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障害のある人へのコミュニケーション支援セミナー 

中野 泰志（慶應義塾大学） 
nakanoy@hc.cc.keio.ac.jp 

１．自己紹介 

自己紹介 
•  国立特別支援教育研究所 

– 視覚障害教育研究部で９年間勤務 
•  慶應義塾大学 

– 経済学部で一般教養の心理学を担当 
– 視覚障害学生の支援 

•  東京大学先端科学技術研究センター 
– 福島智さんとバリアフリーの拠点づくり 

•  慶應義塾大学 
– 包括的な障害学生支援体制の樹立 
– バリアフリー・UDに関する研究拠点づくり 

2006年～ 
• 慶應義塾大学・経済学部 

– 専門分野：心理学、特別支援教育 
– 障害学生、教職員支援 

• 視覚障害 
• 聴覚障害 
• 肢体不自由 
• 性同一性障害 
• 発達障害 
• Etc. 

ハイブリッド車の静音性 
対策 

研究プロジェクト１ 

エスカレーターの事故対策 

（JR東日本、エーディとの共同研
究） 

研究プロジェクト２ 
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上り下りの判断を容易にする 
マークがあるのをご存じでした？ 

階段での事故対策 

（JR東日本との共同研究） 

研究プロジェクト３ 

階段の事故防止策 階段での転倒防止：住民の工夫 

ＵＤフォント研究 

（博報堂、タイプバンク、 
モリサワとの共同研究） 

研究プロジェクト４ フォントと見やすさ 
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福祉のまちづくりや共用品の 
理解・啓発 

（国土交通省や共用品推進機
構からの依頼） 

研究プロジェクト５ 普及・啓発活動 

2． 視覚障害をどう �
理解するか？�

視覚障害者の「障害」って!

どこにあるの？ 

眼から脳ま
での経路 右眼�

左眼�

上丘�

外側	  
膝状体�

視神経�
視交叉�

視索�

視放線�

視覚障害の原因となる主要な眼の病気 
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障害ってどこにあるの？ 
障害は誰かが持ってるもの？ 

もし、手話が公用語だったら？ 

これから手話ニュースの一場
面を 

お見せします。 
どんな内容かわかりますか？ 

デモ 

手話が公用語だったら、 
手話をしらない人は 
障害者になる！ 

障害者がバリアに遭遇するのは 
環境が障害者の活動や参加の 
仕方を受け入れられないから！ 

「バリア」は「個人の心身の状態」と 
「環境」との相互作用で決まる 

バリアフリーとは？ 
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人を含めた「環境」が 
障害を作り出す(WHO) 

↓ 
人的支援を含めた 

環境整備が障害を軽減 

ICFの構成要素間の相互作用（WHO, 2001） 

見えないことが障害なのでは
ない！ 

見えないと活動や参加ができ
なくなっていることに問題が

ある！ 

視覚障害の分類基準とその関連性についての
観念的図式 

３．見えにくさを 
どのように支援 
すればよいのか？ 

最初に視覚・認知の特徴を!

理解する必要がある！ 
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見ることは	 
他の感覚と比べて	 
どんな意味	 

持っているのか？	 

感覚全体の中での視覚の位置づけ 

大切な人の存在は
どう確認する？	 

好きなものを	 
どう探す？	 

体験を通して、!

見ることの本質を考える！ 
コミュニケーションにおける見る

ことの役割を考える�
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フェーズ１：背中合わせ筆談 
• これから筆談で話し合いをしてい
ただきます。 

• 二人一組でお互い背中合わせにな
り、１枚の紙を使って、「クリス
マスの想い出」について話してく
ださい。 

• 音声言語は一切使わないでくださ
い。また、音を立てないように注
意してください。 

フェーズ２：対面筆談 
• 今度は、お互いに向かい合って
、顔を見ながら、筆談をしてく
ださい。 

• テーマは何でも構いません。 
• ただし、声や音を出さないでく
ださい。 

フェーズが進むにつれ
何が変わった？ 

コミュニケーションで何が伝わる？ 
•  コミュニケーションで伝達される情報に
は、「バーバル情報」と「ノンバーバル
情報」がある 

•  バーバル情報 
– 文字で伝えられるような情報 

•  ノンバーバル情報 
– 相手の表情、相手の動作、etc. 
– 音の強弱、イントネーション、etc. 
– 触るかどうか、触覚サイン、etc. 
– におい、味、etc. 

ノンバーバル情報が 
コミュニケーションを 

豊かにする 

表情がわかりますか？ 
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見えているようで見えない!

視覚障害＝ロービジョン!

