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は じ め に 

 

本市では毎年、市政に関わる様々なテーマについて、市長ほか、パネリスト、

会場の皆様とともに考える「市民フォーラム・未来を語る」を開催しています。 

今年開催される「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会」におい

て、市内の一部が自転車競技ロードレースのコースとして決定したほか、アメ

リカスポーツクライミングチーム及びチャイニーズ・タイペイパワーリフティ

ングチームの事前キャンプ地として受け入れが決定しました。 

そこで、今回の「市民フォーラム・未来を語る」は、東京 2020 大会の基本コ

ンセプトである「多様性と調和」に着目し、誰もが活躍できる社会にしていき

たいとの想いから「東京 2020大会を機に考える共生社会の実現～『あたりまえ

のものさし』を見直そう～」をテーマとしました。 

本冊子は、フォーラムで討論された内容や、参加者のご意見をまとめたもの

です。ご一読いただき、市民の皆様が八王子のまちの未来について考え、市政

の様々な事業に参加していただくきっかけになれば幸いです。 

最後に、基調講演講師・パネルディスカッションコーディネーター及び貴重

なご意見を発表していただいたパネリストの皆様、そして、会場にお越しいた

だいた多くの皆様に心から感謝申しあげます。 

 

令和２年（2020年）３月 

 

八王子市 総合経営部 広聴課 
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第１部 基調講演講師 ・ 第 2部 コーディネーター 

伊藤 亜紗（いとう あさ）さん  
 
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院／大学院環境・社会理工学院准教授。MIT
客員研究員（2019年）。 
東京都八王子市出身。 
専門は美学、現代アート。もともと生物学者を目指していたが、大学３年次より文
転。2010 年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻美学芸術学専門
分野博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取得（文学）。 
《主な著書》 
『目の見えない人は世界をどう見ているのか』（光文社）、『どもる体』（医学書院）、
『記憶する体』（春秋社）など。WIRED Audi INNOVATION AWARD 2017 受賞。 

第２部 パネリスト 

葭原 滋男（よしはら しげお）選手 
 
東京 2020 パラ応援大使。参天製薬株式会社勤務。ブラインドスポーツクラブ乃木
坂ナイツ代表。東京都障害者スポーツ協会理事。東京都盲人福祉協会理事。港区視
覚障害者福祉協会会長。 
埼玉県鶴ヶ島市出身。網膜色素変性症の視覚障害者。 
陸上競技（走り高跳び）でバルセロナとアトランタのパラリンピックに出場。ア 
トランタで銅メダルを取得。 
自転車競技では、シドニーパラリンピックで金メダルと金メダルを取得、アテネパ
ラリンピックで銀メダルを取得し、パラリンピック全体では、金銀銅計 4個のメダ
ルを獲得。その後、ブラインドサッカーに転向し、日本代表としても活躍した。最
近では、ブラインドサーフィンにも挑戦している。 

 
太田 渉子（おおた しょうこ）選手 

 
ソフトバンク株式会社所属。 
山形県尾花沢市出身。先天性左手全指欠損を持って生まれる。 
高校 1 年時に、自身初となる 2006 年トリノパラリンピックに史上最年少選手とし
て出場し、バイアスロンロングで銅メダルを獲得。2 年時にスキーと語学取得のた
めフィンランドへ留学。その後、2010 年バンクーバーパラリンピックではクラシ
カルスプリントで銀メダルを獲得、2014年のソチパラリンピックにも出場。2014
年3月にスキー競技を引退。その後、パラスポーツの普及活動を行う中で東京 2020
から新競技となるパラテコンドーと出会い、2018 年に本格的にアスリートとして
再び勝負の世界へ戻ることを決意。同年、ソフトバンク株式会社に入社し、選手と
しての強化、競技の普及活動、会社での業務を両立させながら、東京 2020 パラテ
コンドー出場に内定している。 

 
青木 純（あおき じゅん）さん 

 
八王子市スポーツ推進委員協議会総務部長。 
平成 27年 1月より市民スポーツを普及するため八王子市スポーツ推進委員として
地域で活動。 
また、総合型地域スポーツクラブ「第一地区スポーツクラブ」では事務局長に就い
ており、バレーボール、野球の指導者としても活躍中。 
 
 

 
石森 孝志（いしもり たかゆき） 

 
八王子市長（現在３期目）。 
八王子市議会議員３期、東京都議会議員２期。平成 24 年１月から現職。 
八王子を「活力ある魅力あふれるまち」にするため「攻めのまちづくり」を政治信
条に、ソフト・ハードの両面から積極的にまちづくりにまい進。平成 27 年４月に
中核市移行を実現。市民の皆様に「いつまでも八王子に住み続けたい」と思ってい
ただける「夢と希望が持てるまちづくり」に全力で取り組む。 
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「市民フォーラム・未来を語る」  

東京 2020大会を機に考える共生社会の実現 

『あたりまえのものさし』を見直そう！ 

～ 開会 ～ 

市長挨拶 

皆様、こんにちは。八王子市長の石森でございます。令和元年も余すところ、あとわずかとなりましたが、本日

は「市民フォーラム・未来を語る」に、大変多くの皆様方にご来場いただき、心から感謝を申し上げます。 

 

いよいよ東京2020オリンピック・パラリンピック大会が来年に控えております。大会に向けて、施設整備も順調

に進んでいるようで、先日は、聖火リレーのコースの公表がございました。八王子市におきましては、７月 11日に、

聖火リレーを行うことになっており、ゴールは富士森公園になります。当日、富士森公園でお祝いのイベントを開

催する運びとなっております。 

 

そして、八王子では唯一の競技となりますが、自転車のロードレースにつきましても７月 25、26 日の両日に

わたって八王子の多摩ニュータウン通りを駆け抜けることが決定をしており、これから本番に向けて、できる限りこの

機運を醸成していければと考えております。 

 

そして本日のフォーラムのテーマは、「『あたりまえのものさし』を見直そう！」でございます。オリンピックを契機にし

て、全世界から多くの方が、この日本にお越しになります。できるだけ障害のある方に対しましても理解を深めてい

ただくきっかけづくりとして、本日のテーマとさせていただきました。 

 

第１部におきましては、伊藤先生による基調講演を行っていただき、第２部につきましては、パラリンピアンの

皆様方にも加わっていただいて、パネルディスカッションを行うこととしております。 

 

ぜひ会場にいらっしゃる皆様方にも、本日のフォーラムを契機にして、より障害のある方の考え方、あるいは障

害の捉え方、こういったものを見直す、そんなヒントづくりにもしていただければと願っております。 

 

限られた時間でございますが、ぜひ実りの多いフォーラムとなりますことを心からお願い申し上げて、一言ご挨拶

とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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第１部：基調講演                         

「目の見えない人は世界をどのように見ているのか」 

講師 伊藤
い と う

 亜紗
あ さ

さん 

（東京工業大学リベラルアーツ研究教育院／大学院環境・社会理工

学院准教授） 

 

皆さん、こんにちは。伊藤と申します。今日はお集まりいただいて、どうもありがとうございました。 

今日のメーンは第２部だと思っていますので、私の話は前座と思って楽に聞いていただけたらうれし

いです。 

私の話は、障害ということを考える上で、こういう考え方はどうかという提案やあまりスポーツの話だけ

ではなく、少し根本的な考え方をつくるような、そういう時間にしたいと思います。  

最初に、簡単に自己紹介させてください。私は、実は現在の専門は文系で東京工業大学の教

員をしていますが、出身は理系です。生物学者になろうと思って、最初は理系の学部に入りました。 

どうしてそう思ったかというと、小さいころ、昆虫とか植物がとても好きでした。どうして昆虫が好きだっ

たかというと、私自身、実は出身がここ東京八王子で、私が子供のころは、現在よりもまだ雑木林も

たくさんあって、昆虫がたくさんいたことを覚えています。学校が終わると、雑木林にずんずん入っていって、

いろんな昆虫をとって遊ぶというような、そういう幼少時代を過ごしていました。  

八王子で小さいころ生活をしたということが、私にとってはとても大事なルーツになっていて、もっと昆

虫のことを知りたいと思っていました。そのとき考えていたのは、昆虫と自分は全然体の形とかが違うし、

そもそも昆虫の場合

は両手足が６本あり、

しかも脳みそとかがな

いので、６本の手足

をどうやって動かして

いるのか、とても興味

がありました。自分と

全然違う体を持って

いる存在がこの世界

にはいて、それと共存

している。これは本当

に共存なのだろうか、

多分全然違う世界が見えているのではないか。そのように子供のころに思っていました。 

将来そういったことを研究してみたいと思っていて、昆虫になってみたい、昆虫的に世界を感じてみた

い、そんなことを思っていました。 



5 

それで生物学に進みましたが、実際には、思っていたのとはだいぶ違う感じで、私が思っているような

研究はできそうもないなと思いました。 

どうしてかと言うと、私が大学に入ったのは９０年代終わりでしたが、とても情報化が進んでいて、生

物の世界も情報化だったのです。ＤＮＡを読んだら生命が全てわかるみたいな、そんな雰囲気でし

た。 

大学ではいろいろなＤＮＡの講義を受けるわけですが、ＤＮＡのことがわかっても、自分が興味を

持っているような、昆虫的に世界を感じる、昆虫になってみるというところまでは絶対行けないなと思い

ました。やはり理系の学問はすごく細分化していて、１個１個ど

んどん分解して、分解して、最後はＤＮＡというところまで行くけ

ど、私が知りたいのは、その分解の先に見えることではなくて、もっ

と全体的なことでした。その体だったらどうなのだろうということだっ

たので、全体を考えるなら文系かなと思いまして、大学３年で

文転しました。 

それで美学という、あまり耳なれない学問を専攻しました。美

学、一言で言うと、哲学の兄弟みたいな学問です。哲学とどこ

が違うかというと、美学というのは、ちょっと言葉にしにくいことを、

あえて言葉で分析するという、そういう学問です。哲学の場合に

は「存在とは」とか「時間」のようなすごく大きな問いや言語そのも

のに対して向かっていくところがありますが、美学の場合には、全

部が全部言葉にできるわけではない、というところからスタートしま

す。 

例えば、芸術を鑑賞したときに私たちが感じる感覚とか、私た

ちの感性とか、身体の感覚とかというのは、そんな簡単には言語にできないすごく曖昧な部分があるわ

けです。そういったところについて研究するのが、美学という学問です。  

文学部に行くと昆虫の研究はできなくなりましたが、自分の体ではない体から世界を見るということ

はできると思い、障害を持っている方に、例えば目が見えなかったらどういうふうに世界が見えるのだろう

とか、あとは吃音の人だったら、どういうふうに言葉をしゃべっているのだろうとかアプローチしました。私自

身も小さいころは、かなり吃音があって、言葉を話すのに大変な思いをしていたのですが、吃音の人は、

言葉と体の関係が流暢な人とは少し違うわけです。そこについて研究したり、あとは聴覚障害の方と

か、認知症の方とか、さまざまな障害を持った方たちの、体の使い方だったり、その体ならではの感じ方、

そういったことについて実際に当事者にお話を聞いて、それを研究成果にまとめるという活動をしていま

す。 

障害というと、一般的には社会福祉とか、医療とか、そういった人たちが扱う問題だと思われること

が多いですが、私は先ほどお話ししたように、そういった分野から障害に興味を持っているわけではなく、

人間の身体に対する純粋な興味から障害にアプローチしています。 
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そこが実は大きな違いだと思っていて、福祉的な発想、またはお医者さんの発想というのは、障害

