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少子高齢化を迎える韓国の老人長期療養保険制度と

高齢者介護意識の変化

The Changing of People’s Mind for Caring Elderly Persons and the Long-Term

Insurance of Nursing in Republic of Korea in the Era of Progress of

Aging and Decrease in the Birthrate

姜 太卿 1) 漆原 克文 1)

抄 録

日本と同じように韓国においても少子高齢化による社会の変化が起きている。韓国では、2007 年現在の高齢

化率は、10%程度であるが、今後日本以上に急速な高齢化が進むものと予測されており、増大する高齢者への介

護需要に対する社会的対応として 2008 年 7 月から日本の介護保険制度にあたる老人長期療養保険制度が全国的

に施行された。しかし、韓国の高齢者介護問題の根底には、核家族化、女性の社会進出等を背景とする高齢者介

護意識の変化という従来のような家庭における高齢者介護が困難となる問題があり、家庭での介護から社会的な

介護への転換が必要とされており、社会の変化に応じた新たな高齢者介護への対応が求められている。

キーワード：韓国高齢者介護 韓国老人長期療養保険 韓国福祉 韓国少子高齢化

はじめに

日本ではあまり知られていないが、韓国においても

医療技術の発達、生活水準の向上、栄養及び食生活の

改善等により、平均寿命は延びつつあり、全人口に占

める高齢者人口比率が急激に増大している。日本では、

人口の高齢化が社会経済の大きな問題とされている

が、韓国は日本以上に急速に高齢化社会になることが

予想されており、高齢者の問題が大きな社会問題にな

ると考えられている。この問題は、単に社会における

高齢者の割合が増えるだけでなく、韓国における市民

の暮らし方の変化と関連し、韓国社会のあり方の変化

を伴うライフスタイルの大きな変化の要因の一つと

して考えることができる。

すなわち今日の韓国の家族構成は大家族から核家

族に移行しており、一方女性の社会進出で個々の家庭

内での高齢者介護が困難となる状況が差し迫った問

題となっている。このような状況への対応として韓国

では、2008 年 7 月から老人長期療養保険制度が全国

で施行された。本稿では、老人長期療養保険制度の概

要を紹介するとともに、社会状況の変化が高齢者介護

に及ぼす影響を韓国の女性を中心にしたアンケート

による意識調査からとらえ、今後の韓国の高齢者介護

の問題を考えた。また、高齢者介護における今後の問

題点を指摘し、さらに今後の高齢者介護の問題の改善

方策を提言することとした。

1 高齢化する韓国社会

(1) 韓国の人口構成と高齢化

韓国の高齢化率（全人口に占める 65 歳以上人口の

割合。65 歳以上人口実数は 459 万人）は 2006 年末現

在 9.5％で、日本に比べて低いが人口の高齢化の進展

は急速に進行している。

1960 年以降医療技術の発展や生活水準の向上、公

衆衛生の改善等により死亡率が低下し、平均寿命は延

びつつある。また、出生率も下がる一方で、総人口に

対する高齢者の人口の割合は増加し続けている。

韓国の『統計庁将来人口推計』によると、「韓国は

2000 年において、65 歳以上の人口は 7.2％であった

が、2018 年は高齢化率が 14.3％となり高齢社会に入

り、2026 年には高齢化率 20.8％」1)に到達するとされ

ている。その後、高齢化が進むと 2040 年以降は高齢

化率が 33％に達し、全人口の 3 人に１人が高齢者に

なると予測されている。

1) KANG Taekyung URUSHIBARA Katsufumi
山野美容芸術短期大学

連絡先:〒192-0396 東京都八王子市鑓水 530
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表 1 全人口に占める 65 歳以上人口割合の到達年次及び速度

国 名 7％に到達年 14％に到達年 20％に到達年 ７%→14％ 14％→20％

韓 国 2000 年 2018 年 2026 年 18 年 8 年

日 本 1970 年 1994 年 2006 年 24 年 12 年

アメリカ 1942 年 2014 年 2030 年 72 年 16 年

フランス 1864 年 1979 年 2019 年 115 年 40 年

イギリス 1929 年 1976 年 2020 年 47 年 44 年

イタリア 1927 年 1988 年 2008 年 61 年 20 年

ドイツ 1932 年 1972 年 2010 年 40 年 38 年

資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」（2009）（日本）

表 2 年齢別出生率及び合計特殊出生率

年齢別出産率（当該年齢女性人口千人当たり総出産数）
年度

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

合計特殊

出生率

1970 19.3 193.1 320.6 205.7 105.9 46.0 13.1 4.53

1980 12.4 135.9 242.7 114.0 40.2 15.1 5.6 2.83

1990 4.2 83.2 169.4 50.5 9.6 1.5 0.2 1.59

2000 2.5 39.0 150.6 84.2 17.4 2.6 0.2 1.47

2003 2.5 23.7 112.3 79.9 17.3 2.5 02 1.19

2005 2.1 17.9 92.3 82.4 19.0 2.5 0.2 1.08

2006 2.2 17.7 89.9 90.2 21.5 2.6 0.2 1.13

表 1 に示すように韓国は 7 か国中で最も速く高齢人

口割合が増大すると予想されている。特に、朝鮮戦争

後のベビーブーム世代（1955～1963 年生まれ）が高

齢になると生産年齢人口の減少、高齢者のための社会

福祉費用支出の増加、社会的扶養負担増加等の大きな

社会への影響が予想されており、また急激な高齢化に

伴い高齢者に対する十分な対策が必要となるものと

考えられている。

(2) 韓国の少子化の現状

少子高齢化の問題は、日本も韓国も同様である。韓

国統計庁の資料によって韓国の出生指標を見てみる

と、2005 年の合計特殊出生率（1 人の女性が妊娠可能

15～49 才の間、産むと予想される平均出生児数）は

1.08 人で、2004 年の 1.16 人に比べて 0.08 人減少し

ており、韓国の少子化は日本より深刻な状況である。

韓国では戦後人口の急増による失業者増大などの

おそれから出産抑制政策をとっていたが、21 世紀に入

って急激な少子化を抑えるため出産奨励に政策を変

更した。

韓国の少子化の原因は、女性の社会進出に伴う晩婚

化の進展や未婚女性の増加、保守的な家庭観（男尊女

卑に基づく男児優先など）に由来する出産意識が若い

世代に忌避されたことによるといわれている。また、

韓国の私的教育費の家計に占める割合は OECD 加盟

国中で最高という状態にあり、激しい受験競争や高学

歴化による家庭の経済及び精神的な負担がさらに韓

国の少子化を高める結果となった。自分の子どもを大

切に、かつ立派に育てたいという両親の気持ちが、子

どもにかかる費用を増大させ家計への大きな負担と

なり、さらに少子化が進むこととなった。

資料：통계청 「인구동태계연보」（ 韓国統計庁「人口動態統計年報」）
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2 韓国社会の変化

(1) 家族構成の変化に伴う扶養機能の衰退

儒教思想を重視してきた韓国では、儒教の徳目であ

る「孝」により家族内で高齢者は大切にされ、高齢者

の扶養問題はないとされてきたが、国民の高齢化によ

って、若年層の高齢者扶養の負担が年々増加し、近年

では深刻な社会問題の一つとなっている。今までの韓

国において、親の家族扶養は当然のことであり、多く

の人が親孝行として親を扶養するのが一般的であっ

た。さらに、公的な高齢者扶養の制度が整っていなか

った韓国においては、両親を長男や扶養能力のある子

どもたちが老後の扶養や生活の面倒をみるのはごく

自然なことであり、韓国では美徳とされる風習であっ

た。しかし、現在では、核家族化、都市化、少子化、

女性の社会進出、経済的不安等により家族扶養から年

金、生活保護等による社会的扶養へと扶養意識が変化

している。

韓国の家族構成を見ると、「1960 年は一家平均 5.7

人であったものが、1980 年では 4.5 人、1990 年では

3.7 人、1998 年では 3.2 人、2004 年では 2.9 人と夫婦

２人もしくは、子どもが 1 人という核家族が一般的に

なっている。」2)更に、高齢者の同居率を見ると既婚子

女との同居率 43.5％であり、その他の高齢者は夫婦の

み 51.2％、または１人暮らしといった状況となってい

る。家族観の意識も変わっており、親との同居を希望

する既婚者は 21.1％と以前より低い水準となってい

る。その理由として、心理的負担、介護などでの肉体

疲労、経済的な負担があげられている。その中でもっ

とも深刻なのは経済的負担であり、韓国の高齢者の多

くは、年金制度の導入及び整備が遅れたため退職後の

収入も少なく、多くの高齢者が収入を子どもに頼らざ

るを得ない状況におかれている。高齢者の経済的自立

ができず、家族の負担が増加し、そのことが同居家族

の減少の要因につながっているとする見方がある。高

齢者になると長期療養などの医療費の問題もあり、扶

養する家族は経済的な負担に追われる場合がある。そ

の結果、親の扶養を重んじてきた伝統的な意識が崩れ

始めた。それに伴い、高齢者側の意識も変化しており、

平均寿命が延びるにつれ、老後の生活費の確保のため、

退職後の再就職を希望するなど働けるうちに経済的

な自立を目指すといった意見も多くなっている。親は

経済的に自立できない状況での子どもとの同居に遠

慮や窮屈さなどの精神的負担を感じることから子ど

もと同居せず夫婦 2 人の生活や、自ら老人ホームなど

の施設入居を望むケースも増えている。その結果、扶

養の負担が徐々に家族から社会へと移る状況にある。

(2) 女性の社会進出

一方韓国では女性の経済活動参加率が毎年増加し

ており、韓国女性政策研究院の調査によると 1965 年

には 36.5％であったものが 2006 年には 50.3％へと増

加している。これらのことを背景に、出生率が低下し

少子高齢化が進むにつれて伝統的な家族構成が変化

しつつある。2004 年の調査によると、家庭での高齢

者介護の担い手は 80％が女性であったが、今日におい

ては女性の社会進出により年々介護をする女性が少

なくなり、深刻な社会問題となりつつある。

3 韓国の老人長期療養保険制度

(1) 老人長期療養保険の導入

少子・高齢化現象は先進国において主に現れるが、

韓国の高齢化はイギリス、ドイツなどの福祉先進国よ

りも急速に進み、その対策は一刻を争う国の政策課題

となった。韓国政府はこの問題の重要性を認識し、

2000 年から高齢者長期療養保険政策の検討を始め、

2008 年７月から「老人長期療養保険制度」を全国で

実施することとなった。長期療養を行っている高齢者

の身体機能の回復と生活の質の向上を目的としてい

るこの制度は高齢者だけではなく、これまで高齢者の

介護を行わなければならなかった人々、特に親の介護

を行っている中年層にも役立つと考えられ、彼らの高

齢者の介護による精神的・身体的・経済的な負担を軽

減し、彼ら自身の経済・社会活動に専念させることが

できると考えられている。

(2) 老人長期療養保険の目的及び意義

老人長期療養保険法の目的は同法第 1 条によると

「老人長期療養保険制度は高齢や老人性疾病等の事

由により日常生活を一人で行えない高齢者などに提

供する身体活動及び家事のサポートなど長期療養給

付に関する事項を規定し、老後の健康増進と生活安定

をはかり、家族の負担を減らすことにより国民生活が

向上することを目的とする。」3)とされている

老人長期療養保険制度は高齢や老人性疾病により
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日常生活を行えない人々に身体活動及び家事のサポ

ートを行うなど、長期療養給付を社会の連帯負担によ

って提供する社会保険制度である。老人長期療養保険

制度は受給者に食事、入浴、排泄、調理、洗濯、掃除、

看護、診療の補助または療養に関する相談に応ずるな

ど、いろいろな方法で長期療養給付を行っている。

(3) 対象者とサービス体系

老人長期療養保険は、受給権者を 65 歳以上の高齢

者とし、65 歳未満の者は認知症、脳血管性疾患など大

統領令で定めた老人性疾病を患った者のみを対象と

するという制限を設けている。老人長期療養保険は、

加入者または被扶養者が「医療給付法」に基づいた受

給権者の要件を満たし、6 か月以上一人で日常生活を

行えないと認定され、心身ともに長期療養が必要など

大統領令で定めた等級判定基準により長期療養給付

に該当する者を給付対象者とする。

老人長期療養保険は 6か月以上一人で生活を行えな

いと認定された者に対し、身体活動及び家事のサポー

ト、看護などのサービスまたは現金支給等を行う。

(4) 長期療養給付の種類及び利用手順

長期療養給付は、在宅給付、施設給付及び特別現金

給付となっている。

在宅給付は、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、デイ

サービス、ショートステイの５種類が基本で、その他

に福祉用具支援やリハビリ支援など大統領令で定め

る給付がある。

施設給付は、長期療養機関（介護施設）に入所して

受けるサービスであり、長期療養機関とは、老人療養

施設や老人専門療養施設、グループホーム等である。

老人専門病院は除外されている。

特別現金給付は、島・へき地等、施設が極端に不足

している地域における場合に介護を行う家族に現金

が支給されるもので特例療養費、老人専門病院等に入

院した場合の療養病院看護費（つきそい看護費）、家

族療養費がある。

家族療養費は、上記の地理的な条件以外に、認知症

の要介護者であって本人が外部のサービスを拒み家

族の介護を希望するなど、身体・精神上の理由から在

宅サービスの利用が不可能な場合も対象となる。

申請から利用までのプロセスは、被保険者本人ある

いは家族や親戚などが国民健康保険公団に申請を行

い、申請を受けた公団の職員（社会福祉士や看護師）

が申請者の心身状態を訪問調査する。公団はコンピュ

ーターによる 1 次判定の後、調査結果と医師の所見な

どを市郡区の地域単位に設置される等級判定委員会

に提出する。等級判定委員会は等級判定基準に従って

２次判定を行い、要否と等級を判定する。

(5) 長期療養給付の月利用限度額

長期療養給付は月利用限度額内で給付され、これを

超える費用は全額本人の負担となる。

月利用限度額は長期療養等級及び療養給付の種類

等を考慮し算定する。

表 3 「等級別月利用限度額」 （単位：ウォン₩）

「在宅給付月利用限度額は訪問療養、訪問、訪問看

護、昼、夜間看護サービスを提供された場合に適用さ

れる。短期看護サービス費用と訪問療養サービスの交

通費加算金は含まない。また、月利用限度額の適用期

間は毎月初日から末日までとし、新規長期療養認定ま

たは、施設給付より在宅給付に変更などの事由により、

月中から在宅給付を開始する場合にも 1ヵ月分の限度

額が認定され、月中に療養等級が変更される場合には

高い療養等級の限度額を適用する。」4)

老人長期療養保険法は純粋な社会保険形態でなく、

国庫補助（租税）と社会保険加入者の保険料が含まれ

た混合型といえる。すなわち、療養保険制度は療養給

付及び運営に必要とされる政府負担（租税）＋加入者

保険料＋本人負担金で充当される。療養サービスにか

かる費用の一部は本人負担となる。本人負担率は施設

給付 20％、在宅給付 15％である。ただし、医療給付

受給権者、所得・資産が保健福祉部令で定める事由に

よって生計が困難である者は、自己負担分の半額を負

担する。国民生活基礎保障受給者は全額免除となる。

(6) サービス提供機関及び専門人材

長期療養機関を設置・運営するためには、設置者が

長期療養に必要な施設と人材を確保し、市長・郡長・

区長の指定を受ける。在宅給付のなかで長期療養給付

を１以上提供する場合には施設と人材を確保し、在宅

区 分 月限度額

長期療養１等級 1,097,000

長期療養２等級 879,000

長期療養３等級 760,000
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長期療養機関を設置して、市長・郡長・区長に届け出

る。医療機関以外の在宅長期療養機関も訪問看護を提

供することができる。ただし、訪問看護の管理責任者

として看護師を置かなければならない。市長・郡長・

区長は、指定（申告）明細を国民健康保険公団に届け

出る。

長期療養機関は、受給者の意思で長期療養給付を選

択できるようにし、長期療養機関が提供する給付の質

を維持するために、長期療養機関別給付の内容、施

設・人材などの現況資料を国民健康保険公団が運営す

るホームページに掲示しなければならない。

高齢者施設については「2006 年度老人福祉施設現

況をみれば、老人住居福祉施設 59,121 カ所、老人医

療福祉施設898カ所、老人余暇福祉施設 56,789カ所、

在宅老人福祉施設 1,049 カ所、老人保護専門院 19 カ

所が運営されている。」5)

高齢者介護人材については「専門人材が不足し、専

門人材の専門技術知識が十分ではない。2005 年老人

福祉施設で従事している職員は生活施設の従事者

15,500 人、利用施設従事者 5,770 人で計 21,270 人で

ある。」6)

(7) 老人長期療養保険制度による効果の予測

韓国保健福祉部は老人長期療養保険制度による効

果として次のような予測を行っている。

①老人長期療養保健制度が導入され、ケアが必要な高

齢者の暮らしが大きく向上されることとなる。高齢者

は非専門的家族ケアまたは放置から逃れ計画的な専

門ケアを受けられる。

②家族の扶養負担が軽減される。現在一般高齢者の療

養施設入所費用は 70～250 万ウォン（韓国の貨幣₩）

から 30～40 万ウォンで利用できる、在宅療養サービ

スではより低価格で同じサービスが利用できる。

③家庭内女性等の非公式介護者が介護労働から解放

され、経済活動が増加され、経済的な利益につながる。

④老人長期療養保険制度の導入により、社会サービス

の仕事が増え、2010年ころは療養管理要員が2400人、

長期療養要員は 52000 人などの雇用需要が創出され

ることとなる。

⑤福祉用具製造・販売・レンタル業など高齢者対象福

祉産業も活性化し、地域療養施設の拡充により地域経

済が活性化されることとなる。

⑥急増する老人医療費使用が効率化され、高齢者の入

院が減り、急性病床から療養病院、療養施設に療養サ

ービスの体系が転換されれば、老人医療費の効率化が

見込まれる。

4 韓国市民の高齢者介護意識

このように老人長期療養保険は、韓国の少子高齢化

の進展と核家族化、女性の社会進出という現在の韓国

社会変化の状況をふまえ、家族による高齢者介護とい

う従来の韓国社会の慣習を転換し、高齢者の介護を社

会全体で受け止めようとするものである。このような

高齢者の介護に関わる社会保険制度の創設は、1995

年のドイツ、2000 年の日本についで、2008 年の韓国

と世界で 3 番目の実例となる。人口の少子高齢化は、

韓国ばかりの問題ではなく、イタリア、北欧などヨー

ロッパ諸国のほかシンガポール、タイなど全世界的に

見られる現象である。なぜ韓国が世界で 3 番目の介護

に関する社会保険制度を創設することになったのか。

そこには韓国の客観的な現実として 1に述べた他に例

を見ない急速な少子高齢化の進展と 2に述べた家庭の

高齢者扶養機能の低下及び女性の社会進出という事

実だけでなく、市民の高齢者介護意識の変化があり、

市民の支持を受けて老人長期療養保険制度が成立し

たという社会的背景の存在が見逃せない。

そこで韓国で現在働いている世代の人々は、高齢者

介護についてどのような意識を持っているのだろう

か。ソウル市及び近郊で 20 代～60 代の人を対象に高

齢者介護に関してアンケート調査を2008年11月に行

った。アンケート調査の回答者は化粧品会社及び情報

関係会社に勤めている人々である。アンケートの回答

者総数は 171 名で、このうち 4 分の 3 に当たる 129

名は女性である。したがってこのアンケート調査結果

には現在の韓国女性の考え方がかなり色濃く反映さ

れている。このアンケート調査をもとにこれからの高

齢化する韓国社会の高齢者介護の課題を考えていく

こととしたい。

(1) 高齢者介護に関する意識調査

（親の介護への意識）

アンケート調査では、まず回答者の両親の介護につ

いての考え方を聞いた。
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設問 2－1 の回答では、全体の 2/3 程度の人が両親

に対する現実の介護の可能性について考えたことが

あるということである。

また別の設問 3－4 では、介護問題が家族にとって

重要かとの質問について、「重要」(53.8%)、「ある

程度重要」(38.0%)という回答がある。一般市民のな

かで韓国の高齢化の現実や介護についての認識が高

いことを示している。

設問 2－2 で、介護は誰が行うべきかという質問に

ついては、「自分の両親は子どもが介護すべきだ」

(20.8%)「環境が整えれば、子どもが介護すべきだ」

(14.0%)という家庭内介護を選択する回答が全体の

1/3(34.8%)程度となっている。この質問は、理念とし

て両親の介護の担い手について尋ねたものであるが、

一般的に親への孝行というタテマエが今なお根強い

と考えられている韓国でも 2/3 近くの人が両親の介護

を他人に任せるのは仕方ないとするか、あるいは専門

施設での介護を考えている。設問2－1との関係では、

介護の可能性を考えた人の半分は、他人や施設におけ

る介護を選択したこととなり、介護における儒教的道

徳観が後退していることがうかがわれる。

設問 2－3－1 で、さらに自分の親に対する介護につ

い質問した場合、現実的な質問に対する回答では自分

で介護を行うという人が 17.5％で、一般的な質問の場

合の子どもが介護すべきという回答 34.8％のさらに

半数となった。

しかも親の介護を行う場合、自分に職業がある場合

はどうするかとの設問 2－3－2 では、職業をやめて介

護に専念すると答えた人は 5 名で（回答者総数の

2.9％）で、自分で介護を行うという人のさらに 6 分

の 1 となっている。実際に自分の親の介護が必要にな

ったときに、介護に専念する人がどのくらいになるか

は分からないものの、夫婦共働きが多い韓国の都市生

活の現実では、たとえ親が介護の必要な状態となった

としても職業をやめて介護に専念することが著しく

困難であることを示している。

設問2－3－3で回答者全員に介護に対しての知識は

どのくらいあるかを質問した場合、勉強しながら介護

するという人が 38.6％で、経験も知識も無いので介護

をすることが不安であるという人が 33.3％であり、実

際に介護の経験があるので知識があるという人は

9.9％に過ぎなかった。また、全然分からないという人

も 18.2％いた。このことから一般に市民における介護

の知識が不足していることがわかる。

（老人長期療養保険）

次に老人長期療養保険制度に関する設問で、この保

険制度が始められていることを知っているかという

設問 2－4 では、知っている人 41.5％、知らない人

58.5%で老人長期療養保険制度が 2008 年 7 月から全

国的に施行されたことを知っている人は少なかった。

知っていると回答した人の 59.2%が新聞、テレビまた

はインターネットからの情報で知ったものであり、知

人から聞いた 19.7%、保険事務所などの関係機関から

の広報で知った人は 5.6%と少なかった。

（高齢者施設）

老人療養施設については、設問 2－5 で複数選択回

答により問題点を指摘してもらったが 32.9％が施設

の費用が高いということであった。次は近くに施設が

無い (19.0％ )、施設と病院との違いが分からない

(16.9％)、施設での老人介護が信頼できない（16.3％）、

利用方法が分かりにくい（14.3%）など、それぞれ問

題点の回答があり、特に経済的な負担に関心が高いこ

とが明らかになった。

老人療養施設サービスの必要性についての設問 3－

1 では、施設をとても必要とする回答が 53.2％、必要

という回答が 45.0％で、施設が必要と考えられている

ことが分かった。

老人療養施設への意見についての設問 3－2 では、

家庭の事情により介護が出来ない場合があるので必

要という回答が 27.9％で、介護について専門技術が必

要なので利用すべきという回答が 25.2％で、身寄りの

ない人がいるので必要という回答も 22.8％あった。ま

た、家族介護の負担を減らすために必要という回答も

21.4％あった。

設問 2－3－3 の回答と合わせ考えると、高齢者介護

は専門の人以外では出来ないほどの専門技術である

と難しく考えている人が多いようである。

（在宅介護）

高齢者について介護が必要になった場合、施設介護

と在宅介護のどちらを利用したいかという設問 3－3

については、施設を利用するという回答が 78.9％で、

在宅介護を行うという回答が 21.1%であった。圧倒的

に施設を利用するという回答が多数である。
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この問題で施設介護を選んだ理由をきいた設問 3－

3－1 の回答の主なものは介護する時間がない 37.0%、

介護する自信がない 33.3%であった。これらの回答か

ら家族に負担がない施設の介護専門員に任せたり、親

が施設に居ると安心だと考える傾向があることが推

察できる。

また、設問 3－3－2 で、在宅介護を選んだ理由に対

する回答の主なものは介護するのが当然である

(69.4％)というもので伝統的な儒教思想の孝の意識が

強く、施設に入所させるのは不孝をすることだと考え

られていることが推察できる。また子どもの介護を望

むから(11.1％)という回答から住み慣れた家、家族か

ら離れたくない高齢者の気持を推察した回答もある

と考えられる。

（自分の介護）

今回のアンケート結果から全体に高齢者介護につ

いて介護する者の負担が大きいことのように思われ

ていることが分かる。自分が介護を受ける場合につい

ての設問 3－5 の回答も施設に入所したいが 81.9％と

いうものであった。

なお、今回のアンケート調査の結果は、参考として

次ページに添付した。

(2) アンケート調査結果への考察

アンケート結果から韓国の今後の高齢者介護につ

いての国民の意識、公的制度に対しての理解の一端を

知ることができた。結論からいうと、介護に対しての

意識は高いものの現実の介護問題については、日本な

どとの比較でいえば、必ずしもよく考えていないこと

が分かる。これは、今後急速に高齢化が高まるものの

現在の高齢化率が、日本の約半分の 10%程度であると

いう事情があり、アンケートの回答者に 20 歳代の人

が 17%、30 歳代の人が 27.4%含まれていて、それら

の人にとってはまだ親の介護問題が現実的な問題と

して考えられないといった事情があるであろう。

韓国では儒教による孝行の実践であるとして両親

の介護は、子どもが行うべきだとの考え方が、今なお

3 分の 1 以上の比率であるものの、現実に子どもであ

る自分が親の介護を行うかと質問されれば半分とな

り、その比率は全回答者の 17.5%となる。さらに自分

の仕事を辞めてまで、親の介護に専念するという人は、

5 名で、全回答者中の 2.9%となる。ここに現在の韓国

で高齢者介護の関する専門社会保険が必要とされる

理由があるように思われる。建前としての儒教的倫理

観は、今なお韓国社会に根付いているものの現実の都

市生活では、共働きが一般化していると、職業を辞め

てまで、親の介護を行うことはできないという判断が

示されている。

介護に関する知識の設問では、多くの人が介護に対

する知識が不足していると考えていることが明らか

になった。

それらのことと関連して施設における介護サービ

スは必要であると社会的介護サービスへの期待は大

きい。しかし、アンケート結果に見るように国民の長

期療養保険制度の認知は半数にも達してない。韓国の

長期療養保険は健康医療保険料に加算されて徴収さ

れるので、当然気がつくはずであるが、保険料の増額

が見過ごされてしまったようである。新たに制度を作

ることも重要だが、その利用促進のための十分な広報

を行うことも大切であるといえる。

施設介護の必要性についての回答は、とても必要と

いうものが 53.2%で、介護について施設や他人への依

存傾向が高いことが明らかとなった。しかし、現実に

は急速に増大する高齢者介護の必要に対する専門的

なサービス供給体制は十分ではない。今までは韓国で

は結婚した女性（嫁）が婚家の両親の介護をするのが

当然であったが、最近の女性は仕事を持っていること

もあり、精神的及び肉体的にも負担が多く、介護の問

題が夫婦間の家庭不和の原因になることもあるとい

われている。夫婦にとっては、両親の介護から逃れた

い気持もあり、夫婦間のトラブルになるから仕方なく

施設に入れることを選択するケースもあるだろう。

アンケートの最後に本人が介護の必要な高齢者と

なった場合、在宅・施設どちらを選択するか。では回

答者の 80％以上が施設を選んだ。その理由としては家

族に負担をかけたくない、家族から介護を受けると自

分も心理的負担があると思う。などの理由が記されて

いた。これまでの韓国では高齢者が家族と同居するこ

とが当然だと思われていたが、それがもう現実ではな

いという事実が示されたものといえる。
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5 韓国における社会的介護サービスの課題

現在韓国では急速に増加する高齢者に対応した長

期療養保険制度が整備され、高齢化社会に対応した枠

組みが整ったといえる。アンケート調査の結果に見る

ように市民の施設介護などの社会的介護サービスへ

の期待は大きい。また、介護に対する知識の不足、他

への依存傾向も明らかとなった。しかし、現実の急速

に増大する高齢者介護の必要に対する専門的なサー

ビス供給は十分ではない。

そこでアンケート結果に見られるような韓国市民

の社会的介護サービスへの期待を踏まえ、韓国の老人

長期療養保険制度や社会的介護サービスが今後改善

または充実すべき点を指摘してみたい。

①広報

長期療養保険制度が整備されたが、まだ十分知られ

てない。まず制度を周知させることが必要である。そ

うしなければ、長期療養保険制度が十分に使われない

こととなる。

②施設の増設

夫婦共働きが普通となっている都市の韓国人の生

活では、高齢者の家庭介護に限度があることは確かで

あり、そのため老人長期療養保険ができたともいえる。

重度の長期療養高齢者を介護する施設は今日でも不

足しており、今後高齢者の増大とともにますますその

必要性が高まるものと思われ、施設の整備が急務であ

る。

施設が大幅に不足し、保険料を納付したのにサービ

スを提供されないとなると大きな問題になる。老人長

期療養保険制度の制度定着のためには、高齢者が長期

療養サービスを必要とする時に、いつでも提供される

施設のインフラの構築が重要である。

国民基礎生活保障受給者及び低所得者を対象に療

養サービスを提供してきた韓国は施設インフラが大

幅に不足している。政府は、老人医療福祉施設 10 カ

年拡充計画及び認知症、脳疾患による麻痺の老人のた

め、特別保護対策を立て 2006 年から療養施設を大幅

に拡充しているが、自治体の財政負担問題などがあり、

短期間に施設インフラ拡充を図ることは難しい。韓国

は施設改革、拡充を綿密に検討し、早期に施設インフ

ラを拡大する必要がある。

③介護人材の増員及び専門技術教育の高度化

地域によっては介護サービス供給が偏る傾向があ

り、大都市を離れると専門家による介護が行われない

事例も多発している。高齢化社会である今日、専門的

な介護を必要とする高齢者は増える一方であり、介護

の専門家の供給が追いつかない。市民が制度を正しく

理解していない、そのため制度を利用できていないな

どの現実があり、地域での介護の活性化を多くの市民

が期待し、望んでいる。高齢者介護を的確に行うため

には、施設の増加に伴う介護専門人材の育成、増員が

必要である。また、介護技術も高齢者の QOL を高め、

ADL の回復のためにより高度なものが必要とされる。

介護を行う人の増加とともにその専門技術や知識の

高度化が必要である。

④介護教育の必要性

介護が必要とされる高齢者はその初期の段階から

適切な介護を行うことが要介護度や認知症の進行の

防止に必要とされる。アンケート結果では介護を高度

な専門技術のように考えている人が多い。たしかに重

度な長期療養者に対応する技術及び知識は高いもの

が必要とされる。その一方、介護はその初期の段階で

適切に行われることが介護予防に重要であることが

日本での知見でも明らかであり、一般の人々への初歩

的な正しい介護技術、知識の普及が必要とされる。

高齢化社会とは、高齢者とともに生きる社会である。

高齢者を施設に入所させ、施設に任せればそれで問題

解決ということにはならない。もともと高齢者はこれ

まで社会に貢献し、家庭の尊敬される位置に置かれて

いたが、認知症、高齢期の疾病等により、現在では家

庭の重荷になっている。家族から見れば、施設に任せ

たいと思わざるを得ないのも本音である。しかし、家

族が高齢者の介護の知識、技術等が習得できれば、施

設ばかりを頼らず、在宅サービス等と併用してより良

い介護ができるであろう。 在宅で長期療養をする家

族などへの負担を減らすためにも一般人（家族）への

介護教育が必要とされる。介護に対する知識があれば、

介護予防対策にもつながり、介護への不安が減少し在

宅介護への自信がつくだろうと考えられる。高齢者が

老後をよりすこやかで幸福に送れるような家族や周

りの配慮、理解が必要である。
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⑤ケアマネジメントの導入

韓国の長期療養保険制度に対して現在行われてい

る批判の一つに等級認定への不満がある。これは、等

級認定の範囲の拡大が必要であり、保険財源の強化を

図るなどの対応が必要とされるが、適切なサービスが

必要とする人に供給されているかという問題もある。

このような観点からの改善のために韓国長期療養保

険制度にも他の国々で行われているようなケアマネ

ジメントによって、一人ひとりの人に適切なサービス

が行われるような対応が今後必要と考えられる。

老人長期療養保険制度は施行されたが、良い制度で

あってもサービスの体系が正しく伝わらないと制度

の成果が期待できない。「ケアマネジメントの目的は

サービスの断片化を減らし、利用できる資源を最大化

させケアの質を向上することである。」7)

また、ケアマネジメントが必要な理由は、基本的に

対象高齢者の欲求が多様化され、サービスを供給する

主体が多元化された場合にサービス提供の重複や脱

漏を事前に防止できる利点がある。現在韓国にはケア

マネジメントの実践を担当するケアマネージャーに

ついては関連する法の規定がなく、長期療養要員（療

養管理士、療養保講士）を長期療養機関に所属させ、

高齢者等の身体活動または家事活動支援等の業務の

みを遂行するよう規定されている。ケアマネジメント

実施のためには、ケアマネージャーの役割の専門性と

包括性の程度により、ケアマネジメントの成否が左右

される。ケアマネジメントの導入のためには、ケアマ

ネージャーの育成や現在の老人長期療養保険制度シ

ステム全体の見直しが必要とされる。
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高齢社会における美容の可能性

Possibility of Beauty in an Aged Society

野澤 桂子 1)

抄 録

超高齢社会の中で、美容は、どのような役割を果たすことができるか。アンチエイジング志向などに表れた現

代人の意識を前提に、これまでの化粧心理学研究や美容環境の研究をとおして、将来における美容の可能性につ

いて検討した。その結果、加齢や美容に関する研究と応用・実践活動の緊密な相互作用による、４つのフィール

ドの形成と充実、すなわち、美容システムの構築・美容商品の開発・人材育成・学問体系の確立が期待される。

キーワード：高齢者 美容 化粧療法 ジェロントロジー 高齢社会

I. はじめに

2009 年、日本の高齢化率は 22.7%になり、2055 年に

は、その割合が 40.1%になると予想されている。つま

り、日本人の 2.5 人に 1 人が 65 歳以上という超高齢

社会が到来する。そのような社会の中で、美容はどの

ような役割を担うべきか。本稿では、老いや外見に関

する現代人の意識、高齢者を対象とした化粧研究の現

状を振り返るとともに、美容をとおした社会貢献の可

能性について検討する。

II. 現代人の意識

アンチエイジング志向

高齢社会と美容を考えるうえでキーとなる概念の

一つが、「アンチエイジング」（抗加齢）である。この

語は、1991 年の朝日新聞に“抗老化”という語で初出

し、2000 年以降に継続的に用いられるようになった。

2005 年以降におけるこの語の急増は、日本におけるア

ンチエイジング概念の定着と関心の高さを示してい

る 1) （図１）。

アンチエイジングは、加齢に伴うさまざまな負の変

化に対処するものである。その中心となる抗加齢医学

は、当初、主に栄養学・健康学などと関連して、健康

長寿を享受することを目指す実践的な学問として始

まった。その後、「若さイコール美しさ」という考え

図１．アンチエイジングに相当する訳語を含む新聞記事

方とアンチエイジングが結びついて、美容外科もその

一翼を担っている。例えば、アメリカにおいては、2007

年に 1170 万件（1997 年比 457%増）の美容形成術（手

術及び非手術的処置）が行われた。その 31％を 50 歳

以上が占め、65 歳以上の高齢者も、年間 200 万件の美

容形成術を受けている 2)。日本においても、その実数

は公表されていないが、外科系医師の中で、美容外科

医を含む形成外科医がもっとも増加していることか

ら 3)、同様の状況が推測される。そして、現在では、

アンチエイジングの目的は、「老化の防止」から「若

返り」にシフトし、美容外科術、化粧品、内外美容と

いわれる健康食品などの市場が急成長している。例え

ば、健康食品や化粧品などの日本におけるアンチエイ

ジング市場は、2006 年に 212 億円だったのが、2010

年には 65%アップの 350 億円になることが予想されて
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いる 4) 。高齢になるとヘルスケアコストにお金を払う

