として、歩行時の腰の運動軌跡の表示方法に関する改良について説明する。4-3-2節の桜新町リ

ハビリテーションクリニックの報告において直感的な歩行軌跡の表示が求められていたが、それは

アニメーションを活用した、動的な歩行時の軌道表示の技術の導入によって対処された。改良前に

は、解析した軌跡データをグラフとして静的に表示するだけであったが、図２２のようにその軌道

が時間とともに動的に表示されるようになり、軌道と運動との対応関係の直観的理解が促進された。

しかも、それを３Ｄ表示することで、いかなる視点からも自在に観察できるようになった。 
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2-5 企画調査の内容(3) 場づくりの予備実験による研究構想の具体化 

2-5-4 場づくりの視点からの検討 

 

本項目は、早稲田大学の三輪が担当し、上記の場づくり実験および関連する場づくりへの取り組

みの調査に基づいて、そこに残された問題の分析と、その問題への対処方法の提案、そして、それ

を支援する技術の可能性の検討を行った。 

具体的には、場づくり実験の舞台となった桜新町リハビリテーションクリニックをはじめ、藍野

病院、みやざきホスピタルの他、身障者とともに即興的にシナリオを創造するインクルーシブダン

スやダンスセラピーの現場、さらに、インクルーシブデザインやアートの分野、認知運動療法につ

いて調査をした。そして、リハビリテーションの現場における問題を整理した上で、場づくりにお

ける技術的なコミュニケーション支援という立場から、今後の展望について論じている。これは以

下のように２つに分類することができる。 

 

1. リハビリテーションの現場における２つの論理の乖離の調査 

2. その乖離を克服するための方法論に関する検討 

 

本来、リハビリテーションは、人間らしく生きていくことや生活とかかわる存在的な回復・復権

を目指したものあり、運動機能の回復に終わるものではない。そして、真のリハビリテーションが

実現されるためには、機能訓練やその結果としての機能回復にとどまらず、その現場で結ばれる関

係性が、存在的なものでなければならない。このような視点から三輪は介護者と被介護者の関係性

における問題点を整理している。以下、三輪の報告書から該当箇所を引用する。 

 

これまでの福祉・リハビリ機器の多くは、明らかに被介護者（例えば、身障者）の機能回復

を目指したものであり、こうした場合、介護者と被介護者の間には、機能の回復という目にみ

える情報をもとに、個が個を対象化して捉える認識的（自他分離的）なコミュニケーションが

実行されることになる。しかし、このようなコミュニケーションのみでは真のリハビリには至

らないことは明らかである。真のリハビリに至るためには、上述したように、介護者と被介護

者を区別しないで、双方が人間として共に生きていくための「出会いの場」が必要になる。そ

れには、各人が自身に問いかけ、存在そのものが響き合うような心のコミュニケーションが求

められることになる。また、このような出会いの場における存在的（自他非分離的）なコミュ

ニケーションが実行されることで、身障者が主体的にリハビリに取り組むことがはじめて可能

になると考えられる。要するに、介護者と被介護者が人と人として出会い、双方が共通の場に

位置づけられることによって、平等感をもって共に活動していくということがリハビリテーシ

ョンの本質であるにも拘わらず、この点を深く検討することなく、機能回復に偏った技術的開

発が行われていることに大きな問題があるといえよう。 

そこで、認識的コミュニケーションから生まれるつながりを「機能的関係性」、存在的コミ

ュニケーションからのそれを「存在的関係性」と便宜上呼ぶことにし、リハビリの現場におい

て介護者と被介護者が抱えている問題をそれぞれまとめると、おおよそ以下のようになる。 

 (1)介護者の問題 

介護者は、身障者や患者が機能的な回復を求めているだけではなく、それを通して、存在的
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な回復を求めていることに気づく必要がある。存在的な回復を援助するためには、介護者自ら

が自己否定を通して、身障者や患者とのあいだに、「介護者と被介護者」という機能的関係性

にとどまることなく、「人と人」という対等で平等感のある「存在的関係性」を構築しなくて

はならない。 

 (2)被介護者（身障者など）の問題  

機能の回復、あるいは残存機能の新たな使い方の習得を通して、ひととしての自己を再構築

する（新たな自己を世界に位置づける）必要がある。この場合、非介護者側（身障者など）が、

かつての自分に戻るという機能的な意味にのみとどまると、自己否定（障害を受容し、自己に

問いかけることで未来に向けて自己を位置づける）が生じていないために、リハビリの真の成

果、つまり「存在的関係性」の再構築には至らず、「機能的関係性」にのみとどまってしまう。 

 