者と健常者の差異をなくしていくという方向だと思います。それに対して、私が興味のあるのは、その差

にこそ興味がある。障害を持っている人と健常者の人は、どう感じ方が違っているのか、そこの差を研

究したいのです。 

一つ例を出すならば、全盲の方がどこかの施設に行きたいと思ったとします。けれども、行けないとな

ったら、駅からそこまでの道に点字ブロックを配置しましょう、と考える。これは福祉的な発想です。それ

はとても重要なことだと思います。 

でも私が気になるのは、点字ブロックがあったとして、その点字ブロックを使いながら、または白杖をつ

いて、周りの環境音を聞いてそこまで行くという経験と、目を使って周りを見ながらそこまで行くというの

は、どちらも行っているということでは変わらないが、その経験としては全然違うわけです。そこがやっぱり

気になるわけです。 

そういう意味で、この福祉的なアプローチと私のような身体論のアプローチは対立するわけではなくて、

健常者と障害者の違いを消しても残るような違いに興味があります。 

よくそのことを、４本足の椅子と３本足の椅子という例でお話ししていますが、健常者は、健常者

が４本足の椅子だとすると、３本足の椅子を見たときに、どうしても１本足りないと思ってしまい、もう

１本つけ足したくなってしまう。でも３本足でも立っているので、とりあえず３本足で立っているその感じ

がどういう感じか、そこが気になるのが私の立場です。 

この辺が今日のテーマにもかかわってくると思いますが、やっぱり健常者というのは、自分の体をスタン

ダードだとして考えてしまいがちです。つまり視覚障害というのは、健常者から視覚をとるというふうに、つ

い思ってしまう。でも本当にそれでいいのかというのが今日のお話で、当たり前だと思っていることが、実

はそれは自分にとって当たり前なだけであって、周りの人にとっては全然当たり前じゃなかったりするわけ

です。それなので、そういうさまざまな当たり前というのがあって、それぞれがどう当たり前を持ち寄って、協

力していくか、そこが大事なのではないかと思っています。 

例えば、その当たり前とか物差しの違いの例ですが、今、前にお見せしているのは義手の写真です

（義手の写真映写）。一般的な義手とは大分違う形をしていて、これは竹腰美夏さんというデザイ

ナーがつくった義手ですが、先天的に肘から先がない方のための義手です。 

一般的な義手というのは、健常者の手に見えるような感じのものが多いと思います。ところが、この

義手をつかっている肘から先が欠損している方は、自分にとって当たり前の手のサイズというのは、その

肘までだと言っています。別に両手が同じ長さでないといけないとは、本人は思っておらず、小さいころか

ら左右違う長さの手で生活しているから、別に健常者の体にしたいとは思わない、その必要を感じな

いと言うわけです。 

そこで開発したのが、この義手です。これはどういうことかというと、片手の先がない方というのは、生

活のほとんどのシーンでは困ってないけれど、ひとつだけ困るシーンというのがあって、それが立食パーティ

ーだというのです。立食パーティーのときは、片方の手でお皿を持って、もう片方の手でそれを食べなが

ら会話をするという、両手を前提にした状況なので、そこだけは困る。つまり立食パーティーのときのため
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だけの義手が欲しいというふうに思う方がいて、それに応えたのが、この義手です。 

どうなっているかというと、その欠損している部分の先のところに、キャップのように小さなパーツがつくよ

うになっていて、そのパーツの上部にお皿を置けるようになっています。そこにお皿を置くと、立食パーティ

ーのときでも普通にご飯が食べられるというものです。 

つまり、先ほどから申し上げているように、健常者の体をゴールだと必ずしも考える必要はなくて、その

人にとってのゴール、当たり前というのが存在するわけです。だからそれをきちんと聞き出して、それに合う

サポートをしていく。それをやってみると、普通だったら考えつかないような発想が出てきます。 

今日は、そのような、自分たちの中の当たり前をすこしやわらかくするような、時間になればいいなと

思っています。 

今日の会全体は、すべての障害についての話にしたいのですが、視覚障害を例にして、障害につい

て考えるという形で進めていきたいと思います。 

では、視覚のない世界の当たり前ってどんな感じなのだろうと考えてみたときに、一つ例を最初にご

紹介します。今、前に出しているは１枚の写真ですが（粘土の写真映写）、私が盲学校の小学校

３年生の授業に行ったときに、全盲の子がつくった粘土の作品です。 

皆さんは、これが何だかわかりますか。目が見える人に質問をすると、宇宙人という答えがよく出てき

ます。口のような部分があって、目のような“ぴょんぴょん”ってすこし出っ張っている部分があるので、顔

が横長の宇宙人に見えなくもないです。 

実は答えは宇宙人ではないのです。これがどんなシチュエーションでつくられたかというと、まず授業は

国語の時間でした。国語の時間に、先生が「○○って知っている？」と全員に聞きました。そしたら、そ

の子が「知っている、知っている」と言って、「それってこういうやつでしょう」と言ってつくったのが、これなの

です。だから作品というよりは、見えているものを絵に描いて「これでしょう」というような感じのものです。

わかった方いませんか。 

これを正解した方はいませんが、何かというと棚田なのです。よく見ると、この真ん中のところに棚田

的な階段構造というのがあります。その子の説明だと、田んぼがここに階段状にあるということは、その

脇に用水路が走っているはずなのではないかと言って、用水路のような道がつくられています。 

さらに農作業をするということは、農工具をしまっておく小屋みたいなものが多分建っているはずと言

って、さっき宇宙人の目と言った“ちょんちょん“ととんがったものが、棚田の脇に設置してあります。さらに、

その棚田に行くまでの住居とかがあるところから田んぼまでの道が、すこしつくってあります。 

という感じで、その子は多分ニュースとかで聞いた棚田情報を彼女なりに集約して、かつ想像して、

多分こうなっているのではないかと、想像を組み合わせて、棚田というものをつくっているわけです。 

これは目が見える人が考える棚田とは大分違うと思います。見えている人にとっての棚田は一つの

風景であって、すごく田園の美しい風景という感じです。でも、この子にとって棚田というのは、１個１

個の機能として見ていて、田んぼがあるということは、ここに用水路が流れているような感じで、きちんと

構造や仕組みを考えてつくっているわけです。だから風景として見ている晴眼者と、逆にしっかり田んぼ

として、農作業をする場所として見ている全盲の子と、どっちが正解とも言えないと思います。全盲の
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子のほうが、むしろきちんと観察していると言える部分もあるような気がしますが、全然見方が違うわけ

です。 

この話のポイントは、実はここではなくて、すごくびっくりしたことがありました。それは何かと言うと、この

粘土をつくるときに、先生がその子に粘土を「はいどうぞ」と手渡したのです。そしたら、手渡された子が

持った瞬間に、「この粘土、さっきまで○○ちゃんが使っていたでしょう」というふうに言ったのです。その子

はたまたまものすごく敏感な子だったのかもしれませんし、盲学校ってすごく少人数なので、それぞれの

子の手のサイズとかを、何となくわかっているのかもしれませんが、見ただけでは絶対わからないと思いま

す。その粘土についている手形とかで、多分推測したと思いますが、それをさっきまで誰がさわっていたか

なんて、絶対に見たらわからない情報だと思います。それをその子は触覚的にわかって言ったわけです。

そういうふうに１個１個感じているもの、キャッチしている情報が、視覚を持っている人と持ってない人で

は、全然違うわけです。 

そんな視覚を前提とした世界と視覚がない世界を、すこし比較してみたいと思いますが、例えばこん

な場所です（道路に沿って柵が建っている写真映写）。学校の周りの道みたいなところですが、この

場所が、目が見えない人にはどういうふうに見ているのかという例です。 

視覚障害の方といっても本当に人それぞれで、なかなか一般化はできません。つまり聴覚情報をす

ごく重視する方もいれば、触覚情報をすごく重視する方もいるし、そもそもあまり自分の感覚ではなく、

どんどん周りの人に聞いてしまうという人もいて、本当に人それぞれ世界を認知する方法が違います。 

例えば、聴覚がものすごく敏感な方だと、学校の周りとかに建っていそうな柵が音でわかると言います。

その方は「音的なしましま感」と言っていて、それは何かと思いましたが、目で見るのと同じように、音に

もそういう「しましま」があると言っていました。 

どういうことかというと、自分が立って、そこにとまっていたら何も感じないが、柵の横を自分が進んでい

くと、ちょうど真横に柵の棒が入っているか、入っていないかで、音の聞こえ方が変わるらしいのです。もち

ろん柵自体は何も音を出してはいないけど、その環境の中に存在する音、例えば小さい子が“わっ！”

と騒いでいる声とか、葉っぱの“さわさわ”という音とか、そういう環境の中に聞こえる音が、棒があると邪

魔される、棒がないと邪魔されないということで、聞こえ方が、聞こえる、聞こえない、聞こえる、聞こえ

ないというように、すこしずつ変化するらしいのです。そういうことから、ここは単なる壁ではなくて柵だという

ことがわかったりするそうです。 

あとは、鳥にすごく詳しい方に話を聞いたときには、鳥の声にいつも注意を向けているので、鳥が“ぴ

ぴぴっ”と飛んできて止まると、ここに電線が走っているということがわかったり、時間帯によって鳥の鳴き

声が変わるので、何となく時計がわりにしている方もいます。 

あとは、触覚の情報ももちろんとても大事で、例えば何か触覚って、見えている人だと手で何かをさ

わるということが触覚だと思ってしまいますが、必ずしもそれだけが触覚ではなくて、例えば空気の流れを

顔の表面で感じることによって、ここは十字路だなってわかったり、あとは両足裏の触覚として、ちょっとし

た段差とか、そこだけ道路が工事されていて、すこし質感が変わっていたりとか、そういったマークのことを

皆さんとてもよく知っていて、そういうものを頼りにまちを見ていらっしゃるわけです。 
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あとは嗅覚、香りの情報というのも当然大事で、商店街などに行ったりすると、ここはパン屋さんだと