ようになることが内外の研究でも明らかにされ 5)、さ

まざまな産業が市場に参入をしはじめた状況である。

外見を気にする社会

ところで、マスメディアをとおして美容情報が大量

に流布されることにより、わが国では、自己の外見に

対して何らかのコンプレックスを抱えている人が多

い。筆者らが 18 歳～80 歳までの健常者 360 名（男性

122 名・女性 238 名）に対して、外見に関する懸念の

有無を調査したところ、平均して約 80%、つまり、男

性の 70%（M35.37 歳）女性の 83%（M37.00 歳）が自己

の外見に気になるところがあると回答した 6)。サンプ

ルサイズが異なるため厳密な比較はできないが、Carr

らのイギリス人を対象とした調査結果（男性の 35%：

平均 39.2 歳，女性の 53％：平均 40.5 歳）7)と比較し

ても、明らかに高い数値を示している。そして、20 代

から 50 代まで、ほぼ同程度の比率で多くの人が自分

の外見を気にしていた。外見のことを口にしてはいけ

ないと教育された高齢者世代では、その割合が低くな

っているものの、将来の高齢者層を形成する世代にお

ける割合の高さは、外見問題への対処やライフスタイ

ルの変化を予測させるものである。この外見に関する

意識もあいまって、今後もアンチエイジング志向は続

くものと考えられる。

Ⅲ．老いと美容

Quality of Life

現代におけるアンチエイジングの潮流およびその

加熱ぶりの是非はともかく、アンチエイジングに人々

が求めることは、単なる寿命の数量的延長ではない。

すなわち、2003年に設立された日本抗加齢医学会 8) が、

アンチエイジング医学を「元気で長寿を享受すること

を目指す理論的・実践的科学」と定義したように、長

寿の「質」が重要である。たとえ加齢によって何らか

の病的状態が出現しても、個人として全体的に“元

気”でバランスのとれた状態に保たれていること、あ

るいは“自分らしく生きることができている”と感じ

られることが重要なのである。そして、若々しさに価

値をおく人にとってアンチエイジングは、自分の QOL

を実現する重要なスキルの一つであるにすぎない。つ

まり、アンチエイジングの究極には、Quality of Life、

とりわけ主観的 well-being の観念が存在する。なぜ

なら、その人らしく生きているかどうかは、他者が評

価するものでもなく、極めて主観的で個人的な体験だ

からである。

実際においても、若々しさまで望むか否かはともか

く、少なくとも、最後まで自分らしく闊達に生きたい、

というのが多くの人の希望である。日本ホスピス緩和

ケア財団が、20～89 才の男女 1078 名に、「もし自分で

死に方を決められるとしたら、あなたはどちらが理想

だと思いますか」と二者択一で尋ねたところ、「ある

日、心臓病などで突然死ぬ」を選択した人が 73.9％お

り、「（寝込んでもいいので）病気などで徐々に弱って

死ぬ」と回答した人は 24.8％にとどまった。そして、

70 歳以上では 82.2%が突然死を理想としている 9)。「寝

たきりなら生きていても仕方ない」と考える人も半数

いて、多くの人が最後まで寝たきりにならず、何らか

の社会的役割を担って存在することを希望している。

美容の意義

では、その人らしく生きるために、美容は何ができ

るのだろうか。本稿では、整容を基本としつつ、若さ

や美しさを保つという意味ではアンチエイジングの

手段の一つでもある、メイクアップやヘアなどの一般

的な美容ケアについて考察する。

まず、美容ケアは、美容形成術などと異なり、一部

の富裕層に限定されずに誰でも楽しむことができる、

安心・安全な手段である。それゆえ、「健康な時だけ

でなく、病気や高齢、障害をもったとしてもその人ら

しく豊かに生きる」ことをサポートする手段としての

メリットが大きい。そしてそれ以上に、化粧行動は、

高度に社会的な行為であるために、その心理的意義も

大きい。

例えば、「無人島に一人でいたら化粧しますか」とい

う質問に対し、ほとんどの女性が否定したと阿部が指

摘するように 10)、化粧行動は、他者の目を意識した行

動である。また、脳科学者である恩蔵らの研究では、

化粧をした自分の顔を見たときと他人の顔を見たと

きに、活性化した脳の部位が同じであったという報告

がなされている 11)。つまり、外見を飾ることは単に自

分の身体をケアするだけでなく、他者の目に映る自分

を想像し、なりたい自分を演出する行為である。

以上のことを社会心理学的に説明すれば、次のよう
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になる。すなわち、人は、親として、子供として、あ

るいは職業人として、必ず何らかの社会的役割を演じ

て生活している。そして、美容という行為は、高齢や

病気によって、その役割を果たせずに、自分らしくな

くなったと感じている人に対し、自らの役割を思い出

させ、それを遂行させる手助けとなる。例えば、入院

中のがん患者に実施した化粧プログラムの研究12)でも、

入院によって社会から切り離された感じがすると強

く感じていた人の方が、化粧という社会的スキルによ

る気分感情の改善がより効果的であることが示唆さ

れている。この結果、「自らを飾ることは自己を社会

的存在として他者との関係に位置づける行為ではな

いだろうか。社会性を反映させる行為であるメーキャ

ップはまた、それを行うことで社会性を高める」とい

う阿部の指摘 13)とも一致している。

Ⅳ．研究の現状と今後の課題

化粧療法研究の現状

高齢者と美容に関する研究を振り返ると、次の二つ

の特徴がみられる。一つは、近年のアンチエイジング

と美容外科に関する論文の発表を除くと、日本では、

認知症高齢者に対する化粧の介入研究が圧倒的に多

く、その反面、健康高齢者を対象としたものが少ない

ことである。もう一つは、高齢者に対する美容ケアに

一定の効果や有用性があることは検証された、と評価

しうる状況にすでに至っているということである。

以下では、それらの特徴をもつ化粧療法の研究、す

なわち、高齢者に対する化粧の効果に関する研究につ

いて概観する。

わが国では、1980 年代に入り、それまで精神疾患の

状態を判断するメルクマールにすぎなかった化粧を、

精神疾患患者に対する治療過程で導入する研究が始

められた。これは、化粧を導入することにより、うつ

病や統合失調症、老年性認知症患者などの精神症状の

改善を図るものであり、「自己活性化プログラム」14)

あるいは「情動活性化プログラム」15)と呼ばれる。こ

のプログラムは、化粧を施すことを手がかりにして、

自分に無関心になっている患者の自分への関心を回

復させ、患者の認知の歪みを修正したり、あるいは平

板になった感情を活発化させることを目的とする。そ

のため、このプログラムは、皮膚疾患などの症状を隠

し、魅力的にみせるということよりも、化粧を媒介と

して、患者が積極的に自分に触れたり、化粧技術者な

どの援助者と言語的非言語的に交流を高めることを

主眼とする。そして、初期の研究では、うつ病患者の

積極性の増加、統合失調症患者の疎通性の改善や気分

安定なども報告されていた16) が、それ以降は、日本で

は認知症高齢者を対象とした研究が中心となり、その

研究分野も、心理学のみならず看護学、免疫学へと広

がっている。

このうち、心理学の研究で最も多いものは、週 1 回

のペースで認知症高齢者に化粧を施し、生理指標や行

動指標によって測定する実験的なケース研究である

17)。その結果、感情の鈍磨した欝的な被験者には音声

ピッチの上昇や発話時間、鏡注視時間、微笑時間の増

加がみられ、反対に、徘徊などの過活動的な被験者に

は落ち着きがみられたなど、感情調整機能が活性化し

たとの報告がなされている。また最近では、心理療法

としてプログラム化する試みも始まっている。原は、1

時間の中に①あいさつ（5 分）、②リラクセーショント

レーニング（10 分）、③自律訓練法（10 分）、④お茶

（5 分）、⑤化粧（20 分）、⑥カウンセリング（10 分）

をおおよその目安として組み入れた包括的心理療法

を提案している。化粧療法がその中心であるが、集中

力に限界のある認知症高齢者に、1 時間をいずれかの

セッションに限定するのは困難であることや、心身双

方に働きかけたほうが効果の大きいことを理由に、包

括的な治療システムとして構成している 18)。

このほか、介護者による行動評定のみしかないため

データの実証性は乏しいが、看護領域での発表も多数

なされている。化粧プログラムを、毎日あるいは週１

回、継続して実施したところ、表情変化や容姿への関

心増加、興奮状態の沈静化、夜間睡眠剤の廃止、オム

ツ外しの成功19) や、自発行動の増加、食欲増加、失禁

回数の減少20)、外見への気配りや他者とのコミュニケ

ーションなどの日常生活の活発化21)、徘徊の抑制、自

信のある態度になる22) など、数多くの変化が報告され

ている。化粧プログラムによって、表情やコミュニケ

ーションが豊かになったなどのプラスの行動が増加

しただけではなく、問題行動が抑制される、という効

果の両面性が認められる点が特徴的である。

さらに、宇野らは免疫学の立場から、脳血管疾患・
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心疾患・パーキンソン病などで長期入院をしている高

齢患者に対して、月１回の専門家による化粧療法と毎

日の化粧を組み合わせておこない、５ヶ月間の変化を

測定した。その結果、血中の免疫指標であるインター

フェロンーα産性能およびナチュラルキラー活性に

有意な増加がみられ、行動面でも自発性・積極性・表

情の改善・食欲や睡眠の改善もみられたとの報告がさ

れている 23)。最近では、携帯型の活動量計「アクティ

グラフ」などを用いて、整容を含めたモーニングケア

が睡眠時間の安定化を図ることができると証明する

研究もある24)。

研究における今後の課題

１）化粧療法の確立

認知症高齢者に対する美容ケアの研究は、個人レベ

ルの効果の有無についての検証が進み、すでに一定の

有用性は明らかになっていると評価しうる。しかし、

プログラムの効果の限界や不適応事例などが不明確

であり、他の療法のように、専門的プログラムとして

の輪郭は未だ明確になっていない。「療法たりうるた

めには治療のためのストーリをもたなければならな

い」25)と伊波が指摘してからすでに 10 年が経過してい

る。化粧療法として存続するためには、そのプログラ

ム化が急務である。

そして、今後の化粧プログラムは、①心理的なテク

ニックが重視される心理療法の補助スキルとして（心

理療法補助スキル型）、②複合的心理療法プログラム

の一部を構成するものとして（心理療法複合プログラ

ム型）、あるいは③あざを消すように加齢に伴う変化

を消してしまうような高度な美容のテクニックとし

て（高度専門技術型）、再構築され、普遍化されるこ

とが必要となるだろう。なぜなら、社会の意識の変化

とともに、施設高齢者であってもおしゃれが自由にな

り、今までのような単純な化粧プログラムは、整容行

為の一つに過ぎなくなると予想されるからである。

２）一般高齢者に対する地域レベルでの研究

認知症高齢者に対する化粧の介入研究が発展した

一方で、健康高齢者に関する美容ケアの効果研究は少

ない。その理由としては、化粧をしないことを含めて、

美容行動におけるライフスタイルが確立している元

気高齢者に対しては、研究としても介入の余地が少な

かったことを指摘することができる。

しかし近年、高齢者の閉じこもりが要介護の要因に

なっていることが明らかとなり、介護保険では、元気

高齢者の介護予防に重点が置かれている 26)。そこで、

一般高齢者施策や特定高齢者施策などに関連して、さ

まざまな活動（例：太極拳運動27）やボランティア28) な

ど）が、地域社会との接点をもつことを促進し、それ

が高齢者の心身の健康にも良いとする研究や実践が

増加している。このことと関連して、積極性を増進さ

せる美容ケアは、閉じこもり予防に有用である可能性

が高い。また、それ自体高度に社会的な行為である美

容ケアを触媒的な要素として用いることによって、地

域交流の活性化にも有益な結果を得られることが予

測される。現時点（2009 年 9 月）では、美容を用いた

地域レベルでの研究論文は見られないが、今後の課題

である。

Ⅴ．美容環境の現状と今後の課題

意識

一般人の外見や美容に対する意識の変化はもちろ

ん、化粧療法という言葉が人口に膾炙するにつれて、

施設職員など高齢者に関わる人々の意識も明らかに

変化してきている。例えば、施設職員の約 9 割が、高

齢者に対する美容ケアは元気につながる、あるいは、

職員とのコミュニケーションの改善につながると答

えている29)。しかし、その一方で、施設職員の 2 割が、

訪問美容でさえ日常業務の負担となると感じている

との報告30) もあり、美容ケアの利点について、さらな

る理解を求めてゆく必要がある。

商品

産業界は、少子高齢化のため、元気な中高年をター

ゲットにしなければならず、アクティブシニア市場の

活性化を至上命題としている。そのため、元気高齢者

を対象とした商品が次々と開発されている。

しかし、ひとたび不自由になったときに使用できる

美容関連の商品は、ハードもソフトも、未だ整備され

ているとはいえない状況である。とりわけ、施設に美

容サービスを行う設備が十分に備わっているという

介護施設は 8.2%に過ぎないという指摘30) もあるよう

に、そのハード面の整備が不十分である。またソフト

面についても、スイコームなどに代表される美容関連

道具は、ユニバーサルデザインや自助具も含めてきわ
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めて少ないのが現状である。そして、それらは美容ケ

ア用品でありながら、オシャレなデザインのものがほ

とんどない31)ということも、これからの課題である。

いずれにしても、自由に美容を謳歌してきた現在の

50 歳台の人々が高齢者になったときのニーズに応え

るものは、未だ十分に存在せず、施設における美容環

境の整備促進をも含めて、産学連携の取り組みが必要

である。

実践活動

１）訪問美容の充実

10年間で65歳以上の体力が10歳若返ったという報

告がある一方で、現在の 100 歳以上の 4 割は寝たきり

である。そして、2009 年現在、36000 人存在する百寿

者が、2050 年には 70 万人になるだろうと予想される

超高齢社会において、その人らしく人生を楽しむため

には、訪問美容システムの質、量ともにさらなる拡充

が必要不可欠である。

２）美容を媒介とした地域交流プログラムの実践

山野美容芸術短期大学では、2007 年度より、高齢者

と高校生・大学生の世代間交流の促進と地域貢献を図

り、ケアサロンを開設している。また、八王子市の委

託を受けて中高年の美容セミナーも実施している。

しかし、美容を媒介とした地域交流プログラムは、

まだその緒についたばかりである。今後は、高齢者個

人の介護予防や地域社会の活性化のために、子供から

シニア・シルバー世代までを含む交流の推進が必要で

ある。そして高齢者も、従来のようにプログラムに対

して受身ではなく、積極的に参加するスタイルが求め

られる。

３）次世代教育プログラムの提案

人は、突然に高齢者になるものではないため、発達

や加齢のプロセスという視点から美容の問題に取り

組むことが必要である。町田らの調査では、東京近郊

に住む女子高校生の 33.9%が毎日、75.6%が買物の際は

化粧をすると答えている 32)。化粧の低年齢化が明らか

になっている33)現在、美容を楽しみ始める前に、衛生

を含めて正しい知識に触れることは、その後の一生涯

を通じて、美容と適切に関わるために重要である。ま

た、外見と心の問題には密接な関係があり、過度な外

見重視は、中高年のうつのみならず、思春期青年期の

心の病を強化する危険性も有する。人々が生涯にわた

って美容を楽しむために、美容に関する次世代教育プ

ログラムを提起すべきであると考える。

Ⅵ．終わりに～提案～

これからの社会は、医学の進歩とともに健康寿命の

さらなる延長が図られる半面、病や身体的不自由さを

抱えながら生きる高齢者が増加することも不可避で

ある。そのため、筆者の所属する美容福祉学科は、美

容施術や装いの援助をすることで、その人らしい人生

を豊かに築いてゆくことができるように支援すべき

であると考え、美容福祉活動を進めてきた34)。その背

景には、高齢であっても障害があっても、人は存在す

るだけで素晴らしい、どのような人も、美容を、すな

わち人生を楽しむ権利があるという、徹底した人間尊

重主義の理念がある。

しかし、あらためてこの10年の活動を振り返ると、

美容を取り入れた社会福祉の実践という面が強調さ

れて、その領域はやや限られていたようにも思われる。

そこで、2009 年の日本美容福祉学会学術集会・特別

公開講座のテーマでもある、加齢のプロセスを含めた

ジェロントロジーとコスメトロジーの融合という視

点から、美容福祉の理念を活かす社会の創造を目指し

て、これからの高齢社会における美容の役割を改めて

考え、提案する。

まず、この分野の発展のベースとなるのは、研究と

実践の両輪である。つまり、医学・心理学・社会学な

どさまざまな分野から得られた研究知見、製品開発や

美容福祉活動などの応用や実践活動、そしてそれらの

緊密な相互作用が化学反応を起こすことで、新たなス

テップに到達する。今後は、よりエビデンスに基づい

た実践活動が行われてゆくのと同時に、現場を踏まえ

た研究も加速するであろう。そして、この発展のプロ

セスの中で、美容を介した豊かな社会の創造に向けて、

次の４つのフィールドが整備・促進されるべきである

と考える（図２）。

第一フィールドは、美容システムの構築である。例

えば、前述の地域交流活性化プログラムや次世代教育

プログラム、高度専門的な化粧療法の構築と保険点数

化、訪問美容制度の質の向上や拡充、労働市場の形成

など、社会に活きる恒常的な美容システムの形成が重

要である。



山野研究紀要 第 18 号 2010 16

第二フィールドは、美容関連商品の開発である。元

気高齢者を対象とした商品が次々開発される半面、ひ

とたび身体が不自由になったときに活用できる商品

はきわめて少ない。そこで、施設の美容設備などのハ

ード面と、ユニバーサルでオシャレな美容道具や口に

入れても安全な化粧品などのソフト面の開発が喫緊

の課題である。100 歳以上の高齢者の急増が予測され

ている現在、美容関連商品の開発について、積極的な

産学連携の推進が必要である。

第三フィールドは、システムの核となる人材の育成

である。この領域の美容専門家としての必要条件は、

次の三つである。一つは、加齢と美容に関する専門知

識と対応スキルをもつことであり、二つ目は、柔軟な

パーソナリティを有することである。つまり、プレゼ

ンテーション型の美容というよりも、その相手に寄り

添いながら必要な美容技術を提供できる専門家が必

要となる。なぜなら、福祉や医療の領域では、心身に

問題を抱えている方と接することが多く、そのような

方ほど、どのような人に美容ケアをしてもらったか、

ということが、その心理に大きく影響するからである。

心身に問題を抱えた人に柔軟に向き合うためには、美

容専門家自身が、「外見が美しいことは良いこと」「見

た目ではなく心が大切」などといういずれの価値から

も自由であることのできる人材でなければならない。

また今後は、美容室にとどまらず、福祉施設や病院で

の需要が高まると予測される。そこで三つ目に必要な

のは、チームケアやチーム医療など、他職種との連携

のできる高いコミュニケーション能力である。これは、

従来の美容業界での教育において、最も不足してきた

点であると考えられる。

第四フィールドは、学問である。そして、それら４

つのフィールドが相互に影響を与え合いながら、第四

フィールドの学問体系が確固たるものになると考え

られる。それは、学者のための机上の学問ではなく、

社会に活きる専門職業的な学問になるだろう。これら

の有機的な結合がうまく機能したとき、美容をとおし

た豊かな社会への貢献となる。

一般的な基準で美しいか否かは、医療・福祉分野に

おける美容の本質的な問題ではない。高齢であっても

また身体に不自由があっても、楽しみたいときにおし

ゃれや美容ケアを自由に楽しむことができる社会は、

多様性を認める成熟した社会である。どのような方に

も美容行為を認めることができるかは、そのメルクマ

ールの一つと考える。

図 2. 提案

本研究は、山野美容芸術短期大学特別研究費「山野

美容芸術短期大学が目指すべきジェロントロジー教

育の検討及び構築に関する基盤研究」の助成を受けた。

本論文の一部は、2009 年度日本美容福祉学会第 9

回学術集会特別公開講座において講演「高齢社会にお

ける美容の役割」として発表された。
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介護専門職が従業する環境を改善させるための課題

~介護福祉士国家試験の受験資格に係る実務経験の範囲から~
Problem to improve environment that nursing profession works

~It thought from "Range of the business experience" that become qualifications of

candidacy for an examination of the certified care workers nation examination~

松下 能万 1)

抄 録

介護福祉士国家試験の受験資格に係る実務経験の範囲は介護福祉士資格創設以降、一貫して「介護等の業務

を必要とする者に対して介護等を提供する福祉分野の施設・事業に携わる、介護等の業務を本来業務とする介

護従事者」の範囲で変遷してきたが、平成 20 年に当該範囲に病院・診療所の一般病床・精神病床の看護補助者

が含まれたことで、この枠組みは崩壊した。しかしながら、このことは、福祉分野だけでなく医療分野におい

ても専門的介護の必要性があると政府が判断したことを意味するものである。

しかし、現時点では一般病床等の看護補助者は、専門的介護を担う位置づけにないことから、一般病床等に

介護専門職の配置を規定するとともに、その介護専門職が、その介護の専門性を発揮できるよう位置づけるこ

とが喫緊の課題である。また一方で、介護福祉士国家資格取得の有無により、業務範囲を区分するといったシ

ステムの構築が求められている。

キーワード：介護福祉士・実務経験の範囲・急性期病床・看護補助者・介護専門職

はじめに

介護福祉士国家資格は、ちょうど 23 年前の昭和 61

年１月から中長期的観点からの福祉見直しが関係審

議会において進められ、翌年５月 21 日に、第 108 回

通常国会において、「社会福祉士及び介護福祉士

法」（以下「法」という。）が法制化されたことに

より誕生した。

かつての介護分野の専門職資格は、児童を対象と

した保母資格（現保育士資格）があるのみで、介護

そのものの専門職資格は存在しなかった。しかし、

1970 年代に入り、高齢化が急速に進行すると、高齢

者を中心に福祉ニーズが増大かつ多様化してきたこ

とから、この福祉ニーズの充足を図るために、サー

ビスの提供者である専門的福祉マンパワーの養成と

確保が政策的な課題の一つとされてきた。

1970 年代半ばから強まった在宅福祉サービスの充

実への方向性は、1980 年代にさらに加速し、公的な

在宅福祉サービスに加え、家庭奉仕員派遣事業等で

は対応できない多様なホームヘルプ・ニーズに対処

するため、民間企業を含む多様な民間主体の在宅福

祉サービスを生み出し、拡大させてきた。この民間

企業等が展開するサービスを健全に育成するために

は、サービス提供者の倫理と質を確保することが重

要であり、専門的マンパワーを養成・確保するとと

もに、これを国家資格の形で社会的に保証すること

が必要とされた。さらには、1986 年に東京で開催さ

れた第 23 回国際社会福祉会議において、日本の社会

福祉が抱える課題が見直され、福祉専門職化の立ち

遅れなどが指摘されたこともまた、資格創設への誘

因となったとされる。

現在の超高齢社会において、多くの要介護・要支

援者の生活が支えられているのは、介護福祉士とい

う介護分野の専門職資格が誕生し、介護専門職の養

成システムが構築され、介護人材を確保する体制が

整備された成果と捉えることも可能である。今では

介護福祉士国家資格取得者は 81 万人（平成 21 年９

月末現在）1)を超え、介護保険の施設サービスで就労
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する介護職員の約４割、在宅サービスで就労する介

護職員の約２割を介護福祉士が占めており、介護福

祉士は、わが国において介護を支えるマンパワーと

して中核的な存在として位置づけられている。2)

しかしながら、介護専門職が従業する環境はまだ

十分に整備されているとは言い難いのが現状である。

そこで本論では、介護福祉士国家試験の受験資格に

係る実務経験の範囲から、当該介護専門職が従業す

る環境を改善するための課題について考察する。

Ⅰ 介護福祉士とは

(1)介護福祉士の定義

介護福祉士は、法第２条第２項において、「介護

福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつ

て、身体上又は精神上の障害があることにより日常

生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応

じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対

して介護に関する指導を行うことを業とする者」と

定義されている。

この定義は、介護福祉士には、介護保険制度の導

入や障害者自立支援法の制定等により、認知症の介

護など従来の身体介護にとどまらない新たな介護サ

ービスへの対応が求められるようになってきた社会

情勢があることをふまえ、平成 19 年 12 月に改正さ

れたものである。3)

従来の介護福祉士の定義では、「介護福祉士の名

称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上

又は精神上に障害があることにより日常生活を営む

のに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他

の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対し

て介護に関する指導を行うことを業とする者」とさ

れ、介護福祉士は、高齢者に限らず、障害のある者

や子どもまでを対象とし、施設や在宅といった介護

を行う場所に制限を持たずに、介護だけではなく、

対象者や対象者の介護者に対する介護に関する指導

にもあることを示していた。しかし、新たな定義に

より、さらに広く、対象者の心理的・社会的支援の

側面まで期待されるようになったところである。

(2)介護福祉士に課される義務規定

介護福祉士に課される義務規定には、誠実義務、

信用失墜行為の禁止等があるが、その一つとして、

法第 47 条第２項に規定される「介護福祉士は、その

業務を行うに当たっては、その担当する者に、認知

症であること等の心身の状況その他の状況に応じて、

福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、

福祉サービス関係者等との連携を保たなければなら

ない」という連携の義務規定がある。

(3)介護福祉士とは

上記に述べたことを踏まえれば「専門的知識及び

技術をもつて、身体上又は精神上の障害があること

により日常生活を営むのに支障がある者につき心身

の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその

介護者に対して介護に関する指導を行うことを業と

する者」であるとともに、誠実に、そして信用失墜

行為をせず、「心身の状況その他の状況に応じ、福

祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう福

祉サービス関係者との連携を保つ」等して業務に携

わるのが介護福祉士であるということができる。

Ⅱ 介護福祉士国家試験の受験資格に係る

実務経験の範囲

2-1 介護福祉士国家試験の受験資格に係る実務経験

の範囲とは

(1)介護福祉士国家資格取得コースの概要

介護福祉士国家資格を取得するためのコースは、

平成 19 年の法改正により今後大きく変化することが

決定しているものの、現時点では、大きく２つのコ

ースが設定されている。１つは高等学校等を卒業し

た後、厚生労働大臣の指定する養成施設を修了する

コースであり、もう１つは介護福祉士国家試験に合

格するコースである。

このうち、介護福祉士国家試験には受験資格があ

り、受験資格は、３年以上介護等の業務に従事した

者、又は、高等学校等において所定の教科及び単位

数を修めて卒業した者のいずれか、とされている。

(2)介護福祉士国家試験の受験資格に係る実務経験の

範囲

介護福祉士国家試験の受験資格の１つである「３

年以上介護等の業務に従事した者」と認められるも

のは、受験資格の対象となる実務経験に３年以上就

いており、その中で、介護等の業務を 540 日以上経

験した者である。そして、本論のテーマである「介

護福祉士国家試験の受験資格に係る実務経験の範囲

（以下「実務経験の範囲」という。）」とは、この

「３年以上介護等の業務に従事した者として認めら

れる実務経験の範囲」を示すものである。

(3)「実務経験の範囲」が意味するもの

「実務経験の範囲」は、(2)で述べたように、介護

福祉士国家試験の受験資格のうち「３年以上介護等

の業務に従事した者として認められる実務経験の範
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囲」を示すものであるが、もうひとつ、介護の専門

職である介護福祉士が、介護福祉士として従業する

ことが期待されている介護の現場の範囲である。こ

のことは、そもそも、介護現場で３年の実務を経験

し介護福祉士資格を取得した者は、引き続きその介

護現場で活躍することが想定されていることのほか、

当該範囲が「介護福祉士等修学資金等貸与事業」で

示すところの「介護福祉士等としての従事」と認め

られる範囲として示されていることからも明らかで

ある。

2-2 「実務経験の範囲」の規定

(1)規定の概略

「実務経験の範囲」は、「指定施設における業務

の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護

等の業務の範囲等について（昭和 63 年社庶第 29 号

厚生省社会局長・児童家庭局長通知）」（以下「局

長通知」という。）及び「指定施設における業務の

範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等

の業務の範囲等について（昭和 63 年社庶第 30 号社

会局庶務課長・児童家庭局企画課長通知）」（以下

「課長通知」という。）により規定されている。

このうち、局長通知では、「介護等の業務に従事

したと認められる者は、次のとおりとする」として、

具体的な「介護等の業務の範囲」、「業務従事期間

の計算方法」及び「業務従事期間の認定方法」が示

され、課長通知ではその取扱いの細則として、「局

長通知に補足する介護等の業務の範囲」等が示され

ている。

この「実務経験の範囲」は、これらの通知の「介

護等の業務の範囲」として、例えば「特別養護老人

ホームの寮母（介護職員）」や「身体障害者療護施

設の寮母（介護職員）」のように、基本的に「施

設・事業」種類と「職種・職名」の組合せでそれぞ

れ規定されている。そして、この「介護等の業務の

範囲」に該当する者のうち、「介護等の業務を主た

る業務としているもの」のみが、介護福祉士国家試

験の受験資格の対象となる実務経験として認められ

ることとされている。

(2)局長通知及び課長通知の構成

資格制度創設当時の局長通知及び課長通知に規定

される「実務経験の範囲」を分析すると、次のよう

にまとめることができる。4)

① 実務経験の対象となる「施設・事業」

局長通知では、例えば、特別養護老人ホームや身

体障害者療護施設、訪問介護事業など、介護等を必

要とする者に対して介護等を提供する福祉分野の

「施設・事業」の範囲が示されている。一方、課長

通知では、知的障害者更生施設や身体障害者福祉ホ

ームなど、そもそもは、更生訓練や自立促進を図る

こと等を目的として、本来的には、日常的な介護等

を必要とする者は対象としないものの、実態として

介護等の業務を本来業務とする者の配置が想定され

る「施設・事業」の範囲が示されている。このこと

から、受験資格の実務経験の対象となる「施設・事

業」の範囲とは、「介護等の業務を必要とする者に

対して、介護等を提供する福祉分野の『施設・事

業』」の範囲であると概括することができる。

② 実務経験の対象となる「職種・職名」

受験資格の実務経験の対象となる「職種・職名」

は、「施設・事業」毎に定められている職員配置基

準等の人員配置規定の内容で区分することができる。

一つは、人員配置規定で「介護従事者」に該当す

る職名が示されている「施設・事業」の範囲であり、

もう一つは、人員配置規定で「介護従事者」に該当

する職名が示されていない「施設・事業」の範囲で

ある。

このうち、人員配置規定で「介護従事者」に該当

する職名が示されている「施設・事業」の範囲では、

その「介護従事者に該当する職名」が受験資格の対

象となる「職種・職名」として通知に規定されてい

る。一方、人員配置規定で「介護従事者」に該当す

る職名が示されていない「施設・事業」の範囲のう

ち、局長通知の範囲では「主たる業務が介護等の業

務である者」が、課長通知の範囲では「専ら介護等

の業務を行う者」が実務経験の対象となる「職種・

職名」として規定されている。

さらに、人員配置規定で「介護従事者」に該当す

る職名が示されていない「施設・事業」の範囲では、

局長通知では「主たる」と規定され、課長通知では

「専ら」と規定されている。しかし、いずれも「介

護等の業務を本来業務とする者のうち、主たる業務

が介護等の業務である者」の意味を持ったものであ

る。課長通知で規定する更生訓練や自立促進を図る

こと等を目的とする「施設・事業」には、「介護等

の業務を本来業務とする者」の配置がないことから、

介護等を必要とする者に対して介護等を提供する

「施設・事業」の範囲の規定と区別する意味で、異

なる表現をしたものに過ぎないものであり、この区

別は、介護福祉士資格と同時に創設された社会福祉

士の受験資格に係る実務経験の範囲と、明確な線引

きをするという意味合いが含まれたものである。

これらから、局長通知及び課長通知のいずれの範
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囲にあっても、介護福祉士の受験資格の対象となる

「職種・職名」とは、「介護等の業務を本来業務と

する介護従事者」の範囲であると概括することがで

きる。

なお、人員配置規定で「介護従事者」に該当する

職名が示されている「施設・事業」の範囲では、そ

の「介護従事者に該当する職名」が受験資格の対象

となる「職種・職名」とされているが、人員配置規

定等には、基本的に、各者が担うべき業務内容は細

かく規定されていない。しかし、常識的に、寮母や

介護職員という「職種・職名」の者は、本来業務を

介護業務とする者であると認識できることから、受

験資格の実務経験の対象となる範囲では、人員配置

規定等で示される「職種・職名」により規定されて

いる。

(3)「実務経験の範囲」とは

以上から、「実務経験の範囲」とは、「介護等の

業務を必要とする者に対して介護等を提供する福祉

分野の施設・事業に携わる、介護等の業務を本来業

務とする介護従事者」の範囲であり、この範囲に該

当する者が、実際に「介護等の業務」を主たる業務

としている場合に、介護福祉士国家試験の受験資格

の対象となる実務経験として認められるものである。

そして、先にも述べたように、当該範囲は、介護

の専門職である介護福祉士が、介護福祉士として従

業することが期待されている介護現場の範囲である。

つまり、「実務経験の範囲」とは、介護福祉士等の

介護従事者が「専門的知識及び技術をもつて、身体

上又は精神上の障害があることにより日常生活を営

むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護

を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護

に関する指導を行うこと」や「心身の状況その他の

状況に応じ、福祉サービス等が総合的かつ適切に提

供されるよう福祉サービス関係者との連携を保つ」

ことが求められ、かつ実践できる介護現場の範囲で

あるということができるものである。

Ⅲ 「実務経験の範囲」の変遷から

3-1 「実務経験の範囲」の変遷

(1)通知改正にみる「実務経験の範囲」の変遷

「実務経験の範囲」を規定する改正は、平成 19 年

までに局長通知で 18 回、課長通知で 9 回を数えてき

た。この中で、「実務経験の範囲」はその範囲を拡

大してきたが、度重なる改正にあっても、平成 20 年

の改正までは、当該範囲は「介護等の業務を必要と

する者に対して介護等を提供する福祉分野の施設・

事業に携わる、介護等の業務を本来業務とする介護

従事者」の範囲から逸脱することなく変遷してきて

いる。

しかしながら、一部考え方の整理を要する範囲も

あったことから、次にその主な整理事項を示すこと

とする。

① 老人保健施設の介護職員 4)

資格制度施行から２年後の平成２年に第１次局長

通知改正（平成２年８月６日付け社庶第 142 号）が

あり、老人保健施設の介護職員が「実務経験の範

囲」に含まれた。

老人保健施設は、資格創設当時、医療機関と同様

に、福祉分野の施設・事業所とはみなされず、実務

経験の対象とはされていなかった。しかし、平成元

年に高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラ

ン）が打ち出され、さらに、平成２年に厚生省内に

保健医療・福祉マンパワー対策本部が設置されるな

ど、在宅福祉への潮流がさらに強まる中で、医療機

関と在宅とを結ぶ中間施設としての位置付けがある

ことから、当該施設は「福祉分野の施設」として整

理されたものである。

② 療養型病床群等(現在の療養病床)の看護補助者 4)

平成８年の第４次局長通知改正（平成８年７月 16

日付け社援施第 111 号）では、病院・診療所の療養

型病床群・看護強化病床の看護補助者が「実務経験

の範囲」に含まれた。

これらの範囲は医療機関の病床ではあるものの、

いずれも、急性期の状態を脱した高齢者が在宅に戻

るまでの経過的施設であり、老人保健施設と同様、

中間施設としての役割を担うものである。このため、

診療報酬で運営される病院・診療所の病棟ではある

ものの、利用者の生活の場としての環境が整えられ

ており、当該範囲にあっては「福祉分野の施設」と

して整理されたものである。

これは、同日に出された通知「指定施設における

業務の範囲及び介護福祉士試験の受験資格の認定に

係る業務の範囲について（社援施第 113 号）」では、

「医療機関のうち、療養型病床群等の看護補助者の

中には、特別養護老人ホームや老人保健施設等と同

様な介護等の業務に従事していると認められる者が

いる」としており、病院・診療所の病棟であっても、

当該病棟の看護補助者にあっては、福祉分野の介護

を担う介護従事者である整理がされたことが示され

たことからも明らかである。

なお、この通知では「看護補助者のうち、介護等

の業務に従事している場合であっても、空床時のベ
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ッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務の

みを行っている者については介護等の業務に従事し

ているとは認められない」こと、そして「療養型病

床群等の看護補助者が介護福祉士の資格を取得して

も、療養型病床群等においては看護補助者としての

位置付けを変えるものではない」ことを、取り扱い

の留意点として規定している。

(2)平成２０年の通知改正

平成 20 年の第 19 次局長通知改正（平成 20 年６月

23 日付け社援発第 0623002 号）では、病院・診療所

の一般病床・精神病床の看護補助者が「実務経験の

範囲」に含まれた。これは、平成 18 年 11 月 20 日開

催の社会保障審議会福祉部会において、当該範囲を

「実務経験の範囲」に含めるか否かの検討が求めら

れ、簡単な説明がされただけで、深い議論もないま

ま本通知改正に繋がったものである。5)

一般病床・精神病床は、療養型病床群等とは異な

り、急性期の状態にある者が対象であり、その対象

者の生活の場としての環境が整えられている病床で

はない。そのため、当該病床を福祉分野の施設・事

業と整理することはできないものである。

また、福祉分野ではない一般病床・精神病床の看

護補助者とは「保健師・助産師・看護師・准看護師

の指示のもとで、専門的判断を必要としない事柄に

ついて、看護の補助的業務を行う者」であるとされ

ており 6)、看護補助者の役割を「介護専門職として専

門的判断を必要とせず、看護師の指示の下、看護の

補助的な業務をすること」を示しているものといえ

る。

つまり、当該範囲は、介護従事者が「専門的知識

及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害がある

ことにより日常生活を営むのに支障がある者につき

心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及び

その介護者に対して介護に関する指導を行うこと」

や「心身の状況その他の状況に応じ、福祉サービス

等が総合的かつ適切に提供されるよう福祉サービス

関係者との連携を保つ」ことができる範囲と整理す

ることができない範囲であり、これまで長年維持し

続けてきた「実務経験の範囲」の内容を覆すもので

あると捉えることができるものである。

3-2 平成 20 年改正の影響

平成 20 年通知改正により「実務経験の範囲」に一

般病床・精神病床の看護補助者が含まれたことは、

先に述べたように、長年維持し続けてきた「介護等

の業務を必要とする者に対して介護等を提供する福

祉分野の施設・事業に携わる、介護等の業務を本来

業務とする介護従事者」という「実務経験の範囲」

の枠組みを崩壊させた。

また、この実務経験を「実務経験の範囲」に含め

たことは、見方によっては、看護補助者が看護師の

指示により業務を担うのと同様に、介護福祉士が看

護師の指示により業務を担うことを容認することに

繋がりかねなく、チームケアを重視する昨今の流れ

に逆行すると考えることができること。看護補助者

の待遇改善のないままに介護福祉士への道を開いた

ことは、介護福祉士の地位向上や待遇改善の道をさ

らに困難にさせる要因となることといった影響も想

定できるものである。

しかしながら、急性期病床において入院治療にあ

る方にとって、病院は「生活の場」以外の何もので

もない。それであれば、療養病床等と同様に、入院

患者に対しては、専門職として、人権や人間の尊厳

と言った視点を重視したケア実践をすべきである、

と国が判断したと捉えることもできる。

保健医療現場においては、1980 年代以降、在宅医

療の現場のほか、慢性疾患、特に認知症患者への対

応に、いわゆるＱＯＬの視点が重要視されるように

なってきている。しかし、ここでは、更に一般病床

や精神病床といった医療の現場にあっても、介護福

祉士としての専門性のひとつである「人権」や「人

間の尊厳」といった視点を重視した専門的ケアが必

要である、と政府内の判断があったものとみること

ができるものである。

Ⅳ 考察

4-1 今後の課題

(1)「実務経験の範囲」に含まれる機関における介護

専門職の位置づけの明確化

平成 20 年の通知改正に見るように介護専門職が求

められる現場は、これまでの福祉分野だけでなく、

医療分野にまで広がりをみせている。しかしながら、

一般病床等の急性期病床にあっては、職員配置に事

実上、介護専門職の存在が位置づけられておらず、

実態が理念と一致していない状況にある。

この状況は、介護福祉士資格取得者が当該病床で

従業した場合にあっても、介護専門職の立場で入院

患者の生活を支援することは十分にできず、また、

資格取得前の介護従事者を本当の介護専門職に育成

することができないという状況であるといえる。

必要とされるのは、医療機関にも介護専門職を明

確に配置し、急性期病床等の介護従事者がその専門

性を発揮できるよう位置づけることであり、「実務
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経験の範囲」に含まれた状況を鑑みれば、当該事項