上記のように、リハビリテーションの現場において、科学技術の論理（自他分離の論理）とは、

障害の機能回復だけに注目したリハビリであり、社会生活の論理（自他非分離の論理）とは人間の

存在的な関係の回復も含めて考慮するリハビリに対応することが明らかになった。この両者が乖離

しているのである。 

 

次に、このような問題への対処方法を三輪は提案している。そこでは機能的関係性にとどまるの

ではなく、存在的関係性を引き出して介護者・障害者の人間性の回復に至るリハビリテーションを

展開することが重要であり、身体を通じて互いの存在そのものを実感し(共存在感の形成)、相互に

存在を認め合うための「表現」が各人の間に主体的に創出される必要があると考えている。言い換

えれば、身体を通じた「表現」のなかに、出会いと気づきによる存在的関係性を生み出すはたらき

があるのである。このような対処法は三輪の報告書に以下のようにまとめられている。 

 

人が自身の存在を場に位置づけ、相互に同時的に表現する際には、個としての気づきのみな

らず、「集団的な気づき」が生まれると考えられるのである。例えば、インクルーシブダンス

では参加者（身障者や介護者ら）の主体的表現が互いの身体を通じて即興的に紡がれていくこ

とによって、各人の間に相補い合う関係が同時的に創出され、一つのまとまりのあるストーリ

イが生まれてくる。ここでいう表現とは、表象されたイメージを外部に表出する個の行為（パ

フォーマンス）とは異なり、自己と他者との関係そのものを包摂する場に導かれて立ち現れる

ものである。このことは、場に自身を位置づけつつ表現するプロセスでは、表現によって場が

変化し、場の変化に伴って表現もまた変化するという、場と『表現』の創出の循環サイクルが

存在することを示唆するものである（このような場的自己言及による自己表現プロセスについ

ては分担担当者である清水博の即興劇モデル(5)を使ってこれまでに詳しく論じている）。西

洋子がいう“共振”とは、このようなサイクルが、場に集う人々の存在の共深化に同調する状

況ではないかと想像される。したがって、こうした場においては、患者や被介護者による多様

な表現は、人として等価な意味を持つ表現として受容され、患者と医療者・被介護者と介護者

という機能的な関係を超えて、互いの存在そのものを認め合うことが可能となるのであろう。

例えば、機能的な障害のために、指のみを使ってしか表現できない人と、身体の全てを自由に

駆使して表現する人とが対等なコミュニケーションを築くためには、こうした表現の等価性に

対する双方の気づきが必要になるのである。こうした気づきの基盤には、各人の無意識的な領
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域のコミュニケーションが関わっていることは明らかである。したがって、このような領域ま

で射程に含めた『表現』のコミュニカビリティ支援技術やそのためのデザイン原理について今

後詳しく研究していくことが、真のリハビリ支援において強く要請されることになろう。 

 

このような調査と考察に基づいて、三輪はリハビリテーションにおける「表現」の技術的な支援

の可能性を検討した。そして、三輪研究室で開発された空中描画システムを統合失調症のセラピー

に活用した事例の紹介や、コミュニカビリティという視点から２人で同時に行った協調的な空中描

画について報告している。 

 

さらに、この延長上において清水の提案する即興劇モデルにおける観客の役割も考慮されなけれ

ばならない。観客は場の生まれる舞台を包摂する開かれた環境であり、これが場と表現の創出サイ

クルに影響を及ぼすからである。ここでは周りの人たちから送られてくる精神的なエネルギーが、

患者と介助者の機能的関係を否定し、新たな出会いによる存在的関係の創出を促すことによって、

双方の主体的な表現を引き出す可能性があるからである。これは共感的な「出会いの場」の重要性

として捉えられ、以下のように指摘されている。 

 

これらの結果はいずれも、周りの人々から送られてくる精神的エネルギーが、介護者と被介

護者の「機能的関係性」を否定し、新たな出会いによる「存在的関係性」の創出を促すことに

よって、双方の主体的な『表現』を引き出す可能性があることを示唆しているように思われる。

このような他者の存在は、清水博(5)による「場づくりの即興劇モデル」では、場としての舞

台をとりまく「観客」に相当すると考えられる（清水博は本調査で観客論についてさらに踏み

込んだ検討を行っている。詳細については本報告書を参照のこと）。すなわち、舞台の上の介

護者と被介護者が観客を前にして役者として振舞うことで、その舞台に観客が共感し、そこか

ら生まれる精神的なエネルギーを役者が受け取って、役者の表現がさらに発展的なものになる

といった循環的なダイナミクスから、役者の間により深い存在的関係性が生まれてくるのでは

ないかと推察される。 

 