か、豆腐屋さんだとか、わかったりする。 

だから注意しているものが、やはり視覚重視の我々とは全然違っていて、そういうマークをしているポ

イントが違うわけです。そうすると、そのポイントから総合されて見えてくる、そのまちの風景みたいなもの

も当然全然違うはずです。 

あとは食事の例ですが、ある方と話しているときに、海鮮丼がすごくまずく感じるという話をしていて、

そうかと思ったことがありました。海鮮丼って、どんぶりに入っているし、そのまま迷わず口に運べばいいの

で食べやすいのかなと思っていたら、実はすごく食べにくいと、その全盲の方が言っていました。 

どうしてかというと、海鮮丼は一つの器の中にさまざまなネタが入っているわけですが自分はマグロを

食べたいと思っているのに、口の中に入れたらサーモンだったとか、卵を食べたいのに、口に入れたらイカ

だったとか、毎回すこしずつ想像と違うものが口に入ってくるわけです。その感覚が、すごくまずく感じると

いうふうに言っていて、やっぱりおいしいと思うのは、目で見て、これ多分こういう感じだよねって想像して、

実際口に入れて、やっぱりそうだった、おいしいという想像との照合がとれたときに、とてもおいしいって感

じるのだと思いますが、そこがいつもかみ合わないと、満足できないという感じがするようです。  

あたたかい料理だったら、何となく香りがしたりしてわかるのでしょうが、海鮮丼のようにあまり香りのし

ない食べ物だと、実際に食べる前に想像がつかない、それでおいしくないということが起こるようです。  

前もって想像できないというのは、特に視覚障害の世界の大きな特徴だと思います。見えていると

何をするにも前もって「ここすこし段差だな」とか、「これ以上行ったらぶつかるな」とか、行動する前に想

像ができるわけです。ところが視覚がない場合には、その想像ができないことが多い。そうすると、見えな

い方と話していてよく言われるのが、何か想定外も想定内だというふうに言います。つまり、自分はこう

なっているというふうに一応思うけど、それを思い込み過ぎると、想像どおりでなかったときのショックが大

きいわけです。ここは道路で、真っすぐ走っていると思っても、実際そうでなかったらやはり危ないですし、

こう思っているけど、そうでないかもしれないということをいつも可能性として考えながら行動するということ

がとても大事になってきます。 

それは見える人からすると、何かが存在していることと、存在していないということは、はっきり見てわか

ることです。テーブルの上にコップが存在する。それはもう 100％存在しているのであって、存在していな

いかもとは思わないと思うのですが、目が見えない人の場合には、自分の中の想像だと、多分ここには

コップが存在しているけど、もしかしたら存在していないかもしれないみたいな、何か半透明に見ていくと

いうのか、完全に存在していると思い込まないような、存在する、存在しないの中間があるようなものだ

と思います。しかも、それが時間がたつごとに変わります。さっきまでそのコップを持っていて、手を離した

瞬間だったら、多分 99％存在します。でもコップから手を離して 30 分たっていたら、持っていかれてし

まったかもしれないし、３時間たっていたら、多分持っていかれている可能性のほうが高いです。そういう

ふうに時間ごとに変化するような存在確率みたいな、そういうことも意識されていると思います。  

あとは、ある全盲の方がすごく食事に時間がかかっていて、何でそんなに食べるのがゆっくりなのかと

聞いたら、いつも食べるとき、口に入れてから、一回そのものをひっくり返して形を確認してからかむように
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している。例えば、キュウリがどういうふうに切ってあるかというのは、その料理人からすると、とても重要な

工夫なわけです。それがぱっと口に入れてすぐかんでしまうと、自分にはわからないから、一回すぐかまず

に、口の中で見てから食べるというふうにおっしゃっていました。 

こんなふうに見える世界、見えない世界、当たり前が違うわけですが、それをどうやって組み合わせて

いくかということが、やっぱり重要だと思います。 

一つの例として、芸術鑑賞の中に「ソーシャル・ビュー」と言われている試みがあって、これはすごくいい

形で見える人と見えない人の能力を使っているというふうに感じています。これは何かというと、ソーシャ

ルと呼んでいるのは、対話を通してということですが、視覚障害の方の芸術鑑賞というと、大体二つの

方法があって、一つは触覚を使うもの、もう一つがこの対話を使うという方法です。 

触覚を使う方法というのは、触覚のよさはもちろんありますが、どうしても芸術を鑑賞する域に達しな

いという問題があります。どういうことかというと、さわると、ここに顔、例えば彫刻にさわると、ここは顔です

ねとか、肩がこういう感じだとか、認知はできるけど、それを見たときにどんな感情がかきたてられるのかと

か、どういう想像を連想するのかとか、私たちが芸術鑑賞をするときの広がりみたいなところまでなかなか

行けないので確認になってしまいます。 

そういう触覚的な鑑賞が持っている問題を乗り越えるために、対話型鑑賞というものが出てきました

が、方法としてはシンプルで、目が見える人、見えない人が大体６人ぐらいのチームをつくって、実際に

作品の前に立って、その作品について対話をする。それだけです。 

ポイントは、見える人による解説ではないということです。見える人が、この作品はこういう感じである

という解説を、見えない人がうなずいて聞いている、そういうものではないです。そもそも芸術作品を見て、

そんなに流暢に解説できる人って、多分相当な専門家じゃないと無理だと思います。そこが実はポイン

トで、見えている人が、見えているものについて、案外説明できないのです。見えるとか、見るということ

が相対化される、見えるってそんなに絶対的なことではないように感じられる、そこが実はこの方法のポ

イントだと思っています。 

例えば、これは絵画ではないですが、単純な色面です（全面紫色の写真映写）。この色を説明

してくださいと言われたときに、結構戸惑うと思います。 

もちろん、説明する相手にもよると思いますが、その方が例えば濃い目の紫ですと言って、すぐわかる

人だったらいいと思います。でも先天的に全盲の方とかだと、そもそも紫色とか、赤とか言われても見た

ことないので、何か「ふ～ん」で終わってしまう。この色を見たときに感じる感覚というのをきちんと伝えよう

としたら、もっと工夫しないとなかなか伝わらないと思います。 

よくあるのが、青っぽい紫とか、濃い目の紫みたいな言い方も出てきますが、それも必ずしも通じると

は限らなくて、赤っぽい何とかという言い方というのは、健常者からするとわかりやすいが、それって要は

混色しているわけです。その色彩をまぜている。赤っぽいとか、青っぽいといったときにまぜているわけです

が、そのまぜた結果がわかるというのは、実際にまぜた経験があるからわかるわけです。赤っぽい黄色と

かいったときに、すぐにだいだいかなって想像できるのは、小学校とかで実際にそれをまぜた経験を持って

いるからです。 
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だからそういう経験がない全盲の方だと、赤と黄色をまぜるって全然意味がわからない。それはテーブ

ルと椅子をまぜるみたいな、そういう感じがして、意味がわかりませんとなります。だから、そのまぜるような

説明も必ずしも通じるとは限らないわけです。 

そうすると、よく行われる方法が、ここの色彩そのものではなくて、色彩から連想したものを話す、そう

いう説明の仕方が出てきます。例えば、これについて前にワークショップをやったことがありますが、10 人

ぐらいの晴眼者の方に来てもらって、ここの色彩がどんなふうに見えるか聞きました。 

そうしたら、ある方はナスに見えますと言いました。確かにナスっぽくてわからなくもないです。隣の方が

ラベンダーに見えますと言いました。それもわからなくもない。その隣の人が、演歌歌手が着ている着物

みたいに見えますと。まあそれもわからなくもないと。最後の人が、やくざが着ているスーツに見えますとい

うふうに言いました。やくざのスーツとラベンダーの距離ってすごいと思います。でも一つの色彩から、それ

だけ感じるものはやっぱり違うわけです。つまり、さっきお話ししたように、見えるって絶対的なものではな

く、一見、見たらもう共有しているように思うけど、実は本当に人それぞれ見え方というのは違うわけで

す。 

つまり見えているからといって正解をしているわけではなくて、単にその人的な見え方をしているだけで

あって、本当に一つではないわけです。 

そうなってくると、結局、本当に生理的に目が見えない人も、生理的に目が見える人も、その差は

そんなに絶対的なものなのかという気がしてくるわけです。そこがソーシャル・ビューのポイントで、見るとい

うことが相対化されることによって、見えない人が参加できるようになります。 

そういうことをやっていくと、最初は見える人と見えない人の差というのがすごく大きく感じられますが、

実際会話をしてみると、見える人の中の差も相当大きいなということが発見されるわけです。  

つまり、視覚障害者がそこに存在することによって、見える人は、自分たちが見えているものをきちん

と言語化して説明しなくてはいけなくなるわけです。そうすると、そのことによって全然共有してなかったと

いうことがわかる。つまり、障害が一つの触媒のようなものとして働いて、その場の会話の中身、人間関

係というものを変えていく、そういう力を持ち得る、そのように思うわけです。 

そういうことをやっていくと、どうしても見える人、見えない人、または健常者と障害者というのは、介

助する人、される人というような関係を想定してしまいますが、実はそうではなくて、共同作業する仲間

みたいな感じで考えることもできると思うのです。 

または、いつも健常者が障害者を介助する、サポートするという一方的な関係ではなくて、その場そ

の場で関係が変わっていくような、そういう柔軟な人間関係ができるのではないかと思うわけです。 

どうしてこんなことを言うかというと、介助する人、介助される人という関係にいつもなってしまうというこ

とは、障害を持っている人からすると、とても窮屈なことだと思います。ある全盲の方が、見えなくなって、

毎日毎日がはとバスツアーに乗っている感じだというふうにおっしゃっていました。 

どういうことかというと、いつも周りに健常者がいて、すごく快適で便利だと。ここはちょっと段差ですよと

か、ここコンビニですよ、信号ですよとか全部言ってくれる。すごく便利だけれど、本当に自分で世界を

感じている、自分で周りの環境を楽しんでいる、そういうのではなくなったと。いつも介助者が言ってくれ



12 

る言葉を通して、それを一生懸命理解するという仕方で生活することが中心になって、全然リアリティ

ーがない、そんなふうになってしまったというふうに言うのです。しかも、それって自分がいつも障害者として

のステータスに固定されてしまうという感じで、なんだか障害者を演じている感じなのだと言っていまし

た。 

当然、健常者が障害者を介助するということが必要

な場面も存在するのですが、関係がそれだけになってし

まうと、障害者はいつも障害者なわけです。別に障害を

持っているからって、いつも障害者なわけではなくて、仕

事から帰れば普通にお父さんだったりするし、何かのテー

マについてお話しするときは、私よりその方のほうがとって

も詳しかったりするわけです。そうすると、その方が先生で、

私が生徒みたいになったりするわけです。 

だから、その場その場によって、関係が変わっていくこと

というのは、すごく大事だと思っていて、何かいつもその役、

いつも介助される役、それは本人にとってはとてもつらいことだと思います。だから、その関係を変えていく、

そのためには何か共同作業をする、何かそういう視点が大事だと思うわけです。 

そういう共同作業的な発想から、スポーツの話にここから入っていきたいと思いますが、きょうの後半

は、実際にスポーツをやっている選手の話を聞きます。私の話はそうではなくて、スポーツを観戦するとい

う場面のお話です。障害を持っている方のスポーツ人口ってどうしても限定されてしまいがちで、スポーツ

をやっている方の人口をもっと増やしていくためには、やはりスポーツを鑑賞する、スポーツを観戦すること

のきっかけを増やしていかなくてはいけないと思います。そういう意味で、目が見えない人と一緒にスポー

ツを観戦するにはどうしたらいいかということを、今、NTT と共同研究でやっています。 

そこで注目したのが、タオルとか手ぬぐいです。これを使ってスポーツ観戦するという試みをしています。

どうしてそう思ったかというと、目が見えない人が伴走をするときです。視覚障害者がランニングをしたり、

長距離を走ったりするときに健常者が伴走していますが、そのときにロープを使っています。ロープを輪っ

か状にして、輪っかの反対側を目が見える人が持ち、反対側を目が見えない人が持って、それでシン

クロしながらずっと伴走するということをします。 

これがすごく人気なのです。健常者に人気があって。つまり、すごく楽しいのです。どうして楽しいかと

いうと、最終的には、伴走しているという感じではなくなってくる。単に自分とこの人が走っているというの

ではなくて、二人が一心同体になって、一体化している感覚というのがすごく楽しいというふうに言うの

です。共鳴している感じとよくおっしゃいます。 

それはどういうことかというと、このロープ、単なるロープですが、物すごく情報量があって、ちょっとした感

情の変化、例えば目が見える人が前に急な坂が見えたりすると、精神的に「うっ！」ってなったりする。

それがロープを通して、目が見えない人に通じたりとか、ここちょっと頑張ろうということが通じたりとか、何

か言語化する前のちょっとした感情の変化みたいなものも含めて、結構伝わるのです。 
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こういうロープとか手ぬぐいが持っている情報伝達力って、すごいものがあるなと思いまして、これをうま