は急ぎ整備されるべきところである。

(2)介護現場における介護職員配置要件等の整備

介護福祉士とは、初めに述べたように、「専門的

知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害が

あることにより日常生活を営むのに支障がある者に

つき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者

及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこ

とを業とする者」であるとともに、誠実に、そして

信用失墜行為をせず、「心身の状況その他の状況に

応じ、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供され

るよう福祉サービス関係者との連携を保つ」等して

業務に携わるのが介護の専門職である。そして、こ

の介護福祉士になるために、多くの人は「実務経験

の範囲」に含まれる現場で経験を積み、専門的知

識・技術を身につけようとしている。

また、社会保障審議会介護保険部会がまとめた

「介護保険制度の見直しに関する意見（平成 16 年 7

月 30 日）」では、「介護職員については、まず、資

格要件の観点からは、将来的には、任用資格は『介

護福祉士』を基本とすべきであり、これを前提に、

現任者の研修についても、実務経験に応じた段階的

な技術向上が図れるよう、体系的な見直しを進めて

いく必要がある」としており、将来的にはと断って

はいるものの、介護職員として介護業務に携わるの

は介護福祉士とすべきことを明言している。

つまり、介護福祉士国家資格取得前の「実務経験

の範囲」での現場経験は、いわば下積み期間であり、

介護福祉士国家資格を取得して、はじめて本格的に

介護業務に携わることができるというシステムが求

められているといえる。しかしながら、現行のシス

テムでは介護報酬上、介護福祉士の配置状況が一定

基準を満たしている場合等の加算システムはあるも

のの、介護福祉士資格の有無による職域の区分等は

ないのが実情である。介護を必要とする方のため、

介護の質を担保するためにも、介護職員の配置要件

のほか、資格の有無による職域の区分等の検討が求

められるところである。

Ⅴ まとめ

高齢者の分野では個別ケアや認知症ケア等の新し

いケアモデルが、障害者分野では、地域生活支援・

就労支援といった側面をより従事したケアが求めら

れるなど、専門的介護がより高度化・多様化する中

で、介護の専門職である介護福祉士はどう存在すべ

きか、介護福祉士がその専門性を発揮するためには

どのような環境が必要か、といった議論はさらに深

まって来るものと推測される。

私たち福祉業界に身を置く者としては、このこと

を踏まえ、介護福祉士を取り囲む環境をつぶさにチ

ェックし、方向性が誤ることのないよう、よりよい

社会を構築していくため、介護実践のほか、政策提

言等も行っていく責任があるのではないだろうか。
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つかという質的研究はこれまで殆んどされていない。本研究では、初めての実習である介護実習Ⅰを終了した学

生に対し、「好き（得意）と感じた利用者」と「嫌い（苦手）と感じた利用者」について自記式自由記述アンケ

ートを実施し、その内容を KJ 法で分析した。その結果、介護実習Ⅰを終了した学生が好き（得意）と感じる利

用者は、親しみがもて、尊敬できる存在であり、特に実習生側から見た態度が優しい利用者であることが明らか

になり、嫌い（苦手）と感じた利用者は、実習生が関わることを難しいと感じた利用者であることが明らかにな

った。利用者中心の意識を持たせるために介護実習Ⅰの事前教育をどの様に行うべきか、また介護実習Ⅰ終了後

において自信を喪失し、その後の学習意欲と介護福祉業界への就業意欲を低下させない為に、嫌い（苦手）とい

う内容の詳細をさらに明らかにしていくことが今後の課題である。

キーワード：介護福祉士養成施設 介護実習Ⅰ 実習生の意識 利用者の印象

I. はじめに

１．問題の背景

介護福祉士は、昭和 62 年の社会福祉士及び介護福

祉士法の制度創設以来、順調に登録者数を増加させて

おり、平成 20 年 3 月末の登録者数は 77 万人 1）に達

した。厚生労働省の平成 17 年度の調査 2）によると、

介護保険サービスで就労する介護福祉士の割合は、施

設サービスで介護職員の約４割、在宅サービスで介護

職員の約２割となり、介護福祉士は介護を支えるマン

パワーとして中核的な存在になってきている。

しかしその一方で介護職員全体の数について言え

ば、平成１９年度の介護関連職業の有効求人倍率は、

常用で 2，10 倍（全職業 0，97 倍）、パートで 3，48

倍（全職業 6，27 倍）3）となり、介護職員の人材不足

は深刻な状況である。将来の後期高齢者数や要介護認

定者数の伸び率をもとにした厚生労働省の推計では 3）、

今後 10 年間に約 40 万人から 60 万人の介護職員の増

員が必要であるとされ、その対策は急務になっている。

厚生労働省は「社会福祉事業に従事する者の確保を図

るための措置に関する基本的な指針の見直しについ

て」（2007）4）の中で、福祉・介護制度が国民の福祉・

介護ニーズに応えられるよう十分機能していくため

には、福祉・介護サービスを担う人材の安定的な確保

が前提になるとし、「労働環境の整備の推進」「キャリ

アアップの仕組みの構築」「福祉・介護サービスの周

知・理解」「潜在的有資格者等の参入の促進」「多様な

人材の参入・参画の促進」を人材確保のための５つの

視点として挙げた。また関係者が総力を挙げて国内の

労働力を確保することが重要であると指摘している。

そうした流れの中で、「介護福祉士制度及び社会福
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祉士制度の在り方に関する意見」（2006）2）において、

介護福祉士資格取得方法の概要が新しく改められた。

大きく３つある介護福祉士資格取得方法「養成施設ル

ート」「実務経験ルート」「福祉系高校ルート」を残し

ながら、それぞれの教育プロセスにおける教育内容の

充実や、実務経験を充実した上で、その水準を統一す

るとともに、資格取得のためにはすべての者は一定の

教育プロセスや実務経験を得た後に国家試験を受験

するという形で、資格取得方法の一元化を計るべきで

あるとされたのである。介護福祉士養成施設は、2009

年度からの新カリキュラムへの移行の中で教育内容

と実務経験を充実することにより、介護福祉士の質の

水準を保ち、介護を支えるマンパワーの中核を担える

よう、若い新規労働力を介護の現場に供給することが

役割である２）とされた。

２．先行研究と研究目的

「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在り方に関

する意見」（2006）2）の中で、介護福祉養成施設の教

育内容は大幅に見直され、2009 年 4 月から新カリキ

ュラムとしてスタートした。介護実習の在り方につい

ては、実践を通じた知識と技能の確認と、対人援助に

おけるコミュニケーションや他職種協働の在り方を

学ぶ場として、非常に重要な要素であるとされている。

しかし、旧カリキュラム上の介護実習を経験した学

生を対象にした研究では、実習を終えたことで自信が

つく 5 ）、施設や利用者に対する肯定的イメージが増加

する 6)、などのプラスの効果が報告されている一方で、

介護実習の過度の不安 7）8）9）やリアリティーショック

10）というマイナスの効果の報告もされており、自信喪

失から学習意欲が低下するケースが指摘されている。

また実習生のコミュニケーション能力についての

研究では、会話を重視する傾向がある、非言語情報の

活用や感情への配慮が薄い、記録に結びつかない 11）、

初対面の人や会話の機会のない人との会話に苦手意

識をもつ 12）という問題も指摘されている。

このように介護実習のマイナスの効果が挙げられ

ているのに対し、利用者との関係作りの技術が未熟で

自信喪失などの問題が起こりやすい初めての実習で

ある介護実習Ⅰにおける実習生が、利用者に対してプ

ラスとマイナスの意識をいつどのように持つかとい

う質的研究は殆んどされていない。よって本研究は、

実習生が抱く利用者に対する意識の様相を仮説構築

することを目的とした。また、そこから考えうる介護

実習に向けた教育のあり方ついても考察する。

II. 研究方法

１．調査対象

東京都内の 3 年制短期大学と 4年制大学の介護福祉

養成施設 2 校において、旧カリキュラムの介護実習Ⅰ

終了後の 1年生を調査対象とした。短期大学生 31名。

（女性 24 名、男性 7 名。）大学生 25 名。（女性 12 名、

男性 13 名。）合計 56 名。（表 1）

各養成施設で介護実習Ⅰ開始前に履修した介護実

習と関連する科目は、3 年制短期大学では「実習指導

Ⅰ（30ｈ）」「介護概論（30ｈ）」「介護技術Ⅰ（120ｈ）」

「社会福祉概論（30ｈ）」「医学一般（60ｈ）」「障害者

福祉論（30ｈ）」であり、4 年制大学では、「介護実習

指導Ⅰ（30ｈ）」「介護概論（30ｈ）」「介護技術Ⅰ（60

ｈ）」「医学一般（30ｈ）」「高齢者福祉論Ⅰ（30ｈ）」

「社会福祉原論Ⅰ（30ｈ）」「形態別介護技術Ⅰ（60

ｈ）」「レクリエーション活動援助法Ⅰ（30ｈ）」であ

った。

表 1．調査対象者の人数

女性 男性 合計

3 年制短期大学

4 年制大学

24 名

12 名

7 名

13 名

31 名

25 名

合計 36 名 20 名 56 名

２．調査時期

平成 20 年 10 月から平成 21 年 4 月。

３．調査方法

介護実習Ⅰを終了した学生に対し、介護福祉士養成

施設の中で振り返りの授業を行い、授業後に項目ごと

の自記式自由記述アンケートを実施しその場で回収

した。

４．調査項目

アンケート項目のうち、分析の対象としたものは以

下の 2 項目である。
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表 2．分析対象としたアンケート項目

1．あなたが好き（得意）と感じた利用者はどんな

人ですか。

2．あなたの嫌い（苦手）と感じた利用者はどんな

人ですか。

学生の正直な気持ちを表現させるため、あえて利用

者に対して「好き」「嫌い」という言葉を用いた。

５．分析方法

分析方法は KJ 法 13）14）を使用した。KJ 法を使用し

た理由として、実習生の利用者に対する意識について、

その現象が起きるメカニズムを理解するためには、ア

ンケートの回答で得た記述を基に、コードを作り、カ

テゴリーに分類し、概念の構造化を図ることが定式化

されている KJ 法が適していると判断したためである。

III. 研究結果

自記式自由記述アンケートの内容を、「1．好き（得

意）と感じた利用者」「2．嫌い（苦手）と感じた利用

者」の各項目でコード化し、カテゴリーに分類した結

果、「好き（得意）と感じた利用者」が大きく 4 つの

カテゴリー、15 のサブカテゴリー（表 3-1～3-4）、「嫌

い（苦手）と感じた利用者」が大きく 3 つのカテゴリ

ー、11 のサブカテゴリーと、これらのカテゴリーに含

まれない 2 つのサブカテゴリー（表 4-1～5）を抽出す

ることができた。

表 3-1．実習生が好き（得意）と感じた利用者①

表 3-2．実習生が好き（得意）と感じた利用者②

表 3-3．実習生が好き（得意）と感じた利用者③

表 3-4．実習生が好き（得意）と感じた利用者④

表 4-1．実習生が嫌い（苦手）と感じた利用者①

表 4-2．実習生が嫌い（苦手）と感じた利用者②

表 4-3．実習生が嫌い（苦手）と感じた利用者③

・親しみがわく利用者

・尊敬できる利用者

・ほとんどの利用者が好き

実習生にとっての利用者の存在

・自分が話しかけると笑顔になってくれる

・介護に対する感謝の態度を現わしてくれ

る

・実習の最後に力強い握手をしてくれた

実習生の働きかけに対して反応がある

・自分にとって話しやすい

・自分の話をよく聴いてくれる

・自分の存在を認めてくれる

・自分の外見を褒めてくれる

・唯一自分が話せる利用者

主体が実習生側にあることが許される

・利用者から声をかけてくれる

・自分に話をしてくれる

・小さな気遣いをしてくれる

・利用者から実習生に教えてくれる

実習生に気を遣ってくれる

・精神的に不安定な利用者への対応

・言語者障害がある方の聞きとり

・身体介護が思うように行かない

関わりに一定の技能が必用

・実習生を良く思っていない

・実習生を傷つける言動をする

・実習生との関わりを拒否する

・実習生の働きかけに反応してくれない

実習生に対して否定的な反応をする

・すぐ怒る

・自己中心的

・利用者同士の人間関係に問題がある

・ボディタッチがセクハラに感じる

実習生が利用者の性格に問題を感じる
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表 5．実習生が嫌い（苦手）と感じた利用者④

IV. 考察

１．介護実習Ⅰを終了した学生が好き（得意）と感じ

た利用者（表 3-1～3-4）

本研究の自記式自由述アンケートから、介護実習Ⅰ

を終了した学生が好き（得意）という意識を持った実

習施設の利用者は、大きく 4 つのカテゴリーを抽出す

ることができた。

第１は『実習生にとっての利用者の存在』であり、

「親しみがわく利用者」、「尊敬できる存在」、「ほとん

どの利用者が好き」という 3 つのサブカテゴリーで構

成されていた。第 2 は『実習生の働きかけに対して反

応がある』であり、「自分が話しかけると笑顔になっ

てくれる」、「介護に対して感謝の態度を現わしてくれ

る」、「実習の最後に力強い握手をしてくれた」という

3 つのサブカテゴリーで構成されていた。第 3 は『主

体が実習生にあることが許される』であり、「自分に

とって話しやすい」、「自分の話をよく聴いてくれる」、

「自分の存在を認めてくれる」、「自分の外見を褒めて

くれる」、「唯一自分が話せる利用者」という 5 つのサ

ブカテゴリーで構成されていた。第 4 は『実習生に気

を遣ってくれる』であり、「利用者から声をかけてく

れる」、「自分に話をしてくれる」、「小さな気遣いをし

てくれる」、「利用者から実習生に教えてくれる」とい

う 4 つのサブカテゴリーで構成されていた。

各カテゴリーがどのような内容を示しているか具

体的に説明してみると、第 1 の『実習生にとっての利

用者の存在』に関しては、実習生が高齢者である利用

者に対して、「ほとんどの利用者が好き」という好意

的な意識で実習に臨み、終了したことを示している。

そのため食事をしている場面、実習生が見ておしゃれ

と思う服装をしているなど、実習施設で見られる利用

者の何気ない生活の一場面を見て、「親しみがわく」

という印象になった。

そして利用者は人生の大先輩であるという認識か

ら、それだけで尊敬に値するという評価にもつながっ

た。これは、介護実習Ⅰが特に利用者とコミュニケー

ションを図る時間を十分に頂けるケースが多い為、実

習生が利用者の話を傾聴させて頂く中で感じた自然

な感情のようである。

また不自由さを抱えながら自らが工夫をし、前向き

に生活をしている利用者に対し、高齢者や障害者の

「一般的な弱いというイメージ」に反する精神的な強

さを目の当たりにできたことで、「尊敬できる利用者」

という評価となった。

第 2 の『実習生の働きかけに対して反応がある』に

関しては、実習生は介護福祉士養成施設である学校の

中で対人援助技術等の講義や演習を段階相応に学ん

でから、介護実習という実践を経験するわけであるが、

特に介護実習Ⅰに臨む実習生は、初めての対人援助技

術の実践に不安を感じており、それと同時に自らの実

践が利用者に喜んで頂けることを期待している様子

が窺われた。

実習生が学校で学んだ成果を発揮しようとし、未熟

ながらも精一杯利用者の尊厳に留意して話をさせて

頂いた際、利用者が笑顔になって下さったことや、身

体に麻痺がない利用者への衣類の着脱など、軽い身体

介護を実践させて頂いた際、「ありがとう」などとお

礼言って介護に対する感謝を現して下さったこと、そ

して実習期間中には話しかけてもほとんど反応を示

して下さらなかった口数の少ない利用者が、実習生が

実習の最終日にお礼の挨拶に訪れた際、力強く握手を

して下さったことなどの経験がそれにあたる。利用者

からお礼を言われた学生の中には、「ありがとう」と

言ってもらったことが、実習の中で一番嬉しかった経

験であるという素直な感想を述べているものもあっ

た。

お礼を言われる経験は、実習生の自信やその後の学

習意欲につながる良い経験であると考えられる。だが、

利用者からの「ありがとう」という言葉に込められた

意味について、介護の専門的立場から考えることも大

切である。その言葉の中に、実習生が介護をしたから、

という内容を超えた感謝があったとき、それはかけが

えの無い経験になるだろう。しかし利用者が必要な介

護を受けることに対してお礼を述べた場合、介護者に

対する優しさがあることが考えられる。このカテゴリ

ーのアンケート記述から、その時の利用者の思いを言

・生理的に苦手な利用者

・嫌いな利用者なし
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葉通りにとらえた様子が窺えた。その理由として、利

用者の言葉以外にも態度から利用者の思いを読み取

る慎重さが、介護実習Ⅰを終えた学生にはまだ少ない

ということが考えられる。

第 3 の『主体が実習生側にあることが許される』に

関しては、実習生である自分を中心に利用者をとらえ

た意識であり、このような自己中心性は、近年の大学

や短期大学に入学する世代が共通してもっている感

覚の 1 つなのかもしれないという感があった。初めて

の経験で自信のない実習生が、人生と施設経験におい

て先輩である利用者に頼りたくなる気持ちは理解で

きる。「自分にとって話しやすい」「話を聴いてくれる」

「認めてくれる」「褒めてくれる」などはその様子で

ある。しかし、実習生に対する態度が優しいから好き

（得意）という意識については、本来はあるはずの「実

習生が利用者に合わせる」「実習生が利用者をケアす

る」という立場とは逆であると言えるのではないだろ

うか。

このカテゴリーのアンケート記述には、気さくで話

しやすく、話しを良く聞いて下さる利用者が示されて

おり、実習生が利用者とコミュニケーションを図りた

いという気持ちを利用者に満たして頂けたと言える。

また「あなたは元気があっていいね」「あなたの笑顔

は素敵だね」「かわいいね」と褒めて下さる利用者も

示されており、その時実習生は嬉しく感じたと述べて

いる。しかし実習生自身の思いと同様に、利用者の思

いを考えることができたとはあまり言えない。実習生

は利用者について考えているつもりでも、実は自分を

中心に考えていることがある。それが、このカテゴリ

ーのアンケート記述には現れているのではないかと

考えられる。

実習生が利用者の思いを理解するためには、自分自

身の思いを理解するときとは違い、思考の手続きが必

要になる。利用者は自身の思いを実習生に全て語って

いる分けではなく、実習生に語った内容は、利用者の

思いの一部分に過ぎないとも考えられるからである。

その思考の手続きとは、利用者との関わりの中で利用

者の言動などを観察し、その情報から利用者の思いを

解釈して判断する、介護過程の基本的プロセスである。

この基本的プロセスがあまりできていないことが、

『主体が利用者側にある』という介護関係の前提に対

する認識が、実習生に希薄なのではないかと考える理

由である。このように実習生が介護行為を自分中心に

とらえているという状況を認識できないようであれ

ば、この段階での実習は時期が早いととらえることが

でき、介護実習Ⅰの実施時期を決定するうえでも重要

なポイントとなる学生の意識であると考えられる。

第 4 の『実習生に対して気を遣ってくれる』に関し

ても、実習生と利用者の立場と意識が逆転してしまっ

ていると言える。ここでいう『実習生に対して気を遣

ってくれる』とは、具体的には施設で実習をしている

際に、「今日も実習に来たんだね」、「大変だけど頑張

ってね」、「実習はいつまで?」などと、利用者から声

をかけて下さるということや、実習生が利用者の居室

前を通った時などに呼び止めて頂き、そこで利用者ご

自身のお話を聞かせて下さるといったこと、また「帰

りは気をつけて」など、小さな気遣いをして下さる利

用者に対して「好き（得意）」という評価であった。

これらは第 3 のカテゴリーと同様に、介護実習Ⅰに臨

んだ学生の『主体が利用者側にある』という認識の希

薄さが表れた結果であると言え、「利用者主体」を教

育する学校の教育力不足とも言えるだろう。

しかし、こうした学生の自己中心性という一面を踏

まえた実習の事前・事後教育を行えば、これらは必ず

しも問題があるだけではないと言える。武藤らの研究

（2004）5）では、学生が実習を経験することにより「実

習に対する心構え」が変化し、その内容は全般に肯定

的であったとしている。さらに赤沢の研究（2007）15）

では、ほとんどの学生が介護実習後に自己変化してお

り、自己変化に影響を与えたことは、「利用者」「施設

職員」からの「態度」「行動」であり、自己変化の内

容は肯定的変化が中心であったとしている。本研究の

結果からその原因を推察すれば、利用者が人生の先輩

として示して下さった学生に対する優しく寛容な模

範的態度こそが、初めて実習を経験する学生達の気持

ちを支え、実習の終了を経て学生の自己変化に良い影

響を与えたと考えることができる。

したがって学校は、介護福祉について学んでいこう

とする学生であっても、利用者に対する意識のスター

ト地点では、『主体が利用者側にある』という認識が

希薄であり、自己中心的な感覚をもっている場合があ

ることを踏まえる必要があり、このような意識に対し
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は、学校と実習施設の中での教育によって修正してい

く必要があると言える。

実習後の振り返りの場面において、「自分のことば

かり考えていた」と学生自身に気付かせることができ

れば、そこから本当の利用者の姿を学べる可能性があ

り、介護実習Ⅱ以降の個別介護過程へと繋げられると

考えられる。また学内の様々な講義・演習を積み重ね、

「最初の実習では、いかに介護福祉についての理解が

浅かったか」といことを自己覚知することができれば、

介護実習を通じた自身の成長を認められる可能性が

ある。学習意欲や介護福祉業界への就業意欲に繋げる

ためにも、このような学習支援が必要である。

２．介護実習Ⅰを終了した学生が嫌い（苦手）と感じ

た利用者（表 4-1～5）

本研究の自記式自由記述アンケートから、介護実習

Ⅰを終了した学生が嫌い（苦手）という意識を持った

実習施設の利用者は、大きく 3 つのカテゴリーと、こ

れらのカテゴリーに含まれない２つのサブカテゴリ

ーを抽出することができた。第１は、『関わりに一定

の技能が必要』であり、「精神的に不安定な利用者へ

の対応」、「言語障害のある方の聞き取り」、「身体介護

が思うようにいかない」という 3 つのサブカテゴリー

で構成されていた。第 2 は『実習生に対して否定的な

反応をする』であり、「実習生を良く思っていない」、

「実習生を傷つける言動をする」、「実習生との関わり

を拒否する」、「実習生の働きかけに反応してくれな

い」という 4 つのサブカテゴリーで構成されていた。

第 3 は『実習生が利用者の性格に問題を感じる』であ

り、「すぐ怒る」、「自己中心的」、「利用者同士の人間

関係に問題がある」、「ボディタッチがセクハラに感じ

る」という 4 つのサブカテゴリーで構成されていた。

また３つのカテゴリーに含まれない「生理的に苦手な

利用者」「嫌いな利用者なし」という 2 つのサブカテ

ゴリーが抽出された。

各カテゴリーがどのような内容を示しているか具

体的に説明してみると、第 1 の『関わりに一定の技能

が必要』に関しては、学校の授業の時はできていた技

術が、現実の利用者に対しては上手く実践できなかっ

たということや、不定愁訴のある利用者に対してどの

ように対応していいのかわからないといった不安の

ほか、言語障害がありながらも言葉を発してくださる

利用者に対して、「何度も聴き直しては失礼になるし、

かといって分かったふりもできない」といった葛藤が

それにあたる。

これは上田（2005）の 10）「利用者との戸惑い・シ

ョック」の内容と一致した結果になった。上田は介護

実習Ⅰ終了後に、学生が介護に対するマイナス意識を

強め、職業決定に対してもモラトリアム、適正疑問、

自信喪失の意識を強めたと報告している。しかし柊崎

らの研究（2003）７）では、介護実習生が実習中に抱

く不安因子４カテゴリー「①職員との関係・実習遂行

に関する不安」「②介護技術・実践に関する不安」「③

実習記録に関する不安」「④利用者理解・配慮に関す

る不安」は、全てのカテゴリーにおいて、実習回数が

増すごとに不安が低減していく傾向が認められてい

ると報告している。

本研究の『関わりに一定の技能が必要』な利用者が

嫌い（苦手）という意識は、柊崎らのカテゴリーのう

ち、「②介護技術・実践に関する不安」と「④利用者

理解・配慮に関する不安」が原因で作られている。こ

れらは学校での理論と技術の修得と実習施設での実

践の経験を繰り返すうちに、不安の低減と共に、嫌い

（苦手）意識を解消できるものと考えられる。よって、

介護実習で学生が苦手と感じる技術については、利用

者に対するマイナスの意識が生まれることを想定し

た事前教育や、巡回指導が必要である。今後その詳細

を研究することにより、学生の不安及び嫌い（苦手）

意識の低減につなげていくことが可能になると考え

られる。

また利用者一人ひとりに用いる技術の修得につい

ては、いくら学校で基本を学んできたとしても、実習

施設の指導者・職員からも、指導を受ける必要がある。

実習では、実習生が自ら進んで指導者・職員から指導

を受けて苦手な技術を克服すべきであるが、このカテ

ゴリーのアンケート記述から、質問のタイミングがつ

かめず職員から指導を受けることができないケース

や、職員に指導を受けたとしても、すぐには技術の習

得が難しいケース、また状況によって介護方法が変わ

るために、対応できないケースなどがあることが分か

った。このことから、教員が巡回指導時に学生から苦

手技術を良く聞きだし、職員と連携して指導していく
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必要性があると考えられる。

第 2 の『実習生に対して否定的な反応をする』に関

しては、利用者とコミュニケーションを図っている際

に、利用者から「あなたはプックリと太っているね」

と、おそらく悪気はなかったであろう言葉をかけられ

たデリケートな年齢である女性の学生の評価や、介護

実習に緊張しながらも勇気を持って「お話させてくだ

さい」と利用者のところに行った時に「話したくない」

と言われたり、施設職員の指導のもとに身体介護を実

施しようとした際に「学生さんにさせるのはやめて下

さい」と、利用者から目の前で拒否をされた経験など

がそれにあたる。これも上田（2005）の 10）「利用者

との戸惑い・ショック」の内容と一致した結果となっ

た。

このカテゴリーのアンケート記述によれば、実習生

に対して否定的な利用者に出会ったとき、多くの実習

生はその利用者に対して積極的に近づいていくこと

を躊躇してしまっている。数人の学生は、職員や利用

者から「あっちに行って」などの冷たい態度をとられ

たときのことを、「アウェーな感じ」と表現している。

これはスポーツ選手が相手チームの会場や地元でプ

レーすることを「アウェー」と言い、反応援ムードの

中でプレーするプレッシャーまでを表現した言葉で

あり、これを実習生が感じていると言うのである。

利用者が馴染みの少ない人に介護を任せたくない、

あるいはプライバシーを他人に立ち入られたくない、

という状況であれば、実習生がその利用者に対して近

づき難く感じることは理解できる。しかし介護の専門

職としての立場から考えれば、自分にとって否定的な

利用者に対しても、信頼に立った介護関係を築いてい

く努力が必要であると言える。そうした意識から、自

分に対して否定的な利用者に対しても日々挨拶する

などの行動を続けた少数の実習生については、最終的

に関係が良くなったと感じ、それを実習の成果として

報告する内容の記述がされていた。

第 3 の『実習生が利用者の性格に問題を感じる』に

関しては、感情失禁がある利用者と初めて接した際に

怒鳴られたことなどに対して恐怖心を持つというこ

とや、コミュニケーションを図り利用者のしてくださ

る話を傾聴している際に、その話の内容が家族の悪口

ばかりであったり、そればかりでなく他の利用者の悪

口を吹聴する場面に直面した時に感じた評価のほか、

女性の学生が男性の利用者から実習期間中、数回にわ

たって濃厚なボディタッチをされ、それを誰にも言わ

ずに我慢していたというものがそれにあたる。本研究

は自記式自由記述アンケートからの分析という手法

を実施したため、このようなプライベートでデリケー

トとも言える内容のカテゴリー及びサブカテゴリー

を抽出することができた。

利用者の性格に問題を感じた場合、アンケートには、

対応の仕方が分からずにその方法について悩みなが

らも、利用者に対してできるだけ受容的態度で接しよ

うとその場では努力したという記述が見られた。これ

は受容と共感的理解という学校で学んだ介護の基本

に立ち、実習生が努力をした結果であると考えられる。

しかしこうした一人の利用者との場面をきっかけに、

施設の利用者全般に対しても「利用者は喧嘩する人が

多い」など、マイナス意識を感じているかのような記

述もあり、利用者が何故そのような言動をするのかな

ど、利用者の思いについて考察を深めることや、個別

的な理解を進めるための教育も必要であると考えら

れる。

３つのカテゴリーに含まれない２つのサブカテゴ

リーに関しては、『嫌いな利用者なし』は介護実習Ⅰ

において特に問題ないが、『生理的に苦手な利用者』

に関しては、咳をする利用者や、口から食べ物をこぼ

しながら食事をされる利用者を見た時、褥瘡が進行し

ている様子を見た時、排便の介助を見た時などの場面

に対する学生の評価であった。

第 2、第 3 のカテゴリーとカテゴリーに含まれない

２つのサブカテゴリーにあたる学生の評価は、実習巡

回の時などにも聴くことができる。しかしデリケート

な問題であるために、学生がそのすべてを素直に担当

教員に悩みを打ち明けられるかという問題がある。こ

のカテゴリーのアンケート記述の中にも、実習巡回中

には他の学生が居るため話し辛く、ぎりぎりまで我慢

してから信頼できる教員にＳＯＳとして話しをして、

実習が継続できたというケースがあった。

また利用者の性格に問題を感じていたとしても、利

用者の全てを受容できなければならないと考える場

合や、『生理的に苦手な利用者』がいる場合について

は、苦手意識を持つこと自体に罪悪感を抱きやすい。
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アンケートからも、実習生が利用者の障害や病気に関

する症状を苦手といった内容に対して、介護の職業へ

の適正を否定するような、「（介護について）向いてな

いと思った」などの記述が見られている。

実習生が自信を否定的にとらえるこのようなケー

スについては、実習施設の教育担当者や実習巡回時の

教員がアドバイスをすれば改善可能な意識の場合も

あるが、状況や内容によっては今後の学習意欲や、そ

の先の介護福祉業界への就業意欲の衰えにもつなが

るようなものも含まれていると言える。そのため実習

生が悩みを一人で抱え込まずに相談する逃げ道を作

っておく必要があり、介護実習終了後においても、学

内の振り返りにおいて学校が把握し対応できるよう

にする必要がある。特にこの嫌い（苦手）な項目につ

いては、今後更に詳細な分析を進める必要があると言

える。

V. 結論

本研究の結果、介護実習Ⅰを終了した学生が好き

（得意）と感じる利用者は、親しみがもて、尊敬でき

る存在であり、特に実習生側から見た態度が優しい利

用者であることが明らかになった。また自分を客観的

に認識する力が不足しているため、自己中心的に利用

者の態度を見ている場合があり、この意識を学校と実

習施設の教育により修正することが、介護の理解を深

めるために重要であると考えられる。

介護実習Ⅰを終了した学生が嫌い（苦手）と感じた

利用者は、実習生が関わることを難しいと感じ、特に

関わりに一定の技能を必要とされた場合や、実習生が

利用者の態度に疎外感を感じる場合、性格を受容しに

くい場合に嫌い（苦手）と感じていることが明らかに

なった。これに対しては、学校と実習施設の中での教

育による一定の技能の習得と、実習中に悩みを相談し、

それに対応できる環境が重要であると考えられる。

VI. 本研究の限界と今後の展開

本研究の結果、介護実習Ⅰに向けて利用者主体の意

識を教育する必要があることが明らかになったが、そ

の教育方法と効果については今後の研究の課題であ

る。また介護実習Ⅰの経験から、その後の学習意欲や

介護福祉業界への就業意欲を低下させない為に、学校

に相談しやすい環境が必要であることが明らかにな

ったが、実習生の利用者に対する嫌い（苦手）という

内容の詳細をさらに明らかにしていくことは今後の

課題である。

VII.まとめ

介護福祉士養成施設は、国民の福祉と介護ニーズに

応えるために質の高い介護福祉士を養成していかな

ければならない。かつ今後も介護福祉士が介護を支え

るマンパワーの中核をなす為に、若い人材を介護の現

場に供給していく責務がある。利用者が実習生に笑い

かけてくれたから好きになるのではなく、実習生自ら

が利用者に笑いかけ、話しかけ、傾聴し、共感し、信

頼関係を結び、利用者の笑顔を逆に引き出していくこ

と、そのような介護者としてのあり方を理解して実習

に臨めるように、今後も実習施設と連携し教育を行い、

実習生の意識とその教育方法を研究していく必要が

あると言える。
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1) NAKAHARA Naoto TOKITA Masumi
山野美容芸術短期大学
連絡先:〒192-0396 東京都八王子市鑓水 530

化粧品を使ったリトグラフ

―トナーによるリトグラフを応用したボディペインティングの教材―

Lithograph with cosmetics

-The Teaching materials for body painting with lithograph by applying a toner-

中原 直人 1) 時田 真澄 1)

抄 録

本稿は、美容短大の学生をターゲットとする、リトグラフを応用したボディペインティングの教材開発の報告

である。

版画の一種であるリトグラフの技法のひとつに、コピーのトナーに含まれる油分を利用して製版するというも

のがある。ここで、コピー紙そのものを版、油分の強い化粧品をインク、人体を紙と考えれば、ボディペインテ

ィングとして応用することが可能である。これを教材として利用できるかどうか、その可能性について検討を行

い、模擬授業を通して検証した。

キーワード：ボディペインティング リトグラフ コピー トナー 教材

序文

筆者の働く美容短大の学生は、当然化粧についての

関心が強い。だが、施術の方法論に強く傾倒するあま

り、視野が狭くなってしまうケースが見受けられる。

例えば、教科書や雑誌に書かれた化粧技術だけを参考

として、美術解剖学や皮膚科学といった本質的な部分

の知識や、化粧品の成分といった科学的知識、あるい

は化粧の文化論などを軽視する傾向がある。

学生たちに広い視野を持たせるための教材を開発

する必要がある。そこで、美術表現や科学知識への興

味を掘り起こす良い方法を考えるうち、コピーを使っ

たリトグラフの転写に思い至った。学生たちが強い興

味を示すボディペインティングをきっかけにすれば、

スムーズに導入できるのではないだろうか。また、次

のような点で、学生たちに広い視野を持たせることが

できるのではないだろうか。

1）絵を描くことが苦手な人でも、きれいな作品を

作ることができる。これにより、創作への興味を高

める。

2）水と油の反発を利用するリトグラフの不思議さ。

これにより、科学的好奇心を刺激する。

3）二次元である紙と、三次元である人体との組み

合わせ。これにより、人体の骨や筋肉の形について

意識させる。

さらに、教材としては次のような利点があると考え

られる。

1）特殊な技術や薬品、機材をできるだけ省略した

ため、簡単、安全かつ低コストである。

2）モデルの負担が少ないため、相モデルであって

もほぼ同時に作業ができる。

検討は、まず準備段階として、誰でも簡単に作業が

でき、満足のいく結果を得られるよう、印刷の質を高

めるための工夫を中心に実験を行った。ついで、少人

数のグループで試験を行い、その出来映えと学生たち

の反応を確かめた。さらに、まとまった人数での模擬

授業を行い、アンケート調査を行った。最後に、学生

の反応の観察、およびアンケートの集計結果から、教

材の可能性について検証した。これについて、次のよ

うに 5 章に分けて論述する。

第 1 章では、ボディペインティングを含めた身体装

飾の定義、歴史、先行研究について述べる。

第 2 章では、本教材の技法について述べる。

第 3 章では、模擬授業について報告する。

第 4 章では、アンケートの集計と、教材の検証を行

う。

まとめでは、まとめと今後の展開を示す。
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I. 第 1 章

ボディペインティングの定義と歴史、先行研究

ボディペインティングは身体装飾の一つである。身

体装飾とは、装飾品を身体につけたり、身体を加工・

変工したり、身体を彩色するなどして身体を飾り付け

ることであり、衣服、装飾品、化粧、ピアス、マニキ

ュア、刺青などがそれにあたる。その中でボディペイ

ンティングは刺青の一種に分類される。

風俗史学者・江馬務は「装飾と化粧」のなかで刺青

を大きく３つに分類し、「その一は瘢痕即ち皮膚に刀

の瘡を作って図様を印すもの、その二は塗朱即ち色彩

を皮膚に塗って図様印すもの、その三は刺青即ち針を

皮膚刺し顔料を注入して図様を印すもので、一と三は

永久性、二は一時的の性質を具へる。」としており、

ボディペインティングはその二の塗朱にあたる。

ボディペインティングは、身体彩色、身体変工の中

で最も古い歴史をもつ。古代から人々は粘土や天然染

料を使用し、社会的地位や身分の表示、呪術的意味、

通過儀礼などの目的でボディペインティングを行っ

ていた。

現在でも民族固有の文化として受け継がれている

ものも多くある。例えば、インドやパキスタンで伝統

的に花嫁に施されるメヘンディはヘナの染料を使用

したボディペインティングである。顔に行うものはフ

ェイスペインティングとよばれ区別されることもあ

る。ヒンドゥー教の既婚女性が額につけるビンディー

や、魔除けのために乳児の額に犬などの文字を描く日

本のアヤツコなどは伝統的フェイスペインティング

のひとつである。

古代人のボディペインティングは人類の発展とと

もに進化し、身だしなみやおしゃれを目的とする化粧

や、永久的に保つことのできる刺青や瘢痕という文化

を生み出した。

正倉院「鳥毛立女屏風」の樹下美人像の顔には眉と

唇の化粧のほかに額と口側に花子・花鈿と呼ばれる

紅点が描かれている。奈良時代には化粧としてのフェ

イスペインティングが行われていたことを示す例で

ある。16 世紀のヨーロッパでもホクロを顔に描くこと

が流行した。これは「ビーナスのホクロ」「恋のホク

ロ」といわれる。1940 年代、第二次世界大戦中、物

資不足のヨーロッパでは、ストッキングを履いていな

い足でもきれいに見えるよう、シームラインを眉墨で

描いた。これも足の化粧としてのボディペインティン

グといえよう。

近代になると、これまでとは全く異なる、アートと

してのボディペインティングが現れた。1950 年代末

期から 1970 年代、ヨーロッパ・アメリカ・日本を中

心に展開した反芸術活動（日常的なものを芸術と融合

することにより非日常化する前衛的芸術活動）の中、

パフォーマンス・アートとしてボディペインティン

グをおこなう者があらわれた。例えば、身体全体をキ

ャンバスとして絵を描く、裸体にあたかも衣装を身に

つけているかのようなペインティングを施す、あるい

はモデルが背景に溶け込むようカモフラージュさせ

るペインティングをするなど、身体を日常生活とはか

け離れたアート表現の題材として利用した。この頃か

らボディペインティングはボディアートとも呼ばれ

るようになった。

このようなボディペインティングの進化は、ファッ

ションにも影響を与えた。1950 年代～1960 年代に流

行したポップファッションでは、目の周りや頬などに

花などのフェイスペインティングをすることが流行

した。1960 年代後半のシースルー・ルックの流行時

には、下着を身につけずにボディペインティングを施

し、その上にシースルーのブラウスを纏うファッショ

ンもあらわれた。

1960 年代後半から 1970 年代のサイケデリックや、

ヒッピー文化の流行時には、フラワーチルドレンとい

われる若者たちが愛と平和の象徴である花を顔や体

にペインティングした。このように 1960 年代はボデ

ィペインティングについての考えかたを大きく変え

る時代となった。しかし、いまだボディペインティン

グは奇抜なものと捉えられており、誰でもが気軽にで

きるものにまで一般化はしなかった。

1990 年代末、サッカーブームに伴い、応援する国

の国旗を頬にペインティングするのが流行した。この

ブームに合わせてフェイスペインティング専用の化

粧品も数多く販売されるようになった。これがきっか

けとなって、日本でもフェイスペインティングが一般

化し、誰にでも気軽にできるものとなった。

信仰や伝統・風俗行事に対して関心の薄くなった

現在、ボディペインティングはアート感覚なもの、ア

クセサリー感覚のものとして一般化し、イベントやシ

ョーなどで頻繁に見られるようになった。専用の化粧

品や絵の具の種類も増え、ボディペインティングの目

的や方法に応じて使い分けることもできるようにな

った。

ボディペインティングの技法としては、従来の筆や

スポンジを使用してフリーハンドで描くものだけで

なく、エアブラシを使用して描くことも多くなってき

た。筆やスポンジを使用して描く方法は、少ない道具

で簡単に行うことができるが、ある程度の画力が必要
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で、大きい作品となるとかなりの製作時間がかかるた