これは清水の主張する出会いの場の重要性とつながるものである。さらに、出会いの支援技術とし

て、存在感を遠隔地間で共有するためのコミュニカビリティの拡大技術の重要性も指摘されている。

以上の検討によって、本研究プロジェクトの進むべき方向性が明らかにされた。 
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2-6 次期研究プロジェクトの目的・課題・戦略の検討 

 

研究目的に関する検討 

 

われわれの基本構想を実現する上で最初に問われなければならないのは、リハビリテーションの

現場における何の乖離に注目するのか？という現実的問題である。科学技術が自他分離の論理であ

り、社会生活が自他非分離の論理であると言っても、それだけでは患者や家族の生活において何が

具体的に乖離しており、何が問題になっているのかは明らかではない。われわれはこのような極め

て現場に密着した地点から研究方針の検討を始める必要があった。たとえば福祉機器に注目すれば、

自他分離型の福祉機器と自他非分離型の福祉機器が対比されることになるだろう。 

そして、われわれは、Walk-Mateというリハビリテーション技術の共同開発実験を実施した結果、

福祉機器だけではなく、それを包摂するリハビリテーションそのものに注目する必要があることに

気づかされた。本来、リハビリテーションとは、人間らしく生きていくことや生活の存在的な回復

を目指すものあるにも関わらず、現実には運動や認知の機能回復としてのリハビリテーションに留

まっている場合が非常に多いからである。これは清水、三輪、長谷川の調査報告においても明確に

指摘されている。したがって、われわれが注目する乖離は、医療側が提供する機能回復に注目した

リハビリと、患者側が求める人間の存在的な関係の回復を考慮するリハビリの間での乖離である。

前者は科学技術側の論理に基づくものであり、医師や研究者の社会セクターが対応する。後者は社

会生活側の論理に基づくものであり、患者や家族のセクターが担っている。 

しかし、このことは機能回復としての科学技術に立脚したリハビリテーションの価値をいささか

も減じるものでないことは指摘しておかなければならない。これは今回の企画調査においてリハビ

リテーション技術の事例として取り上げたWalk-Mateという機能的リハビリの中だけではリハビリ

テーションが閉じないということを意味しているだけであり、そのような機能回復を包摂する存在

的領域を相補的に考慮する必要があることを主張しているのである。 

 

 

リハビリテーションにおける論理の乖離 

 

・科学技術の論理（自他分離）＝＞ 障害の機能回復に注目したリハビリ 

 

・社会生活の論理（自他非分離）＝＞ 存在的な関係の回復を考慮するリハビリ 

 

 

図２３： リハビリテーションにおける論理の乖離 

 

このような背景から、われわれは次期研究プロジェクトにおいて、図２３に示される２つの論理

の乖離に注目する。そして、リハビリテーションにおける機能回復というあり方を科学技術の論理

（自他分離の論理）と捉え、一方で、患者自身が存在的な関係を重視しながら進むあり方を社会生

活の論理（自他非分離の論理）と捉え、２つの論理のあいだでの共創サイクルの再生、すなわち主

体的はたらきと客観的なはたらきの統合を試みる共創的リハビリテーションの実現をめざすので

ある。このことはリハビリテーションを社会的コミュニケーションの中に位置づけることを意味し

ている。 
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研究課題に関する検討 

 

このような社会的な共創としてのリハビリテーションを実現する上で、清水の即興劇モデルは有

用である。これは人間の創造性に関するモデルであり、創造プロセスを即興劇に対応づけて分析す

ることができるからである。このモデルは、役者、舞台、そして観客の３つのはたらきから構成さ

れており、役者は舞台という場に自己を位置づけつつ、自己表現するものと考えられる。つまり、

役者の表現によって舞台の場が変化し、場の表現の変化に伴って役者の表現もまた変化するという、

場と役者の表現循環が存在するのである。そして役者の表現が場を介して即興的に紡がれていくこ

とによって役者のあいだに相補的関係が創出され、一つのまとまりのあるシナリオが生まれてくる

ことになる。これが共創サイクルに対応する。 

 

この即興劇モデルをリハビリテーションにおける介助者と被介助者の関係に適用したところ、清

水も指摘するように、気づきを介する共創と、出会いを介する共創という２とおりの在り方が確認

された。前者はあらかじめ場が共有されている場合の共創サイクルであり、後者は場が共有されて

いない状況に対応する。以下それぞれについて考察し、場づくりの支援技術としての重要性を明ら

かにする。 

 