く使えば、スポーツ観戦もできるのではないかと思ったわけです。 

どんなことをしたかと言うと、ちょっと映像をお見せしますと、最初は柔道です。 

（映像視聴） 

そのままですが、タオルの両端を晴眼者が持っています。真ん中を、全盲の方が片手でそのタオルを

つかんでいます。両端にいる晴眼の人がそれぞれ担当する選手を決めていて、その選手の動作に合わ

せてタオルを上下させたりしています。 

視覚障害を持っている方のためのスポーツ観戦で一番多いのは、言葉を使って説明するという方

法だと思うのです。それはそれでいいのですが、どうしてもそれだと解説みたいになって、テンポが遅れたり

とか、周りで観戦している人と一体感がなかったりします。私たちの方法は、そういう言葉を使わずに、

むしろ一体感とか、言葉にしにくい部分で、さっきの柔道だと、どういう技が決まったとかはわからないの

ですが、でも選手同士の力のせめぎ合いみたいなことは、すごく伝わるわけです。そうすると、何か外側

から試合を見ているのではなくて、本当に自分が試合に巻き込まれたような感じで試合を観戦するこ

とができるのです。 

今度は空手の演武です。今度の場合は、手ぬぐいの片方を見える人が持って、もう片方を全盲の

方が握っています。空手の選手の動作に合わせて手ぬぐいを上下させたりしています。ポイントは、目

で見えるものそのものを翻訳しているわけではなくて、例えば空手の選手が静止している時間、そういう

時間って実際はとまっているとは見てないわけです。気みたいなものをためているなと思うのですが、そう

いったことを、手ぬぐいを巻き取る動作で表現したりとか、そんな工夫をしています。  

私たちは、これを「ジェネラティブ・ビューイング」と格好つけて呼んでいます。どういうことかというと、さっ

きお話ししたように、言葉で伝えると一方的になってしまって、一体感がないわけです。さらに、言葉で

伝え切れない部分がどうしても残る。例えば、ジャンプしましたといっても、そのジャンプがどういうジャンプ

なのか質感が伝わらないのです。ためてジャンプしたのか、すごくふわっとジャンプしたのかが伝わらない。そ

こを伝えようとして、さっきのタオルみたいなものを使って触覚的に伝えると、言葉では伝えられないもの

が伝えられる。それって視覚障害の方も参加できるような競技空間をもう一つつくっている。当然、実

際の試合は、さっきの映像のとおり選手だけがやっているわけですが、それと対応したもう一つの別の競

技空間というのを観客席につくり出せば、そこに視覚障害の方も参加しながら観戦できる。そういう意

味で、ジェネラティブというのは生成的という意味ですが、その場でどんどんつくられていく、そういうことをや

っています。 

そんな研究の延長に、最近は見えないスポーツ図鑑ということをやっています。これは何かというと、そ

もそも私たち、スポーツ観戦とか言っているけど、スポーツを観戦していていいのだろうか。つまり目で見て、

そのスポーツがわかった気になっているけど、本当にそれをわかっているのかというような、そんな疑問が湧

いてきました。 

実際に選手にお話を聞いてみると、やっぱり目で見て感じる、その種目の感覚と、選手が実際にや

っている感覚って相当ギャップがあるということに気がつきました。 
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例えば、もう終わってしまいましたけど、ラグビーのワールドカップを皆さん観戦されたと思うのですが、ラ

グビーって、実際その選手がやっている感じはどういう感じなのだろう。見ていると、どんどんボールが前に

進んでいくが、選手がやっている感じはどうなのだろうとか、なかなかわからないわけです。例えばスクラム

組んでいる感じを、このキッチンペーパーで感じることができます。研究なのに、本当に真面目なのだろう

かって、皆さんに不安に思われているような気もするのですが、至って真面目な研究で、実際に選手に

来てもらって、スクラムを組む感じを再現しようとしています。 

どうやってやるかというと、キッチンペーパー２個を頭に当てて（トイレットペーパーのように筒状になっ

たキッチンペーパーを縦に 2 個並べて１人のおでこに当てている写真映写）、それをもう一人の人が

手でぎゅっと押すということをしています。ポイントはキッチンペーパーが２個だということで、スクラムを組む

とき、とてもおもしろいことに、選手が敵同士でも協力しないと組めないのです。相手がどっちに行こうと

しているのかを読んで、ちょうどその正反対の力でこちらも押していかないと拮抗できない。キッチンペーパ

ー１個だと釣り合うが、２個を直列につなぐことで、お互い崩れないように探り合うわけです。崩れない

ように探り合う、これがスクラムです。 

あと、フィールド全体の状況を感じてもらうために、ロープを使って、ロープをちょっとひっかくような動作

をすることで、そのボールがどこにあるかということを説明したりしています。  

あと卓球も、見ているとラリーのスピード感に興味が行きますが、実際に選手の話を聞くと、卓球は

ボールの回転がとにかく重要で、相手がどういう回転をかけてきたから、自分はこうしようみたいな、その

回転に注目していると言います。その回転を感じてもらうために、鍋ふたを使って、それを回したりしなが

らボールの回転を表現したりしています。 

皆さんに、これが何の競技なのか考えてほしいのですが、ちょっと映像を流します。 

（映像視聴） 

ちょっとスローモーションなので、妙にドラマチックな感じになっていますが、何かというと、ＣとＨの形をし

たブロックを知恵の輪みたいに組み合わせて、そのＣとＨをそれぞれ持っている選手が、片方の人は知

恵の輪を外そうとしている、もう片方の人は外されまいとしています。これ何の競技かわかった方、いらっ

しゃいますか。（会場から「相撲」と発言あり。）お相撲ではないですね、惜しい。 

わかった方、いらっしゃいますか。（会場から「フェンシング」と発言あり。）当たりです。そうです、フェ

ンシングです。映像の中でスーツを着ていた方はソウルオリンピックの銀メダリストですが、銀メダリストの

選手にこんなことをやらせてしまったという感じです。 

フェンシングは、剣をしっかり持っているのではないかと思うのですが、実は人差し指と親指で軽く持つ

らしいのです。どうしてかというと、剣自体がすごくやわらかくて曲がるので、しっかり持つと使えなくなってし

まうので軽く持つそうです。軽く持った剣を、相手が行こうとしている方向にうまく沿わせながら、すっと抜

いて刺すみたいな、そういう動きらしいのですが、それを再現するのに、このＣとＨ型のブロックを使うと、

C を持っている人が H との組合せを抜こうとすると、H を持っている人は、こうされたら抜けてしまうという

ことをうまく読んで、それをかわすみたいな、そういう感覚が結構再現できるということはわかりました。そも

そもフェンシングはすごく早くて見えないですが、実際に選手がやっている感覚は、そんな感じらしいで
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す。 

これが最後のクイズです。 

（映像視聴） 

これは何の競技でしょうか。わかった方いらっしゃいますか。（会場より「カーリング」と発言あり。） 

似ていますね。でもこれはかなりメジャーなスポーツです。多分経験者はいると思います。どうでしょう

か。（会場より「野球」と発言あり。） 

そうです、野球です。野球のピッチャーとバッターの攻防戦の部分だけなのですが、映像の方はベイス

ターズのピッチャーだった方です。何をしているかというと、長いストッキングの片方の端を、ピッチャー役の

人がシュッ！と引っ張ります。引っ張ったときに、（まっすぐ伸ばしたストッキングの真ん中あたりにいる）

バッターの人は、それをパッ！とつかみます。いいところでつかむと、ヒットとかホームランとかになったりするの

です。ポイントは、バッターがピッチャーの肩に触れていることです。肩に触れていると、ピッチャーがどういう

ボールを投げようとしているのかというのが、何となく予想できるのです。実際は目で見て、ピッチャーがど

ういう球を投げようとしているかというのを想像するわけですが、ここではそれを触覚に置きかえてやってい

ます。 

そういう形で、何か介助する、介助されるというだけではないようなお互いの常識、感じ方、あと当た

り前の違いというのをうまく生かしていくと、逆に健常者が感じている常識が変わってくる。そうではない

見え方、感じ方、世界の捉え方というのもあるということが発見できるわけです。そういう機会をたくさん

つくっていくということが、単純にサポートするということを超えて、障害を考える一つのきっかけになるので

はないかと思っています。 

どうもありがとうございました。 
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第２部：パネルディスカッション 
 

コーディネーター 

東京工業大学リベラルアーツ研究教育院／大学院環境・社会理工学院准教授  

伊藤
い と う

亜紗
あ さ

さん 

パネリスト 

パラリンピアン 葭原
よ し は ら

滋男
し げ お

選手  

パラリンピアン 太田
お お た

渉子
し ょ う こ

選手  

スポーツ推進委員  青木
あ お き

純
じゅん

さん 

八王子市長  石森
い し も り

孝
た か

志
ゆ き

 

 

【伊藤氏】皆さん、席にお座りください。 

スポーツ選手なのに、きょうは皆さんスーツでいらしていて、いつもとギャップがありますけど。  

最初に、市長以外の３名の方に、簡単に自己紹介をそれぞれお願いしたいと思います。葭原選手と

は前から面識があって、よっしー選手って呼んでしまっていますが、葭原選手、これまでのスポーツ体験

のお話を伺いたいのですが、最初は陸上ですよね。その後、サッカーがあって。 

【葭原選手】葭原滋男と申します。伊藤先生にも、「よっしー」と呼ばれています。皆さん、「よっしー」と

覚えていただければと思っています。最初、陸上です。その次、自転車競技、ブラインドサッカーです。 

【伊藤氏】今はどのような見え方をされていますか。 

【葭原選手】見え方としては、光は見えます。このテーブルのあたり明るいなとか、天井の照明とかは見

えるのですが、席のほ

うはちょっと見えない、

薄暗いなという、そう

いう感じで見えていま

す。 

【伊藤氏 】そういう見

え方になったのは、い

つごろからですか。 

【葭原選手】視覚障

害になったのは 22 歳ですが、徐々に病気が進行していって、40 歳ぐらいから白い杖をつくようになりま

した。その後も徐々に徐々に進行していって、人の顔がわからなくなったのは 10 年前ぐらいでしょうか。 

【伊藤氏】では、ゆっくりというか弱視の時期が長かったのですね。 

【葭原選手】そうですね。自覚症状としては、２年前ぐらいに見えたけど、あれ見えないな、そんなのが

ゆっくりゆっくり徐々に進行してきた感じです。 

【伊藤氏】なるほど。最初に陸上をやられていたのは、20 代ですよね。 

【葭原選手】そうですね。20 半ばから 30 半ばぐらいでしょうか。 
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【伊藤氏】最初が、たしか 92 年のバルセロナで高跳びですよね。 