めモデルの負担が大きい。その点エアブラシは、一度

に大きい範囲をムラなく彩色でき、繊細なものから大

きいものまでさまざまなデザインに対応できるた

め、筆などで描くより短い時間で仕上げることができ

る。しかし、いずれにしろある程度の画力が必要であ

り、ハンドピースを扱う訓練も必要になる。また、器

具も高価である。さらに化粧品や絵の具を霧状にして

吹き付けるため、それらを吸い込んでしまうという欠

点もある。

ボディペインティングの彩色には、油性カラー・水

性カラーなどの化粧品のほか、アクリルエマルジョン

・ラテックスなどの画材、文具に属するものも多く使

われている。それらは化粧品より安価で使いやすいた

め、使用されることが多いが、安全性は保障されてい

ない。

今回の研究で開発したリトグラフボディペインテ

ィングは、画力や制作時間、安全性、コストなどの問

題点をクリアした新しいボディペインティングの方

法であり、今後のボディペインティングに新たな可能

性を与えるものであると確信している。

II. 第 2 章

リトグラフボディペインティング

ここに示す、リトグラフの原理を応用して行うボデ

ィペインティングをリトグラフボディペインティン

グとよぶこととする。

リトグラフは水と油が反発する性質を利用して

版を作る、版画の技法の一つである。リトグラフの製

版工程は以下のように行われる。

まず、石版やアルミ版などの版材の表面にリトク

レヨンなどの油性の描画材で絵を描く。次に、アラビ

アゴムの作用によって版の表面を親水性に変化させ

る。描画された部分は油分によって守られているた

め、アラビアゴムの影響を受けない。

ここで、版の表面を水で湿らせてからローラー等

を使って油性インクを塗布すると、リトクレヨンの部

分だけにインクが付く。水分がインクを弾くためであ

る。このインクをプレス機で紙に転写することで、リ

トグラフ版画として完成する。

リトグラフボディペインティングは、コピー紙を

親水性、コピーのトナーを親油性として、その親油性

の部分に油性の化粧品を塗布することで版を作る方

法である。

材料・用具

○最低限必要なもの

画像をコピーした紙

アラビアゴム溶液

（新日本造形 SK 液）

油性の強い舞台用化粧品

（三善 クラウンカラー等）

その他、ティッシュ、コットン等

○あるとよいもの

スポンジ

（SK 液の塗布、版の湿しなどに使用）

パウダー、ヘアスプレー

（化粧品を定着させる）

作業工程

1.コピーした紙にスポンジ等で SK 液を塗布する。

2. SK 液を乾燥させる。

3. 濡らしたスポンジでコピーした紙を拭き、SK 液

を洗い流す。以後、常に湿らせた状態を保つ。

4. クラウンカラーを指に取り、描線部分を軽く叩く

ように「インク盛り」をする。

（図 1）インク盛りの様子

5. クラウンカラーを付けた面を肌に向けて、コピー

紙を転写したい部分に置く。

6. 上から軽く手で押さえ、体温でクラウンカラーを

なじませてから、軽く押さえて圧をかける。

7. 静かにコピー紙をはがして、完成。

化粧の保存

施した化粧の保存、あるいは化粧落としについて

の対処法は一般に次のとおりである。舞台用の化粧

品は摩擦に弱く、服にこすれて絵が崩れたり、色移

りしたりすることがある。これはパウダーで落ち着

かせてからヘアスプレーでコーティングすること

でかなり軽減できる。化粧落としにはクレンジング
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剤を使うが、石けんと温水でも落とすことができ

る。

実験で分かったいくつかのこと

舞台用化粧品は、メーカーや色によって性質がか

なり異なっており、透明度の高いものや固練りのも

のは使いづらい。同じシリーズの商品でも、色によ

って透明度や伸びが異なるため、事前のテストが必

須である。

今回は、紙に化粧品をこすりつけることで、その

透明度や伸びの違いを観察した。例えば、グレーや

緑は紙の上でよく伸び、透明度が高く、油が多い印

象があった。赤系は伸びは悪いが、透明度が低く、

しっかりした印象があった。実験では、クレーや緑

は付きが悪く、ムラのある結果になりやすかった。

赤と黒は成功の確率が高かった。

（図２）透明度のテスト

黒の化粧品を使う際には、赤一色などの単色カラ

ーコピーを使うと、化粧品の盛り具合が分かりやす

い。

インクと比べると、舞台用化粧品はロウ分が多い

ため、温度によって定着の度合いが大きく変わる。

皮膚へ転写する際に、蒸しタオルを使って温めると

よい。さらに、蒸しタオルは紙についた余分な水分

を吸い取るので、結果が鮮明になる。

版にトレーシングペーパーを使うと、コピー紙よ

りも水に強く、インク盛りも鮮明である。しかし、

50g/㎡以下のトレーシングペーパーはコピー機で

紙詰まりし易いという欠点がある。逆に、50g/㎡以

上のトレーシングペーパーは通気性が悪く、肌に乗

せた時に気泡が入り易いうえに、肌の曲面になじみ

にくい。メーカーによっては極端に水に弱い製品も

あるため、さらに調査する必要がある。

III. 第 3 章

少人数グループでの事前講習会

本学学生のなかから有志 5 人に協力してもらい、

事前講習会を行った。この事前講習会の目的は、初

めてリトグラフボディペインティングを行う人

が、どのような反応をするか、初めての人にとって

の問題点はどこかといったことを調べるためであ

る。

講習会では、まずリトグラフの原理を理解しても

らうために、リトペーパー（新日本造形）を利用し

て通常のリトグラフの制作工程を学生に示した。リ

トペーパーにクレヨンで描画し、SK 液で処理して

から、版画インクをのせて印刷するまでの一連の流

れを口頭で説明しながら提示した。リトペーパーの

版がもろく、1 枚しか印刷できなかったため、十分

な説明ができなかった。

続いて、学生に図像をコピーした紙を渡し、SK

液を塗らせた。画像はあらかじめこちらで用意して

おいた。乾燥した SK 液を洗い流したのち、クラウ

ンカラーの赤を使ってインク盛りをさせた。クラウ

ンカラーの赤と黒が良い結果を得やすいという実

験結果を反映させたためである。

学生たちはリトグラフを初めて経験したため、コ

ピーの黒い線の上だけに赤いクラウンカラーが載

る様子にかなり興奮していた。「子どもの時にやり

たかった」という意見もあった。

インク盛りの様子を見計らい、蒸しタオルの使い

方を説明した。インク盛りでは雑な作業をする学生

もいたが、蒸しタオルの効果もあって、1 人を除い

て最初からきれいに転写することができた。その 1

人もインク盛りをやり直すことで満足のいく画像

を得ることができた。

その後、それぞれがベビーパウダーとヘアスプレ

ーで画像を固定した。解散後、学生たちがボディペ

インティングを落とさないで帰ったことからも、よ

い手応えを得たと実感できた。

この講習会により、初めての学生でもごく簡単に

鮮明な画像を転写することができることが分かっ

た。作業時の注意点としては、インク盛りの終わっ

たコピー紙を肌にのせる際、また蒸しタオルで押さ

える際に、紙がずれないようにすることが大切と分

かった。

模擬授業

希望者 15 人を対象に模擬授業を行った。内容は

基本的に少人数グループでの講習会と同様のもの
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とした。前回の講習会に参加した学生 2 人がアシス

タントとして協力してくれた。

数種類の図像をコピーした紙を用意し、好きなも

のを学生に選ばせてから、SK 液を塗らせた。SK 液

の乾燥を待つ間に、リトグラフのデモンストレーシ

ョンを行った。（図 2、図 3）

講習会での反省から、アルミ版を用いてリトグラ

フの制作工程を学生に示した。事前にアルミ版にダ

ーマトグラフで描画し、SK 液で処理し、チンクタ

ーで描画部を補強したものを用意しておいた。これ

により、版画インクをのせて印刷するまでの作業工

程をトラブルなく説明できた。水と油の反発を分か

りやすく見せるため、青色インクを使って印刷し

た。

図 2 リトグラフのデモンストレーション

（図 3） リトグラフの仕組みの解説

乾燥した SK 液を洗い流させ、クラウンカラーの

赤を使ってインク盛りをさせた。講習会と同じよう

に、水と油の反発をみておもしろがっている様子が

見て取れた。当初の目的のひとつである、科学的好

奇心を刺激するという意味では、成功したのではな

いかと考えている。（図 4、図 5、図 6）

（図 4） 赤のクラウンカラーを盛る

（図 5） 作業光景

インク盛りができた学生から、転写を行った。こ

こでも蒸しタオルを使ったため、鮮明な画像を得る

ことができた。転写がうまくいった学生は、簡単に

繊細な画像を得ることができることを喜んでい

た。（図 7、図 8、図 9、図 10、図 11）

（図 6） 作業光景

インク盛りができた学生から、転写を行った。こ
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こでも蒸しタオルを使ったため、鮮明な画像を得る

ことができた。転写がうまくいった学生は、簡単に

繊細な画像を得ることができることを喜んでい

た。（図 7、図 8、図 9、図 10、図 11）

（図 7）蒸しタオルの使い方の説明

（図 8）緊張の瞬間

（図 10）パウダーで固定

（図 9）転写成功

（図 11） スプレーでコーティング

IV. 第 4 章

アンケート調査

模擬授業に参加した学生 15 名を対象に、ボデ

ィアートに関するアンケート調査を行った。（ア

ンケート紙は文末）
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なお、本稿ではアンケート項目のうち、問 1 か

ら問 9までのボディペインティングに関する質問

についてのみ検討する。問 10 以降では身体装飾

のひとつとしてのタトゥに関して質問した。この

質問を入れた理由は、美容に興味のある学生がタ

トゥに対してどのような関心を抱いているのか

に興味があったためである。しかし、一般的な傾

向を見るにはサンプル数が少ないため、今回は詳

述しない。サンプル数を増やすなどの対応の後に

検討したい。

アンケート集計と分析

問 1.) リトグラフの原理を知っていましたか？

1.)美術の授業等でやったことがある 1 名

（7%）

2.)やったことはないが知っていた 0 名

3.)知らなかった 13 名（87%）

＜有効回答数 14 無回答 1＞

リトグラフについての知識はほとんどないよ

うである。経験者の一人は美術系の高校の出身

者。

問 2.）リトボディぺでよいと思ったことはありま

すか？（複数回答可）

1.)簡単だ 11 名（34%）

2.)早い 7 名（22%）

3.)きれい 12 名（38%）

4.)その他（面白い） 2 名（6%）

＜有効回答数 32 無回答 3＞

好意的な反応が多かった。チェックを複数入れ

た学生が多かったことも、好意的な反応のあらわ

れであろう。

問 3.）リトボディぺをやってみて、難しかったこ

とはありますか？（複数回答可）

1.)リトグラフの理屈がよくわからない 2 名

（13%）

2.)薬品を塗ったり、肌に転写したりする作業が

難しい 7 名（44%）

3.)期待したような結果にならなかった 1 名

（6%）

4.)その他（仕上がりが予測できない） 2 名

（12%）

（特になし） 1 名（6%）

＜有効回答数 13 無回答 3＞

転写の作業が難しかったようである。この技法

は紙を裏返して肌にのせる際、あるいは蒸しタオ

ルで押さえる際にずれてしまいがちである。この

ことは克服すべき欠点のひとつと考えている。

問 4.）リトボディぺで、気になることや、嫌なこ

とはありましたか？（複数回答可）

1.)薬品が肌に悪い影響をおよぼさないか不安

だ 5 名（33%）

2.)作業をしていると汚れるので嫌だ 1 名

（7%）

3.)転写したものがこすれて汚くなってしまう

のが嫌だ 4 名（27%）

4.)その他 （ずれる） 1 名（7%）

（グラデーションじゃない） 1 名（7%）

（特になし） 1 名（7%）

＜有効回答数 13 無回答 2＞

特に肌が弱い学生が一人いて、転写部が赤くな

ってしまったと不安がっていた。赤い部分が広範

囲だったため、転写の際に使う蒸しタオルで暖ま

ったことが原因のようにも見えたが、今後の講習

会で注意して観察する必要があるかもしれない。

問 5.）リトボディぺを使って、どんなことができ

ると思いますか？（自由記述）

・難しい絵でも土台ができていればきれいに

うつると思った

・ヘアショーはもちろん、普段の気軽なオシャ

レにもつかいやすい

・ヘアショーでの活用 （2 名）

・興味のある人にはとても簡単で早いので浸

透していきそう。

・こまかい模様等でアミタイツなど

＜有効回答数 6 無回答 8＞

筆描きではできない精細な画像が簡単に転写

できることを理解してもらえたようである。手軽

にできるキットのようなものがあるとよいかも

しれない。

問 6.) ボディペイントに興味がありますか？

1.)ある 14 名（93%）

2.)ない 0 名
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＜有効回答数 14 無回答 1＞

無回答の一人を除いて、全員が興味あると答え

てくれた。もちろん、ボディペインティングの講

習会に自主参加している学生たちの回答である

ため、当然の結果ではある。なお、無回答の一人

は問 6 から問 15 まで無回答での提出であった。

問 7.) 今までにボディペイントをしたことがあ

りますか？

1.)人にしたことがあり、やってもらったことも

ある 2 名（14%）

2.)人にしたことがあるが、やってもらったこと

はない 1 名（7%）

3.)人にしたことはないが、やってもらったこと

はある 2 名（14%）

4.)人にしたことはないし、やってもらったこと

もない 9 名（64%）

＜有効回答数 14 無回答 1＞

問 8.）それはどのような機会ですか？（自由記述）

ヘアショー 3 名

芸術祭 1 名

＜有効回答数 4 無回答 11＞

問 9.）ボディペインティングをやってみて、難し

かったこと、苦労したことはありますか？（自由

記述）

・のびる/よれる/ゆがむ 3 名

＜有効回答数 3 無回答 11＞

参加者の多くが一年生であったため、ボディペ

インティングの経験があるものは少なかった。一

度自分で苦労した経験があると、従来技法とリト

グラフボディペインティングの違いについて、具

体的な意見がもらえたかと思う。

身体の動きに伴う皮膚の伸びや歪みについて

も、ボディペインティングの経験がないとなかな

か理解しづらいのではないだろうか。

逆に言えば、リトグラフボディペインティング

でボディペインティングの経験を積むことで、皮

膚や身体について興味を呼び起こすことができ

る可能性があるということである。

リトグラフボディペインティングと既存のボディペ

イント、タトゥーシール、転写シート等との違い

サッカーの応援や、演劇、ショーなどで使われるボ

ディペイントは、施術者の画力次第で完成度が決ま

るという問題がある。また、施術にかかる時間が膨

大であるため、モデルへの負担も大きい。タトゥー

シールは既成のデザインの中からしか選べないと

いう欠点がある。インクジェットプリンタを利用し

た転写シートや、印刷物をコピーできる転写シート

はかなりのコスト高になる上、コンピュータやプリ

ンタを準備する必要がある。

今回の化粧品を使った転写では、上記の問題がク

リアできるメリットがある。つまり、施術者の画力

に関係なく、短時間で施術でき、コピー元を工夫す

ればどのようなデザインも可能であり、1 回あたり

のコストが安い。

さらに、化粧品を利用しているためアレルギー等

の心配が非常に少ない。SK 液は化粧品ではない

が、主成分であるアラビアゴムは食品にも使われる

成分である。ただし、肌の弱い部分に付着すると刺

激を感じることがある点は注意しておく必要があ

る。実際には、作業時に洗い流してしまうものであ

るため、肌に付着する量は少ないと考えて良いと思

う。

前述した通り、今回の模擬授業では肌が赤くな

り、不安を訴えた学生が一人いた。赤くなった部位

から見て、蒸しタオルによって暖まったためと思わ

れるが、今後はより慎重に作業する必要があるだろ

う。

V. まとめ

まとめ

事前講習会と模擬授業を通して、未経験者でも簡

単に満足できる結果を得ることができることがわ

かった。

当初の目的である学生たちに広い視野を持たせ

るための教材の開発、および、それによって絵を描

くことが苦手な人に自信を与え、美術表現や科学知

識への興味を掘り起こし、人体の構造について考え

させるという当初の目的にも手応えを感じ取るこ

とができた。

今後の展開

ワークショップ等を利用して、子どもたちへの展

開も考えていきたいと考えている。化粧品を使うた

め安全性が高く、また技術的に難しい部分はほとん

どないため、子どもたちにも制作が可能である。

例えば、コピー機を利用してコラージュ作品を作
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り、それをボディペインティングで体に転写し、フ

ァッションショーや演劇へと展開するなど、造形あ

そびや身体表現活動へと広げていくことも考えら

れる。

ボディペインティングや身体変工がもたらす教

育的効果の調査や、リトグラフボディペインティン

グの教材としての可能性の展開、安全性などいくつ

かの問題点の解決など、今後さらに研究を進めてい

きたいと考えている。
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八王子学童及び生徒の美容と清潔に関する意識調査
Investigation of consciousness for beauty treatment and cleanliness of

schoolchild and students in Hachiouji
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鎌田 正純 富田 知子
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八王子市の小中学生と、本学のオープンキャンパスに来場した高校生を対象に、美容と清潔についてのアンケ

ート調査を実施した。その結果、小中学生において、シャンプーや洗顔などの洗浄に関するものは「おしゃれ」

よりも「清潔」と捉えられている一方で、髪や顔以外の部分に使用するものに比べると、比較的おしゃれに近い

ものとして考えていることがわかった。この結果から、八王子市の小中学生に身だしなみを身に付けるための教

育支援について考察した。

キーワード：美容 清潔 洗顔 八王子 学童

Ⅰ 緒言

１．美容行為

一般的に美容という言葉は、幅広く使用されている。

例えば、美容整形、レーザー美顔などの公的医療保険

適用外の医療行為から、美容室、エステティックサロ

ン、ネイルサロンで行なう行為、さらには、日常的に

行なうメイクアップや洗顔、洗髪のように、自分自身

で簡単に行なうことができる行為まで様々なものが

ある。日本語における美容とは、「人を美しくするこ

と」全般を示し、そのための手法は問われない。この

ような広義に人を美しくする言葉は、英語をはじめと

する他の言語では、ほとんどみることができない。

しかし、美容師法による「美容」とは一般的な「美

容」という言葉よりその定義される範囲は狭い。また、

美容師は医療行為を伴わない美容行為の大部分をそ

の職域とすることができ、その中でも美容室は代表的

な職場である。

時代と共に変化する「装飾的な美しさ」は本来の健

全な美しさの上で成り立つものであると考える。そし

て、美容師とはこの様な「装飾的な美しさ」を生業と

し、接客業であり、技術を提供する仕事である。

接客と技術を必要とする職業は数多くあるが、美容

師や理容師のように、人の体に直接接し、お客様と一

対一で対応する職業は限定される。さらに、心を通わ

せてお客様の求める「美しさ」というものを理解しな

ければ成立しない仕事である。美容師は心身ともに密

接に関わる珍しい職業であり、専門的な技術を除き、

すべての職業に必要なものを包括しているように思

う。このように、職業としての美容を学ぶことは、職

業意識形成ならびに、人と人のつながりを深めていく

ための訓練としてとても良いものであると考えてい

る。美容師は、子供たちにとって全く関心のない職業

ではなく、比較的関心の高い職業であると思われた。

職業としての美容は、法律的に区分され、実施でき

る行為がある程度限定されているが、自らの手で毎日

のように行っている美容行為もある。その一つに化粧

が挙げられる。

身体を清潔にするための石けん、シャンプー、ハン

ドソープ、ボディソープ、また地球環境の変化に伴い

その必要性が急速に高まりつつある紫外線防御のた

めのサンスクリーン剤（日焼け止め）の使用も、化粧

という行為のひとつである。これは、老若男女問わず、

日常生活において欠かせない行為であり、生まれてか

ら死ぬまで化粧を行っているということになる。

２．子供に求められる美容

ところで、「おしゃれ」と「清潔・衛生」の違いは

どこにあるのであろうか。



山野研究紀要 第 18 号 2010 43

広辞苑には、おしゃれとは「見せかけを良くするた

めに服装や化粧に気を配って実を飾ること」とある。

一方、清潔とは、「汚れがなくきれいで衛生的である

こと」、衛生とは、「人の健康を保持し、増進すること」

とある。基本的に「おしゃれ」は、外見を美しくする

ためだけにヘアースタイルやメイクアップを施すこ

とであるが、そもそもの皮膚や毛髪が汚れている場合

や、ダメージを受けた状態では、十分に外見の美しさ

を演出することができない。一方、「清潔・衛生」は、

健康の保持、疾患の予防・治療などを通じて体の内面

を美しくすることであるが、寝癖があったり、髪がボ

サボサだったり、衣類が乱れていたりすると、外見的

に衛生的には見えない。すなわち、「おしゃれ」と「清

潔・衛生」は切っても切れない密接な関係にある。

筆者らは、八王子市やその外郭団体が主催する児童

館・子供シティーや学園天国において、児童や生徒の

美容やおしゃれへの関心が強いと感じた。その一方で、

ネイルのカラーリングやネイルアートというような

美容を楽しむ前に、清潔・衛生というものが必要であ

ると感じた。

現在小学校や中学校、高等学校で、このＴＰＯに基

づく「おしゃれ」のあり方についての様々な教育は家

庭科などの教科において行なわれているようである。

しかしながら、これは服装やマナーに関することが中

心であり、ヘアースタイルや美容のための「清潔・衛

生」ではない。ヘアースタイルのあり方や美容のため

の「清潔・衛生」を小学校、中学校や高等学校におい

ても、教育すべきであると考えている。

３．本提案の目的

本研究提案では、まずは美容の面からこの「質」を

体感し、将来の八王子を支える人々に、「清潔が美容

の基本であること」と「仕事感」を知ってもらう機会

を提案したい。美容での「質」を考えると、「本当の

美しさ」がまず始めに問われるところである。本当の

美しさは飾りたてることから始まるのではない。もち

ろん時代を生きる上での装飾性も大切であるが、これ

は健全な美しさの上に付加されるものであるべきだ

と考える。子供たちには、美しさの基本となる清潔と

衛生、すなわち「身だしなみ」を身に付けることの支

援を行ないたいと考えている。

Ⅱ 研究方法

１．アンケート項目と実施方法

（１）高校生への調査

本学のオープンキャンパスに来場した高校生（1 年

生、2 年生、3 年生）を対象に、アンケート用紙を配

布し、記入後に回収した。調査対象者は、127 名（男

性 11名、女性 116 名）で、調査は 2007 年 9 月に実施

した。調査項目は「美容師はどのような職業人に見え

るか」「美容師という仕事をしてみたいか」等、美容

と職業意識に関する項目が 8 項目。「『清潔』『おしゃ

れ』『健康』の為に使用すると思われるものはそれぞ

れ何か（選択式）」やドライヤーの使用について等、

美容に関する項目が 19項目（参考資料参照）。毛髪色

やファッションに関する項目（本課題とは別途実施し

たアンケート項目）が 13 項目。計 40 項目とした。

（２）中学生への調査

本学近隣の中学校 1校の 2年生および 3年生を対象

に、アンケート用紙の配布と回収を中学校教員に依頼

し、記入後に回収した。調査対象者は、155 名（男性

86 名、女性 69 名）で、調査は 2007 年 10 月に実施し

た。調査項目は「美容師はどのような職業人に見える

か」「美容師という仕事をしてみたいか」等、美容と

職業意識に関する項目が 8 項目。「『清潔』『おしゃれ』

『健康』の為に使用すると思われるものはそれぞれ何

か（選択式）」やドライヤーの使用について等、美容

に関する項目が 19 項目。毛髪色やファッションに関

する項目（本課題とは別途実施したアンケート項目）

が 11 項目。計 38 項目とした。

（３）小学生への調査

本学近隣の小学校 1校の 5年生および 6年生を対象

に、アンケート用紙の配布を小学校教員に依頼し、記

入後に回収した。調査対象者は、172 名（男性 107 名、

女性 65 名）で、調査は 2007 年 10 月に実施した。調

査項目は「美容師の仕事をみてどのように感じるか

（選択式）」「美容師という仕事をやってみたいか（選

択式）」等、美容と職業意識に関する項目が 4項目。「シ

ャンプーの回数や、シャンプーの目的は何か（選択式）

等、美容に関する項目が 3 項目。毛髪色、髪型に関す

る項目（本課題とは別途実施したアンケート項目）が
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2 項目。計 9 項目とした。

Ⅲ 研究結果

１．美容用品の使用目的

シャンプー・ヘアリンス・ヘアコンディショナー・

整髪剤・顔を洗う石鹸・洗顔フォーム・ボディーシャ

ンプー・身体を洗う石鹸・ドライヤーの 9項目につい

て、どの様な目的で使われていると思うか質問した。

その結果は、図-1 から図-4 に示した。

清潔のために使用するものとして、シャンプーは中

高生共に 95％以上、洗顔フォームは 80％以上と、基

本的に「洗浄」に使用するものが多かった(図-1)。一

方、中学生では、コンディショナーやリンスも半数以

上が清潔のために使用すると回答し、コンディショナ

ーやリンスはシャンプーの延長で使用するものであ

り洗浄の一連の作業として捉えられている傾向が強

いようである。

おしゃれのために使用するものは、高校生、中学生

共に、整髪料とドライヤーが 60％以上を占めた(図-2)。

清潔が「洗浄」のイメージが強いものであるのに対し、

こちらは形をつくるものが中心であった。

健康のために使用するものとしては、シャンプー、

ボディーシャンプー、洗顔フォームを選択する人が多

く、清潔にすることが健康に繋がるという意識を、多

くの高校生、中学生が共通して持っていることがわか

った(図-3)。

気分転換のために使用するものは、整髪料が多数を

占め、生徒にとって、整髪料を使用していつもと違う

髪形にすることが気分転換になると考えられる(図

-4)。

２．美容用品の購入と使用頻度

各種美容用品の購入と使用頻度についての調査結

果は、図-5 から図-8 にまとめて示した。

中学生は自分の意思で決めるのは 39.6％であり、残

りの 60.3％は家にあるものを使うと答えているのに

対して、高校生の 73.4％が自分の意思で使用するシャ

ンプー剤を決めている（図-5）。これは、年齢が上が

り、美容に対する関心が大きくなることや、高校生に

なるとアルバイトをして、自分でシャンプーを買うこ

とも出来ることも一因と考えられる。また、周りにそ

のような友達が増えることで、「このシャンプーが良

い」などという情報が増えることも推察される。ヘア

リンスの選び方についても、シャンプーと同様の理由

で、高校生の 73.6％が自分の意思で決め、中学生は

52.3％が家にあるものという結果になったと思われ

る（図-6）。

洗髪の頻度に関しては、小学生、中学生、高校生の

いずれも1日に1回以上が70％以上を占めた。しかし、

中学生おいては週に 1 回という回答もあった。適切な

洗髪の頻度は、体質や生活環境によって様々だが、「顔

面や頭皮では皮脂腺が他の身体の部位と比べると5倍

～10倍多い。頭皮は毛が生えている分だけ顔面より汚

れの量も多い。顔を毎日洗うように、少なくとも 1 日

1 回は必ず洗う必要がある。」
1)
という意見もある。シ

ャンプーのしすぎは、かえって毛髪を傷めてしまうの

ではないかという疑問を抱くかもしれないが、ポピュ

ラーサイエンス ヘアケアの科学
2)
によれば、「髪の

毛の損傷は、髪の長さ、パーマ、カラーの影響が大き

く、シャンプーの影響は非常に小さい。洗髪頻度が高

くなっても髪の毛が細くなることはなく、かえって洗

髪頻度の低い人の方が傷んでいた。」とある。特に、

新陳代謝の活発な児童に関しては、1 日 1 回は必ず洗

髪をすることが必要であると考えられるが、年齢の低

下とともに、洗髪回数の少ない人の割合が増える傾向

が見られた。

なお、全国の保育園、幼稚園、小学校などで、アタ

マジラミの感染者が増えているという報告もある
３ )

。

このような害虫の駆除を行うことは美容の範囲では

ない。また、通常のシャンプーにより駆除できるもの

でもない。しかしながら、日常的にシャンプーやスタ

イリング剤などにより髪の手入れを行うことで、アタ

マジラミに限らず、自分自身の毛髪や頭皮の異常にも

気づきやすくなると思われる。

これらのことを総合して考えると、1 日に 1 回はシ

ャンプーを用いて洗髪するという習慣を身に付けて

いくことは必要なことであると考えられる。しかしな

がら、風邪やインフルエンザなどの感染症予防のため

に指導される手洗いの方法のように、学校でシャンプ

ーのやり方を指導されることは、ほとんどないと思わ

れる。上述のように、毎日の洗髪で毛髪を傷めること
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は基本的にはほとんどないと思われるが、洗髪の方法

を間違えると、著しいダメージを毛髪と頭皮に与える

ことになる。正しいシャンプーの方法についての指導

は必要であろう。

スタイリング剤の使用については、高校生の 85.6％、

中学生の 43.5％が自分の意思で決めている(図-7)。ま

た、中学生では、スタイリング剤を使わないが 37.7％

であった。高校生になると使用率が上がることがわか

る。また、ドライヤーに関しては、共に家にあるもの

を使うが多数を占めており、シャンプー、リンス、ス

タイリング剤を自分の意思で決めている多くの高校

生も、ドライヤーに関しては、自分の意志で決めてい

る人は少ない(図-8)。また、23.4％の中学生は使用し

ないと回答した。

先に示した結果に見られるように、スタイリング剤

やドライヤーの主な使用目的は「おしゃれ」のためで

ある。そして、特に自分自身の体に直接的に散布また

は塗布するスタイリング剤については好みがあるた

めに、自分で選ぶ高校生が多いものと思われる。一方

で、中学生での使用率が少ない理由としては、男子生

徒の髪型（短髪で不要）や校則による部分が大きいも

のと思われるが、シャンプーなどと同じく、金銭的な

部分も関与している可能性もある。

スタイリング剤やドライヤーは、寝癖などの基本的

な身だしなみ（清潔感）の上でも必要なものであり、

必ずしも「おしゃれ」のためだけにあるものではない。

また、どのようなヘアースタイルまでが「おしゃれ」

であり、どのようなスタイルまでが清潔感を演出する

ものであるかの明確な区別は難しい。教育の一部とし

てのスタイリング剤やドライヤーの使い方を指導す

る場合には、「身だしなみを整える」ということを意

図-1 清潔のために使用するもの（％）

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

ヘアシャンプー

ヘアリンス

ヘアコンディショナー

整髪剤（スタイリング剤）

顔を洗う石鹸

洗顔フォーム

ボディーシャンプー

身体を洗う石鹸

ドライヤー

高校生 中学生

図-2 オシャレのために使用するもの（％）

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

ヘアシャンプー

ヘアリンス

ヘアコンディショナー

整髪剤（スタイリング剤）

顔を洗う石鹸

洗顔フォーム

ボディーシャンプー

身体を洗う石鹸

ドライヤー

高校生 中学生

図-3 健康のために使用するもの（％）

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

ヘアシャンプー

ヘアリンス

ヘアコンディショナー

整髪剤（スタイリング剤）

顔を洗う石鹸

洗顔フォーム

ボディーシャンプー

身体を洗う石鹸

ドライヤー

高校生 中学生

図-4 気分転換のために使用するもの（％）

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

ヘアシャンプー

ヘアリンス

ヘアコンディショナー

整髪剤（スタイリング剤）

顔を洗う石鹸

洗顔フォーム

ボディーシャンプー

身体を洗う石鹸

ドライヤー

高校生 中学生
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識して行なう必要があると思った。

ドライヤーの使用については、高校生は朝と夜に使

用する人が半数以上であり、中学生は夜のみが 48.3％

となった。これは、高校生になると朝のヘアスタイリ

ングもしくは朝にシャンプーする人が多いのに対し

て、中学生では、主に髪の毛を乾かすためにドライヤ

ーが使用されていることがわかる。高校生はおしゃれ

への意識向上とともに、通学距離が中学生時代よりも

長くなり、電車通学等で他人の目が気になるというこ

とも要因のひとつであると考えている。

そのことを示すようにドライヤーの使用時間につ

いては、おしゃれを重視すると思われる高校生は 5～

15 分が 59.3％で、乾燥を重視している中学生は 5 分

以内が 55.6％であった。髪の長さや量なども関係して

くるが、高校生の方がドライヤーに時間をかけている

ことがわかる。また、朝、ヘアースタイルにかける時

間については、高校生は 5～15 分が 40.8％で、30 分

以上が 4.8％であったのに対して、中学生は、5 分以

内が 55.6％。30 分以上は 0.8％であった。なお、自分

一人でヘアスタイリングをする人が、共に 85％以上。

家族に手伝ってもらうという人は少なかった。

また、ヘアースタイルに不満を抱いている人は、中

学生では 10.0％、高校生では 27.2％であった。一方、

満足しているは、中学生 18.6％、高校生は 16.0％。

これらの結果を見る限り、自分自身の髪・髪型に、何

かしら不満や悩みを抱えている人が多いと感じた。こ

のような不満が自らのヘアースタイル作りに対する

ものなのか、美容師の作りあげるヘアースタイルに不

満があるのか明らかではないが、美容師とのコミュニ

ケーション不足か、ヘアースタイルの作り方を知らな

いことに起因するものであり、美容というものをしっ

かりと考える場を作ることが大切であると感じた。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

シャンぷー 自分の意志で選ぶ シャンぷー 家にあるものを使う

シャンぷー 使わない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

自分の意志で選ぶ 家にあるものを使う 使わない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

自分の意志で選ぶ 家にあるものを使う 使わない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

自分の意志で選ぶ 家にあるものを使う 使わない

３．ヘア以外に使用する化粧品について

(１)スキンケアとメイクアップ

スキンケアに関する基礎化粧品をはじめとする

様々な化粧品の使用については、高校生は洗顔フォー

ムについては自分で選ぶが、ボディーシャンプーは家

にあるものを使うようである(図-9、10)。同じ洗浄に

使用する化粧品であるが、顔に使用するものと身体に

使用するものということで、意識の違いがあるようで

ある。中学生は、洗顔フォーム、ボディーシャンプー

共に家のあるものを使うが多数であった。

化粧水の使用については、中学生は 50％が使わない、

毎日使用するが 25.6％であり、高校生は 77.8％が毎

日使用するという結果が得られた。年齢の違いもある

ことが一因であると思われるが、これは、メイクアッ

プをする割合も関係していると考えられる。メイク落

としをすれば、通常の洗顔より乾燥などを引き起こし

やすい。メイクアップを毎日行っていると答えたのは

図-5 シャンプーの購入について

図-6 リンスの購入について

図-7 スタイリング剤の購入について

図-8 ドライヤーの購入について
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中学生の 4.5％、高校生の 33.9％であった。学校にも

メイクアップをして行っているようである。また、中

学生の 15.5％、高校生の 75.6％が買い物などの外出

時には使用していると回答している。学校に行く日と

比較すると、使用率が大幅に増えている。パーティー

などの祝宴などに中学生の 16.8％が使用し、高校生の

77.9％が使用すると回答している。この値は、買い物

に行く際と大きな違いは見られない。高校生になると、

休日にメイクアップする率が大幅にアップしており、

本学のオープンキャンパスでも、メイクアップをした

高校生を多く見かけた。対象の高校生は女性が多かっ

たことも影響すると考えられるが、中学生や高校生向

けの雑誌などにも、メイクアップの仕方やコスメ情報

が沢山載っていることから、メイクアップする率が高

くなっているものと思われる。

(２）紫外線防御

近年、紫外線の悪影響がいろいろと知られるように

なってきた。サンスクリーン剤は、スキンケアとして、

子供のうちから使用することが求められている化粧

品である。そこで、サンスクリーン剤の使用状況に関

する調査を行なった。

散歩などで屋外に出る際に使用する中学生は

14.8％で、高校生は 59.2％であった(図-11)。屋外で

スポーツする際に使用する際に、中学生の 55.6％が使

用しないが、高校生は 72.0％が使用していた(図-12)。

海・プールに行く際にも、中学生は 65.8％が使用する

に留まったが、高校生は 77.8％が使用していた(図

-13)。これらの結果から、中学生の紫外線の影響に対

する意識が低いと感じた。さらに小学生になると、さ

らに使用率は低くなり、日差しの強い日に使用するの

という児童は 19.4％で、海や山で使用する児童も 50%

以下であった。紫外線の人体に与える影響が明らかに

なってきているにも関わらず、おしゃれのために使用

する化粧品類と同様な使用傾向があった。本アンケー

トでは、サンスクリーン剤の使用目的や意義を知るこ

とができなかったが、メイクアップ化粧品などと同じ

位置づけに考えられている可能性がある。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

自分の意志で選ぶ 家にあるものを使う 使わない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

自分の意志で選ぶ 家にあるものを使う 使わない

Ⅳ 考察

アンケートの結果をみると、シャンプーや洗顔など

の洗浄に関するものは、おしゃれよりも「清潔」のた

めに行なっているものであることが明らかになった。

図-9 洗顔フォームの使用について

図-10 ボディーシャンプーの使用について

図-11 散歩や買い物時に日焼け止めを使用するか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

使う 使わない

図-12 屋外でのスポーツに日焼け止めを使用するか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

使う 使わない

図-13 海やプールで日焼け止めを使用するか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

中学生

使う 使わない
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時間経過 実施事項 教員 生徒・児童 注意点