見え方・見えにくさに 
応じて配慮の方法が 

異なる 

ボヤケによる見えにくさと 
その補償方法 

低視力児用拡大教科書 

個々の見え方に応じて	  
文字サイズや	  
コントラストを変更�

まぶしさによる見えにくさと 
その補償方法 

－透光体混濁の例－ 

白黒反転が必要な人は 
他の生活場面でも必要支援がある！ 視野が狭い見えにくさと 

その補償方法 
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視野の中心が見えない 
見えにくさとその補償方法 

中心暗点に対する主な対処方法
と落とし穴 

•  ぼやけと同様の配慮が必要。ただし、単眼鏡
等がうまく使えない場合がある。 

•  その他、視野中心の見えない部分を避けても
のを見る訓練が効果的だと言われている。一
般に中心外固視訓練と呼ばれている。 

•  読書には困っているが、移動にはあまり困ら
ないという状況になるため、理解されにくい。 

４．支援の技を磨く
際の留意点 

障害当事者に 
聞けばいいのか？ 

↓ 
当事者なら誰に聞いても 
よいわけではない！ 

Point 1	
 同じ障害の当事者でも意見が 
異な場合がある 

•  障害者とは？　＝　日常的に、否応なく「障害
状況」にさらされ続けている人。 
– そうでない人と比較すると「障害状況」に詳しい。 
– 障害のない専門家と比べると現実感が高い。 

•  しかし、一人の障害者の代弁性は万能ではない 
– 自分が遭遇している「障害状況」はわかっているが
、それをわかりやすく客観化できるかどうかは、そ
の人の力量による。 

– 他者の「障害状況」も理解できているかどうかは別
問題。 
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例）点字ブロックの敷設方法 複数の障害者に聞くと意見が 
異なることがある 

歩行方略の個人差が意見の差で 
あることが判明 全盲の人の方がLV者よりも	 

確実な手がかりを	 
利用している	 

↓	 
視覚が活用できるLV者は	 
不確かでも視覚情報に依存	 

標準的な乗降テクニック 
• 音声で存在を確認 �
• 手すりで進行方向を確
認�

• 手すりの動きと杖で最初
のステップを確認 �

• 手すりをもったままステ
ップに足を踏み出す�

• 足裏に意識を向け、ステ
ップの位置を修正�

• 手すりの角度の変化で
終了を予測�

• 杖で終端を確認 �
• つま先を少しあげて下り
る �

障害当事者にも 
わからないことが 
あるのはなぜ？ 

Point 2	
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対人理解のモデル「ジョハリの窓」 

Joe Luft & Harry Ingham, 1955	


当事者の 
エキスパートとは？ 

Point 3	


障害当事者は何でも知っている？ 
•  バリア・センシティビティは高い人が多いの
は事実 

•  でも、障害全体を代弁できるのか？ 
→　簡単ではない 
→　例）同じ全盲でも感じ方やニーズは多
様 
→　例）自分の経験していることも、すべ
てを意識的し、言語化するのは困難 

•  一人ですべての障害を代弁するのは困難 

触ってわかる 
浮きだし文字はＵＤ？ 

そもさん！ 

点字を使える視覚障害者は 
１割程度なので 

点字よりも音声の方が 
大事なんですよね？ 

そもさん！ 

聴覚障害者の情報保障 
要約筆記の方がＵＤ 
ですよね？ 

そもさん！ 
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当事者か否かに関わらず、 �
バリアセンシティブで�
なければならない！ �

支援の落とし穴 
（ピットフォール） 

Point 4	


身体機能を向上させる支援が
すべてではない！ 

Vision CareとQOLの誤解 
•  Vision Care ≠ QOL 

– QOLを高める一部としてVision Careは必要。 
– でも、生活はVision Careだけでは豊かになら
ない。 

• 視覚障害をより軽減すること ≠ 視覚障害児・者の
QOL 
– 視機能低下の程度とQOLの高さは必ずしも一致
しない。 

– 視機能は比較的高いのにQOLが低い人もあれば
、視機能が極めて低いのにQOLが高い人もある。 

LVリハの方略（Massof, 1995） 

• 機能回復志向  
（function-oriented） 

• 目標達成志向 
（goal-oriented） 

• 態度変容志向  
（attitude-oriented） 

その支援は誰を幸せに 

してくれている？ 
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支援は一方的に提供するものではない！ 

•  障害児のQOLが向上することが、支援者の
QOLも向上させている。 

•  これは、支援者のsense of self-
efficacy（有効に機能しているという感
覚）を増大させているからである。 

•  支援者だけが満足する支援であってはなら
ない。 

•  支援されるだけはつらい！ 

障害のある人が幸せになるた
めには、家族や社会も変えて

いく必要がある！ 

社会的な環境を創っていく 
• 視覚障害教育は専門家や当事者だ
けでは支えきれない。 

• 困った事態が生じたときに相談で
きる相手や場所をつくる 

• 同じ障害をもつ人で理想のモデル
となる人も必要。 

• ボランティアが必要。 

ご静聴ありがとう 
ございました！ 