【葭原選手】そうです。走り高跳びです。 

【伊藤氏】走り高跳びで、そのときは弱視ですよね。 

【葭原選手】ピッチの上にテープを張ったのですが、それが見えていました。病気の症状的に視野が狭

いという症状があるのですが、それでも視野に入ればマークが張ってあるのが見えると、そんな状況でし

た。 

【伊藤氏】そのマークというのは、ここに足をついて走ると、ちょうどタイミングよく跳べるよというような？ 

【葭原選手】そうですね。10 歩ぐらい助走して、背面跳びで飛んでいたのですが、その 10 歩の間に２

歩とか３歩ぐらいのところに一つテープを張っておきました。そのテープを張れば、必ず踏み切る位置に

行って、バーを飛び越えて、マットに落ちることができる、そんな目印のテープを踏むような練習をしてきま

した。 

【伊藤氏】最初の大会で４位になりましたよね。 

【葭原選手】そうでしたね。たまたまという感じではありますけど。 

【伊藤氏】小さいころからスポーツをいろいろやられていて、そのベースがあってという感じですかね。  

【葭原選手】学生時代はまだ健常者として学校生活しながら、運動神経はいいほうだったので、いろ

んな陸上大会とか、サッカー大会とか、そんなこともやっていたので、運動神経には結構自信を持って

いたので、障害者になっても、何やっても自分では何とかなるのではないかな、そんな気持ちはありまし

た。 

【伊藤氏】すごい。その後、96 年のアトランタでは高跳びで銅メダルをとられて。それが陸上時代です

ね。 

【葭原選手】そうです。 

【伊藤氏】その後は自転車ですよね。 

【葭原選手】自転車競技に転向しました。 

【伊藤氏】自転車はタンデムで。 

【葭原選手】そうです。二人乗りの自転車を使って、前

に見える人が乗って、後ろに視覚障害者が乗って、一

緒に息を合わせてスピードを出していく、そんな競技です。

自分は１キロメートルのタイムトライアルというのを得意と

していましたが、それで 2000 年のシドニーのパラリンピッ

クでは世界記録で優勝しました。 

【伊藤氏】自転車のタイムトライアルといったら結構ハードそうですよね。 

【葭原選手】そうですね。やっぱりペダルを通して、相手の感情というのが伝わってくるので、ここは思いっ

きり行くところだと力が加わったり、疲れているときは力が抜けたり、そういうのがわかったりするので、自分

もここで頑張らなきゃいけないというところで力を抜くと、すぐばれてしまう。自分の限界以上に追い込ま

ないといけない、そんな競技ではありました。 

【伊藤氏】なるほど。自転車はさっきの（基調講演の）伴走のロープと同じということですよね。 

【葭原選手】近いと思いますね。 
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【伊藤氏】会話はしてないけど、相手の状態がわかるような。 

【葭原選手】すごくよくわかりました。自転車は全長が２メートル 2、30 センチありますが、後ろにいなが

ら前輪の動きが伝わってきていましたから。 

【伊藤氏】自転車はシドニーと、その後のアテネにも出られて。 

【葭原選手】2004 年のアテネまで自転車競技をやってきました。  

【伊藤氏】そこでも銀をとられていますよね。 

【葭原選手】そうですね。 

【伊藤氏】ということは、合計何個メダルとっているのですか。 

【葭原選手】合計四つ、金メダル１個、銀メダル２個、銅メダル１個。 

【伊藤氏】全部持っている。 

【葭原選手】一応そろえました。あと、お土産として、ブラックパールとか買ってきたりしましたけどね。 

【伊藤氏】すごいですね。そこまでが自転車時代で、その後がブラインドサッカー時代ですよね。  

【葭原選手】そうですね。 

【伊藤氏】ブラインドサッカーは年齢的には 40 代ですか。 

【葭原選手】そうです。40 になったぐらいにブラインドサッカーと出会いまして、学生時代はサッカーで部

活動なんかもやってきたので、ブラインドサッカーを知ったら、見えなくてもできるのか、そんな気持ちで、

自転車に乗っている場合じゃないなみたいな感じで、サッカーの世界に飛び込んでいきました。  

【伊藤氏】本当にブラインドサッカーの第一世代という感じですよね。日本に入ってきたときに、最初の

選手として。 

【葭原選手】そうですね。ブラインドサッカーが日本に入ってきて最初の体験会に参加しています。 

【伊藤氏】ありがとうございます。 

では次、太田選手ですけれど、今日ニックネームを決めようという話をしていて、どうしましょう、渉子

選手ですかね、やっぱり。 

【太田選手】そうですね、葭原さん、「よっしーさん」なので、「おおちゃん」と、かわいい感じでお願いしま

す。 

【伊藤氏】お願いします。おおちゃん選手は、障害としては、どんな状態ですか。 

【太田選手】私は生まれつき左手の指が全部ない障害で生まれています。 

【伊藤氏】指以外の部分は普通に動きますか。 

【太田選手】そうですね。筋肉とか神経とかは全く問題がなく

て、左手の手のひらまでがある。指の骨がないので、指を握っ

たり、ものを握ったりする動作はできないけれど、手は普通にさ

わる分には痛くもないですし、熱いとか冷たいとかいう感覚もあ

ります。 

【伊藤氏】なるほど。先天性ですよね。 

【太田選手】そうですね、生まれたときからです。 

【伊藤氏】では、もうそれが当たり前という感じですか。 

【太田選手】そうですね。 
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【伊藤氏】学校は普通学校に通って。 

【太田選手】そうですね。小中高と普通学校に通って、体育も音楽とかも道具を工夫したりして、ちょ

っと時間がかかったりしたけれど、何でも同じように授業をしてきました。 

【伊藤氏】最初にスポーツと出会ったのは、いつごろですか。 

【太田選手】最初は小学校に入る前から水泳を習っていて、その後もいろいろ習い事をしました。ピア

ノも習っていました。ピアノは両手を使って演奏するので、左手で和音といって幾つかの音を一緒に鳴

らすことがありますが、私はそれができないので、一つの音を鳴らして、右手でメロディを弾くようにしてい

ました。 

【伊藤氏】音の一つに左も使っているのですか。 

【太田選手】ちょっと小指のほうが親指側と比べて若干細くなっているので、手をうまく置くようにすると、

ほかの鍵盤と重ならないように一つだけ鍵盤を鳴らせるようなスペースがあるので、そこを使って弾いてい

ました。 

【伊藤氏】工夫しているのですね。いろいろ習い事の中で体を鍛えながら、最初はスキーの選手として

活躍されていたと思いますが、2006 年のトリノパラリンピックに出場されたのですよね。 

【太田選手】そうですね。地元が山形県尾花沢市というすごい雪深いところで、学校の授業でスキー

と出会って、中学校ではスキー部、陸上部に所属して練習をしていましたが、地元で開催された一般

の大会に出場したときに、全日本の監督さんから声をかけられました。それをきっかけに、パラリンピックを

目指すようになりました。 

【伊藤氏】そのときにやっていたスキーの競技というのは、バイアスロンだったと思いますが。 

【太田選手】初めはクロスカントリースキーだったのですが、2006 年の大会でメダルを目指すと決めて

から、バイアスロンもやるようになりました。１年間バイアスロンはそこで練習して、最初の大会で銅メダ

ルをとることができました。 

【伊藤氏】でも、片手でやるというのは、難しいですよね。どんな工夫をしてやられていたのですか。 

【太田選手】バイアスロンは、オリンピックの場合、ライフルを背負って、スキーで走って、コースに戻ってき

て射撃をするのですが、パラリンピックの場合は車椅子の選手もいますし、私は片手ですが、両腕がな

い選手、ライフルが背負えない選手などもいるので、ライフルは射撃を打つ場所に置いてあって、選手

が射撃場に入ってきたら、自分のチームのコーチとかが銃を射撃するマットの上まで持ってきてくれます。 

銃は長いし、私は片腕なので、まず先端部分を手で支えて構える姿勢をとりますが、支えが不十分

なので、金属のぐらぐらする棒があるのですが、そこの上にうまくライフルを安定するように置いて、射撃を

しています。 

【伊藤氏】なるほど。2006 年はバイアスロンで銅メダルをとられて、その後、バンクーバーにも出られてい

ますよね。そのときは競技を変えて。 

【太田選手】そのときは 2006 年も 2010 年もクロスカントリースキーもバイアスロンも両方やっていまし

た。 

【伊藤氏】結果が出たのはクロスカントリーのほうで、銀メダルをとられましたよね。その後、テコンドーに

移られて、夏、冬両方制覇という感じですね。 

【太田選手】今はテコンドーという、来年の東京パラリンピックで、バドミントンと同じく新種目として始ま



20 

る競技ですが、スキーを引退した後にはすでに東京の招致が決まっていました。ただ、テコンドーについ

ては私も知らなかったくらいすごくマイナーなスポーツで、国内のパラ選手が一人もいませんでした。これ

ではいけないと思って、まず自分が体験して、大会を盛り上げたいなと思っていましたが、なかなか女子

の選手が増えなくて。スキーを引退したときは、もう体力的にも限界かなと思いましたが、まだ 30 代で

もできるぞというところを見せたくて、また選手として頑張ろうというところで、今挑戦しています。  

【伊藤氏】ありがとうございます。動画も持ってきていただいているので、この後、ちょっと見ていただこうと

思います。 

では、青木さん、よろしくお願いします。青木さんは普段どのようなスポーツ活動をされていらっしゃい

ますか。 

【青木氏】前のお二人から比べますと、私なんか何の取

り柄もなくて、通りがかりの一市民という立場で、今日は

ここに座らせていただいております。 

今、八王子市のスポーツ推進委員として、活動をい

ろいろさせていただいております。八王子市には 20 の総

合型地域スポーツクラブというのがあります。これは都内

では一番多くございまして、二番目に多いところの立川

市でも、たしか 12 クラブぐらいしかない。ちょっと八王子の

自慢ですよね。 

推進委員は現在 37 名おりまして、主に八王子市

内で行われますスポーツイベントなどのお手伝いや、私どもの主催で企画をさせていただいたりしておりま

す。 

２月になりますと、夢街道駅伝というのがありまして、これがまた非常に大きなイベントになりますが、

もう長年ずっと私どももお手伝いをさせていただいております。 

【伊藤氏】そういったご活動の中で、障害を持っている方とかかわる機会はありましたか。 

【青木氏】毎年 11 月に実施している、ふれあい運動会というのがございます。これは障害がある方も

ない方も一緒にというテーマで実施しておりますが、こちらももう 36 年くらい続いているイベントになりま

す。今年も 25 施設の方々に参加していただきました。ざっと 500 人は超えていると思います。それが

ずっと１年に１回実施していた、障害者との触れ合いのスポーツの場だったのですが、最近は、ご存じ

のとおり、ボッチャという競技が非常に話題を呼んできておりまして、もちろんパラリンピックの正式競技に

もなっておりますので、３年ほど前から、私どもはボッチャの体験研修というのを、いろいろな施設や学校

などでやらせていただいております。 

【伊藤氏】ボッチャって、ボールを転がしたり、投げたりして得点を競うスポーツですよね。 

【青木氏】そうですね。赤いボールと青いボールを、ジャックボールと言われる白い目標のボールに近づけ

るという、ちょうどルール的にはカーリングのようなルールになります。 

【伊藤氏】その人の障害のタイプに合ったような投げ方とかができる競技ですよね。 

【青木氏】そうですね。もともとは重度の知的障害者用につくられたと言われておりますけれど、比較的

ルールが簡単なものですから、誰にでもできます。ただ、極めようとしますと、非常に奥深い戦略があるス
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ポーツではあります。まだまだ障害者の方々が一般ではスポーツの中に参加してきていただく機会という