0 分 美容－衛生とお

しゃれの関係

・「美容」につ

いて質問する。

・毎日している

化粧は何か質

問。

・洗顔も化粧と

いうことを知ら

せる。

・おしゃれと清

潔は、とても近

い関係である。

質問を選択方式

にすることによ

り、できるだけ

多くの生徒に発

言の機会を与え

る。

5 分 シャンプー方法 別紙１に沿って

進める。

③〜⑧手を動か

す。

⑪やってみせ

る。

黒板に、手順を

大きく貼る。

③〜⑧手を動か

す。

全員がわかって

いるか、１つ１

つ確認しながら

進める。随時質

問を受け付け

る。洗髪＝頭皮

を洗う

18 分 洗顔方法 別紙２に沿って

進める。

⑤〜⑨手を動か

す

⑤〜⑨手を動か

す。

奇麗な手で、泡

で洗う。

30 分 質問／まとめ いつもと比べて

どうだったか質

問。

シャンプー、洗

顔以外の質問も

受け付ける。

日常生活を見直

してみる。

外見のおしゃれ

の前に、清潔に

することの大切

さに触れてもら

う。

40 分 終了

図－14 小学生に実施する授業の指導案
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その一方で、ボディーシャンプーなど顔や髪以外の部

分に使用するものに比較すると、シャンプーや洗顔フ

ォームなどは、自分で好みのものを選択する割合が多

いことが明らかになった。これらのことから、シャン

プーや洗顔は、清潔に関わるものであるが、比較的お

しゃれというものに近い位置にあるものと考えてい

る児童や生徒が多いものと推察された。

一般的にシャンプーや洗顔の方法については、小学

校や中学校で教わることがない。「美容の底辺を支え

るのは、身だしなみ、すなわち清潔であり、衛生的で

あることである。この身だしなみは、清潔感、そして

美しい立ち振る舞い、明るい笑顔である」。そこで、

清潔のなかでも比較的おしゃれに近く興味を持ちや

すいと思われる、洗顔やシャンプー方法の指導を通し

て、子供たちに、美しさの基本となる「身だしなみ」

を身に付けることの指導が出来ないか考え、小学校、

中学校、高校の授業時間内に、洗顔やシャンプー方法

を指導するための指導計画を作成した。本論文では、

小学生を対象とした洗顔方法の指導案の一部を図－

14 に示した。

小学生には洗顔やシャンプーの必要性から、基本的

な洗顔方法、シャンプー方法を指導したい。中学生、

高校生においては、洗顔やシャンプーの必要性はもち

ろんのこと、整髪料やメイク用品の使用率の上昇に従

い、基本の洗顔、シャンプー方法に加えて、洗顔後シ

ャンプー後のケアやドライヤー等の使用方法の指導

も必要となると考えられる。しかし、これらの指導は

清潔とおしゃれの境界線が明確ではなく、集団生活を

過ごす学校で指導するには、さらに詳細な調査・検討

や打合せが必要であると考えている。

また、清潔について伝えるために、数人の生徒の手

の菌、頭の菌を採取し、培養しておいて見せたり、頭

皮のスコープによる画像を見せるのも良いと考える。

頭皮の汚れを知ってもらった上で、ブラッシングとシ

ャンプーを組み合わせ、的確なシャンプーの仕方を知

ることも効果的であると思われるが、事前準備などが

必要になることと、多少の機材などが必要になること

から、今回の指導案には掲載を省略した。

また、日焼け止めの使用に関する指導は、その塗り

方などは全身を対象とするものであり、全身にきれい

に塗る方法をどのようにして良いのか、筆者らもわか

らない点があることから、その指導案などの掲載は省

略した。これらの点については、その重要性から、今

後も継続的に検討を続けていきたい。
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現代に生きるマゲⅣ

―国技の意匠・相撲字編―

Mage in Modern Life IV

―Visual Design of Sumo―

下家 由起子

抄録

現代に江戸時代の名残を残す、大相撲にまつわる文化は、知れば知るほど奥深く、興味深い。相撲という競技

をより魅力的に見せるために磨きぬかれた工夫、知恵、技術、美意識が、ふんだんに盛り込まれているからであ

る。私はこの大相撲にひかれ、これまで力士たちの日常生活に息づいているマゲと着物について研究してきた。

次に、相撲界から世間に発信、そのイメージを形づくっているものとして私が注目したのが、番付を書くのに

用いられている独特の肉太書体の「相撲字」である。歌舞伎の看板文字が、華やかで充実した役者の表情と舞台

を見事に象徴しているように、相撲字は大相撲のイメージ表現に最適の文字となっている。もともと番付は江戸

時代、大相撲興行の招き看板として始まったもので、力士名をランク順に並べて書したものである。そのうち木

版刷りの印刷物となり、ポスター、チラシ的な力を発揮するようになり、現在に至っている。単に地位と出身地、

名前しか書いていないものなのに、相撲の番付表は視覚的なインパクトが大きい。それはその墨黒々とした手書

きの力強い文字の意匠からくるものである。

やがて相撲字は、土俵周りではもちろん、さまざまな場面で用いられ、大相撲文化の公用字、いわば包装紙と

もなっている。

本稿は大相撲のタイプフェイスである相撲字の特徴と魅力を探り、その新たな活用法等について考究していく。

キーワード：番付 書写体 デザイン 無名の業 墨跡

はじめに

相撲は実力勝負の世界。番付が何よりも優先する。

力士の強さのランキングを記載した番付は相撲界の

象徴でもある。相撲ファンがまず手にするのは相撲字

と称される字体でつづられたこの番付である。

墨黒々としたその書体は、同じ楷書体なのに私たち

が書道的に書く文字とは明らかに表情が違う。肉太で

歯切れがよく、たくましい。

型にはまった筆文字だということで、芸術的、書道

的には評価されにくい面もあるが、時には禅宗のお坊

さんの墨跡のような格調の高さを感じさせる書きぶ

りもある。日本人には筆太の文字を好む傾向があり、

江戸時代はお家流という書きぶりが公用書体でもあ

った。歌舞伎勘亭流はそれを極端なまでに強調した意

匠文字である。そういう流れの中にあって相撲字は縁

起の良い文字として多くの人に愛されている。型には

まった同じスタイルの文字のようだが、興味を持って

見比べているうちに、そこには書く人によって大きな

個性の違いがあることもわかってきた。

現在、この相撲字は行司の職掌で、彼らの特許デザ

インもしくは民芸品となっている感がある。しかしそ

れだけに、仕事として書いている意識がという意識が

強く、パターン化した絵柄作りに止まっている例も多

い。多くの人から好まれている相撲字の特徴を生かし、



山野研究紀要 第 18 号 2010 51

これを積極的に用いた作品の幅を広げていけば、相撲

字が芸術としても存在しうるのではないだろうか。

そこで、相撲字の成り立ち、環境について調べると

ともに、相撲字の特徴と魅力を様々な角度から分析し

つつ、これまでにない作品の制作を提案、実験を行っ

てみた。

序章 相撲字は芸術である

相撲字と芸術的な書ではどちらが人々に喜ばれる

比率が高いかというと、どちらともいえない。実用に

重きをおいた日用品でも磨き、極め尽くせば立派な芸

術となる。縁起文字としての相撲字も同様である。

そこで、以下のように章立て、相撲字の過去と現在

を考究し、相撲字の積極的な活用と、大きな可能性に

言及することとしたい。

第１章．筆遊びの結晶・江戸文字各種

１－Ⅰ「江戸文字」についての解釈と概念

“永”字八法を例に、江戸文字について概説する

１－Ⅱ．歌舞伎「勘亭流」について

歌舞伎文字の縁起と成立事情を概説する

１－Ⅲ．寄席文字について

寄席文字の成り立ちと特徴に触れる

１－Ⅳ. 相撲字について

相撲字の特徴を様々の角度から分析する

１－Ⅴ．三種書体の具体例

「満員御礼」を【江戸文字三種】で示し、その

イメージを解説する

第２章．江戸文字の模索と創意工夫

２－Ⅰ．番付の書きぶりの変遷

時代によって番付の書きぶりが変化してきた

ことを示す

２－Ⅱ．相撲字の点画分析

【相撲字の基本筆法】を例示する

２－Ⅲ．相撲字の風景

相撲字の風景、相撲字の様々な場所での具体的

使用例を示す

相撲字の書き手としての行司の役割、ならびに

修業方法について

第３章．相撲字応援団

３－Ⅰ．相撲字の必然

相撲字の一般的な評価について考察する

３－Ⅱ．相撲字と書道

３－Ⅲ．相撲字から広がる新たな世界

相撲字芸術の新展望

第１章．筆遊びの結晶・江戸文字各種

１－Ⅰ「江戸文字」についての解釈と概念

現在、江戸期に磨かれた濃密な筆文字は総称して江

戸文字と呼ばれ、江戸の粋を色濃く残す社会で、根強

く生き残っている。意匠を凝らしたいくつもの書体が

考案され、粋な場面で日常的に用いられている。

江戸の息吹を感じさせる書体として活用されてい

るのが歌舞伎の勘亭流、寄席の寄席文字、大相撲の相

撲文字の三種である。江戸文字に関する様々な著書が

多く刊行された昭和四十年代、江戸文字ブームが起こ

り、この三種が江戸を代表する書き文字だという評価

が定着した。この当時その代表的な書き手として注目

を集めたのが、勘亭流の竹柴蟹助、寄席文字の橘右近、

相撲字の鏡山勘太夫で、盛んに発行されたレタリング

の書籍にたびたび登場したばかりでなく、テレビで実

作風景がよく紹介された。

以上三種のほか、浄瑠璃文字なども芝居の背景とし

て登場することが多い。また、千社札や提灯を中心に

半纏などに用いられる四角の中をいっぱいに使った

角字、輪郭を魅力的に生かした籠字、字の勢いを強調

するヒゲ文字、円の中に収める牡丹字等、知恵と工夫

をこらした意匠が時代とともに現れてきた。

さて、江戸時代一般に広く用いられていたのは、鎌

倉期に尊円法親王（１２９８～１３５６）が創始した

豊満で活気あふれる御家流（青蓮流とも言われた）と

いう書風である。「字体」と「書体」また「書風」と

いう語は、その意味や用法について混用されているこ

とが多く、明確な定義を下すことは困難である。しか

し、本稿では主に、楷書・行書・草書など時代によっ

て変化した文字の形体を「字体」と呼び、明朝・ゴシ

ック体などの活字字形を「書体」、書法の流派や風格

など文字の書きぶりに違いを「書風」と表現すること

とする。

一時流行していた点画の難しい極端な草書を穏や
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かで流麗な崩し方に改めたため、多くの人に迎え入れ

られた。その後御家流は、江戸幕府が読み間違えから

来る事故を防ぎ、施政の円滑化を図るため、寛永三筆

の一人で御家流の名手だった松花堂昭乗に指導を仰

ぎ、実用のための公用書体として採用したものである。

これにより、一気に全国規模で広まった。

この御家流が庶民の手に渡って基礎となり、さらに

それぞれの職業で江戸文化を彩るものへと工夫され、

変化、発展していった結果、氾濫といってもいいほど

の文字文化が生み出されるに至ったのである。

本稿では、相撲字を研究するにあたり、現在でも需

要の多い勘亭流と寄席文字を比較の対象とする。日常

目にすることの多い字体と比較することによって、相

撲字の説明がしやすくなるからである。同じ書体でも

流派があり、個性が分かれることは当然だが、無用な

混乱を避けるため、ここでは詳述しない。

また、印刷業界で勘亭流とか相撲字として通用して

いるタイプフェイスのほとんどが、それぞれの社会の

専門家に言わせれば、「よく似てるが、少し違う」と

いう状態で出来上がっているという事実についても

同様に詳述しないこととする。

図１－Ⅰ 【“永”字八法】24)

左から勘亭流、寄席文字、相撲字

１－Ⅱ．歌舞伎「勘亭流」について

江戸文字らしいものを見ると、どんな書体を見ても、

判で押したように「勘亭流」だと言う人がいるが、直

線的な相撲字と、曲線を生かした勘亭流とは明らかに

別物である。

芝居文字である勘亭流は、安永８年（１７７９）歌

舞伎の中村座興行で手習い師匠の岡崎屋勘六が筆を

取って、その独特の書きぶりが評判となったもので、

勘六の号から勘亭流名が生まれたとされている。

墨量もたくさん、四角い枠いっぱいに（左右。字高

は変化あり）、肉太に、懐を広く、筆を内へ内へと巻

き込む要領で書かれる。1 字における点画のつなぎ線

やはね、横画押さえの線を意識して装飾化する感じで

書かれる。ただし看板の字であるため、どんなにくず

しても連綿はせず、すべて一字内で処理するところに

特徴がある。さらに字間を詰めてびっしりと書き、一

見読みにくいものにして、歌舞伎通の優越心を刺激す

ることも行われている。

１－Ⅲ．寄席文字について

寄席の看板、演目書きに用いられている寄席文字は、

ポスターという名称が日本に固定する前に、びら（宣

伝）に用いられていた意匠文字である。例えばびら字

には印半纏などを染めていた紺屋職人・栄次郎が、

様々な字を扱った経験から新しく編み出した直線的

なデザインで、江戸庶民の心意気を示しているとして

一世を風靡した（天保時代＝1836～37）ものなどがあ

る。

初代（明治）、二代のびら辰（大正～昭和 10 年）が、

この流れを受け継いでいたが、大震災から戦争と続く

うちに寄席もびら屋も大打撃を受け、一時この世から

消えかかっていた。

それを戦後、筆法を合理的に改め、より読みやすい

字体にし、寄席文字として甦らせたのが橘右近である。

右近の書風は丸みを持った打ち込み、やや右肩上がり

で、筆押さえに特徴がある。撥ねなどの派手な装飾線

も工夫されていてユーモアがあり、歯切れのよい書体

は人々の心に定着したといえるだろう。

１－Ⅳ．相撲字について

相撲字の特徴は、文字の歴史にのっとった書写体を

骨に、たくましい肉付けを行うところにある。

相撲字は、直線を生かすと同時に、勘亭流や寄席文

字では強調されるハネはたくましくもひかえめに処

理しながら、土俵上での抜群の肉体を持った力士が押

し合いへし合いする力闘のさまと、相撲場の隅々まで

お客さんがいっぱい入るようにと大入り満員の縁起

を表現する。

「大」や「天」の字などの最終画や、「進」のしん

にょうなどの右払いを、丸く止め戻すことにしたのは、

客を流してしまうことを嫌っての縁起担ぎだという。

そしてこのことは相撲字書風独特のたくましさをも

たらす大きな要素となっている。
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図１－Ⅳ．① 大と進の筆押さえ 23)

相撲字は楷書ゆえ真面目さと堂々たる態度が素直に

伝わる。ただ字形の組み立てでは活字の明朝体に影響

を受け、さらに進んで現代風に通じる幅広の文字、ま

た偏と旁、冠と脚などの文字構成比の変更も見られる。

番付という限られたスペースの中で字形を組み立て

られ磨き抜かれてきた書風のため、文字枠の拘束もも

のかは長体平体も自由自在である。勘亭流と同じく字

の高さの設定にも柔軟に対応することも、相撲字の特

徴の一つである。

図１－Ⅳ．② 字の幅と、字の高さのバランスに注目 23)

図１－Ⅳ．③偏と旁の関係。普通の字 24)（上段）

では筏をつないでいるように、両者がズ

レている。下段の相撲字では、偏を極端

にすることで文字枠いっぱいに表現し

ている。

図１－Ⅳ．④ 長い字と平たい字をうまく組み合わせ、

字間を詰める、相撲字独特の形 23)

最近は昔ながらの筆文字よりも、活字のほうが「正

確な」字だと思っている人が多いようである。しかし、

活字はあくまで活字としてのデザインされたもので、

実際に手で書く場合には不自然のものもある。

たとえば「言」の字の第一画。活字では横棒になっ

ているが、国語の書き取りないし授業なり習字では、

斜め点なり、縦に筆を入れて書き始めることを教わっ

たはずである。活字が「正確」とはいえない例である。

また、デパート髙島屋の髙などに使われる俗に「ハ

シゴの高」なども、もともとの形は「髙」である。楷

書体として伝統的な字であると同時に、その方が書き

やすく形が整えやすかったからだと考える。

そしてそれが活字になったときに「高」となる。こ

のように当初の書き文字と活字は別のものなのであ

る。
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図１－Ⅳ．⑤ ハシゴの髙（左）と高（右）23)

手書き文字が当たり前だった時代、人々は点画が簡

単で書きやすく、美しく表現しやすい、いわゆる「書

写体（異体字ともいう）」を用いたのは自然なことで

あって、これを間違い字だとするのは大きな間違いで

ある。ちょっとした筆癖を捕らえて、相撲字ほか江戸

風文字の点画が間違っているとすることは避けなけ

ればならない。相撲字はあくまで「書き文字」が出発

点なのである。

１－Ⅴ．三種書体の具体例

ここでは、興行会の活況を表す「満員御礼」という

言葉を材料に、三種類の書体を見比べてみる。右から

相撲字、寄席文字、勘亭流である。これらをよく眺め

ると、同じ江戸文字でも、偏と旁の置き方から、組み

合わせ方、またその筆の入れ方．運び方、収め方まで、

様々な違いがあることがわかる。

参考までにほかの字体もいくつか示しておく（日向

数夫編「レタリング字典」13））。相撲字の骨となる形

として、楷・行・草にわたる「御」の字の種々相も参

照に供したい。（江守賢治著「楷行草総覧」）。

図１－Ⅴ．① 【江戸文字 3 種】（満員御礼）

勘亭流 24) 寄席文字 24) 相撲字 23)

図１－Ⅴ．② 【レタリング字典より】13)

これらの字が、それぞれの世界で大き

く変貌を遂げる

図１－Ⅴ．③ 【御の字 書き方あれこれ】21)

長い歴史の中で、楷・行・草にわたっ

ていろいろな書きぶりがされてきた

全体を俯瞰して、大まかに言うと、相撲字が楷書で、

勘亭流が行・草書、寄席文字がその中間に位置すると

いえるだろう。

これらの江戸文字の書き手に共通するのは、スペー

スに合わせて長体平体自由自在、なんでもござれとい

う習練に裏付けられた自信である。

また、これらを現代に通用させようとした場合、漢

字はたいていのものはこなすことが出来る。ひらがな、

カタカナ、アルファベットを書こうとした場合でも、

字の丸みを特徴とする勘亭流と寄席文字はおそらく

こなすことが出来るだろう。しかし、直線的な楷書を
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モットーとする相撲字では、ひらがなとアルファベッ

トの処理にはかなりのセンスが書き手に要求される

ことになる。

いずれにせよ、これら「江戸文字」は、庶民が文字

を楽しんでいたからこそ生まれたものである。

第２章．江戸文字の模索と創意工夫

２－Ⅰ．番付の書きぶりの変遷

番付は大相撲に発祥するもので、力士、行司、年寄

の序列を表す一覧表のことである。土俵入りと同じく

顔見せ勢ぞろいで、看板的意味合いがある。

元禄年間（１６８８～１７０４）にはすでに存在し

ていたもののようで（相撲大事典「番付の歴史」1））、

最初は板に書かれていた。江戸相撲最古の紙の番付が

木版で発行されたのは宝暦７年（１７５７）１０月で、

書体は当時用いられていた典型的なお家流。以降明和、

安永、天明のころは版下の書き手によって書体はまち

まちだった。

上位を思いっ切り筆太に書く現在に近い形に落ち

着いたのは寛政のころである。これが相撲字の原点で、

次第に豊満な体の関取衆が狭い土俵で押し合いへし

合いする格闘技である大相撲のイメージを仮託した

意匠文字として工夫され、「番付や筆の力も相撲ほ

ど」と川柳にもうたわれるようになった。

その太いながらも締まった風姿を確立させたのは、

明治半ばの根岸版元の兼吉という優秀な書き手から

と言われている（伝・番付筆者鏡山勘太夫＝別冊相撲

「国技のすべて」３））。間隙の少ない構成はまた、勘

亭流、寄席文字などほかの縁起文字と同様、相撲場を

お客さんが隙間なく埋めてくれるようにとの縁起か

つぎを兼ねている。

宝暦の初出版以来、この番付を印刷、発行していた

のは、幕府や寺社奉行との交渉役も務めていた三河

屋・根岸治右衛門代々だった。当然、その当主もしく

は番頭が筆耕にも携わっていたため、寛政以降に整え

られた番付の書体は根岸流とも呼ばれていた。

【番付の書きぶりの変遷】図２―Ⅰ．①～⑥

図２―Ⅰ．① 宝暦 13 年 10 月番付（典型的な御家流）

図２―Ⅰ．② 明和 3 年 10 月番付

図２―Ⅰ．③ 寛政 7 年 3 月番付（上位をより太い字

にした現在の番付の大元と言える形）
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図２―Ⅰ．④ 明治 27 年 1 月番付（極端なまでに線

が太くなり、相撲字書風が完成）

図２―Ⅰ．⑤ 昭和 34 年 3 月場所番付（文字の骨格

をしっかり表そうとしている）

図２―Ⅰ．⑥ 平成 20 年 11 月場所番付（現在の相撲

字。読みやすいよう、近代的なレタリング

感覚が働いている）

２－Ⅱ．相撲字の点画分析と特殊性

筆による書法について述べるからには、本来ならば、

書道の世界で言う「永字八法」（永の字に書の基礎と

なる８つの点画が全部含まれている、とする教え）な

どを用いて説明するのが常道であるが、そうすると一

般の方にはなじみの薄い専門用語を使うことになり、

興味をそぎかねない。

また、本稿のねらいはあくまで相撲字の魅力分析に

あるので、ここでは意匠のひとつとして扱い、より一

般的な用語を使って筆法を例示するにとどめた。

【相撲字の基本筆法】図２―Ⅱ．①

図２―Ⅱ．① 相撲字の基本筆法（エレメント）23)

さて、ここからは相撲字字形の特殊性について述べ

る。

まず、現在相撲番付で使われている字は、教科書的

にいうと、誤字としてみられかねない字が多い。

しかし、昔から書かれてきた、筆にムリが掛からな

い書写体が基本であるためである。さらに、相撲字な

らではのバランス感覚、書き方が厳としてあり、そこ

には実に大らかで大胆な理由付けがある。たとえば海

の字では旁の２画目のあとにバランスを取るために

点を補うのが相撲流である。
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図２―Ⅱ．② 右上の補点が常識となっている｢海」

の字 23)

逆に字画が少ない例として、番付の中央に大きく書

かれている「蒙御免（ごめんこうむる）」の「蒙」の

字に注目してみる。

「蒙御免」とは江戸時代に行われた勧進相撲で、寺

社奉行から興行許可をもらった、お許しを得たとして

大上段に振りかざした文字である。

なお、「蒙」を極端に大きく書くのは、高くこの札

を掲げたときに、下から見上げてバランスよく見える

ようにとの配慮からきた口伝とされている。

この字の左側の下部には左払いの斜めの線が「豕」

のように３本なければいけないところを、右側下部に

合わせて２本ですませている。江戸時代の番付を見て

も、たまに正確に３本書いてある場合もあるが、いつ

しか２本が伝統になった。幕府側もこの字形について

は、特に取り締まるようなことはしなかったようであ

る。

図２―Ⅱ．③ （左）現在の番付中央に頭書されてい

る「蒙御免」の字。下部中央が垂直に下ろ

され、その左右の打ち込みと払いの線が 2

本ずつでバランスを取りあっている。

図２―Ⅱ．④ （右）「蒙」の字を一応正しく書くと

したらこうなる。23)

番付の字はおおむね極端な長方形でできている。その

ためデザイン的な理由から、偏と旁を上下に並び替え

ることなど自由自在である。峰は簡単に峯となり、松

も枩、嶋も嶌、海も水
毎

となる（毎の下に水を書く。こ

れらは実際に昔からある書き方である）。

図２―Ⅱ．⑤ 「松」の部首を並び替えて「枩」23)

図２―Ⅱ．⑥ 「嶋」も嶌に 23)

図２―Ⅱ．⑦ 「海」も「水
毎

」。弘法大師の空海もこ

のような字を書いていたという 23)
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横綱の横の字は極端に木偏の幅を狭くし、たくまし

いい旁の２本～３本の縦線との調和を図っている。か

と思えば「大関」の「関」の字は、行書の形をそのま

ま楷書風に書いたもの。「前頭」の「前」の字も大量

に並べて見たとき、続く「頭」との続き具合、バラン

スを見て、「前」の字の左下に横画を 1 本余分に入れ

ておいたほうが引き締まるとしたのかもしれない。

図２―Ⅱ．⑧ 横綱から前頭まで、その字を眺めるだ

けでも興味は尽きない。いろいろなことが

考えられ、伝承されて、このような形が出

来上がった。その際一字一字も大切だが、

番付は全体を眺めるものという感覚も必

要だ。特に「前頭」は同じ字を並べるため

に、大きな工夫がされていると考える。

２－Ⅲ．相撲字の風景

昭和に入ってから行司が番付を書くようになり、相

撲字もまた様々な場面で使用されるようになった。番

付はもとより取組編成の原簿になる巻き（横綱以下序

ノ口までの全力士の名を番付順に一覧記載した巻紙

のこと）、顔触れ（対戦する両力士の四股名を書いた

紙）、電光掲示板、部屋の看板、稽古場の名札、巡業

地の宿舎割り、大入袋への名入れ、千社札、イベント

看板・役割、各種表紙題字、浴衣のデザイン文字、額

字、熨斗袋等、相撲風景に欠かすことはできない。

以下、まずは様々な相撲字場面を集めてみた。

【相撲字の風景】図２－Ⅲ．①~⑳

図２－Ⅲ．① 行司が呼出しとともに明日の取組（顔

合わせ）を披露する『顔ぶれ言上（ごんじょう）』

図２－Ⅲ．② 江戸時代の『顔ぶれ』。当時の行司は

袴（はかま）と裃（かみしも）を着用、烏

帽子は被っていない。現在の行司とは装束

が異なっている。

図２－Ⅲ．③ 大筆で一取組ごとに１枚ずつ書く『顔

ぶれ』。行司の仕事。番付の字より幅広で

線も太い
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図２－Ⅲ．④ （左）相撲場入口の正面に飾られる大

きな板番付。招き看板の意味がある。行司

の手書き

図２－Ⅲ．⑤ （右）江戸勧進相撲の名残を残す御免

札。興行するにあたり寺社奉行のお許しを

得た。それを高く示したものが「御免を蒙

（こうむ）った」ことを示すこの札（後述）

図２－Ⅲ．⑥ 御免札を書く行司。木のため失敗は許

されない。しかし堂々と書き進めねばなら

ない。ここに来るまでには多くの修練を必

要とする。

図２－Ⅲ．⑦ 番付や取組を編成するにあたって原本

となる巻き。力士全員の四股名が上から順

に東西に分けて書いてある。肉太線。形も

平体である。

図２－Ⅲ．⑧ 3 月大阪で行われる春場所の正面玄関

の看板

図２－Ⅲ．⑨ 本場所のポスター。タイトルは相撲字

図２－Ⅲ．⑩ 稽古場に掲げられた部屋所属力士の連

名木札。場所ごとの番付に応じて名札の順

序が入れ替わる。

図２－Ⅲ．⑪ 行司の順位と担当役割を記した連名。

国技館の行司部屋に掲示されている。
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図２－Ⅲ．⑫ 相撲部屋で所属力士の毎日の勝敗を記

入する星取表。

図２－Ⅲ．⑬ 相撲教習所に掲げられている相撲実技

の「基本動作」。

図２－Ⅲ．⑭ その部屋の道場訓なども相撲字で示さ

れる

図２－Ⅲ．⑮ 協会内での連絡事項にも相撲字が用い

られている（巡業日程の発表）

図２－Ⅲ．⑯ 相撲関係の雑誌や書籍の表紙も、大相

撲を象徴する相撲字が飾る

図２－Ⅲ．⑰ 相撲情緒を盛り上げる相撲甚句の歌詞

を書いたもの（名所甚句）
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図２－Ⅲ．⑱ 力士の哀歓を唄う相撲甚句のＣＤにも

相撲字が書かれている

図２－Ⅲ．⑲ 本場所で大入りが出た（「満員御礼」

になったとき）相撲協会関係者に配られる

大入り袋。中身は 10 円だが、縁起物とし

て喜ばれている。

図２－Ⅲ．⑳ 祭りの奉献札（大相撲の地元両国の町

会）にも相撲字が使用されている。

行司は勝負を裁くばかりでなく、書記方も担当して

「行司は習字」といわれるゆえんである。そのため入

門するとすぐ相撲字修業に入る。

相撲字の書き方についてはあくまでも「楷書への肉

付けが基本」である。しかし書道経験者でいくら器用

な人でも、そうそう書けるものではない。長年の試行

錯誤を経て出来あがったイメージに近い相撲字を書

けるようになるには10年は掛かると言われている（番

付筆者・30 代木村庄之助談）。

そのくらい特殊でむずかしい技術でもあるのだ。だ

から「一生勉強」と、行司たちは番付の上下を問わず

相撲字の修練を怠らない。

さて、そのように苦労して身につけた技でも、書道

作品のように揮毫者の名が明らかにされることはほ

とんどない。どんなに傑作を書いても、あくまでも縁

の下の力持ち、どこまでも無名の業である。

長年の修業時間を一般の書道に振り向けていれば、

大した書家になっているかもしれないのに…と惜し

まれるような人が、行司には何人もいるといわれてい

る。そのように抜きん出た相撲字を書くためには、多

くの修練が必要とされている。

第３章．相撲字応援団

３－Ⅰ．相撲字の必然

これまで述べてきたように、相撲字は伝統的に番付

で用いられ、一般社会には存在しない文字である。し

かし伝統的に書かれてきた文字という実績は何より

も強い。

「相撲字ではこう書く」という伝統・信念・社会通

念がこの相撲字にはある。

筆順というものがある。その書体の字を楽に、形よ

く書くためにはどんな順序で書いたらいいかという

経験則である。

相撲字は、書道を本業としている人の目には、感心

できない書き順で書く場合がある、だが、それは漢字

に対する教養がないのではなく、限られたスペースに

隙間なくダイナミックな字を書くために相撲字書風

から必然的に要求される筆順を実践しているに過ぎ

ないのである。

それが証拠に、行司が気合を入れて相撲字を書いた
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場合、筆の勢いに任せて失敗するということはほとん

どない。

多くの装飾線を必要とする、勘亭流、寄席文字に比

べて、筆を入れなおすことは少ない相撲字だが、書き

上がった字画をなぞるなどして形を整えることがあ

る。

書道では一筆書きを尊び補筆を嫌うのが一般的だ

が、相撲字では理想の線を出すために手を加えるのだ

という立場を取る。できれば、書道のように一筆で決

めたいが、必要な書線を手にいれる為には重ね書きも

するのである。

３－Ⅱ．相撲字と書道

相撲字のたくましい姿に共感を示さない人がいる。

「あれはいくらなんでも太りすぎ、あれは墨の豚、墨

猪（ぼくちょ）だ」と酷評する。確かにレタリングに

走り、太いだけをイメージした相撲字もあるだろう。

昭和の書家、青山杉雨は相撲字に関して、「相撲字

の技術は結構むずかしい。しかし彼らが目指す形はど

うしても同じようなものになってしまう。そういう独

創性が乏しくなってしまうところが、難しい業、修練

を要するものとはいえ、芸術と呼べなくなってしまう

ところなのだ」と語っている。さすがは日本を代表す

る書家、認めるところは認めた上で、相撲字に対する

現在の日本書道界における結論を出している。

しかし、字を書くのだという意識を持って精進して

いる人であれば、「書に皮・肉・骨あり、三者具わり

て後に品位生ず」（梧竹堂書話）の例えや意味もわか

り、その骨太の体（書）に程よい張りを持たせつつ筋

を通すこともできるに違いないと筆者は考える。

３－Ⅲ．相撲字から広がる新たな世界

さて、ときに「印刷のようだ」と表現され、人々に

溜め息をつかせるほど鮮やかな相撲字書法は、長い伝

統と、書き手の習練あればこそ可能となったものであ

る。

力士の名を書くだけ、大相撲の公用書体として活用

するだけではもったいない。もっといろいろな場面に

この相撲字を提供することにしたらどうだろう。

たとえば茶掛けの書などに合うのではないか。また、

座右の銘や漢詩、お経などを書いても面白い。

筆者はこれまで禅宗の僧侶が書いた肉太の墨跡を

見るたびに、相撲字と共通するものを感じてきた。な

らば長年の修業で身につけた相撲字技法を用いて僧

侶に引けを取らぬ気迫あふれる表現をすることがあ

ってもいいのではないか。どんなに判定が難しい場合

でも勝負決定の一瞬に、東西どちらかに軍配を上げな

ければいけない試練が続く行司の土俵上の覚悟と境

地を考えたら、その書が墨跡をしのぐものとなってい

てもおかしくはないはずだ。

筆文字の可能性を追求し、何を書いても無名という、

縁の下に徹してきた事実はいったん横において、自ら

の名で新墨跡的な作品を追究して見てはどうだろう。

制限された文字枠が、魅力的な書線を生み出したのだ

から、今度は、書線の力強さはそのままに字形を少々

伝統的な楷書体に戻せば、相撲字は縁起文字を超えて

深甚な書の世界に移行させることが可能になるので

はないだろうか。

最後に、変わり種番付、また有名な墨跡に習った実

験作をいくつか提示する。今後、相撲字が足かせ手か

せを取り払い、広い社会に進出することによって、新

たな活躍の場が広がることを期待したい。

【相撲字芸術の新展望】図３－Ⅲ．①～⑫

図３－Ⅲ．① メニュー代わりのちゃんこ鍋番付 24)



山野研究紀要 第 18 号 2010 63

図３－Ⅲ．② 防火防災の心得(標語）を番付にした

もの 24)

図３－Ⅲ．③ 相撲字は祈りの字でもある。

お経を書いたもの 24)

図３－Ⅲ．④ 大燈国師の｢関山号」(上)18)と

相撲字(下)23)

図３－Ⅲ．⑤ 虎関師錬の｢花屋号」(左)17)と

相撲字(右)23)

図３－Ⅲ．⑥ 無準師範の「潮音堂額字」（左）17)

と相撲字（右）23)

図３－Ⅲ．⑦ 一休宗純の「七仏通戒偈『諸悪莫作 衆

善奉行』」18)と相撲字（右）24)
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図３－Ⅲ．⑧ 慈雲飲光の｢主人公」(左)17)と

相撲字(右)23)

図３－Ⅲ．⑨ 白隠慧鶴の「定」(上)16)と

相撲字（下）24)

図３－Ⅲ．⑩ 白隠慧鶴の「巌頭和尚語『暫時不在 如

同死人』」（左）18)と相撲字（右）23)

図３－Ⅲ．⑪ 白隠慧鶴の「南無地獄大菩薩」

（左）18)と相撲字（右）23)

図３－Ⅲ．⑫ 山岡鉄舟の「龍虎」(乕は虎の書写体)

(上)17)と相撲字（下）24)
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重症心身障害児施設入所者における高齢化の現状と美容への期待
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筆者らは美容福祉アドバイザーとして重症心身障害児施設入所者に対して美容福祉に関する諸活動を実施す

る中、施設入所者の高齢化とそれに伴う美容のあり方に着目してきた。今回、東京都内にある重症心身障害児施

設 10 施設を対象にして「重症心身障害児施設入所者の高齢化の現状と美容への期待」に関する質問紙調査を行

った。その結果、重症心身障害児施設入所者の高齢化とＱＯＬ向上に効果があると思われる美容内容などが明ら

かになったのでここに報告する。

キーワード：重症心身障害児施設入所者 高齢化 ＱＯＬ 美容への期待 美容福祉アドバイザー

I. はじめに

重症心身障害児者への美容福祉をさらに向上・発展

させ、利用者の生活の質の充実を図ることを目的に、

2008 年 4 月、短期大学美容教員 2 名は A 重症心身障

害児施設「美容福祉アドバイザー」に就任（非常勤）

した。以来、美容福祉に関する諸活動を行うとともに、

美容福祉師兼介護福祉士として活躍している卒業生

のサポートも行ってきた。

そして、現在までに至る諸活動の中で、施設入所者

の高齢化とそれに伴う美容のあり方にも着目してき

た。今回「重症心身障害児施設入所者の高齢化の現状

と美容への期待」に関する質問紙調査を行い、重症心

身障害児施設入所者の高齢化とＱＯＬ向上に効果が

あると思われる美容内容などを明らかにした。

II. 研究方法

東京都内にある重症心身障害児施設 10 施設を対象

にして「重症心身障害児施設入所者の高齢化の現状と

美容への期待」に関する質問紙調査を行った。

調査時期 2009 年 8 月 5 日～8 月 20 日

調査方法 個別自記入形式

郵送送付・郵送回収

質問紙構成

Ⅰ．調査施設の概要と高齢化の現状について

Ⅱ．美容福祉について

Ⅲ．施設における美容の現状について

Ⅳ．施設生活における美容への期待について

III. 研究結果

回収率は 10 施設中 7 施設の 70％であった。

Ⅰ．調査施設の概要と高齢化の現状について

１．施設の設立年

昭和 30 年代～40 年代にかけて多く設立されていた。

これは、昭和 30 年代における重症児収容施設実現へ

の運動により、日本心身障害児協会が設立され、後に

施設開設および重症児の受け入れが開始された社会

的背景があるためであろう。
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２．施設設立年度の入所利用者数