気づきの支援技術 

まず、気づきを介する共創から説明する。このとき介助者（科学技術の論理：医師や療法士）は、

より機能的な立場に立ち、被介助者（社会生活の論理：患者や家族）は、より存在的な立場にあり、

両者の論理が乖離しているものとする。このとき両者間で共創サイクルが再生されるには何が必要

であろうか。もちろん介助者側から被介助者側への機能的表現（客観的データ）は多数存在する。

Walk-Mateもその一つである。しかし被介助者側から介助者側への存在的表現（場の表現）の支援

技術はまだ開発されていない。そのため、この状況においては機能的表現と存在的表現の間での表

現の循環が成立しないのである。そして、この２つの表現プロセスを同時に相互乗り入れの場に位

置づけることによって初めて、相互の「気づき」が得られ共創サイクルが再生されるものと期待さ

れる。したがって、このような「気づきの支援技術」を開発することが、社会的共創サイクルの再

生にとって基盤技術となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２４： 気づきの場 
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出会いの支援技術 

次に、出会いを介する共創である。これは介助者と被介助者だけでなく、それが他者に対しても

開かれる場合に対応する。この場合には即興劇モデルにおける観客の役割を考慮しなければならな

い。観客は舞台を包摂する開かれた環境に対応しており、これが共創サイクルに影響を及ぼすから

である。三輪と長谷川が指摘したように、周りの人たちから送られてくる精神的なエネルギーが患

者と介助者の機能的関係を否定し、新たな出会いによる存在的関係の創出を促すことは、身近な経

験であろう。これが出会いを介する共創に対応する。このときは介助者と被介助者に加えて観客（介

助者と被介助者以外の離れた場所にいる人々）が存在し、この観客との場の共有を含めた二重の共

創サイクルの生成が不可欠になる。 

このような出会いの場において、観客の存在が相互乗り入れの場と統合されるためには、相互乗

り入れの場の表現と観客の表現の循環を支援する技術が必要である。そして、この２つの表現プロ

セスが同時に実現され初めて、相互の「出会い」が得られ共創サイクルが再生されるものと期待さ

れる。したがって、このような「出会いの支援技術」を開発することも、社会的共創サイクルの再

生にとっての基盤技術となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２５： 出会いの場 

 

場づくりのデザイン原理 

さらに、これらの場づくりを介する社会的共創サイクルの再生という在り方は、リハビリテーシ

ョンという特定の領域に限定されるものではない。むしろ論理の乖離によって分断されてしまった

社会そのものに共創サイクルを再生するリハビリテーションにつながるものと期待される。したが

って、これらの知見にもとづいて、コミュニカビリティの支援技術として、場づくりの方法論ある

いはそのデザイン原理として普遍化することも極めて重要である。 

以上をまとめると、われわれが取り組むべき主要な課題は図２６のようになる。したがって社会

的表現循環を介する気づきと出会いの技術がここから生まれる可能性が高い。これは社会的なコミ

ュニカビリティを高める技術であり、社会的セクター間で乖離した論理を統合し、社会的な共創サ

イクルを再生させる上での極めて有効な研究戦略である。 
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社会的共創サイクルを再生するための場づくりの課題 

 

・気づきの場の支援技術 ＝＞ 共創サイクルの再生（介助者と被介助者のあいだ） 

 

・出会いの場の支援技術 ＝＞ 社会的共創サイクルの再生（観客と介助者・被介助者のあいだ） 

 

・場づくりのデザイン原理 ＝＞ 出会いと気づきの場の支援技術をデザイン原理として普遍化 

 

 

図２６： 研究課題（案） 

 

研究戦略に関する検討 

 

基本構想 

科学技術の急速な発展によって人々の社会生活とのあいだに乖離が生じている 

この乖離は自他分離の論理と自他非分離の論理のあいだでの乖離である 

この論理的乖離を捨象するのではなく社会的共創のサイクルとして再生したい 

そのために社会における出会いや気づきの場づくりを支援する技術を開発する 

 

具体的問題 

リハビリテーションにおける介助側と被介助側の論理の乖離の問題を取り上げる 

介助側は機能回復を優先するリハビリテーション（自他分離の論理） 

被介助側は人間としての存在的な関係の回復を重視（自他非分離の論理） 

 

研究手順 

１．リハビリテーションにおける介助側と被介助側の論理の乖離に関する調査 

２．共創的コミュニカビリティを拡大する技術の開発（気づきの場の支援） 

リハビリの現場における共創的表現技術の拡大 

３．社会的なコミュニカビリティを拡大する技術の開発（出会いの場の支援） 

   社会的リハビリテーションのための共創的ネットワーク技術の拡大 

４．社会システムにおける共創の場のデザイン原理の確立 

場づくりの方法論・システム論 

 

組織編成 

場づくりのシステム論 
                 ↑↓ 

場づくりの方法論 
                 ↑↓ 

社会生活の論理 ＜＝＞ 相互乗り入れの場 ＜＝＞ 科学技術の論理 
（存在的関係：被介助者）              （機能的関係：介助者） 

 

 

 