のは非常に少ないものですから、まずはやりやすいスポーツにトライしていただいて、障害者のスポーツ人

口というのを増やしていきたいと思っております。 

【伊藤氏】そういう体験をされて、皆さん、どんな反応が返ってきますか。 

【青木氏】もう本当に生き生きとしていて、やってみると、意外と皆さんのほうが断然うまいですよね。今

日も会場に推進委員のメンバーが来ておりますけど、１時間もやりますと、推進委員のメンバーよりも

障害者の方々のほうがうまいぐらい、上達はすごく早いと思います。 

【伊藤氏】おもしろいですね。何か生活の中で使っているスキルが生きてきたりとかするんですかね。  

【青木氏】私どもに比べると、素直というところが、一番の理由かもしれないですね。 

【伊藤氏】なるほど。ありがとうございます。 

では、ちょっと動画を用意していただいて、よっしー選手とおおちゃん選手のお二人の動画つきで、そ

れぞれの種目がどんな種目かというのを見せていただきたいのですが、最初、よっしー選手はブラインドサ

ッカーですよね。 

（ブラインドサッカーの映像視聴） 

【葭原選手】私、出てなかったんですけどね、ブラインドサッカーが一番わかりやすい紹介ビデオじゃない

かなと思って、紹介させていただきました。 

【伊藤氏】私、一度よっしー選手が入っているチームの練習を見学に行ったことがありますが、行ってみ

たら、真っ暗で見学できない。私、何も見えないみたいな感じだったんです。 

さきほどのブラインドサッカーの紹介動画で落合選手が「音は情報の一部でしかない」と言っていまし

たよね。それってどういうことですか。 

【葭原選手】簡単に言うと「こういう感じではないかな」という予測です。自分の中でいろいろな音が中

心になると思いますが、いろいろな感覚で情報収集して、イメージしていきます。それをより現実に近づ

けるために、さらにいろんな情報を収集していくという、そんな感じになると思います。 

【伊藤氏】フィールドの状況を想像して、ちょっとバーチャルリアリティーみたいなものを自分でつくって、そ

の中で動いていくような感

じですか。 

【葭原選手 】そういう感じ

になりますね。 

【伊藤氏 】それは結構難

しいですよね。 

【葭原選手】やはり慣れて

こないと、なかなか難しいと

思います。最初は、ボール

の音に集中して、周 りの

状況が見えなくなってしま

う。見えなくなるというのも

変ですけど、それがだんだん慣れてくると、対面している相手の状況がわかってきて、またもうちょっと慣れ
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てくると、対面している相手の選手のまたその裏側、そういうところまで感じとれるようになってくるのかなと

思っています。 

【伊藤氏】対面している選手のさらに奥が見えてくる。 

【葭原選手】そうですね。５人制のサッカーになりますので、相手はゴールキーパーを含めて５人います

ので、そこまで感じとれるようになってきますね。 

【伊藤氏】なるほど。でも、例えば１個のボールを蹴ったその音から、どう蹴ったかとか、体のどこで蹴った

かとか、すごく複雑な情報を想像するわけですよね。 

【葭原選手】そうですね。自分たちがアイマスクをしていても、サッカーでいうとインサイドで蹴った、インス

テップで蹴った、トウキックで蹴った、そんなところも音を聞いて全てわかるし、蹴ったときの重心の高さで

すか、膝が何か伸び切っているなとか、深い位置、重心が低く蹴っているな、そんなところまで伝わって

きます。 

【伊藤氏】それは具体的にどういう音の違いですか、勘ですか。 

【葭原選手】何でしょうかね。 

【伊藤氏】言葉で言えないような。 

【葭原選手】自分としては、見えているとしか思えません。 

【伊藤氏】聞いた瞬間に、その選手の重心が見える。 

【葭原選手】見えますね。例えば、先ほど伊藤先生の講演の中で空手の演武がありましたね。あれが

大体どういう映像だったかわかりました。最初はパンチを出していて、足が出て、最後は「えい」ってやっ

たかな、そんな感じに自分の中ではイメージできました。合っているかどうかはわからないですけど。  

【伊藤氏】かなりぱっと映像として出てくるという感じ、推測するとかではなく、ぱっと出てくるみたいな感

じですよね。 

【葭原選手】そうですね。それがもう瞬時にできるようにならないと、やっぱりスポーツも難しいのかなと思

っています。生活の中ではゆっくりそれをやればいいのかなとは思いますけど。  

【伊藤氏】つまりサッカーをするにしても、単なる身体能力だけじゃなくて、推測する能力や、そういった

ことも含めてスポーツ選手としての能力というふうに、なってくるわけですね。 

【葭原選手】そうだと思います。やっぱり、頭の切れる人のほうが障害者スポーツはうまいのではないかな、

そんなふうには思います。 

【伊藤氏】なるほど。おもしろいですね。ありがとうございます。では次、おおちゃん選手の動画もお願いし

ていいですか。 

（パラテコンドーの映像視聴） 

これは実際に、競技されている様子です。 

【太田選手】青い防具をつけているのが私です。世界大会の映像ですが相手はウズベキスタンの選手

ですかね。 

【伊藤氏】テコンドーは、基本的には胴体の部分を足で蹴るスポーツですよね。 

【太田選手】３種類の蹴り技で制限時間内に多くポイントをとったほうが勝ちというルールになります。

足にテコンドー用のソックスを履いていて、胴の部分にもセンサーが埋め込まれています。その足のセンサ

ーと胴のセンサーを正確に突くことによって、自動的にポイントが入るようになっています。 
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【伊藤氏】フェンシングと同じような。 

【太田選手】フェンシングのような感じで、突けばポイントになります。 

【伊藤氏】ではキックというよりは、タッチみたいな感じでいいということですかね。  

【太田選手】ただ、ある程度の力が加わらないと、正確に当たってもポイントが入らないので、うまく正し

い位置に力を入れて蹴っています。 

【伊藤氏】一見するとキックなので、あまり手の問題って関係しないのかなという気もしますが。 

【太田選手】攻撃は蹴りですが、パワフルな蹴りを受けてガードする腕というのもすごく大切です。腕が

１本入ることによって、得点が入らなくなります。あとは近場の競り合いになってくると、腕を使って相手

と距離をとったり、逆に近場で相手の足が上に上がらないような状態をつくって、自分が蹴ったりします。

腕をうまく使うことで、近場の戦いにもなります。 

【伊藤氏】なるほど。ではガード役というか、盾みたいなものとして手が重要で、その使い方が、やっぱり

勝敗を左右するということですよね。 

【太田選手】パラテコンドーは、欠損とか、機能障害とか上肢に障害のある選手が対象となっていて、

選手それぞれ腕の長さとか使える幅、動かせる幅というのが違うので、そこをうまく使って攻撃のときに、

ちょっと腕の短いほうを狙っていくとか。 

【伊藤氏】今、言いよどみましたね。 

【太田選手】でもスポーツなので、それはもう。 

【伊藤氏】そこがすごくいいところですよね。スポーツだと、何か障害というのも１個の要素になってくると

いうか、それも込みで勝負するわけですよね。 

【太田選手】やっぱりその選手の戦術とか、攻撃とか、守りというところは、すごい大きく影響してきます

ね。 

【伊藤氏】スポーツ自体が、ルールによって制約をかけていくところがあって、例えば、サッカーだったら手

を使ってはいけないとか、その制約がそもそも設定されているスポーツというものの中に障害が入ってくる

ことによって、その制約が一つ増えたりとか、制約が逆に可能性になったりとか、スポーツと障害って相

性がいいというと変ですが、障害が入ることで、その新種目ができてくる感じというのが、すごくおもしろい

なと思います。 

【太田選手】国内ではパラテコンドーの選手がまだ少ないのですが、ふだん私は都内の一般のテコンド

ー道場で練習しています。相手は一般の中学生、高校生です。何で一緒に練習できるかというと、テ

コンドーはオリンピックルールとパラリンピックルールがほとんど一緒で、パラリンピックは頭への攻撃が禁止

されているので、そこだけパラルールでお願いしますということを言えば、健常者でも障害者でも一緒に

競技ができるというのも魅力かなと思います。 

 映像の相手選手ですが、身長は同じくらいですが、かなりうまいと思います。テコンドーの技自体もす

ごく完成されているし、動きも速いですね。 

テコンドーは男女とも体重別に３階級あります。私の階級は一番重い階級、いわゆる無差別級と

いうところです。私は身長が 164 センチですが 190 センチ近い女子の選手もいて、その選手にいかに

戦っていくかというところを、今課題にしています。  

【伊藤氏】ありがとうございます。 
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では、ここで市長に伺いたいのですが、八王子市として障害者、または障害とスポーツということに関

して、どんな取り組みをされているのか教えていただけますか。 

【石森市長】パラリンピアンのお二人のお話を興味深く聞かせていただきました。私が話しをするより、お

二人の話をずっと聞いていたいなと思いましたが、障害者に関する市の対応をお話させていただきたい

と思います。 

八王子におきましては、障害のある、なしにかかわらず、誰もが地域で安心して暮らせる八王子とい

うのを目指しております。現在、58 万人都市でございます

が、障害などの理由で社会生活に制限のある方は約３

万人、市内にいらっしゃいます。 

障害と一口に言いましても、車椅子に乗られている方

や、視覚障害者のように外見を見て一目でわかる障害ば

かりではないというのは、皆さんもご承知のことと思います。

精神障害の方や心臓機能障害、あるいは肝機能障害

など、体の内部に障害がある内部障害の方のように外見

からは障害があるとはわからない方もかなりいらっしゃいます。

そういった方たちが安心して暮らせるように、市民の皆さん

一人一人に障害を理解していただくことが、誰もが安心して暮らせるまちをつくる第一歩になると考え

ています。 

このような考えから、本市におきましては、障害がある方へのいわれなき差別を解消するために、平

成 24 年４月に当時の一般市としては全国で初めて、障害者差別禁止条例を施行いたしました。

これが「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」です。 

この条例におきましては、市民や事業者の皆さんに障害への理解を深めていただくための取り組み

について定めると同時に、ご自身のできる範囲で障害がある方への配慮をしていただくという合理的な

配慮というものをお願いしています。 

この 12 月の市議会におきましては、事業者の皆さんに、この合理的な配慮を実施するよう努めて

いただくという「努力義務」から、実施していただくという「義務」とする内容の条例改正を行いました。

この改正によって、障害のある方が、より暮らしやすい八王子になることを期待しております。  

この合理的配慮というのは、非常に難しく聞こえますけれども、例を挙げますと、聴覚障害のある方

に筆談でお話をするとか、車椅子に乗っている方のためのスロープを設置するとか、知的障害がある方

がわかりやすいように、簡単な言葉でゆっくりと説明するとか、いろいろな配慮がございます。まちやお店

でできる範囲での心遣い、あるいは合理的配慮の中で、ぜひご来場の皆様方にも、ご自身でできるこ

とは何か考えていただければと思っております。 

また、最近行った具体的な取り組みといたしましては、先ほど青木さんからもお話がございましたよう

に、11 月にふれあい運動会を開催いたしました。そのほか 11 月 16 日と 17 日の２日間で開催い

たしました、「いちょう祭り」におきましては、障害者理解を広めるためのブースを設置いたしまして、啓

発活動を行ったところでございます。 

このふれあい運動会は、「障害のある人もない人も共に」を合い言葉に、多くの市民の方々の参加
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を通して、障害者に対する理解を深めていただくため、毎年開催をしております。最近では、エスフォル