表１ 設立年度の入所利用者数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

男性 4 17 44 － 20 － 31

女性 3 30 36 － 22 － 15

※D－400 床（性別不明）

※F－無回答

男女合わせて 7～80 名と 100 名未満である。

３．施設設立年度の入所利用者の年齢構成

表２ 設立年度の年齢構成

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

0～6 歳 5 26 29 － 0 － 0

７～18 歳 2 20 51 － 14 － 0

19～29 歳 0 1 0 － 8 － 29

30～39 歳 0 0 0 － 7 － 10

40～49 歳 0 0 0 － 10 － 7

50～59 歳 0 0 0 － 3 － 0

60 歳以上 0 0 0 － 0 － 0

※D－400 床（年齢構成不明）

※F－無回答

0～6 歳 27％ 7～18 歳 39％ 19～29 歳 17％

30～39 歳 8％ 40～49 歳 8％ 50～59 歳 1％ 60 歳

以上 0％であった。

４．現在の入所利用者数

表３ 現在の入所利用者数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

男性 95 119 67 109 23 75 59

女性 80 114 62 128 22 47 33

男女合わせて 45 名から 237 名と 200 名を超

えている施設が 2 施設ある。

５．現在の入所利用者の年齢構成

表４ 現在の年齢構成

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

0～6 歳 0 2 0 0 2 1 0

７～18 歳 9 31 1 17 8 3 0

19～29 歳 23 61 9 21 8 46 2

30～39 歳 34 44 26 24 9 38 32

40～49 歳 43 59 57 80 9 31 30

50～59 歳 54 55 26 60 3 1 20

60 歳以上 12 6 10 35 6 2 8

0～6 歳 0.5％ 7～18 歳 6.5％ 19～29 歳 16.1％

30～39 歳 19.6％ 40～49 歳 29.1％ 50～59 歳

20.7％ 60 歳以上 7.5％であった。

次に、設立年度の入所利用者数（表１）と現在の入

所利用者数（表３）について比較を行ったところ、以

下（図１）のような結果がでた。

図１ 設立年度と現在の入所利用者数の比較
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設立年度の入所利用者数

現在の入所利用者数

施設により 1.07 倍から 25 倍と差はあるものの、全

施設において入所利用者数は増加している。

設立年度の年齢構成（表２）と現在の年齢構成（表

４）について比較を行ったところ、以下（図２）のよ

うな結果がでた。
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図２ 設立年度と現在の年齢構成の比較
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設立年度の年齢構成

現在の年齢構成

設立年度の年齢構成は 7 歳～18 歳が 39％と最も多

かったが、現在では 40～49 歳が 29.1％と最も多く、

施設に占める年齢構成の比率は大幅に変化している。

６０歳以上に関しては、0％から 7.5％と高齢化がうか

がえる結果となった。

Ⅱ．美容福祉について

１．美容福祉という言葉の認知度

美容福祉という言葉を聞いたことがありますかと

いう質問に対して、はい 43％、いいえ 57％だった。

２．美容福祉の活動の認知度

美容福祉はどのような活動を行うかご存知ですか

という質問に対して、はい 43％、いいえ 57％だった。

Ⅲ．施設における美容の現状について

１．利用者への美容

貴施設では利用者の方々に美容を行っていますか

について、はい 86％、いいえ 14％であった。1 施設

以外は美容を行っている結果であった。

２．美容の内容

設問１で「はい」と回答した方に内容をたずねたと

ころ、図３のような結果となった。

図３ 施設で実施している美容内容
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最も多かった美容内容はヘアカットであり、次にハ

ンドマッサージとフットマッサージが同数であった。

続いて、メイク、ネイル、着付けが多かった。

３．美容の実施形態

表５ 施設で実施している美容形態

①訪問美容（有償）②訪問美容（無償）③施設職員

④家族 ⑤その他

総合的に最も回答が多かったヘアカットでは、訪問

美容（有償）の利用が多い結果となったが、施設職員

や家族が実施している現状もある。マッサージは施設

職員による実施が多く、日常的な場面で行われている

背景がうかがえる。また、メイクやネイル、着付けな

どは訪問美容（無償）による実施が多いため、イベン

トの際に美容ボランティアによって行われていると

推測される。

① ② ③ ④ ⑤

メイク 2 3

ネイル 2 3 1

ヘアカット 4 2 3 1

パーマ 1 1

ヘアセット

着付け 1 2 2

ハンドマッサージ 1 4

フットマッサージ 1 3 1

その他
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Ⅳ．施設生活における美容への期待について

１．美容の日常生活への導入

メイク、ネイル、ヘアカット、ヘアカラー、パーマ、

ヘアセット、着付け、ハンドマッサージ、フットマッ

サージなどの美容内容を日課に取り入れる必要性に

ついてお考えですかとの質問に対しては、はい 100％、

いいえ 0％、わからない 0％であった。全施設が美容

内容を日課に取り入れる必要性について考えている。

２．美容とＱＯＬ

美容は利用者様のＱＯＬ向上に効果があると思い

ますかとの質問については、はい 100％、いいえ 0％、

わからない 0％だった。全施設が美容はＱＯＬ向上に

効果があると思っている。

次に、QOL 向上に効果があると思われる美容内容

において、加齢の視点の有無による回答の比較を行う

ため、以下の設問（Ⅳ－３．Ⅳ－５．）をした。

２．利用者の QOL を向上させる美容内容

利用者のＱＯＬ向上に効果があると思われる美容

内容を３つ選択してもらったところ、図４の結果とな

った。

図４ ＱＯＬ向上に効果があると思われる美容内容
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最も多かった美容内容はヘアカットとフットマッ

サージであり、次にハンドマッサージ、ヘアセット、

メイクと続く結果となった。

４．選択理由

最も多かった美容内容のヘアカットとフットマッ

サージを選んだ理由は以下の通りである。

ヘアカットを選んだ理由としては、「保清、本人の

壮快感、家族の喜び」「本人・他者からも快感情を表

出」「きれいにすることで利用者も気持ちよく過ごし

てもらうため」であった。次に、フットマッサージを

選んだ理由としては、「加齢とともに必要。冷え・む

くみのある方が多くその解消やリラクゼーションに

効果的」「血行が良くなり気持ち良い」「本人・他者か

らも快感情を表出。スキンシップによる効果」であっ

た。

その他に、ハンドマッサージに関しては、「利用者

様の視界に入りコミュニケーションをはかりながら

関わりを持つことができる」「血行がよくなり、気持

ち良い」「本人・他者からも快感情を表出。スキンシ

ップによる効果」であり、へアセットは、「身だしな

み、本人・家族の喜び」「お誕生日会や外出時の身だ

しなみとして」、そして、メイクでは、「お化粧は普段

とは違った姿にするので、きれいねという言葉が交わ

されお互いに良い気持ちになる」「身だしなみとして」

が挙げられた。

５．加齢に伴い QOL を向上させる美容

加齢に伴いＱＯＬ向上に効果があると思われる美

容内容を３つ選択してもらったところ、図５のような

結果となった。

図５ 加齢に伴いＱＯＬ向上に効果があると
思われる美容内容
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最も多かった美容内容はフットマッサージであっ
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た。次に、メイク、ヘアカット、ハンドマッサージ、

その他が同数であり、続いてヘアカラーとなった。

６．選択理由

最も多かった美容内容のフットマッサージを選ん

だ理由は、「血液循環を良くする。冷えの解消」「冷え・

むくみのある方が多く、その解消やリラクゼーション

に効果的」などであった。次に、メイクを選んだ理由

としては、「本人・他者からも快感情を表出するため」

「きれいになる事で、他の職員により声かけが得られ、

利用者の意識の向上になると考えられる」「身だしな

み」であった。ヘアカットでは、「保清、身だしなみ」

「おしゃれなヘアカット、個性に合ったスタイル」「き

れいになる事で、他の職員より声かけが得られ、利用

者の意識の向上になると考えられる」、そして、ハン

ドマッサージでは、「皮膚年齢のアップ」「利用者様の

視界に入りコミュニケーションをはかりながら関わ

りを持つことができる」「血行がよくなり、気持ち良

い」、また、その他では、「乾燥やニキビ・アトピーな

ど、スキントラブルを抱えている利用様が多い（スキ

ンケア）」「日頃着用する洋服」「加齢という視点では

特にありません」という意見があった。ヘアカラーで

は、「本人・他者からも快感情を表出するため」「身だ

しなみ」が挙げられた。

利用者のＱＯＬ向上に効果があると思われる美容

内容（図４）と加齢に伴いＱＯＬ向上に効果があると

思われる美容内容（図５）について比較を行ったとこ

ろ、以下（図６）のような結果がでた。

図６ ＱＯＬ向上に効果と加齢に伴いＱＯＬ向上に効果を比較
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利用者のＱＯＬ向上に効果があると思われる美容

内容（図４）に対し、加齢に伴いＱＯＬ向上に効果が

あると思われる美容内容（図５）では、メイク、ヘア

カラー、その他が伸びを示した。

７．美容に関する意見

最後に美容についての期待、疑問や質問、ご意見を

自由記述でたずねたところ、以下の結果となった。

美容についての期待としては、「貴美容福祉資格者

が当園職員として、採用できれば大変望ましいことと

思います。美容ボランティアとして来園頂けますこと

を切望致します」「専門家のアドバイスで豊かな生活

になると考えられるので大賛成である」などの美容福

祉師採用を考える回答があった。

疑問や質問としては、「重心の方で特に入所してい

ると、手入れがしやすいため髪の毛を切ってしまいが

ち。また、寝た状態やＷ／Ｃでの生活が多く、髪の毛

をこすりつけて抜け毛やからみが多くなってしまう。

入浴が毎日できない。シャワーだけでも大変な方の洗

髪、保清をどうすればいいか何かいい方法があるとい

いのですが」「美容福祉という言葉を初めて聞きまし

たが、どのような意味でしょうか。美・理容師さん達

が福祉現場に出向いて何かをして下さるのでしょう

か」

意見としては、「入所施設。障害となると、おしゃ

れ＝美容とは無関係。或いはそこまで手がまわせない

状況になりがちだが、実は至極大切な関わりと思って

います」「個性に合った装いをする事は大事な事だと

思います。施設も昔と違って一律の髪型・服ではあり

ませんが、外の美容院に行く事はなかなか出来ません。

個人に合った髪型をするだけでも随分違います」「日

常生活を送る上で身だしなみが十分とは云えない状

況である」「施設内で美容ケアを行う場合、１．準備

や片付けが簡便であること、２．使用するクリームや

オイル、染料などの安全性・経済性、３．老若男女を

問わず、その方の個性を輝かせる内容の呈示がポイン

トになると思います。又、日常的な美容ケアをベース

に、「特別な日の為の美容ケア」をプラスするなど生

活のアクセントや楽しみにつながると良いと思いま

す。男性の方については、美容ケアのバリエーション

が限定されがちなのですが、清潔で心地良い美容ケア
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～メンズバージョン～をご提案いただけると嬉しい

です」などの意見があった。

Ⅳ.考察・まとめ

調査の結果、設立年度と現在の年齢構成の比較（図

２）にみるように、日本社会が超高齢社会への道を辿

っているのと同様、重症心身障害児施設における入所

者の高齢化が明らかになった。

重症心身障害児施設において、手厚いケア、医療の

進歩、栄養管理が徹底されている生活環境のもと、利

用者自身の生きる力、生命力も相まって、寿命が伸び

ている現状が考えられる。

また、利用者のＱＯＬ向上に効果があると思われる

美容内容（図４）では血行を促し、コミュニケーショ

ンを図るマッサージや身だしなみとして個性が表出

できるヘアカットが望まれている結果となった。

この結果から、美容が QOL 向上に効果があり、本

人・他者からも快感情を表出する重要な位置づけであ

ることがうかがえる。

そして、加齢に伴いＱＯＬ向上に効果があると思わ

れる美容内容（図５）では、比較（図６）にみるよう

に、加齢の視点による明確な結果は得られなかったが、

加齢に伴い、色のおしゃれをより楽しもうとするメイ

クやヘアカラーが増えた結果となった。

これらの結果から、美容を含めた入所利用者の日常

ケアは、生きる、命と向き合う療育ケアが生活の中心

となり、年齢に区分した特別なケアが重点的になされ

ているわけではないことがうかがえる。そのため、加

齢に伴う美容への期待は明確に捉えられていない。換

言すれば、重症心身障害児施設では、様々な専門家が

チームを組み、重度で重複した障がいのある一人一人

に合わせたケアにあたっている体制下で、期待する美

容についても一人一人に合わせた内容が求められて

いると考察できる。

そして、質問紙調査（Ⅳ－7．）の回答にもあるよう

に、重症心身障害児者の身だしなみやおしゃれが蔑ろ

にされることなく、美容を体験できる機会や心地良い

と感じる生活環境もまた、切望されている。このよう

な日常の中に美容ケアを取り入れていく必要性や期

待に応えるためにも、施設の中に美容専門家が常勤し、

介入していくべきではないだろうか。美容と福祉の知

識を持ったケアの専門家（美容福祉師）が活躍してい

くことを期待する。

そして最後に、ﾗｲﾌスタイルを自らが選ぶことので

きる豊かな人生として、一人一人の QOL 評価を高め

たケアが今後、日本の福祉施設、重症心身障害児施設

では求められていくと考える。
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第 45 章 原病學各論 巻十一（泌尿器病篇）

オランダ医師のエルメレンスが，大阪公立病院（大

阪府病院）で毎週土曜日に行った講義のノートを整

理・記載した『原病學各論』は，『日講記聞』として，

明治９（1876）年に出版された．本章では，その『原

病學各論 巻十一』中，「泌尿器病篇」の「第二 腎

藏諸病」のうち「腎結核」および「脂胞蟲」，そして，

「第三 腎盂輸尿管及膀胱諸病」の中の「腎盂膨脹」，

「腎盂及輸尿管粘膜炎」および「腎及腎盂内結石」の

部分について，原文を紹介し，その全現代語訳文と解

説を記載し，一部では現代医学との比較および歴史的

考察などを追加する１，17）．

第二 腎藏諸病（つづき）

(ﾆ)腎結核

「此症ハ，腎組織中ニ細小灰白色ノ結核ヲ發シ，且ツ

肺藏，水脉腺， 膜，胸膜，若クハ脳膜ニモ同種ノ

結核ヲ併發ス．腎ニ於テハ通常髄様質中ニ發スレ ，

特異ノ症候ヲ發現セス．是レ其患者他器ノ結核ニ由

テ速ニ死ニ就クカ故ニ，更ニ特異ノ症候ヲ發スル者

鮮ナシ． シ急性粟疹状結核ノ条ニ於テ詳説ス可シ．

或ル内科書ニハ，此腎結核ヲ輸尿管ノ慢性炎ト名ク．

是レ猶肺結核ヲ慢性肺炎ト称スルカ如シ．之レニ在

テハ，輸尿管壁及ヒ腎盂壁甚ク肥厚シテ，粘膜ニ醸

膿シ，腎乳頭ニ布蔓シテ潰瘍ト為リ，漸次ニ腎組織

中ニ侵蝕シテ，之レヲ壊崩シ，唯肥厚セル外膜之レ

ヲ覆テ，其腎恰モ一個ノ嚢ニ類ス．此症ハ尋常一側

ノ腎ヲ侵ス者ニ ，多クハ同側ニ於ケル輸尿管ノ慢

性炎ニ継發シ，其經過ハ甚タ緩慢ナル者トス．」

「この疾患は，腎組織中に細小な灰白色の結節を作

り，また，肺，リンパ節，腹膜，胸膜あるいは脳膜に

も，同種類の結節が併発するものである．

腎の場合には，普通，それは髄質中に形成されるが，

特別の症状は表さない．これは，その患者が，他臓器

の結核によって速やかに死亡するからで，取り立てて

特別な腎症状を認めるものは少ない．ただし，これに

ついては急性の粟粒結核の項に於いて，詳細に解説す

る．ある内科書では，この腎結核を尿管の慢性炎症と

原病學各論

―亞爾蔑聯斯の講義録―第 35 編

On Particular Pathology

― A Lecture on Ermerins (35) ―

松隂 宏 1) 近藤 陽一 2) 松隂 崇 3) 松隂 金子 4)

抄 録

明治９（1876）年１月に，大阪で発行された，オランダ医師エルメレンス（Christian Jacob Ermerins：亞爾

蔑聯斯または越尓蔑嗹斯と記す，1841－1879）による講義録，『日講記聞 原病學各論 巻十一』の原文の一

部を紹介し，その全現代語訳文と解説を加え，現代医学と比較検討し，また，一部では，歴史的変遷，時代背景

についても言及した．本編では，『原病學各論 巻十一』の「泌尿器病編」の中の「第二 腎藏諸病」の中の「腎

結核」および「脂胞蟲」，「第三 腎盂輸尿管及膀胱諸病」の中の「腎盂膨脹」，「腎盂及輸尿管粘膜炎」およ

び「腎及腎盂内結石」について記載する．各疾患の病態生理や症候論の部分は，かなり詳細に記されているが，

病因論の部分はあいまいであり，炎症や腫瘍（新生物）の概念が確立されていない．また，治療法では，内科的

対症療法がその主流であって，使用される薬剤も限られている．この書籍は，わが国近代医学のあけぼのの時代

の，医学の教科書である．

キーワード：明治初期医学書 蘭醫エルメレンス 腎結核 腎盂膨脹 腎結石
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名づけている．これは，肺結核を，まだ，慢性肺炎と

呼ぶのと同じである．この疾患の場合には，尿管壁お

よび腎盂が甚だしく肥厚して，粘膜が化膿し，腎乳頭

に広がって潰瘍となり，だんだん腎実質内に侵食して，

それを崩壊させ，ただ肥厚した腎被膜だけが覆ってい

て，その腎は丁度一個の嚢胞に似た様になる．この疾

患は，普通，一側の腎臓を侵すものであって，多くの

場合には，同側尿管の慢性炎症に続発し，その経過は

非常に緩慢なものである．」

ここで，「水脉腺」は『リンパ節』を指す．また，「急

性粟疹状結核」はいわゆる『粟粒結核』を指していて，

これは，結核菌が血管内に入って，身体各所に粟粒大

の結核結節を形成するものである．典型的な結核結節

は，中心部の乾酪壊死巣を囲んで，類上皮細胞，リン

パ球およびラングハンス型巨細胞による層状構造を

形成するもので，中には結核菌が多数存在する．結核

（Tuberclosis）という名称は，1834 年，ドイツ医の

シェーンライン（Johann Lukas Schoenlein：1795-1864）

によって提唱されたものであるが，ヒポクラテス以来，

Phthisis（癆）の名称で知られ，古今を通じて人類の

死因の主要部分を占める疾患でもあった．コッホ

（Robert Koch：1843－1910）によって結核菌が発見

されたのは 1882 年であり，これは本書籍が発行（1876

年）されてから，６年の後のことである２）．また，「腎

乳頭」は腎盂内に突出した部分で，腎髄質の腎錐体

（Pyramid）の 末端部分を形成し，太い尿細管口があ

って，尿が腎盂内に排出される部位の名称である 15）．

「『症候』

腎部ニ疼痛ヲ覺ヘ，尿中ニ少量ノ膿及ヒ血液ヲ含ミ，

或ハ少シク蛋白質ヲ混シ，時ト ハ腎ノ破壊セル

片々ヲ見ル 有リ．且ツ尿意頻數ト為リ，時ト ハ

腎部ニ腫 ヲ觸レ，其患者ハ經久ノ醸膿ニ由テ悪液

質ニ陥リ，肺結核及ヒ腸結核ヲ併發スル 有リ．

『治法』

此病ハ治ニ就ク 難シ．唯身體ヲ強壮ニシ，兼テ其

疼痛ヲ鎮制ス可シ．」

「『症候』

腎臓部に痛みを感じ，尿中には少量の膿と血液を含

み，あるいは少量の蛋白質が混じり，時には，腎組織

の破壊した片を認めることもある．また，尿意頻数と

なり，時には，腎臓部に腫瘤を触知し，その患者は長

引く化膿性病変によって悪液質に陥り，肺結核および

腸結核を併発することがある．

『治療法』

この疾患の患者は，治癒に就くことは難しい．ただ，

身体を強壮にする努力をして，併せてその疼痛を鎮静

させなさい．」

(ﾎ)腎胞蟲

「此症ハ腎藏中ニ胞蟲ヲ生スル者ニ ，猶肝胞蟲ニ於

ケルカ如ク，初メ一個ノ胞ヲ生シテ，漸々増加シ，

其壓迫ニ由テ腎組織ヲ壊崩シ，終ニ人頭大ニ至ル

有リ．或ハ其胞ノ一個腎盂中ニ破潰シテ，尿ト倶ニ

排泄シ，或ハ其胞腸壁ト癒合シテ，其中ニ破開スル

有リ． シ肝胞蟲ニ比スレハ，甚タ希有ノ症トス．」

「この疾患は，腎臓内に胞虫が発生するものであっ

て，それは肝胞虫の場合と同様で，初めは１個の胞が

出来てだんだん増加し，その圧迫によって腎組織を崩

壊させ，終りには人の頭の大きさにまでなることがあ

る．ある場合には，その胞の１個が腎盂内に破裂して，

尿とともに排泄し，またある場合には，その胞が腸壁

と癒着して，その中に穿通することがある．ただし，

肝胞虫に比べれば，非常にまれな疾患である．」

「『症候』

図１ 原病學各論 巻十一 腎結核
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此病ノ確徴ハ，腎部ノ腫脹ト尿中ニ胞ヲ混出スルト

ニ在リ．且ツ癌腫ニ比スレハ，其腫平 圓形，大ニ

緊張シテ波動ヲ生シ，之レヲ敲テ聞診スレハ一種ノ

音ヲ發ス．所謂胞蟲音是レナリ．其胞若シ破裂スレ

ハ，腎部ニ劇甚ナル神經痛ヲ發シテ，其痛ハ輸尿管，

尿道，股部及ヒ肛門ニ射達シ，其際ニハ尿意頻數ト

為リ，二三時若クハ二三日ノ後，尿中ニ胞ヲ混出ス．

シ其胞ハ蠶豆大ニ ，顯微鏡ヲ以テ之レヲ檢スル

ニ，其中ニ 蟲頭ノ存スルヲ見ル．若シ其胞胃若ク

ハ腸ニ漏出スレハ，嘔吐若クハ便通ニ従テ排泄スル

者トス．」

「『症候』

この疾患の確定症候は，腎臓部の腫脹と尿中に胞の

排出があることとである．また，癌に比べれば，その

腫瘤は全体に円形で，大きく緊張して波動があり，こ

れを打診してみると一種の音が聞こえる．いわゆる胞

虫音がこれである．もし，その胞が破裂すれば，腎臓

部に激しい神経痛が起こって，その痛みは尿管，尿道，

股部および肛門に放散し，その時には尿意頻数となり，

2,3 時間か 2,3 日後に，尿中に胞を混出する．ただし，

その胞はそら豆大であって，顕微鏡で観察すると，そ

の中には条虫頭が存在するのを認める．もし，その胞

が胃や腸に漏出すれば，嘔吐や便通によって排泄され

ることになる．」

「『治法』

治法ハ疼痛ヲ鎮制スルノ外，他策ナシト雖 ，時ト

ハ其胞ヲ驅除スルカ為ニ，利尿劑ヲ與フル 有リ．

若シ其腫ノ巨大ナル者ニハ，腰部ニ於テ手術ヲ施ス

可シ．其術ハ猶肝胞蟲ノ条ニ論スルカ如シ．」

「『治療法』

治療法は，疼痛を鎮静すること以外によい方策はな

いが，時には，その胞を駆除するために，利尿剤を投

与することがある．もし，その腫瘤が巨大である場合

には，腰部の手術を施行しなさい．その方法は，肝胞

虫の項で述べたものと同様である．」

第三 腎盂輸尿管及膀胱諸病

(ｲ)腎盂膨脹

「此病ハ小便排泄ノ妨碍ニ起因スル者ニ ，其腎盂膨

脹シテ拳子大ト為リ，腎盞ハ全ク消 スル者アリ．

或ハ腎盂ノ膨脹ハ僅微ナレ ，腎盞ハ反テ膨脹シ，

其腔鶏卵大ニ至ル者アリ．又腎盂ノ粘膜ハ消滅シ，

腎組織ハ欝積セル液ノ壓迫ニ由テ漸々萎縮シ，時ト

ハ全ク腎組織ヲ見ス ，唯肥厚セル膜中ニ粘液様

膿様若クハ血液様ノ液ノミヲ含有スル者アリ． シ

多クハ一側ノ腎ニ發シ，他側ノ腎ハ健全ナルヲ常ト

ス．腎盂既ニ之レニ罹レハ，輸尿管モ亦従テ膨脹シ，

甚キハ小腸ノ大サニ類スル者アリ．」

「この疾患は尿の排泄の障害に起因するものであ

って，その腎盂は拡張して小児手拳大となり，腎盃は

全く消失するものがある．または，腎盂の拡張は軽度

であるが，腎盃はかえって拡張し，その腔が鶏卵大に

までなるものがある．また，腎盂の粘膜が消失し，腎

組織はうっ積した液の圧力に由って，だんだん萎縮し，

時には，全く腎組織を認めないで，ただ，肥厚した膜

の中に，粘液膿様又は血液様の液だけを容れているも

のがある．ただし，多くの場合は一側の腎に発生し，

他側の腎は健全であるのが普通である．一旦腎盂がこ

の疾患に罹れば，尿管も続いて拡張し，甚だしい場合

には，小腸の大きさ程になるものもある．」

ここで，「腎盞」は『腎盃部』を指している．

「『原因』

原因ハ種々一ナラス．腫 （即チ卵巣腫若クハ子宮

肉贅ノ類）ノ輸尿管ヲ壓スルニ由ル者アリ．或ハ輸

図２ 腎胞蟲
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尿管粘膜ノ慢性炎ヨリ狭窄ヲ發スルニ由ル者アリ．

或ハ尿石ノ輸尿管ヲ閉塞スルニ由リ，或ハ膀胱ニ慢

性炎ヲ發シテ輸尿管ヲ閉塞スルニ由リ，或ハ攝護腺

腫大，若クハ尿道狭窄ノ為ニ，尿ノ排泄困難ナルニ

由ル者アリ．盖シ此病ノ發スルヤ，年齢ヲ撰ハス，

初生児モ亦之レニ罹ル 有リ（是レ胎児ノ時巳ニ尿

石ヲ有セシ者ナラン）．又婦人ハ子宮ノ所患多キヲ

以テ，男子ニ比スレハ此病ヲ發シ易シ．」

「『原因』

原因は種々であって，ひとつではない．腫瘤（即ち

卵巣嚢腫あるいは子宮筋腫の類）が尿管を圧迫するこ

とに由るものがある．あるいは尿管粘膜の慢性炎症か

ら狭窄を起こすことに由るものがある．あるいは尿路

結石が尿管を閉塞することに由るものがあり，また，

前立腺肥大や尿道狭窄の為に，尿の排泄が困難なこと

に由るものがある．一般に，この疾患が発生するのは，

年齢を選ばず，新生児でもこれに罹ることがある（こ

れは，胎児の時に尿路結石を持っていたものであろ

う）．また，女性は子宮の疾患が多いので，男性に比

べれば，この疾患を起こしやすい．」

「『症候』

症ニ在テハ，確乎タル症状ヲ發スル 無シ．是レ

一側ノ腎，此病ノ為ニ尿ヲ分泌スル能ハスト雖 ，

他側ノ腎肥大シテ，平常ニ比スレハ二倍ノ尿ヲ分泌

スル故ナリ．若シ両腎倶ニ之レニ罹レハ，尿ノ分泌

全ク遏止シ，窒扶斯状ノ症（即チ尿毒症）ヲ發シテ

斃ル．或症ニ在テハ，膨大セル腎盂腫 状ト為リ，

外部ニ於テ觸レ得ヘク，其腫ハ表面不正ニ 波動ア

リ． シ尿ノ排泄未タ全ク妨碍セラレサル者ハ，其

腫時ニ従テ増減ス．是レ尿ノ瀦留スルト否ラサルト

ニ関渉スルナリ．又輸尿管膨大シテ，能ク 壁上ヨ

リ觸レ得ル者ハ，容易ク此病タルヲ確定ス可シ．」

「『症候』

軽症の場合には，はっきりした症状を表すことはな

い．これは，一側の腎臓が，この疾患の為に，尿を生

成することが出来ないが，他側の腎臓が肥大して，正

常に比べて２倍の尿を生成するからである．もし，両

腎ともにこの疾患に罹れば，尿の生成は完全に停止し，

チフス様の状態（即ち尿毒症）となって死亡する．あ

る症例では，拡張した腎盂が腫瘤状となって，外部か

ら触知出来る様になり，その腫瘤の表面は不整で，波

動を認めることがある．ただし，尿の排泄が完全に障

害されていない場合には，その腫瘍は時間によって大

きくなったり小さくなったりする．これは，尿が貯留

する時とそうでない時とに関係するのである．また，

尿管が拡張して，腹壁から触れることが出来る場合に

は，簡単にこの疾患であることを確定しなさい．」

「『治法』

此病ハ全治スル 甚タ難シ．然レ 若シ其腫増大シ

テ波動アル者ニハ，腰部ニ套管鍼ヲ刺シ二日間之レ

ヲ抜去セサレハ，自ラ瘻管ヲ生シテ尿ヲ排泄シ得ル

カ故ニ，腎盂漸々收縮シテ治スル 有リ．又尿道狭

窄，卵巣水腫 ニ起因スル者ハ，務メテ其原因ヲ除

キ尿ヲシテ排泄シ易カラシム可シ．總テ此患者ニハ

飲食ヲ ニシ，殊ニ亜尓個児性ノ飲料ヲ禁シテ，以

テ他側ノ腎ニ累及セサラシムルヲ要ス．」

「『治療法』

この疾患は全治することは非常に難しい．しかし，

もし，その腫瘤が大きくなって波動が認められる場合

には，腰部に二重針を刺し，これを２日間抜かなけれ

ば，自然に瘻管を形成して尿が排泄出来るので，腎盂

はだんだん収縮して治癒することがある．また，尿道

狭窄，卵巣嚢腫などに起因するものには，その原因を

除去して尿の排泄を良くする努力をしなければなら

ない．一般に，この患者には，飲食を節制させ，特に

アルコール性の飲料を禁止して，他側の腎臓に波及さ図３ 腎盂膨脹
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せないようにする必要がある．」

ここで，「套管鍼」は排膿排液，排気などを目的に

使用される『二重針』を指している 16）．

(ﾛ)腎盂及輸尿管粘膜炎

「此炎ニ數般アレ ，就中加答流性炎ヲ尤モ多シトス．

シ罕レニハ，義膜性炎若クハ實布的里性炎ヲ發シ，

殊ニ膿熱，窒扶斯，急性皮疹 ニ於テハ，之レニ由

テ死スル者往々之レ有リ．加答流性炎ニ於テハ，唯

腎盂ニ限發スル者アリ．或ハ輸尿管，膀胱若クハ腎

ニ蔓延スル者アリ．其發スルヤ，初起ニ在テハ粘膜

ニ赤色ヲ呈シ，腫脹シテ粘液様ノ膿ヲ分泌シ，後ニ

ハ其粘膜肥厚シテ帶赤褐色ト為リ，無數ノ膨脹セル

血管ヲ有シ，且ツ血液ヲ混スル所ノ膿ヲ分泌ス．其

慢性症ハ輸尿管及ヒ腎盂ノ膨大ヲ發シ，殊ニ輸尿管

ノ粘膜腫脹シテ，尿ノ排泄困難ナル者ニ於テハ，膨

大スル 尤モ甚シ． シ此病ハ特發スル 少ナク，

尋常腎盂内ニ結石ヲ生シテ，其刺戟ノ為ニ發シ，或

ハ尿閉喩ヘハ輸尿管閉塞，尿道狭窄，及ヒ攝護腺肥

大ノ如キニ由テ發ス．是レ尿ノ欝積セル者，安没尼

亜ト為リ，其刺戟ニ由テ粘膜ニ發炎スル者トス．又

膀胱炎ノ輸尿管ニ波及スルニ由ル者アリ．或ハ芫菁，

的列並油，抜尓撒謨骨湃巴，及ヒ杜松子ノ如キ辛辣

藥ノ誤用ニ由テ發シ，又急性熱病即チ窒扶斯，膿熱，

痘瘡 ニ於テ之レヲ發スル 有リ．」

「この疾患には数種類があるが，その中では，カタ

ル性炎症が最も多いものである．ただし，まれには，

偽膜性炎症あるいはジフテリア性炎症が発生し，特に，

敗血症，チフス，急性皮膚発疹症などの場合には，こ

れによって死亡するものがよくある．カタル性炎症で

は，腎盂だけに限局性に発症するものがある．あるい

は，尿管，膀胱または腎実質に広がるものもある．そ

の発症は，初期では，粘膜が赤色になって腫脹して，

粘液様の膿を出し，後になると粘膜は肥厚して，赤色

を帯びた褐色となり，無数の拡張した血管が認められ

て，血液が混じった膿が出てくる．その慢性症では，

尿管と腎盂の拡張を来し，特に尿管の粘膜は腫脹して，

尿の排泄困難なものでは，その拡大は最も甚だしい．

ただし，この疾患は単独で発症することは少なく，腎

盂内に結石を作って，その刺激の為に発症したり，尿

閉，例えば尿管閉塞，尿道狭窄および前立腺肥大など

によって発症するのが普通である．これは，尿がうっ

積したものがアンモニアとなり，その刺激によって粘

膜に炎症が起こるからである．また，膀胱炎が尿管に

波及することによって起こるものもある．あるいは，

カンタリス，テレビン油，バルサム・コパイバおよび

ネズの実などの刺激の強い薬品の誤用によって発症

し，また，急性熱性疾患，即ちチフス，敗血症，天然

痘などの時に，この疾患を発症することがある．」

ここで，「安没尼亜」は『アンモニア（NH３）』の当

て字である．また，「的列並油」は『テレビン油』の

当て字である．これは松伯科植物のマツ属（Pinus）の

樹液から採れる油脂で，ピーネン（C10H16）などを含ん

でいて，下剤，防腐剤などに利用された．また，「拔

尓撒謨骨湃巴」は『バルサム・コパイバ（Balsam

copaiba）』の当て字で，これは，南米原産のマメ科植

物の『コパイバ（Copaifera officialis）』から採れ

る樹脂で，安息香酸（C６H５COOH），桂皮酸（C８H７COOH）

などが含まれ，消毒剤，去痰剤などとして使用された．

また，「杜松（ネズ）」はヒノキ科の常緑喬木で，「杜

松子（Juniperus communis）」はその実を指し，利尿

剤として利用された３）．また，「痘瘡（トウソウ）」は

ウイルス性感染症の『天然痘』を指し，主として皮膚

に膿痂疹を来すものである．かつては，全身に拡がっ

て予後不良の疾患であったが，イギリス医のジェンナ

ー（Edward Jenner：1749－1823）が，1799 年に種痘

によるワクチン接種法を行い，これが世界中に浸透し

た結果，1980 年に，世界保健機関（ＷＨＯ）は，この

疾患の絶滅宣言を発表している２，７，18）．図４ 腎盂及輸尿管粘膜炎
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「『症候』