タアリーナ八王子で開催をしております。 

また、先ほどお話ございましたように、平成 27 年度のふれあい運動会から障害者スポーツの普及

啓発のために、パラリンピックの正式競技でもあるボッチャの体験コーナーを開設しておりまして、ボッチャ

の実技を学んでいただくための指導者の派遣というのも行っております。本来、障害の有無に関係なく

スポーツに親しめる環境が理想的と考えており、今年度から障害者スポーツの指導者を育成するため

に、八王子市初級障害者スポーツ指導員養成講習会を開催しておりまして、障害のある人もスポ

ーツに親しめる環境の充実を図っているところでございます。 

【伊藤氏】どうもありがとうございます。やはり、八王子は東

京の中では郊外にあり、とてもスポーツにむいているまちだと

思います。私は今、大田区住んでいますが、本当にスポー

ツする場所がなくて、小学生はよくゲームばっかりしてと言わ

れますけど、それしかすることがない。何か体を動かそうと思

っても、公園ではボールが禁止されていて場所がないのです。

それに比べると、やっぱり八王子の実家にたまに帰ると、す

ごくのびのびしていて、体を動かす環境としてはとてもいいし、

その中に障害という要素が入ってくると、何か東京の都心

ではできないような先進的な試みというのがたくさんできると

思うのです。 

青木さんに、伺いたいのですが、ご活動の中で、障害を持っている方と接するときに発見や、こういう

こと気をつけていますとか、提案などがあれば教えていただけますか。 

【青木氏】先ほどもお話ししましたが、やはりふれあい運動会が私たちと障害をお持ちの方との接点で

した。私も実はスポーツ推進委員になって５年たちますが、初めてふれあい運動会に参加して、そこで

初めて障害をお持ちの方と触れ合ったという経験があります。 

やはり、そのときは今までと全く違う感動がありましたが、それと同時に、やはりまだ自分の中では、知

らず知らずの間に距離を置いているということを実感しました。ふれあい運動会に参加させていただき今

年で５年目ですが、そのころから毎回来られている選手の方もいらっしゃるのです。そうしますと、もう感

覚は友達になるのです。 

ですから、やはりそういうところで、我々も繰り返し、繰り返し、または積極的に触れ合うような時間と

いうのを持っていきたいというふうに思っております。 

先ほども言われましたとおり、今ボッチャの訪問型の体験研修をしておりますけど、これは非常に人

気で、１か月に４か所ぐらい行っております。健常者の研修もございます。小学校なども結構あります

が非常に勉強になるなというのと、先日、ある学校の校長先生がおっしゃっていましたけど、ボッチャを子

供たちに教えてほしいのは、障害者スポーツ、パラスポーツへの理解と、関心を持たせていきたいとのこと

でした。 

来年オリンピック・パラリンピックがございますけれど、オリンピックと比べてしまうと、パラリンピックの認知

度はまだ低いと認めざるを得ないところがある。そのために、子供たちにパラリンピックへの関心というもの
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を持ってほしいということで呼ばれたこともありまして、そういった意味では、今これからオリンピック・パラリン

ピックに向けて、一番我々も活動を強化していかなければいけないところなのかなと思います。 

私どもが今まで接している中では、介助の方が間に入ってくださっていますので、今まで苦労は特に

なかったですけど、これからは、私どもが、そういう施策を企画して、いかに一人でも多くの障害をお持ち

の方がスポーツに参加していただけるかというところが課題だと思います。 

【伊藤氏】どうもありがとうございます。 

では、最後に、選手のお二人に伺いたいのですが、海外でいろいろな活動をされていて、そこでどん

な発見があったか、または、国内の状況と比較したときに、日本はもっとここを頑張ったほうがいいのでは

ないか、そんな提案を最後にいただけたらと思います。よっしー選手からお願いします。 

【葭原選手】海外に遠征に行かせていただきましたが日本との違いを感じるのは、周りの見えている人

たちがまち中でも普通に声をかけてくれます。MayＩhelp you？って、急いでいる人も立ちどまって声

をかけてくれたりします。そういうソフト面が、海外は発達していると思います。 

それに比べて、日本国内は、障害者って何となく別の人、そんな感じで、見ていて何をしていいかわ

からないとか、声をかけても誘導方法がわからないとかあります。声をかけるのに、躊躇している人が非

常に多いなと感じます。 

自分は港区に住んでいますが、家のそばで歩いていて、声をかけてくれるのは意外と海外の人が多

いと実感しています。声をかけてくる人の半分ぐらいは外国の人だと思います。 

周りには日本人の方も多いはずですが、声をかけられないという人が非常に多いのかなと思っていて、

その辺が、2020 年オリンピック・パラリンピックではもっともっと気軽に声をかけられるような環境が、社

会ができ上がっていくといいかなとは思っています。 

【伊藤氏】そうですね、何か日本だと、障害って生活の一部になっていないとか、健常者から見たときに、

ある種、非日常みたいなところがあるのかなと思います。さっき青木さんがおっしゃってくれましたが、ずっと

その障害を持っている方とかかわっていくと、だんだんと友達に思えてきたというふうにおっしゃった、それは

すごく大事だなと思いました。最初は自分と条件が違うから、びっくりするし、戸惑うし、どうしようって思

いますが、ずっと一緒にいると、その人がどうしたいのかだんだんわかってくるし、考えが通じるようになって

きて、障害ということでなく、普通に人として友達になれてくると思うのです。その生活に入ってくる感じっ

て、すごく大事だなと思いますが、青木さん、いかがですか。 

【青木氏】そうですね。やはり相手の顔が変わってきますね。３回、４回と毎年会うことによって、懐か

しいじゃないですけど、そういう感じで接してくださいます。これが私たちにとっても非常にうれしいですし、

一緒になれます。 

【伊藤氏】うれしいですね。「おっす」みたいな感じでね。 

その辺どうですか、おおちゃん選手、またはよっしー選手。 

【葭原選手】小学校などで体験会とか、お話をさせていただく機会がありますが、その時、子供に「障

害者、かわいそうだと思う」、そんなふうに聞いたりします。かわいそうだと思う人に拍手をしてもらいます

が、最初は、ほとんどの人が拍手します。 

でも体験会を通して、この見えないという「よっしー」を感じてもらったり、一緒に何かをすることによっ

て、かわいそうだという気持ちがどんどん変わっていって、同じ人なんだな、一緒にできないところは助けて
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あげればいいんだな、そんなところを感じてもらえる機会になっていて、これが将来彼らも大人になって、

そういう社会ができ上がっていくのかなと、そんなふうに思っています。  

【伊藤氏】小学校の体験会とか、すごく大事な機会だと思いますが、さらに言えば、それがやっぱり生

活の中に普通にあったらいいなと思っています。つまり、毎年１回ゲストとして、ブラインドサッカーを体験

しましょう、ボッチャ体験をしましょうというだけではなくて、もう普通に教科の中、体育の中の体験の１

種目として視覚を使わない競技が入るとか、手を使わない競技があるというふうになってくると、少しず

つ生活の中に障害ということが入ってくるのかなと思ったりします。 

では、おおちゃん選手、海外と日本を比較して、何か気づかれたことはありますか。  

【太田選手】そうですね、私もたくさんの国に行ったり、大会に出たりしていますが、印象に残っている大

会は、バンクーバーのまち中に大きな建物があって、そこにオリンピックとパラリンピックのカナダ出身の注

目選手が一緒にポスターになっていたのを見て、これすごくいいなと思いました。今回、東京のオリンピッ

ク・パラリンピックって、もう名前から一緒になっているので、すごく一緒にやっているという雰囲気があって、

とてもうれしいなと思います。 

【伊藤氏】なるほど。やっぱり両方、別にするのではなくて一緒のものとして楽しめる。 

【太田選手】パラリンピック独自の競技、オリンピックにはない競技もありますが、新しい競技、知らない

スポーツということでちょっと難しく考えてしまうところもありますが、ただスポーツなので、実際見ていただく

と、その迫力だったり、スピードだったり、会場で見ていただくのが一番いいと思います。あまり難しく考え

ずに、近くでやっているから見に行ってみようかという感じで、気軽に応援に来てほしいなと思います。 

【伊藤氏】そうですね。行くと絶対変わりますよね。 

【太田選手】そうですね。 

【伊藤氏】ありがとうございました。 

では最後に、市長、今日のお話をどのように聞かれたかということと、この八王子市の共生社会に

向けて、どんな取り組みがされているかというのをご紹介いただけますか。  

【石森市長】それぞれ皆さんから、いろいろ貴重なご意見をいただきました。来年、東京 2020 大会が

行われます。全世界から多様な方が、この八王子にお越しいただいたり、また東京にお越しいただいた

りする機会になりますので、できるだけ多くの市民の皆さんも障害の理解を深めていただいて、オリンピッ

ク・パラリンピックに多くの方が参加して、大いにこのオリンピックを盛り上げていただければと願っておりま

す。 

【伊藤氏】それでは、名残惜しいのですが、そろそろ時間になりましたので、これで第二部のパネルディ

スカッションを終わりにしたいと思います。本日いらしていただいたゲストの皆さん、どうもありがとうございま

した。 

～閉会～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻 末 資 料 



 



2019年 

12月21日（土） 

  14：00～16：00 

   （開場13：30） 

第１部 基調講演 
  「目の見えない人は世界をどのように見ているのか」 

     講師 伊藤 亜紗さん（東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 

        ／大学院環境・社会理工学院准教授） 

第２部 パネルディスカッション 
  コーディネーター 伊藤 亜紗さん 

  パネリスト  

 

 

 

 
 
 
 

「あたりまえのものさし」を見直そう！ 
東京2020大会を機に考える共生社会の実現 

お問合せ  

八王子市 総合経営部 広聴課   電話042-620-7411 ＦＡＸ042-620-7322 

   ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室   電話042-620-7485 ＦＡＸ042-626-8554 

 

入場無料 申込不要（定員170名） 手話通訳・要約筆記あり 託児あり（要事前申込） 

 

会 場  

生涯学習センター 
 （クリエイトホール） 

 ５階ホール 
    （八王子市東町5-6） 
   ※駐車場のご用意はありません。 

葭原 滋男さん 
（パラリンピアン） 

太田 渉子さん 
（パラリンピアン） 

 青木 純さん 
（八王子市スポーツ 
   推進委員） 

  石森 孝志 
 （八王子市長） 

市民フォーラム・未来を語る 

主な著作「目の見えない人は
世界をどう見ているのか」 



 



 

 

参加者 109名 回答者 81名 回収率74.3％ 

本日は、「市民フォーラム・未来を語る」にご参加いただきありがとうございました。お手数で

すが、以下のアンケートにご協力をお願いします。（該当するものに○をつけてください） 

あなたご自身についてお聞かせください。 

年 齢： 20歳未満（0.0％）   20代（4.9％）     30代（3.7％）    40代（21.0％）   

50代（25.9％）        60代（14.8％）   70代（27.2％）    80歳以上（2.5％） 

お住まい： 市内（76.5%） 市外（16.0％） 未記入（7.4％） 

職業等： 自営業（12..3％） 会社員（14.8％） 農・林業（0.0％） 公務員（市職員（9.9％）・その他（6.2％）） 

アルバイト・パート（9.9％） （専業）主婦・主夫（12.3％）  

 
小学生（0.0％） 中学生（0.0％） 高校生（0.0％） 大学生（3.7％） 専門学校生（0.0％）  

大学院生（0.0％） 無職（19.8％） その他（4.9％） 未記入（6.2％） 

 

 １．『市民フォーラム・未来を語る』を何でお知りになりましたか。（○はいくつでも） 

(1) 広報はちおうじ（25.9％）   (2) ホームページ（7.4％） 

(3) ツイッター・フェイスブック（7.4％）  (4) 新聞（2.5％） 

(５) ポスター・チラシ（40.7％）   (6) 友人・知人から（19.8％）  

(7) その他（16.0％）     未記入（2.5％） 

 

２. 本日のフォーラムに参加して、あなた自身の「あたりまえのものさし」（固定観念や先入観）に

変化はありましたか。 

(1) 大きく変わった（24.7％）  (2) 少し変わった（56.8％） (3 )あまり変わらない（12.3％）  

(4) 全く変わらない（0.0％）   未記入（6.2％） 

 

  (1) 、(2)を選んだ方、具体的にどのように変わりましたか。（自由記述） 

 

３. 本日のフォーラムに参加して、他者を理解し、認め合う気持ちに変化はありましたか。 

(1) とても高まった（33.3％）  (2) やや高まった（49.4％）  (3) あまり変わらない（9.9％）   

(4) 全く変わらない（0.0％）  未記入（7.4％） 

 

４．本日のフォーラムは、いかがでしたか。 

(1) 良かった（59.3％）     (2) まあまあ良かった（25.9％）     (3) あまり良くなかった（3.7％） 

(4) 良くなかった（1.2％）  未記入（9.9％） 

 

ご意見やご感想などを自由にお書きください。（自由記述）

「市民フォーラム・未来を語る」参加者アンケート 



 

自由記述抜粋 

 

 
1. 健常者と同じ身体的機能を補うことが必要なわけではないということを学んだ。（20 代）   

2. 耳の聞こえない人が街やそこで暮らす人たちの動き（ふるまい）を見たら、自分とどう違って見えるのか

が気になった。（自分よりも人の仕草に敏感なのか。）（30 代） 

3. 物の見方を相手に合わせて考えることが大事。（40 代） 

4. 見るのがあたりまえ、出来るのがあたりまえとは思ってはいけない。（40 代） 

5. ただ近づくことが必要だと思っていたが、相手の視点（違い）を理解することがまず大切なのだと思い

ました。それが本当の尊重に近づくのだと感じました。（40 代） 

6. 障がいのある人が普通と同じにする必要はないということ。障がいのある人とない人の差は、障がいのな

い人どうしの差とあまり変わらないこと。（40 代） 

7. 一人ひとりが見えてる世界、感じ方など全然違うんだ。それがまた個性なんだな。皆、同じではなくて良

いんだと感じました。（40 代） 

8. 健常者の側が良いと思ったことを“してあげる”のではなく、障がい者自身が必要と感じれるものを“補助”

することが大切と思いました。コミュニケーションが大切だと感じました。（40 代） 

9. 見えない方のものの見え方や、スポーツを通じて、障がいは１つのスポーツの要素として上手に活用し

ながら楽しんでいることを知った。（40 代） 

10. 視覚障がいの方からお話を伺った経験がなかったため、伊藤さんのお話がとても新鮮に伝わってまいりま

した。見えることがかえってあいまいな情報であったり、持っている感性を生かしきれていないのではないか

とも思うことができました。（50 代） 

11. 視覚に障がいのある方に対して積極的に声をかけようと思います。（50 代） 

12. １部での講義を聞き、障がいのある方への支援は必ずしも自分が考えている方法だけではないと思っ

た。（50 代） 

13. パラリンピアンの方の話を聞いて、障がいが特別なものではないことを改めて認識した。（50 代） 

14. 視覚のない方とそうでない方とのスポーツ観戦の可能性が新鮮な感じがした。日常の障がい者との関

わりを"あたりまえ"にしたい。（50 代） 

15. 見ているものも説明しないと受け手によって捉え方が異なるということについて、改めて気がついた。

（50 代） 

16. 障がいのある人の見える世界を、より具体的に考えるように考えることが大事だと思った。（60 代） 

17. 障がい者が本当に希望する介助を思慮する必要を認識した。（60 代） 

18. 声をかけるようにしたい。できない事を感じるような人になりたい。（70 代） 

19. 障がい者も一般の人と同じで意識の問題であると思った。（70 代） 

20. 声をかけるようにしたい。できない事を感じるような人になりたい。（70 代） 

 

「あたりまえのものさし」（固定観念や先入観）は具体的にどのようにかわったか

か。 



 

 

 

 

1. パラスポーツの人口を拡げていこうとすることは、現在までスポーツがどう拡がってきたのかに着目すること

が重要だったりするという気づきがあった。市の対応として「障がいをもつ方」と健常者とを二項対立にし

て扱う必要があるのが、共生社会を築くうえで、精神的な障壁をなくすには重要だと思う。（20 代） 

2. 伊藤さんの話がとても分かりやすく、自身も更にできることがないか？と考える機会になりました。八王

子の子ども達にもお話頂く機会があったら嬉しいです。（30 代） 

3. 講演がとても良かった。自分自身も日常生活の中で視覚以外の感覚も、もっと感じていきたいと思う。

（40 代） 

4. より知る、気づく機会、フランクに体験する機会を期待。（40 代） 

5. 障がいのある人とふれあうほど理解が深まると思うので、貴重な機会になりました。（40 代） 

6. もっと障がいのある人と接したい。これからはふれあい運動会などを利用したい。（40 代） 

7. ジェネラティブビューイングの考え方はおもしろかったです。単純そうに見えるのに、臨場感は確実に伝わ

るのだろうなと想像しました。（40 代） 

8. 葭原選手、太田選手の力強いお話に勇気をもらいました。ありがとうございました。伊藤先生のお話

では東工大にこのような研究機関があることを初めて知りました。興味深く聞かせていただきました。あ

りがとうございました。（40 代） 

9. 伊藤亜紗先生のお話をいつかお聞きしたいと思っていたので、八王子で講演を聞くことができて良かっ

たです。ありがとうございました。（40 代） 

10. 手話通訳、要約筆記の勉強にと思い参加しましたが、2020 大会が楽しくなるお話が聞けて良かった

です。（50 代） 

11. 伊藤先生の１部での講義は興味深く聞かせていただきました。全盲の方へタオルを使った「動き」の伝

え方など、別の方法で、目の不自由な方へリアルさが伝えられるんだと思い感動しました。（50 代） 

12. 障がいがある、なしではなく、本来持ちあわせている力をどれだけ生かしていけるか。そして、障がいがある

方の力を、あたりまえのように（特例のことではなく）活かし、活躍できる社会をめざして今後とも、この

様なフォーラムの企画をお願い致します。（50 代） 

13. タオルや手ぬぐいを使って相手の感情を感じることができることが衝撃的でした。視覚障がいの方と距

離が近くなるきっかけを頂けてうれしいです。ありがとうございました。（50 代） 

14. パネリストの葭原さんの話が印象に残った。ブラインドサッカーではボールの音を聞いただけで、そのボール

はどのように蹴られ、どう飛んだかが分かるという。研ぎ澄まされた感覚はトップアスリートでしか得られな

いものだろう。視覚はなくてもコート内の選手の動きや展開を頭の中で映像のように見ているという。パ

ラリンピック競技というものに対して今日のような話を伺うと一段と興味を増すことができる。どうもありが

とうございました。（50 代） 

15. 伊藤先生のお話がとても純粋で、大学の先生の話だから堅いだろうと思ってやって来ましたが、おもしろ

かったです。（50 代） 

ご意見・ご感想  



 

16. 障がい者のスポーツ人口の増加が大切だと思いました。ブラインドサッカーの普及は可能性が高い。ボ

ッチャを体験したいと思います。（50 代） 

17. スポーツの翻訳はとても面白いと思うし、日常生活に色々な方がいるといいなと思いました。（50代） 

18. 伊藤先生の身体論としての目の見えない人の捉え方には福祉の観点とは別のアプローチ方法であっ

た。こんな見方もあるのかと新鮮さを感じた。視覚に障がいのある方は一般に聴覚でカバーすると捉え

がちだが、それは一律ではなく、他の感覚に秀でる人もいるという。私たちに個性があるように、視覚障

がいのある方も様々な個性、能力を持っている。そのことを正しく知ることのできる、今日のような機会

は大切なものだと思った。（50 代） 

19. 選手に親しみやすいお名前をつけることで、同じ人間なんだと感じることができたし、登壇されている方

を好きになっていく感じがしました。（50 代） 

20. 柵がわかるなんてすごい。（50 代） 

21. パラリンピックに強い関心を持てた。（50 代） 

22. 障がい者に対する対応が、外国人との違いがあるという話があったが、日本人と外国人では健康な人

自体でもかなり差があるので、障がい者に対する対応だけではないと感じた。だから、日本人はより積

極的に考えないと行動できないと思いました。（60 代） 

23. 普段聞けないようなことを聞けて良かった。（60 代） 

24. 八王子の共生社会の姿がもう一つはっきりと見えなかったのが残念だった。（60 代） 

25. 要約筆記の人すごい！（60 代） 

26. 障がい者に声をかけてみよう。（70 代） 

27. 視覚障がい者の見え方についての解説は良く理解できた。全感覚で周りの風景を捉えているのだと。

介護のあり方は協同作業で行うとの言葉は心に残った。八王子の施策、良くわかった。（70 代） 

28. スポーツを観るのは好きですが、なかなかパラリンピックを観るチャンスはありませんでした。来年は応援し

たいと思います。（70 代） 

29. 正直言って、パラリンピックに興味はなかったが、少し自分の視野が拡がった感じはある。（70 代） 

30. 良く理解できませんでした。自分のまわりは障がい者施設が多くありますが、何となく生活の中にとけこ

んでいるので詳しく考えたことがありませんでした。（70 代） 

31. 障がい者と健常者の差が少し縮まったように感じるが、今後は少しずつ体験していくことが必要だろうと

思う。（70 代） 

32. 視覚のない方は臭感、体感、音感等で動くのがすごい。（70 代） 

33. 普段口では「人それぞれちがうのだ」ということが多いが、本日フォーラムを聞いて少し理解することがで

きたと思う。今後はもう一歩前進することが必要なのではないかと強く感じた。（70 代） 

34. 障がい者に対する考慮を条例化したのは本市が国レベルで初めてと聞き、誇らしく思った。ありがとうご

ざいました。（80 歳以上） 
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