此症ヲ急性ト慢性トニ區別ス．急性症ハ初ニ戦慄シ

テ，継クニ發熱ヲ以テシ，腎部疼痛之レヲ按スレハ

愈々甚シク，全ク歩行スル 能ハス．且ツ尿意頻數

ニシテ，毎次僅少ノ尿ヲ洩ラシ，尿道口ニ於テ灼ク

カ如キヲ覺フ．婦人ニ於テモ亦然ル 有リ（骨湃巴

ヲ多用スレハ此症ヲ發スル アリ）．其尿ハ血様ニ ，

多量ノ尿酸塩及ヒ粘液ヲ含ミ，酸性ノ反應ヲ呈シ，

兼テ内皮胞ヲ含ム．之レヲ腎盂ヨリ來レル者トス．

即チ膀胱ノ内皮胞ヨリモ小ナルヲ以テ察ス可シ．

シ此 ノ諸症漸ク減退シテ治ニ就ク者アリ．或ハ其

症荏苒ト 慢性ニ轉スレハ，其尿中ニ膿及ヒ蛋白質

ヲ含ムト雖 ，酸性ノ反應ハ猶依然タリ．而 膀胱

炎ニ在テモ亦同シク尿中ニ膿ヲ含ムト雖 ，彼ニ在

テハ，其尿ノ反應亜尓加里性ナルヲ異ナリトス．慢

性症ト為ルニ及テハ，亳モ疼痛アル 無ク，若シ腎

盂及ヒ輸尿管ノ膨脹ヲ継發スレハ，其尿中ニ安没尼

亜ヲ含ミ，悪臭尤モ甚シ．是レ利尿毎ニ其尿ヲ排泄

シ盡ス能ハス，多少残留シテ腐敗スルニ由ル．曽テ

一患者アリ．腎盂及ヒ輸尿管周圍ノ峰 織内ニ破潰

シ，醸膿シテ腰部及ヒ鼠蹊部ニ浸淫シ，外表ニ破綻

セシハ，予ノ親ク實驗セシ所ナリ．」

「『症候』

この疾患を急性と慢性とに分類する．

急性症では，初めに戦慄があって続いて発熱をもっ

て発症し，腎臓部の疼痛は，触れば触れるほど増強し，

全く歩行することが出来なくなる．その上，尿意は頻

数であって，毎回極めて少量の尿が出るが，尿道口に

灼熱の痛みを自覚する．女性の場合にも同様のことが

ある（バルサム・コパイバを多用すれば，この疾患が

発生することがある）．その尿は血性であって，多量

の尿酸塩および粘液を含み，酸性の反応を示し，併せ

て上皮細胞を含む．これは腎盂から来た上皮細胞であ

る．即ち，膀胱の上皮細胞よりも小型の細胞であるの

で，そう考えられる．ただし，これらの諸症状がだん

だん減退して治癒するものがある．また，その症状が

長びいて慢性症に変れば，その尿中に膿および蛋白質

が含まれるが，酸性の反応は依然として続く．そして，

膀胱炎の場合にも，また同じ様に，尿中に膿を含むが，

その場合には，尿の反応がアルカリ性であることが異

なるところである．

慢性症となった場合には，少しも疼痛を訴えること

なく，もし，腎盂および尿管の拡張を併発すれば，そ

の尿中にアンモニアを含み，悪臭は最も甚だしい．こ

れは，排尿時ごとに，その尿を全て排泄し尽すことが

出来ないで，多少残留して腐敗するからである．かつ

て，腎盂および尿管周囲の峰窩織内に破裂して化膿し，

腰部および鼠径部に浸潤し，それが外表に破綻した一

患者を，私は経験したことがある．」

ここで，「荏苒（ジンゼン）」は『時間的に長びく状

態』を示す語句であり，ここでの「利尿（リニョウ）」

は『排尿』の意味である 16）．

「『預後』

原因ノ異ナルニ従テ各同シカラス．辛辣藥ノ誤用ニ

由テ發シ，其症急性ナル者ハ，速ニ治ニ就クヲ常ト

シ，又急性熱病後ニ發スル者モ治スル 無キニアラ

ス．尿道狭窄ニ傍發スル者ト雖 ，輸尿管及ヒ腎盂

ニ膨脹ヲ來サヽレハ，能ク治スル ヲ得ヘシ． シ

其原因ノ如何ヲ論セス，既ニ慢性ニ轉スル者ハ全治

ニ至ル 甚タ難ク，特ニ老人ノ攝護腺肥大ニ由テ發

スル所ノ粘膜炎ハ始終膿ノ分泌シ，或ハ時々出血ヲ

來タスカ故ニ，多クハ虚脱ニ陥ル者トス．」

「『予後』

原因が異なるので，みな同じではない．刺激薬の誤

用によって起こり，その症候が急性である場合には，

速やかに治癒するのが普通である．また，急性熱性疾

患の後に発症した場合も，治癒することが無いことも

ない．尿道狭窄に続発する場合でも，尿管および腎盂

に拡張を来さなければ，治癒することも可能であろう．

ただし，その原因が何であるかにかかわらず，慢性症

に変る場合には，全治することは非常に難しく，特に，

老人の前立腺肥大によって起こる粘膜炎では，始終膿

が出て来くるか，時々出血を来すので，多くの場合に

は，虚脱に陥るものである．」

「『治法』

急性加答流性粘膜炎ニ在テハ，嚴ニ床中ニ静息セシ

メ，腎部ニ疼痛アル者ニハ，腰部ニ血角，蝟鍼或ハ

芥子泥ヲ貼シ，且ツ毎日二 温浴ヲ施シ，食餌ハ可

及的少量ヲ與ヘ，亜尓個児性ノ飲料ヲ禁シ，内服ニ

ハ粘滑飲劑即チ亜麻仁煎，錦葵煎若クハ護謨水ヲ與

ヘ，疼痛尤モ甚キ者ニハ，甘汞，葯刺巴ノ下劑ヲ以

テ，腸ニ誘導スルニ宜シ．腎盂ノ出血ヲ發スル者ニ

ハ，塩酸銕丁幾一 乃至二 ヲ糖水ニ和シ與フ可シ．

慢性症ニ轉スル者ニハ，抜尓撒謨骨湃巴，抜尓撒謨

孛露，麻質姑（此品ハ其効抜尓撒謨骨湃巴ニ同シク，

近來歐羅巴ニ於テ大ニ称用セリ）若クハ的列並油ノ
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類ヲ撰用スルヲ要ス． シ抜尓撒謨類ヲ用ユルニハ，

先ツ少量即チ三 十二滴ヨリ始メ，漸次ニ其量ヲ加

ヘテ三 二十滴乃至三十滴ニ至ル可シ．是レ此諸藥

ハ服用ニ堪ヘ難キ 有レハナリ．又收斂劑即チ單寧，

没食酸，明礬， 児水 ヲ用ユル 有リ．或醫家ハ

乳汁，石灰水（各 分）ヲ和シ，毎日一壜乃至二壜

ヲ與フル ヲ稱譽スル者アリ．若シ尿道狭窄ヲ兼ル

者ハ，截開シテ之レヲ治シ，腎結石アル者ハ，炭酸

水及ヒ重炭酸曹達ヲ服セシム可シ．總テ此慢性症ハ

僅ニ 快ヲ得セシム可キ而己ニ ，畢竟之レヲ全治

スル 能ハス．若シ既ニ輸尿管及ヒ腎盂ノ膨脹ヲ發

セル者ハ，其尿中絶ヘス少量ノ膿ヲ混出スト雖 ，

其人猶健全ヲ保ツ 有リ．」

「『治療法』

急性カタル性粘膜炎の場合には，厳しく床中で安静

にさせ，腎臓部の疼痛を訴えるものには，腰部に血角，

蝟鍼あるいは芥子泥を貼り，また，毎日２回温浴を施

行し，食事はなるべく少量与え，アルコール性の飲料

は禁止し，内服薬として，粘滑剤即ち亜麻仁煎，錦葵

またはゴム水を投与し，疼痛が非常に強い場合には，

甘汞，ヤラッパなどの下剤で腸に誘導するのがよろし

い．腎盂の出血を来したものには，塩酸鉄チンキ１ド

ラムから２ドラムを糖水に混ぜて与えなさい．慢性症

に変った場合には，バルサム・コパイバ，バルサム・

ペルー，麻質姑（この物品は，その効果がバルサム・

コパイバと同様で，最近ヨーロッパで大いに称用され

ている）またはテレビン油の類を選んで使用する必要

がある．ただし，バルサム類を使用するには，まず，

少量即ち３回 12 滴から始め，だんだんその量を増や

して，３回 20 滴から 30滴にしなさい．これは，これ

らの諸薬が服用に耐えられないことがあるからであ

る．また，収斂剤即ちタンニン，モッショク酸，ミョ

ウバン，タール水などを使用することがある．ある医

師は，牛乳汁と石灰水とを各々等分に混ぜて，毎日１

瓶から２瓶を与えることを奨励している．もし，尿道

狭窄を合併する場合には，切開してこれを治し，腎結

石がある場合には，炭酸水および重炭酸ソーダを服用

させなさい．一般に，この慢性症は，僅かに軽快させ

ることが出来るだけであって，結局これを全治するこ

とは出来ない．もし，既に尿管および腎盂の拡張を来

している場合には，尿中に絶えず少量の膿を排出して

いても，その人はなお健常を保っていることがある．」

ここで，「血角」，「蝟鍼」はいわゆる『吸い出し』

のことで，膿や血液を吸引して排出させる器具をいう．

また，「芥子泥」は，十字花科植物の『アブラナ

（Brassica）』の種子から採れる油脂で，シニグリン

（KC10H16NO９S２･H２O）を含み，鎮痛剤として利用された．

また，「甘汞」は『塩化第一水銀（Hg２Cl２）』のことで，

内服すると小腸内で，『塩化第二水銀（HgCl２）』に変

化して，下剤として反応する．また，「葯刺巴」は『ヤ

ラッパ（Jalapa）』の当て字で，これは，メキシコ原

産のヒルガオ科植物の一種である『イボミア

（Exogonium purga』の根を乾燥したもので，ヤラピ

ン（C35H56O16）を含み，緩下剤として使用された．また，

「抜尓撒謨孛露」は『バルサム・ペルー』の当て字で，

これはマメ科植物の『トルー（Toluifera perirae，

Myroxylon pereirae など）』から得られるバルサム（樹

脂）であり，多量の桂皮酸（C６H５CH:CHCOOH）,安息香

酸（C６H５COOH）が含まれる４，５）．また，「麻質姑（マ

シコ）」は『Massa copaibae（コパイバ練剤）』の当て

字で，その中には，バルサム・コパイバ 94，マグネシ

ア（MgO）6 が含まれる合剤である．「明礬（ミョウバ

ン）」は『塩基性硫酸アルミニウム・カリウム｛KAl３

(SO４)２(OH)６｝』の結晶であり，アルミニウムイオンは

蛋白と結合する作用（収斂作用）があるので，止血剤，

消炎剤，抗菌剤などとして利用された．「 児」は『タ

ール（Tar）』の当て字である．タールは，石炭や木を

乾溜した時に得られる黒色粘稠な油状液体であり，

種々の有機化合物を含む４，５，13）．

(ﾊ)腎及腎盂内結石

「初生児ノ尿中ニ沈殿物ヲ見ル 有リ．其屍體ノ觧剖

スルニ，腎ノ直行細尿管及ヒ腎盂内ニ於テ尿酸塩殊

ニ尿酸安没尼亜ノ充填スル 屡々之レ有リ．之レヲ

尿酸『インﾌﾊルクト』ト称ス（尿砂ヲ以テ充填スル

ノ義ナリ）．此塩ハ橙黄色ノ線條ト為テ，乳頭ヨリ

尖圓體ノ縁ニ亘リ，時ト ハ，細尿管中ニ血液滲漏

シテ，此塩ヲ 赤色ナラシムル 有リ．成人ニ於テ

モ亦此ノ如ク細尿管中ニ炭酸加尓基ヲ沈著シテ，白

線状ヲ為ス 有リ．是レ殊ニ骨病即チ英吉利病，骨

疽 ノ後ニ實驗スル所ニ ，其骨質漸々溶觧シ，血

行ニ混シテ腎ニ至リ，其中ニ沈著スルニ由ル者トス．

此症ノ キ者ハ，著キ徴候ナキカ故ニ，治術上ニ関

渉セスト雖 ，其甚キ者ニ於テハ，則チ患害ヲ生ス

ル 鮮少ナラス．盖シ此結石ハ，其大小ニ従テ腎砂

ト腎石トニ區別ス．腎砂若シ直行細尿管中ニ充塞ス

レハ，其管隆起シテ稍彎曲スル 有リ． シ此中ニ

存スル者ハ，大抵尿ニ従テ流洩スルカ故ニ，此ノ如
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ク多量ナル者ハ，甚タ罕レナリト雖 ，腎盞，腎盂

及ヒ輸尿管ノ粘膜皺襞中ニ留滯スレハ，尿中ノ塩類

之レニ凝著シテ漸々増大シ，殊ニ腎盂内ニ在テハ鶏

卵大ニ至ル．而 此腎盂結石ハ腎組織，腎盂及ヒ輸

尿管ノ醸膿性炎ヲ誘起スル 有リ． ソ此結石ハ其

所在ニ従テ形態ヲ異ニシ，且ツ無數ニ 細小ナル者

アリ．或ハ一個ニ 巨大ナル者アリ．而 其基質ハ

膀胱ノ結石ニ於ルカ如ク，尿酸塩，燐酸塩或ハ蓚酸

塩ヨリ成ル者トス．」

「新生児の尿中に沈殿物を認めることがある．その

死体を解剖すると，腎の遠位尿細管および腎盂内に，

尿酸塩，特に尿酸アンモニアが充填していることがし

ばしばある．これを『尿酸梗塞』と呼ぶ（尿砂が充填

するという意味である）．この塩は橙黄色の線条とな

って，乳頭部から腎錐体の縁にわたり，時には，尿細

管内に赤血球が浸漏して，その塩を赤色にすることが

ある．成人の場合にも，この様に，尿細管内に炭酸カ

ルシウムが沈着して，白色の線条を形成することがあ

る．これは，特に，骨疾患即ちクル病，骨疽などの後

に見られるものであって，その骨質がだんだん融解し

て，血液中に入って腎臓に行き，実質内に沈着するこ

とに由るものである．この疾患の軽度のものの場合に

は，著しい徴候が認められないので，治療上には関係

してこないのであるが，それが著しいものの場合には，

障害が起こることが少なくない．この結石は，一般に，

その大小によって腎砂と腎石とに区別される．もし，

腎砂が遠位尿細管内に詰れば，その管は膨隆して，や

や湾曲することがある．ただし，その中に存在する砂

は，大抵，尿によって排泄されるので，この様に多量

であるものは，非常にまれではあるが，腎盃，腎盂お

よび尿管の粘膜ヒダの中に留まれば，尿中の塩類はそ

れに凝着して，だんだん大きくなり，特に，腎盂内で

は，鶏卵大にまでなる．そして，この腎盂結石は，腎

組織，腎盂および尿管の化膿性炎症を誘発することが

ある．一般に，この結石は，その存在するところによ

って形態が異なって，無数で細小のものもあれば，あ

るいは一個の巨大なものもある．そして，その基質は

膀胱の結石の場合と同様で，尿酸塩，リン酸塩あるい

はシュウ酸塩から成るものである．」

ここで，「直行細尿管」は尿細管の中の『下行部』，

『上行部』および『集合管』を指す．また，「尿酸イ

ンﾌﾊルクト」は『尿酸梗塞（Uric Acid Infarct）』を

指していて，これは，新生児の血液細胞（白血球，赤

血球など）が胎生期由来細胞から自己骨髄由来細胞に

交代する時（誕生数日後）に，胎生期由来細胞が大量

に破壊される．この時に，赤血球大量破壊によって新

生児黄疸が発症し、白血球大量破壊によって，大量の

尿酸が形成され尿中に排泄されるが，この結晶が腎髄

質尿細管につまることがあって，これを尿酸梗塞とい

う．また，「加尓基」はオランダ語の『Kalk（カルシ

ウム：Ca）』の当て字である．「英吉利病」は『イギリ

ス病』の当て字で，これは，1650 年に，イギリス医の

グリソン（Francis Glisson：1596－1677）が骨形成

不全症について，初めて記載した疾患で，20世紀にな

ってから，ビタミンＤ欠乏症であることが解明されて，

『くる病（Rachitis）』の名称が与えられた．古くか

ら，日照時間の少ない，イギリスに多く認められたの

で，この名称が付けられたといわれている．現代では，

栄養が良くなって小児のくる病は少ないが，長寿社会

での老年者の骨粗鬆症（Osteoporosis）が増加してき

ている．グリソンの最も高く評価されるべき業績は，

1654 年に発表された『肝臓の解剖学』で，肝臓間質組

織の名称として『グリソン鞘』が現在でも使用されて

いる６，７，15）．

「『原因』

遺傳ニ属スル者アリ．喩ヘハ幼児ノ腎石ニ罹レル者，

其父母モ亦曽テ之レヲ患ヘシ 有ルカ如シ．又地方図５ 腎及腎盂内結石
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ニ由テ此病ニ多少アリ．喩ヘハ英吉利，和蘭ハ獨乙，

佛蘭西ニ比スレハ，之レニ罹ル 甚タ多キカ如シ．

其理ハ未タ詳明ナラス，或ハ攝生ニ由ル者アリ．喩

ヘハ膏梁ノ食餌，鋭烈ノ飲料ニ飽キ，其身體安逸ナ

ル者ハ，尿中ノ塩類増加シ易キカ如シ．寒國ニ於テ

殊ニ然リトス．又腎ノ創傷屡々結石ヲ誘起スル 有

リ．喩ヘハ創傷ニ由テ出血シ，其血液凝固シテ核ト

為リ，塩類漸々凝着シテ結石ヲ生スルカ如シ．又許

多ノ尿道所患ハ之レカ原因ト為ル 尤モ多シ．喩ヘ

ハ尿道，輸尿管ノ加答流，尿道狭窄若クハ攝護腺肥

大ニ於ルカ如シ．總テ尿ノ欝積シテ，亜尓加里性ト

為ル者ニ於テハ，結石ヲ生シ易シ．是レ尿ニ亜尓加

里性泡醸ヲ起セハ，尿酸塩ヲシテ沈澱セシムル故ナ

リ．其他或病即チ痛風，僂麻質私，腺病及ヒ結核ニ

於テモ，亦尿中ノ塩類増加シテ腎砂ヲ生スル 有

リ．」

「『原因』

遺伝的なものがある．例えば，幼児が腎石に罹った

場合，その父母も又かつてこの疾患で苦しんだことが

あるなどである．また，地方によっては，この疾患に

多少がある．例えば，イギリス，オランダはドイツ，

フランスに比べれば，この疾患に罹ることが非常に多

いなどである．その理由は未だ詳細に解明されてはい

ない．また，摂生によるものがある．例えば，贅沢な

食事，刺激の強い飲み物を好み，その身体を楽にして

いる人は，尿中に塩類が増加し易いなどである．寒い

国の場合には，特にその様である．また，腎臓の創傷

が，しばしば結石を誘発することがある．例えば，創

傷によって出血し，その血液が凝固して核となり，塩

類がだんだん沈着して，結石を発生させるなどである．

また，多くの尿道疾患では，それが原因となることが

最も多い．例えば，尿道や尿管のカタル性炎症，尿道

狭窄あるいは前立腺肥大の場合などである．一般に，

尿がうっ積してアルカリ性になる場合には，結石を発

生し易い．これは，尿にアルカリ性の泡が発生すれば，

尿酸塩を沈殿させるからである．その他，特定の疾患，

即ち痛風，リウマチ，腺病および結核の場合にも，尿

中の塩類が増加して，腎砂を発生することがある．」

ここで，「痛風」は，尿酸代謝の障害に由って，尿

酸塩の結晶が，足指関節，耳介軟骨などに沈着して痛

みを発生させる疾患である．また，「僂麻質私」は『リ

ウマチ（Rheumatism）』の当て字（僂麻質斯とも当て

る）で，1953 年発刊の「言林」によれば，『慢性関節

疾患の総称であって，寒冷，濕氣等が原因又は誘因と

なり，又細菌の作用によって発生することもある．高

年者に多く，関節の腫脹・疼痛，筋肉の萎縮・強直を

來し，遂には全身の運動障碍が起こる』と記載されて

いる８）．また，1874 年に発行された，「原病學通論 巻

二」によれば，『寒冷ハ諸部に僂麻質斯ヲ誘起ス』，『大

氣濕濡ノ度ニヨリ僂麻質斯ヲ誘發ス』と記載されてい

る９）．現在では，『慢性関節リウマチ』がリウマチの

代表疾患で，これは体内変性グロブリンに対する自己

抗体（リウマチ因子）の存在が知られていて，一般的

には自己の持つ物質に対してはアレルギーを起こさ

ないが，この場合には自己抗体を形成するので，それ

によってアレルギーを起こす状態（いわゆる自己免疫

疾患）と考えられていて，関節・結合組織などがその

病変の主座となる．また,「腺病（センビョウ：

Scrofula）」は古来より，下顎部，頚部などのリンパ

節腫脹や口蓋扁桃の腫大を来す状態の総称であり，併

せて，『やせて弱々しい体質』を指すようになったも

のであるが，種々のリンパ節疾患の原因が解明されて，

原因別疾患分類が確立されてきたので，現在では死語

になっている 13，16）．

「『症候』

屍體解剖ニ於テ，腎及ヒ腎盂内ニ許多ノ結石ヲ見レ

，其人ノ生存中，亳モ患害ヲ覺ヘサリシ者間々之

レ有リ．然レ ，此ノ如キハ固ヨリ例外ニ属ス．總

テ此結石ハ，輸尿管及ヒ腎盂ニ発炎シテ，尿中ニ血

液，粘液及ヒ内皮胞ヲ含ミ，後ニ至レハ膿ヲ混出シ，

其患者，腎部，膀胱及ヒ尿道ヨリ睾丸及ヒ両股ニ射

出スルカ如キ疼痛ヲ覺ヘ，兼テ尿意頻數ト為ル．而

其結石若シ輸尿管ヲ閉塞スレハ，病側ノ腎盂及ヒ

輸尿管ニ腫脹ヲ発 ，腹部ヨリ之レヲ摸觸シ得ヘキ

カ故ニ，甚タ診知シ易シ．又両側ノ輸尿管ヲ閉塞ス

レハ，尿ノ排泄全ク遏止シテ，窒扶斯状ノ症（即チ

尿毒症）ニ陥ル者トス．又時々尿中ニ腎砂ヲ排泄シ，

其際ニハ屡々全身ニ発熱 ，尿量減少シ，其尿ハ赤

色ニ ，許多ノ沈澱物ヲ含ム 有リ．此発作數次反

覆シテ，頓ニ輸尿管，睾丸及ヒ両股ニ劇痛ヲ発ス．

是レ結石ノ輸尿管中ニ箝入スルカ為ニ発スル者ニ ，

所謂腎石疝ナリ．之レヲ発スレハ，患者ノ苦悶極メ

テ甚シク，面部ニ冷汗ヲ流シ，絶ヘス尿意ヲ催スト

雖 ，其量ハ甚タ僅少ニ ，血液ヲ混シ，脉搏細小ニ

，屡々戦慄及ヒ嘔吐ヲ來タシ，時ト ハ畜搦ヲ発ス．

此ノ如ク発作スルモ，數時間ノ後ニ多クハ緩觧シ，

多量ノ尿ヲ通利シテ，其尿中ニ許多ノ沈澱物ヲ含ミ，

大ニ軽快ヲ覺フル者トス．又或症ニ於テハ，其発作



山野研究紀要 第 18 号 2010 81

中ニ尿毒症ヲ発シテ死スル 有リ．然レ 之レヲ概

スルニ，腎石疝ニ由テ死スル者甚タ罕レナリ．」

「『症候』

死体解剖に於いて，腎および腎盂内に結石を認める

ことは多いが，その人の生存中に，少しの障害を自覚

しなかったものが時々ある．しかし，この様なものは

例外である．一般にこの結石は，尿管と腎盂に炎症を

起こし，尿中に赤血球，粘液および上皮細胞を認め，

後には膿を排出する様になり，その患者は，腎臓部，

膀胱および尿道から精巣および両股に放散する疼痛

を自覚し，あわせて尿意頻数となる．そして，その結

石が，もし尿管を閉塞するならば，患側の腎盂および

尿管の拡張を来し，腹部からそれを触知出来るので，

大変診断し易い．また，両側の尿管が閉塞すれば，尿

の排泄は全く停止して，チフス様の症状（即ち尿毒症）

に陥るものである．また，時々，尿中に腎砂を排出し，

その時には，しばしば全身に発熱して，尿量は減少し，

その尿は赤色となって，多くの沈殿物を含んでいるこ

とがある．この発作を数回繰り返して，突然，尿管，

精巣および両股に激痛を来す．これは，結石が尿管中

に詰る為に発生するものであって，いわゆる腎石疝痛

である．これを発症すれば，患者の苦悶は極めて重大

であって，顔面部に冷汗を認め絶えず尿意を催すが，

その尿量は非常に少なくて血液が混じり，脈拍は細小

となって，しばしば戦慄および嘔吐を来し，時には痙

攣発作を起こすことがある．多くの場合は，この様な

発作が起こってから数時間後に緩解し，多量の尿を排

泄して，その尿中には多量の沈殿物を含み，大いに軽

快感を自覚するものである．また，ある症例では，そ

の発作中に，尿毒症を起こして死亡することがある．

しかしながら，これらを概観すると，腎石疝痛によっ

て死亡するものは，非常にまれである．」

ここで，「畜搦（チクジャク）」は『けいれん状態』

を表す語句で，局所性の場合もあるが，全身性痙攣を

指すことが多く，意識障害を伴う状態を指す場合もあ

る．また，「腎石疝」は『腎臓結石に由る疼痛発作（腎

石疝痛)』をいう 10）．

「『識別』

尿中ニ結石ヲ混出スルヲ見ルニ非サレハ，此症タル

ヲ確定シ難シ．若シ之レヲ見サルノ際ハ，動モスレ

ハ胃痙若クハ膽石疝ト誤認スルヲ免レス．故ニ未タ

結石ヲ見サル者ニ於テハ，數 反覆シテ其尿ヲ檢査

スルヲ要ス．

『預後』

腎石疝ハ時々発作スト雖 ，之レニ由テ死スル者殆

ト鮮ナシ． シ輸尿管ノ破裂ヲ來タス者ハ，疝痛発

作ノ時ニ當テ，死スル 無キニ非ラスト雖 ，甚タ

希有ニ属ス．若シ概ニ輸尿管或ハ腎盂ノ擴張ヲ発セ

シ者ハ，未タ曽テ治スル者アルヲ見ス．」

「『鑑別診断』

尿中に結石を混出するのを認めなければ，この疾患

であることを確定できない．もし，それが認められな

い場合には，ともすれば，胃の痙攣または胆石疝痛と

の誤認を避けることは出来ない．従って，結石を発見

できない場合には，数回，反復して，その尿を検査す

る必要がある．

『予後』

腎石疝痛は，時々発作があるが，これによって死亡

するものはほとんどいない．ただし，尿管破裂を来す

場合には，疝痛発作の時に死亡することが無いことは

ないが，これも非常にまれである．もし既に，尿管あ

るいは腎盂の拡張を来しているものでは，未だかつて

治癒したものを見たことがない．」

ここで，「胃痙」は『胃の痙攣・疼痛発作』を，「膽

石疝」は『胆道結石に由る疼痛発作（胆石疝痛)』を指す．

「『治法』

專ラ飲食ニ注意スルヲ要ス．即チ牛肉，魚類及ヒ他

ノ動物性食物ヲ禁シ（是レ尿酸ノ発生ヲ防ク為ナ

リ），葡萄酒，麥酒及ヒ他ノ亜尓個児性飲料ヲ與フ

可カラス．唯淡薄ニ 消化シ易キ植物性ノ食物即チ

米飯， 餅，蔬菜，若クハ菓物ヲ撰用シ，又多量ノ

水ヲ與ヘテ，其尿ヲシテ増加シ，且ツ稀薄ナラシメ，

以テ結石ノ増大ヲ防キ，兼テ既ニ形成セシ砂，石ノ

流泄ヲ務ム可シ．又血行ヲ促シ，尿ノ分泌ヲ催進ス

ル為ニ，久坐ヲ禁シテ，適宜ニ運動セシメ，内服藥

ハ結石ヲ溶觧スルノ品ヲ用ユ可シ．故ニ此藥ヲ用ン

ト欲セハ，先ツ其結石ノ成分如何ヲ察セサル可カラ

ス．若シ尿酸或ハ尿酸塩ヨリ成ル者ヲ溶觧スルニハ，

亜尓加里劑即チ重炭酸曹達（半 乃至一 ヲ糖水一

盞ニ和 一日數 之レヲ與フ）ヲ用ユ可シ．歐羅巴

ニ於テハ，亜尓加里性鑛泉ヲ称用ス．喩ヘハ『フ ♯ナ

ー』水ノ如シ．又石灰水（一日數 二 ヲ與フ）ヲ

用ヒ，其他植物酸即チ枸櫞酸，酒石酸（二 乃至半

ヲ糖水六 ニ溶シ用ユ）ヲ称用シ，或ハ葡萄療法

ヲ施ス 有リ．若シ其結石，蓚酸ヨリ成ル者ニ於テ

モ，亦同一ノ療法ヲ行ヒ，殊ニ動物性ノ食餌，及ヒ
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葡萄酒ヲ用ユルヲ禁ス．又其結石，燐酸曹達ヨリ成

ル者ニハ，尋常稀薄鑛酸殊ニ塩酸若クハ王水（一

ヲ水十二 ニ和ス）ヲ用ヒ，且ツ多量ノ水ヲ飲マシ

メ，時々植物性利尿劑ヲ與ヘテ，尿ノ分泌ヲ催進ス

ル ヲ務ム可シ．英國ノ醫士ハ，此症ニ利尿散（其

方烏華烏尓失，幾那皮各一 ，阿芙蓉三 ヲ研和シ

テ六包ニ分チ，一日三 一包ヲ與フ）ヲ称用ス．石

灰水ヲ與フルモ亦良ナリ．又海葱若クハ杜松子ヲ用

テ，其効烏華烏尓失ニ勝ル 有リ．又病ノ後期ニ於

テハ，炭酸利知烏謨（毎服一 乃至二 ，一日三 ）

ヲ用テ，破石ノ功ヲ奏スル 有リ．若シ結石症ニ ，

尿中ニ血液ヲ混スル者ニハ，塩酸銕丁幾（毎日一

乃至二 ヲ糖水ニ和シ用ユ）ヲ與フ可シ．又腎石疝

ノ發作ヲ治スルニハ，莫尓非涅ノ皮下注射ヲ施シ，

或ハ多量ノ阿芙蓉（一 乃至二 ）ヲ内服セシメテ

疼痛ヲ鎮靖シ，又時ト ハ，甘汞，葯刺巴ノ下劑ヲ

用ヒ，或ハ鎮痙劑即チ阿魏，纈草 ヲ與ヘ，或ハ温

浴（全身若クハ局處），温琶布若クハ ノ外用ニ

由テ，鎮靖スル 有リ．然レ ，阿芙蓉ノ確切ナル

ニ如カス．」

「『治療法』

飲食注意に専念する必要がある．即ち，牛肉，魚類

および他の動物性食物を禁止し（これは尿酸の発生を

防ぐ為である），ぶどう酒，ビールおよび他のアルコ

ール飲料を与えてはならない．ただ，淡白で消化し易

い植物性の食物，即ち，米飯，蒸し餅，野菜あるいは

果物を選んで用い，また，多量の水を与えてその尿量

を増加させ，希薄させて，それによって結石の増大を

防ぎ，あわせて，既に形成した砂，石の排泄に努力し

なさい．また，血行を促進させ，尿の生成を亢進させ

る為に，長時間座っていることを禁止し，適宜の運動

をさせ，内服薬には，結石を溶解する物品を使用しな

さい．従って，その薬を使用しようとすれば，まず，

結石の成分が何であるかを知らなければならない．も

し，尿酸あるいは尿酸塩で構成されたものを溶解する

には，アルカリ剤すなわち重炭酸ソーダ（1/2 ドラム

から１ドラムを糖水１盃に混ぜて１日数回投与する）

を使用しなさい．ヨーロッパでは，アルカリ性鉱泉を

称用している．例えば，『フィナー水』などである．

また，石灰水（１日数回２オンスを与える）を使用し，

その他，植物酸即ちクエン酸，酒石酸（２ドラムから

1/2 ドラムを糖水６オンスに溶かして使用する）を称

用し，あるいはブドウ療法を行うことがある．もし，

その結石がシュウ酸から成るものであっても，また，

同一の治療方法を行い，特に，動物性の食事およびブ

ドウ酒を使うのを禁止する．また，その結石がリン酸

ソーダから出来ているものには，普通，希薄な鉱酸特

に塩酸または王水（１ドラムを水 12 オンスに和す）

を使用し，また，多量の水を飲ませ，時々植物性利尿

剤を投与して，尿の生成を促すことに努力しなさい．

英国の医師は，この疾患に利尿散（その処方はウワウ

ルシ，キナ皮各１ドラム，阿芙蓉３グレーンを研和し

て６包に分けて，１日３回１包を与える）を称用して

いる．石灰水を与えるのも又よろしい．また，海葱ま

たはネズの実を使用して，その効果がウワウルシに勝

ることがある．また，疾患後期には，炭酸リチウム（毎

服１グレーンから２グレーン，１日３回）を使用して，

石が壊れて行く効果を認める場合がある．もし，結石

症であって，尿中に赤血球が混じる場合には，塩酸鉄

チンキ（毎日１ドラムから２ドラムを糖水に溶かして

使用する）を与えなさい．また，腎石疝痛の発作を治

すには，モルヒネの皮下注射を行い，あるいは阿芙蓉

（１グレーンから２グレーン）を内服させて疼痛を鎮

静し，また，時には甘汞，ヤラッパなどの下剤を使用

し，あるいは鎮痙剤即ちアギ，キッソウなどを投与し，

あるいは温浴（全身または局所），温パップもしくは

クロロフォルムの外用によって，鎮静することがある．

しかし，阿芙蓉の確実な効果には及ばない．」

ここで，「麥酒」は『ビール』を，「 餅」は『蒸し

餅』で，饅頭，パン類を指す 11）．「フィナー水」は『ミ

ネラル・ウォーター』を指す．また「海葱（カイソウ）」

はユリ科植物の『ウミネギ（Scilla maritima）』の

ことで，その球根には，ストロファンチン類似の強心

配糖体であるシラレン（Scillaren A 及び B：C36H52O13）

を含み，強心利尿剤として利用された．また，「烏華

烏尓失」は『ウワウルシ（Uvaursi）』の当て字で，こ

れはシャクナゲ科（ツツジ科)植物で，その葉（Folia

uvaursi）を乾燥したものはアルブチン（CHC６H４OC６H11

O５･1/2H２O）を含むので,尿路防腐剤，収斂剤として利

用された．また，「炭酸利知烏謨」は『炭酸リチウム

（Li２CO３）』の当て字であり，利尿剤として用いられ

た 12）．また,「阿魏（アギ）」は，中近東原産のサンケ

イ科植物である『アギ（Ferula asafoetida）』の根

から採れる油性樹脂で，フェルラ酸（C９H９O２COOH）な

どを含み，健胃・消化薬，去痰剤，鎮静剤などとして

使用された．「纈草（キッソウ）」はオミナエシ科植物

の『カノコソウ（Valeriana fauriei）』の根を乾燥し

たもので，キッソウ酸（C４H９COOH）を含み，鎮静・鎮

痙剤として使用された．「 」は『クロロホルム
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（CHCl３)』の当て字で，これは麻酔薬として使用され

るものである 13，14）．
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学外作品発表「epirrhema-エピレマ」展

美容作品の可能性と、その展示方法の考察

Exhibition “epirrhema-EPIREMA”

A possibility of the beauty work and the exhibition method

富田 知子 1) 遠藤 圭子 1) 鎌田 正純 1) 及川 麻衣子 1) 山本 恵子 1)

加藤 宏美 1) 下家 由起子 1) 小針 紫保子 1) 武藤 祐子 1) 長岡 亜季 1)

國友 勇司 2)

抄 録

美容技術は古くから人のコミュニケーションに関わる重要な手段として発達してきたと言っても過言ではな

い。本学美容実習系教員は、日常研鑽している美容技術を、本来の人間軸からはなれ、別な角度、そして自由

な観点から見直し、個々の表現という位置で取り入れることをおこなった。また今回は、化学を専門とする教

員と、美容師免許を持つ専攻科学生も参加した。ここでは、各作家の作品とそのコンセプト、及び、学外の美

術家２名による批評について報告する。

キーワード：エピレマ、美容技術、展示方法、表現方法、人間軸

Ⅰ．はじめに

 2009 年 3 月 9 日〜15 日の一週間、東京・原宿の

①K.S.GALLERYと②DESIGN-FESTA-GALLERYの２カ所で

展覧会をおこなった。

Ⅱ．テーマについて

制作を行うにあたり、テーマの設定をおこなった。

通常美容技術は、軸となる「人」に対して行う技術で

あり、テーマとなる方向性は、その「人」を中心に決

定されていく。今回は、各制作者がテーマを持ち、

軸へと発展させる方法を目指し、展覧会の大きな世

界感としてのテーマを、多様な解釈へと進むことの

出来るものとして考え、「epirrhema-エピレマ」〜あ

いだに〜とした。エピレマはゲーテの詩のタイトル

である。

あいだに
エ ピ レ マ

Goethe1）

そうだ 自然の観察に際しては

「一と全」とに眼を注げ

内にあるものもなければ 外にあるものもない

内がそのまま外なのだ

さあ ためらわず掴みとれ

広く知られた聖き神秘を

―

さあ 眼をひらけ 真実の現象に

さあ たたえよう 真剣な戯れを

生きるものは「一」でなく

それはいつでも「多」からなる

この詩から解釈として“全てのものは多からなり、

他との関係の中で多様なかたちで存在する”と考えた。

そのことから、｢エピレマ｣という言葉は、日常的に

美容と密接な流行、ファッションなどのイメージに

とらわれず制作をすすめる上で、重要なキーワード

となった。
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Ⅲ．展示方法について

今回は美容技術展示方法の考察も同時におこなっ

た。通常美容技術の作品発表は、モデルウイッグを

スタンドに固定して展示、人間モデルによる展示、

前述２つ方法での作品写真による展示となる。本展

覧会では、それらの展示方法以外の方向性を探るた

め、①のギャラリーでは、白い木枠の箱を用意しそ

の中に作品を収めることとした。②の会場ではアク

リルのケースを用い、その中に収納する作品と、映

像を加えた作品を展示した。

Ⅳ．作品とそのコンセプト

各作家の作品とその制作コンセプトについて

「ヒトゲノム・リズム」

遠藤 圭子

Endo Keiko

人を形成している小さな細胞達、又その細胞

は小さな遺伝子達により織り成されている。

遺伝子を司るDNAはひとつのリズムによって規則

正しく分裂し命の旋律を奏でる。

今回、ヒトゲノムをテーマとして、人を作り

出す生命のリズムを毛髪の動きで表現しようと

試みた。

色彩での躍動感は敢えて控え、毛髪によるリズム

感を主張すべく表現方法を意識した。

写真１）；｢ヒトゲノム・リズム｣ 935X755

写真２）；｢ヒトゲノム｣ 100X100X100

「 LIFE －Many happy returns－」

及川麻衣子

Oikawa Maiko

生と死のエピレマそれはLIFE。 人は細胞から

形をつくり、命を芽吹く。生を受けてから死を

迎えるまでのエピレマは「多」であり多くのもの

に触れ、吸収し、個々に生命の花を咲かせる。

「LIFE」それはたくさんの選択、葛藤、多の可

能性と真実の現象がある。繰り返し起こる

「LIFE」を毛髪で表現した。

写真３）；「LIFE－Many happy returns－」935X755

写真４）；「LIFE」 100X100X100

「共存」

加藤 宏美

Kato Hiromi

人は日々、ごく当然のような善意的行動をと

りながらも自然を破壊し、平和を求めながらも

時に他を危めることすらある。しかし全ての人

は平和を保持している。

Unity そして共存へ…

マーブル模様によって様々な人種、個々の人格

が共存する様を、ネイルアートとして使用される

素材を使用し、鋭角な形状によって攻撃性を表現

した。

写真５）；「共存」 280X390

写真６）；「Unity」 100X100X100
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「崩壊する波」

鎌田 正純

Kamata Masazumi

形は時間とともに崩壊していく。その一方で、

そこには新しい形が生まれてくる。

本作品は、崩壊により生じる新しい可能性を

表現した。

写真７）；「崩壊する波」 280X390

「ネットワーク」

人やものは、周囲と特定の関係を保ちつつ、

さらにその関係を拡大していく。

本作品は、その成長の多様性を映像により表

現した。

写真８）；「ネットワーク」 映像

「虚の反応」

小さなゆらぎの増幅や共同的な挙動により小

さな断片は集合して形をつくる。

本作品では、自己投影による断片の成長を表

現した。

写真９)；「虚の反応」 100X100X100

「gmo/gna」

国友 勇司

Kunitomo Yuji

人は眠る。

足を休め、昨日を思い夢を見る。

人は眠る。

夢から目覚め明日へ向かい手を伸ばす。

写真１０）；「gmo」 200X250X300

写真１１）；「gna」 200X250X300

写真１２）；｢咲く｡｣ 100X150X250

「命」

小針 紫保子

Kohari Shihoko

命が人として生まれるプロセスは驚異である。

母親の胎内で受精した直径０．２５mm の卵子は、

２８０日間で２０００倍もの大きさの胎児に成

長し、この世に生まれてくる。その驚異のプロ

セスは、生命の尊さを感じさせる。

人は、誰でも一度は死ぬ。そして、また新し

い命として生まれ変わる。生命は永遠であると

思う。

今回、命が人として生まれてきた意味を探りな

がら作品を制作した。

写真１３）；「命」 455X333X150

写真１４）；「魂（こん）」 100X100X100

「ＣＯＲＥ～heredity of beauty～」

下家 由起子

Shimoie Yukiko

遺伝とは子孫へ生命
い の ち

を遺し伝えること

その生命の設計図ともいわれているDNAは、核の

中で様々なヒロガリで存在している

生命は誰もが持つもの

けれどひとつしかない大切もの

それはよろこびとあたたかさにあふれたすばら

しいもの

だから生命はうつくしい

そんな～heredity of beauty～を毛髪と水引で表

現した

写真１５）；「ＣＯＲＥ～heredity of beauty～」

685X830X180

写真１６）；｢ＣＯＲＥ～コウエンノイノチ～」

100X100X100
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「メタモルフォーゼ―累静花 No1~3,縲静 No1~2」

富田 知子

Tomita Tomoko

静かに、直向に、一つの命をはぐぐむために、

多くを留め、多くを放つ。安定して見える生命

の形は、変化し続ける危うげなものでもあり、

その存在は非常に複雑な関わりで成り立ってい

るもの。可視的な生命体は、それを維持するた

めに周囲に存在する多く不可視的なものと対話

を続けている。

写真１７）；「メタモルフォーゼ―累静花 No,1」

935X680X200

写真１８）；「メタモルフォーゼ―累静花 No,2」

935X727X410

写真１９）；「メタモルフォーゼ―累静花 No,3」

410X245X100

写真２０）２１）；

「メタモルフォーゼ―縲静 No1~2」

各 100X100X100

「時 －時の帰る場所－」

長岡 亜季

Nagaoka Aki

時は常に過去を与え､常に未来を選び取り､そ

して現在を生きる。

時は生きていくことの外枠で最終的には個人

に還元される。

童話のように次に起こる出来事を予想して､は

らはらしたり､何かを望んだりする､リアリティ

に裏付けられた､時の流れや不思議な世界を表現

した。

写真２２）；「共」 740X515X200

写真２３）；「時～時の帰る場所～」 755X635X200

写真２４）；「時」 100X100X100

｢蕾－ｉｂｕｋｉ｣

武藤祐子

Muto Yuko

息吹-死-返還-再生

それは喜びと悲しみが同居し、とても穏やかに

進行しているサイクルである。

今、この瞬間にも様々な場所で生命が生まれて

いる。

私たちのごく身近に存在し、生命を育む生物の

中の一つである「植物」の息吹をモデルウイッグ

と点描で表現した。

写真２５）；｢蕾-ｉｂｕｋｉ」 935X755

写真２６）；「萌芽-ｉｂｕｋｉ」 100X100X100

[an eddy]

山本 恵子

Yamamoto Keiko

髪は頭皮表面から斜めに生えているが、部分

的に斜めになる向きが違う為、それぞれの毛髪

の連続性を保つ為に境目の一部に渦が出来る。

その渦の起源には、妊娠初期にある軸を中心

に胎児が回転した名残りや、羊水から空気に触れ

た瞬間などにできた、など様々な説があり、不思

議でたまらない、この渦に魅力を感じる。

うずまき うずをまく うずがまく

まきおこす なにかをまきおこす

なにかがはじまる

まかれて まかれて まわってみてみて

どこへ どちらへ どこかへ

むかうさきはわからない

きままに きのむくままに

ゆえに うずまきのゆくえがきになる

うずまきの正体は、つむじという。

写真２７）；「an eddy」 755X578

写真２８）；｢an eddy -tsumuzi-」100X100X100
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Ⅴ．美術家からの批評

以下に本展示会を見た二人の美術家より、批評を頂

いたので、本人の許可を得て、その全文を掲載する。

ⅰ．批評１

K.S.GALLERY harajukuについて

まず、全体に白い壁と調和のとれた白いフレーム

が美しく心地よい印象を得た。

同素材、同色のフレームではあるものの各作品に

よる大きさや形状が少しずつ違うところが、個々の作

品の表現をよりよく伝えようとしていると感じられ

た。

またそれぞれの制作において、プロセスにコンセ

プトの熟考があったと感じる作品だと思う。

（あえて、コンセプト文を読む前の印象です。）

立体作品でありながら壁面展示というまとめが品よ

く美しい空間を作り出していた。

DESIGN−FESTA−GALLERY 

ミニギャラリーコンプレックスというべき空間に

合わせた展示方法と作品だと感じた。

若者向けな、混沌とした魅力を持つ展示場にふさわ

しく変化がみられるものとなっている。

ただし、１０立法のクリアボックスにまとめた規

律がインテリジェンスのある表現で完成度の高さを

感じた。ジャンルの違う作品とのコラボレーション

も非常に興味深く、さらなる可能性を作品の先に期

待させるものと思う。

また学生とのコラボも展示全体の幅の広さをより

印象付けている。

総体的に他者（鑑賞者）に対し、新しい表現分野を

感じさせるものとなったのではないかと思います。

美容の事をあまり知らない人や、単に美術やアート

作品と思って観ている人たちに絵画、彫刻、オブジ

ェやイラストなどという分野とはまた別の括りであ

ると思ってもらえたのではないでしょうか。

私がひとつだけ気になったこととしては、作品制

作において、テーマやそのコンセプトは大変重要だ

とは思いますがコンセプトの為のコンセプトになり

そうな作品もあったかと感じられます、発想は大胆

に始まっても、過程は自然に流れたほうが結果が良

いと思います、壮大なテーマも複雑なプロセスも道

がつながっていれば、十分に見応えを感じさせるも

のとなるとおもいます。

今回、富田先生のご努力とみなさんの熱心な制作

姿勢が本当に素晴らしいことだと思いました。

次回もまた続けて開催されることを期待いたしま

す。

ⅱ．批評２

まず驚いたのは、高い美容の技術を手で覚えこん

だ人が造る美術作品は、こうもユニークなものにな

るのか、ということです。人毛など人の身体の一部

を素材とした美術作品は決して珍しいものではあり

ません。が、一般にそういった作品は、「素材」の意

味が「作品」のなかに取り込まれることなく、観る者

に露骨な、時に暴力的な生っぽい印象を与えるもの

です。（一方である種の‘露骨さ’は、強力な表現と

もなりえます。例えばエゴン・シーレの初期の素描、

シンディー・シャーマンの一連の写真作品、村上隆

のオブジェ…）しかし今回の Epirrema 展には不思議

な清潔感がありました。なぜそう感じたのか。やは

り皆様が、というより皆様の手が、髪や爪、肌など

人の表面にあるものを扱う「技法」を心得ているから

なのだと思います。技法とは、作品の心です。これ

は持論ですのでいろいろとご意見もあるかもしれま

せんが、素材の声を聴き、作品へ仕立て上げていく

のに必要なのは、センスでも才能でもなく、第一に、

モノと交わりあうための技法です。

皆様が特殊な修練を経て身に付けた「美容技術」は、

サロンワークにあってはそのまま美容技術ですが、

美術制作と向かい合えば、それは技法となり、ああ

した作品たちが生まれるのではないでしょうか。特

に及川先生の『LIFE』は、制作中の手の動き、息遣い

までも感じられるようで、美容の技術に暗い私にと

って、とても新鮮に映りました。また、遠藤先生の

『ヒトゲノム』は、技法を介した素材との対話の痕跡

を強く感じました。毛髪という素材がオブジェとし

て自立していく過程を追体験するようで、面白く拝

見いたしました。Epirrema 展の開場に満ちていたあ
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の清潔感、あの明快さは、やはり美容と深く係り合

い、他の人とは違った立ち位置から素材と向き合っ

ていらっしゃる皆様にしか演出できないものであっ

たのだろうと思うのです。

Epirrema 展のもうひとつの大きな特徴は作品の形

態、つまり箱を使った表現にありました。あの白い

箱の存在は、単純に考えれば作品制作にとっての制

約ですが、今回はその制約によってひとつひとつの

作品の密度と完成度が高まり、展示会場での調和に

結びついているのだと感じました。

蛇足ですが、人は箱と見ると、そこに何かを詰め

込まずにはおれない生き物のように思われます。無

意識のうちに箱の中は守られた特別な空間だと感じ

ているのか、宝物をそっとしまい込むのは箱ですし、

かくれんぼの時、オニに見つからないように隠れ込

むのも押入れのような閉鎖された箱型の空間でした。

日本で箱庭や壺庭などの特殊な空間芸術が発展した

のも、箱が持つ、内包された空間を守る力と決して

無関係ではありません。

美術にはボックスアートと呼ばれるジャンルがあ

りますが、これは箱の中にさまざまなオブジェやイ

メージをコラージュし、最後にガラス板で封印する

といったものです。（ジョセフ・コーネル、北川健二

に素晴らしい作品があります）限られた空間のなかに

ひしめくギリギリの緊張感と、作者の心の詩情のよ

うなものを感じることができます。箱はひとつの動

かしがたい制約ですが、そのことが造形の意識を集

中させ、かえって多様性を孕むことにつながるのか

も知れません。山本先生の『an eddy－tsumuzi』は人

のつむじをめぐる考察と直感が箱のなかに凝縮され

ており、とても観応えのある作品でした。また加藤

先生の『Unity』は、爪から想起されるイメージが小

さな箱の中に放埓に広がりながらも、やがてそれが

攻撃性という焦点を結んでいく様子が興味深く、ま

た恐ろしくも感じました。額である箱をも、重要な

素材として非常に上手く取り入れられていると感じ

ました。一方で、箱の持つ制約を乗り越え、自らの

作品世界と見事に同化させていたのは武藤先生の『蕾

－ibuki』でした。作品の中を風が通い、ひとつの情

景が立ち上がっているように感じました。

ところで、私はかねてから、すべての人の手によ

るモノには「物力（ぶつりょく）」とも言うべきもの

が備わっており、その強さに応じてそのモノの貴さ

が定まるのではないかと考えております。物力とは、

目にした者を引き付ける力。その場に立ち尽くさせ

る力。そういった、モノが人に投げかける訴えの強

度のことを言います。長岡先生の『共』は、物力の高

い作品でした。毛流れの一本に至るまでの心遣いが、

作品の完成度を支えているのだと思います。下家先

生の『ＣＯＲＥ～heredity of beauty～』もまた、物

力のある作品でした。水引を用いるところなど、ひ

とつの美意識のようなものを感じ取ることができま

した。

小針先生の『命』は、どこか整然とインスタレーシ

ョンされていながらも、その実、見る人をギョッと

させる生々しさがあります。作品を収め込もうとす

る箱と格闘し、ついには箱からあふれ出してくる表

現の凄みを感じさせる作品でした。

時に、手の動くにまかせ、無責任に、省みず、ひ

たすら作品を産み落としていく期間がその作者の素

地を豊かにさせるものです。國友君の『日陰草』と一

連の作品には、そうした時期に生まれる作品に特有

の勢いがあります。あの柔らかい佇まいにちらりと

覗く残酷さは、とても魅力的でした。是非、今後の

作品を拝見したいと思います。

以前、山野学苑の広報紙で、異分野との交流につ

いて書かれた連載コラムを拝読したことがあります。

鎌田先生の『虚の反応』を拝見しながらそのことを思

い出しました。曰く、名刺にアーティストと書き添

える日が来ることを。富田先生の『メタモルフォー

ゼ』シリーズがもつ漠とした広がり―これは母性に絡

むものではないかと察するのですが―に偏在する

‘中心’（？）。多様な振幅をもって変化し、ここに

あり、同時にかなたにもある生成の場なのでしょう

か。鎌田先生によって投影された‘表象としての銀

の振る舞い’は、その伺い知れない広がりを照らす

鮮烈なイメージでした。
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Ⅵ．まとめ

今回の展示では、美容の素材となる毛髪やネイル

素材を使用しながら、多様な表現がみられた。美容

実習教員として、常にあらゆる角度から美容技術の

試行錯誤をし、自分の持つイメージを形として実現

することは既存の技術を再構築することにもつなが

ることである。

展示方法の試行としては、複数の作家、他分野を

専門とする作家、そして学生と共に展示をすること

は、同じテーマからの広がりを知る上でとても良い

方法であることが実感できた。また多様な作品群を、

箱という規制により、展示全体の統一感、見やすさ

には繋がったと考えられる。

表現技術としてまだ未熟さは残るところではある

が、表現することで新しい発見へと繋がることを期

待し続けていきたい。

謝辞

作品制作にあたり、ご指導およびご批判頂きました

林美喜（造形作家）先生、保高一仁（女子美術大学）

先生に心より感謝申し上げます。

各作家の作品写真（写真 1～28）

文献

１） 高橋義人編訳・前田富士夫訳

ゲーテ 自然と象徴―自然科学論集―

冨山房百科文庫 p16-17 1982 年
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写真１）；「ヒトゲノム・リズム」 935X755

写真２）；「ヒトゲノム」 100X100X100
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写真３）；「LIFE －Many happy returns－」935X755

写真４）；｢LIFE」 100X100X100
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写真５）；「共存」 280X390

写真６）；「Unity」 100X100X100
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写真７）；「崩壊する波」 280X390

写真８）；「ネットワーク」 映像

写真９)；「虚の反応」 100X100X100
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写真１０）；「gmo」 200X250X300 写真１１）；「gna」 200X250X300

写真１２）；｢咲く。」 100X150X250
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写真１３）；「命」 455X333X150

写真１４）；「魂(こん)」 100X100X100
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写真１５）；「ＣＯＲＥ～heredity of beauty～」 685X830X180

写真１６）；「ＣＯＲＥ～コウエンノイノチ～」 100X100X100
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写真１７）；「メタモルフォーゼ―累静花 No,1」

935X680X200

写真１８）；「メタモルフォーゼ―累静花 No,2」935X727X410
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写真１９）；「メタモルフォーゼ―累静花 No,3」410X245X100

写真２０）２１）；「メタモルフォーゼ―縲静 No1~2」各 100X100X100
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写真２３）；「時 －時の帰る場所－」 755X635X200

写真２２）；「共」 740X515X200 写真２４）；「時」 100X100X100
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写真２５）；｢蕾-ｉｂｕｋｉ」 935X755

写真２６）；「萌芽-ｉｂｕｋｉ」 100X100X100
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写真２７）；「an eddy」 755X578

写真２８）；｢an eddy -tsumuzi-」100X100X100
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講演論文

ジェロントロジーの動向と可能性

－南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部における研究と教育－1)

Gerontology Research and Education in the University of Southern California

ジェラルド C. デビソン 2)

五十嵐 靖博（訳編）3)

抄 録

今日の世界で最も重要な課題の一つは，津波のように押し寄せる高齢化への対処である．ジェロントロジーは

心理学や社会学，医学など多様な学問が加齢とそれに伴う諸問題に領域横断的に取り組み研究する学際的な学問

である．ジェロントロジーと工学が融合したジェロンテクノロジーは高齢者の QOL の向上のために大いに寄与

できる可能性をもっている．本論文では南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部における研究と教育を例と

して，ジェロントロジーの意義と将来の可能性を論じる．

キーワード：ジェロントロジー 健康加齢 QOL ジェロンテクノロジー

南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部

I. はじめに：美容と健康の関連

本論文ではジェロントロジーの現在の動向と将来

の可能性について，美容の実践とその意義を踏まえて

考察したい．

美容と加齢の関係を考えると，人間の歴史を振り返

えれば現在のように平均寿命が延びて長寿になった

時代は過去には無く，人類にとって初めての経験であ

る．人は誰でも皆，ただ長生きするだけでなく，健康

で若々しく年をとりたいと願っている．

現在までに種々の心理学研究や社会学研究が，他者

が魅力的だと見なしている人とは，生涯をとおして

日々活発に活動を続けている人だということを明ら

かにした．また多くの研究から，他者が見て身体的に

魅力的だと感じる人は，一見してより多くの知識を備

えているように，またより有能であるように見える，

ということがわかっている．見られる対象が大人であ

ろうと子どもであろうと，またそうした判断が正しい

か誤っているかにかかわらず，他者はそのように見て

いるという．

こうした研究の知見を聞いて，人は余りにもうわべ

の外見に重きを置き過ぎているのではないか，と懸念

する向きもあるかもしれない．アメリカでは「本を表

紙で判断してはいけない」とよく言われている．しか

し，他人が外見に基づいてそうした判断をしているこ

とは，好むか好まざるかに係らず人生の現実なのであ

る．

そのため，整容行為を行って自分の外見を向上する

ことが重要になる．種々の方法による整容はポジティ

ブな影響を人々の情緒に与え，これが間接的には心身

の健康にも影響している．北米では老人ホームに美容

室が設置されている．おそらく日本でも，多くの老人

ホームが美容室を設けているのではないだろうか．

現在，ビューティケア産業は全世界的で数 10 億ド

ルもの売上げを誇っている．現代は医師の処方薬より

ヘアケア製品の方がよく売れる時代である．ヘアを対

象とする美容学は，化学，生物学，薬学，物理学，医

学なと並んで学際的な科学の一分野を占めている．コ

スメトロジーや美容学はジェロントロジーと深くか

かわっている．健康と美容は相互に深く関連している

のである．栄養のバランスのとれた食事をとって，ヘ

アと肌をきれいに手入れして，身体的運動を行い，も

のごとに生きいきとした興味を持ち続ければ，健康加
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齢を実現できる，と容易に想像できるだろう．

外見がよい人が整容行為を行えば，さらにプラスの

効果を期待できる．外見がよければ気分もよくなるだ

ろう．だから，いっそう肌や衣服を気にかけ配慮する

ようになることが多い．健康加齢を最適化することが，

ジェロントロジーがめざす目標である．美容専門職者

と教育関係者は，高齢者に接するときには，外見をよ

くすることがそうした相乗効果をきたすと理解して

いなければならない．山野学苑でも南カリフォルニア

大学ジェロントロジー学部でも，こうした知見に基づ

いて美容を活用している．東京大学でも同様の研究が

行われている．この分野ではまだ多くの取組むべき研

究課題が残されており，社会心理学の研究テーマとし

て，対人魅力の一環として取り上げるべきであると考

えている．そうした研究の成果を活用して，人と人の

間にポジティブな絆が生まれることを願っている．

こうした重要なテーマについて，私たちはともに

取組むことが可能である．本稿をとおして，今後に協

力して取組むテーマについても検討したい．

II. ジェロントロジーとは何か

学問としてのジェロントロジーとは何だろうか．ジ

ェロントロジーの語源は，２つのギリシャ語の単語に

由来する．「ジェロン geron」は老人を，「ロジー-logy」

は学問を表す単語であり，両者が合わさったジェロン

トロジーgerontology は，社会的，心理的，生物学的

な加齢を扱う学際的な学問である．ここで加齢 aging

とは単に歳を取ることではなく，誕生から死に至るま

での経年的な人間及び動物の変化を指している．つま

りジェロントロジーは，生涯を通して生活体がいかに

経年的に変化していくかを研究する学問だといえる．

この意味でジェロントロジーは，高齢者の病気の治

療を目的とする医学の一分野である老年医学

geriatrics とは異なる．ジェロントロジーと老年医学

は緊密に関連しているが，両者は同じものではない．

ジェロントロジーは老年医学も含むが，より幅広く，

医学が扱う以外の経年的変化に関する諸事象も扱わ

なければならない．しばしば私はひとから「あなたは

老年医学者でしょう」と言われるのだが，そうではな

い．私は老年医学者ではなくジェロントロジー研究者

である．

私の息子は現在 30 歳代になったが，彼が５歳だっ

た頃，無邪気に「どうしてお年寄りは時々，茶化され

るの？」と私にきいたことがあった．私は「年をとる

ということは，すごいことなんだよ．かっこいいこと

なんだよ」と息子に教えたのを覚えている．この逸話

が示しているのが，他ならぬ健康加齢の重要性である．

こうした考えを基調として，私が属する南カリフォル

ニア大学ジェロントロジー学部が設立されたのであ

る．先に述べたようにジェロントロジーは学際的な学

問分野である．加齢は複雑な現象であり，ある一つの

加齢の側面を取り上げるだけでは十分ではない．もち

ろん老齢疾患はあるが，これだけを見たのでは加齢の

多層的な側面を説明することはできない．加齢には個

人的な人生の履歴や文化，家族の履歴も含まれる．さ

らにある人が社会的，経済的に置かれている環境も，

重要な要素である．遺伝子も関与しているが，遺伝子

は環境と相互に作用しあうものだから，環境要因も含

めて考えなければならない．

加齢について興味深いことは，多くの人々の間で

様々な個人差がみられることである．加齢が進めば進

むほど個人差が明確に現れてくる．老人は誰でも同じ

老人だとして，十把ひとからげに考えがちだが，現実

はそうではない．だから高齢者をステレオタイプでと

らえることは間違っている．100 歳を過ぎてもタバコ

を吸っている人もいる一方，ずっと前から禁煙をして

いたのに若くして病気になる人もいる．こうした個人

差をどのように考えるべきだろうか．

III. ジェロントロジー研究者の役割

ジェロントロジー研究者は，加齢の特徴である多側

面を備えた対象を検討できる人，つまり心理学と社会

学，生物学の３つの分野をまたぎながら研究する専門

家である．では，なぜジェロントロジー研究者が重要

なのだろうか．

人類はいま歴史的に重要な時期にさしかかってい

る．日本でもアメリカでも，また世界のいたるところ

で加齢が津波のように押し寄せていることに，疑問の

余地はない．人類の歴史を振り返ってみると，過去 200

年の間，確実に寿命が伸びてきたことが分かる．先進

国では 1920 年代以来，寿命は 2 倍に伸びている．40

歳だった寿命が 80 歳になったのである．いま世界中
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で最も長命な方は日本人だと聞いている．津波のよう

に押し寄せている高齢化によって，2050 年までには

地球上の人々のうちおよそ 20億人が 60歳以上になる

という．これは明日の問題ではなく，今日の問題であ

る．他の年代の人々に比べて，熟年者が世界で一番早

く人口比率を伸ばしているのである．心理学者や医師，

美容師，福祉専門職者やその他の専門職者は，今後，

高齢者を対象としなければならない．大学などで学生

にジェロントロジーの基本とその実際的問題への応

用を教えることも必要になるだろう．そしてエビデン

スに基づいて様々な介助を高齢者に提供していかな

ければならない．エビデンスに基づいたアプローチの

重要性については，後に述べる．

寿命が伸びて得られた時間を人々が健康に暮らし

たいと思うのは当然である．アメリカをはじめとする

先進諸国は，高齢者とは社会に貢献した人々であると

大切に処遇してきた日本の文化的価値観から学ぶこ

とが大切だ，と私は考えている．

IV. 南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部における

教育と研究

南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部はユニーク

な教育カリキュラムを備えており，修士課程，博士課

程，学士過程など，種々の教育を提供している．この

40 年間，南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部は，

ジェロントロジストの育成において世界のリーダー

として活動してきた．

なぜジェロントロジーが必要かについては既述の

とおりだが，その重要性は今いっそう高まっている．

私は 2007 年 1 月以来，南カリフォルニア大学ジェロント

ロジー学部の学部長を務めているが，ここではエビデ

ンスに基づいて学際的な研究を推進している．

南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部の設立目的

は，次のとおりである．

南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部の使

命は，人の生涯にわたる発達の基礎にあるメカニズム

を解明する研究と教育を主導し，健康加齢を促進する

ために，その成果を実際に適用することである．

毎年秋に入学してくる新入生には，いつもこの使命

を明示して，「この使命の意味を理解してください．

今は分からなくても，いずれ必ず分かるようになりま

す．分かるようになればこの学部が教えようとしてい

ることが良く理解できるようになるでしょう」と私は

語りかけている．

教育プログラムについては「学士」，「修士（通学教

育もしくは遠隔教育）」，「博士」，「修了証書（通学教

育もしくは遠隔教育）」と，多様なコースを用意して

いる．卒業生には認定証も発行している．我が校はジ

ェロントロジーに関する世界最大の図書館をもって

いる．教育の世界では，図書館は単に蔵書数だけでは

語れない．この図書館は全ての南カリフォルニア大学の

図書館の一部門でもあり，世界中の主要な図書館とイ

ンターネットを介してつながっていて，オンラインで

膨大な情報を検索することができる．

V. 現状と将来：南カリフォルニア大学ジェロントロ

ジー学部における研究と教育から

次にジェロントロジーが取組む主要な問題をとお

して，この重要な学際的分野の現在と未来を考えたい．

世界で先進的な教育と研究を行ってきた南カリフォ

ルニア大学ジェロントロジー学部で教育と研究に携

わっているスタッフを紹介したい．これらのスタッフ

の活動をとおして，南カリフォルニア大学ジェロント

ロジー学部が取組む教育研究が，またより広くジェロ

ントロジーがめざすものが理解していただけると思

う．

Eileen Crimmins（社会学博士）

生物人口統計学を専攻．医学的，疫学的知見を総

合的に活用して公衆の現在の健康と将来の変化を

研究している．講義科目は加齢の生物人口統計学，

ストレスと健康と加齢，など．

Kelvin Davies（分子生物学博士）

活性酸素生物学を専攻．“酸素のパラドックス”の

概念を自ら創出して，酸素が生物学的加齢の原因で

あるにもかかわらず，身体がそれを必要とする逆説

的現象を説明した．講義科目は発達と加齢の生理学，

分子遺伝学と生化学，分子薬理学と毒物学．
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Gerald C. Davison（臨床心理学博士）

ストレスフルで困難な対人関係に対処するとき

の認知的感情的過程を測定・研究するために，シン

ク・アラウド・テクニックを考案し，この方法によ

って 30 年来，研究を行ってきた．

Susan Enguidanos（社会福祉学博士）

終末期介護政策を研究している．最近行った研究

で高齢終末期患者に対する在宅での苦痛緩和治療

が，患者の満足感を増すだけでなく，治療コストを

低減することを明らかにした．講義科目は死と臨終

の心理的社会的諸相．

Caleb Finch（分子生物学博士）

哺乳類の加齢を制御する遺伝子を研究している．

アルツハイマー病研究の専門家でもある．最新の著

書『長寿の生物学』は傑作との評価が高く，名著と

して知られる『長寿，老齢，ゲノム』(1990)に並ぶ

業績である．

Bob Knight（臨床心理学博士）

認知症患者を介護する人のストレスとコーピン

グの文化的差異を研究している．講義科目は成人の

発達心理学，生涯発達心理学，高齢者と家族のカウ

ンセリング．

Valter Longo（分子生物学博士）

遺伝学的，生化学的方法で酵母菌の加齢の基礎メ

カニズムを研究している．最近の研究で化学療法の

数日前から絶食すると，マウスやヒトの健康な細胞

が試験管内で化学作用から保護されることを見い

だした．この知見を応用すれば，ガン患者が化学療

法の数日前に絶食すれば，健康な細胞を損なうこと

なくより多くの施療が可能になり，いっそう効果的

な治療を行いえる可能性があり，注目されている．

Mara Mather（認知心理学博士）

ストレスが意思決定に与える影響を研究してい

る．ストレスがかかった状況で意思決定を行うとき

に，高齢者がより慎重になることを見いだした．ポ

ジティビティ効果（高齢者が注意・記憶課題におい

てネガティブな情報よりポジティブな情報を選好

する現象）にも関心をもっている．

Christian Pike（分子生物学博士）

エストロゲンとテストステロンの防御効果や，ア

ルツハイマー病への脆弱性とそれらとの関係を研

究している．加齢の生理学や健康と加齢に関する科

目を講じている．

Jon Pynoos（博士，都市計画専攻）

フォール高等予防センター長の職にあり，生涯に

わたってユニバーサル・デザインを推進してきた．

高齢者が自宅でできるだけ長く生活できることを

目標に，様々なプログラムや政策を生み出してきた．

講義科目は，高齢化社会における政策と価値観とパ

ワー，ユニバーサル・デザインなどである．

Edward Schneider 医師

細胞老化の遺伝的メカニズムや DNA の損傷，加

齢と修復，高齢化する社会の医療費の諸問題を研究

している．講義科目は心と身体の関係，リーダーシ

ップと経営改革の事例研究など．

Merril Silverstein（社会学博士）

近年，中国で行った研究によって，祖父母が孫の

世話を受けもつと“交流と互恵”のシステムが促進さ

れることを示した．たとえば両親はより容易に家を

離れて遠隔地で就業できるようになり，祖父母は彼

らから経済的支援を得ることができる．講義科目は，

研究方法と加齢の社会学である．

John Walsh（分子生物学博士）

正常な身体運動に要するシナプス活動や加齢や

疾病によるその変化を研究している．反復運動を行

うときの身体の調整メカニズムの解明をめざして

いる．その研究成果は，ハンチントン病やパーキン

ソン病におけるシナプス機能の病変を理解するう

えで必須である．講義科目は加齢の神経生物学であ

る．
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Elizabeth Zelinski（認知心理学博士）

高齢者における認知や記憶，言語理解の変化を研

究している．また，高齢者の記憶・注意を改善する

ために“脳の健康維持トレーニング”を研究テーマと

している．講義科目は新科目であるジェロンテクノ

ロジーである．

遠隔学習

南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部は遠隔学習

に力を入れている．遠隔学習は通常，大学に来られな

い学生に遠隔地から教授することを意味する．こうし

た学生は「オンサイト学生」とも言われ，大学の講義

をビデオに撮影し，インターネットを通じて瞬時に学

生のいる遠隔地に送信できる．こうしたインターネッ

ト学習は有効である．また電話を介して，大学で講義

が行われているときにリアルタイムで授業に参加す

ることもできる．講師も電話で学生と討議を行えるた

め，学生がキャンパス内の教室にいなくても，同じ授

業を受講できるのである．遠隔学習は種々のプログラ

ムで行われており，修士課程でも世界中で学生が受講

している．

これを可能にするために，遠隔教育を行う教室であ

る「スマートクラス」には，天井に４～５台のカメラ

が付いていて，講師にズームインすることもできる．

熟練した技量をそなえた講師なら，あたかも講師も学

生もその教室にいるような雰囲気をかもし出すこと

ができる．

VI. 高齢者ための諸サービス：緊急の必要性

高齢者ための諸サービスの整備は，現代社会でもっと

も重要な課題のひとつである．急速にニーズが高まっ

ており，多くの関心を集めている．自宅で生活を送る

長命な高齢者がますます増えているが，介護福祉士な

どの専門職者による在宅介護サービスを活用して自

宅で過ごしたいと願っている人が多い．もちろん従来

のように，老人ホームで介助を受けて過ごす人もたく

さんいる．

こうした高齢者サービスに対するニーズが高まって

いるので，つい数ヶ月前に私たちは「高齢者サービス

管理学」という新しい修士課程の教育プログラムを立

ち上げ，学位を取得できるようにした．この課程では

1 年半ほど時間を費やして，ジェロントロジーの科学

としての側面を学ぶことになる．これに加えて応用学

として，マーケティング，法的諸問題，ユニバーサル・

デザインなど，高齢者の介助に関する実践学を習得す

るエビデンス・ベースのプログラムである．これはア

メリカの事例だが，日本でも共通するところが多いの

ではないだろうか．この分野でより多くのスペシャリ

ストを養成し，高齢化ビジネスに応えていきたいと考

えている．高齢化対策は一種のビジネスでもあること

に留意していただきたい．

VII.将来のためのグローバルな行動計画－高齢化社会

に関するグローバル・アジェンダ協議会

高齢化が進行するということは，人々の寿命が伸び

た結果であり，これは医学が成功した証でもある．ま

た，人々がより自立して生活を送るようになった結果

でもあろう．つまり，多くの人がより健康な生活を長

きにわたって送れるようになったのである．光栄にも

私は，世界経済フォーラム及び高齢化社会に関するグ

ローバル・アジェンタ協議会（Global Agenda Council

on the Aging Society）のメンバーとして活動を行っ

ている．次回の協議会はドバイで開催されるのだが，

様々な研究分野の専門家が世界各国から集い，高齢化

のような特定のテーマに絞り込んで会議を開催する

ことは素晴らしいことだと考えている．私は高齢化社

会に関する協議会を担当しているのだが，この他に気

候変動，貧困，経済学など 78 のテーマに分かれて幅

広く協議会が開催される．この協議会には種々の社会

階層から多くの参加者が集っている．

高齢化社会に関するグローバル・アジェンタ協議会

は，明日の世界に向けて３つの目的を定めている．

第１は，エイジズムによるステレオタイプと闘うた

めに，エビデンスが必要だということである．高齢者

を尊重せず，ばかにするような現状は間違っている，

と述べるだけでは十分ではない．どうして間違ってい

るのかをデータに基づいて立証することが重要なの

である．高齢者は長い生涯の間に多くのことに貢献し，

富を創りだし，価値を生み出してくれた存在であって，

社会にとって重要な方々なのだ，お荷物ではないのだ，
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と立証することが大切である．

第２は，健康行動の改善と医療であり，第 1 のテー

マに劣らず重要なテーマである．より長い期間を健康

で過ごすためには，高齢者も若い人も同様に自分自身

を知ることが不可欠である．ジェロントロジーは高齢

者に密接に関わるテーマを扱う学問であるから，自ら

の事を学ぶ，自らのことを知ることが大きなテーマと

なっている．自分のことが分かれば分かるほど，食事

や運動について，人は自分の人生の一部をコントロー

ルできるようになる．そうすれば整容も自分で行える

ようになる．良い整容は気分や感情を改善するはずで

ある．健康な心をもてば，それだけ身体も健康になる．

その逆もまた然りであろう．

また，高齢者にはある種の心理的障害が起こること

があるが，その治療に際しても外見を改善するアプロ

ーチは有効である．通常，高齢者の心理的障害に対し

て最初に行われる介入は薬物療法だが，これが高齢者

に悪影響を与える例も少なくない．薬物療法は高齢者

にマイナスの影響を及ぼすことに注意していただき

たい．これは若いクライエントと比較すればよくわか

る．また高齢者の場合には，異なった目的のために処

方された複数の薬の相互作用も問題である．高齢者は

しばしば抗コレステロール薬，血圧降下剤，慢性持病

のための処方薬など複数の薬を服用している．これら

に向精神薬が加われば，薬の相互作用によって悪影響

が起きても不思議ではない．近年，心理療法がかなり

の程度まで発達しており，うつ病などの心理的障害に

対しては，高齢者が自ら参加して症状を改善できる，

さまざまな治療法が提唱されている．そうした心理療

法を活用していきたいと考えている．

第３は，良き師，知恵の宝庫としての高齢者を活用

することである．言い方を替えれば，高齢者が揺り椅

子でじっと過ごすのは，社会にとって損失でありもっ

たいないことだ，と思われる．高齢者は本当は宝の山

なのだから，活用しないてはない．高齢者は身体の動

きは鈍くなるが，心の中は創意工夫に富んだ知恵の宝

庫なのである．高齢者が積み上げてきた知恵を，社会

が活用することはとても重要だと考えている．

VIII. ジェロンテクノロジー （gerontechnology）

ジェロンテクノロジーとは工学とジェロントロジーを

組み合わせた新しい領域である．物理的環境の中で，

新技術を使って高齢者が暮らしやすくなるようめざ

す技術学である．例えば，高齢者はユニバーサル・デ

ザインにもとづいて設計された住居で生活を送って

いない場合が多いので，転倒防止は大変重要な課題と

なっている．浴室や階段に手すりをつけるとか，床で

転んでもすぐに手がかりになるような手すりをつけ

ておけば，事故の予防になり暮らしやすくなる．日本

のあるトイレメーカーは，排尿時に尿の標本をとって

分析し，その情報を直ちに医師に伝えるサービスを実

現するトイレを作っていると聞いている．それ以外に

も，ロボット工学でも高齢者支援を目指して様々な進

展があると伺っている．今後のいっそうの成果が期待

される．

ジェロンテクノロジーは，高齢者や介護者，医療従

事者，高齢者用サービス供給者のために，物理的環境

と新技術を設計開発することを目指している．具体的

には，「住居」「コミュニケーション」「交通移動」「労

働」「健康」「余暇」など，人間が営む多くの活動領域

において生活の質を増進することを目標としている．

IX. 結論：ジェロンテクノロジーの３つの源流とジェロント

ロジー

ジェロンテクノロジーは３つの源泉から発展して

きた．

第１は，生涯寿命の劇的な伸長に伴い，より多くの

高齢者が比較的良好な健康状態を保ち，もっと生活を

楽しみたいと考えるようになったことである．第２は，

より長く質の高い生活をもたらす独創的な新技術の

利用可能性が高まってきたことである．第３は，物理

的環境が人間生活に与える影響に関する認識が高ま

ってきたことである．ジェロンテクノロジーは大きな

可能性を秘めている．

南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部は，私が学

部長の職責を担う前から長きにわたって，社会に対す

る義務を果たそうと努力してきた．高齢者の生活の質

を改善するために研究と教育に取り組み，エビデンス

に基づいた実践を行い，将来必要とされる人材を育成
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してきた．そしてその成果を実践に活かしている．高

齢化社会が生み出すニーズと発展の機会に応じて，社

会の制度や機関の改革を提言している．

現在，人口の高齢化が進行している．それに合わせ

て市民と政府機関が連携を強めるよう促され，人々の

生活が改善されていく．高齢者を操作の対象である客

体と捉えるだけでなく，高齢者も主体の一人として加

わり，自主的に改善するように勧めることが重要だと

考えている．そうすれば世界の諸国は，個々人の水準

でも政府の水準でも，もっと団結できるようになるだ

ろう．そして高齢化していく人々が仲間として互いに

生活の質を上げることができるなら，世界の国々の間

で調和と団結力がいっそう高まっていくと期待でき

るのではないだろうか．

もちろん数多くの障害が横たわっていることだろ

う．まだまだ為すべきことが残されている．しかしそ

れを解決すれば，年齢を問わず全ての人々が快適に暮

らせる世の中になる，そしてより堅固な世界が生まれ

るのではないか，と確信している．
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