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「軽度」身体障害者のライフサイクルにおける困難な場面への対処プロセス
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Summary
The purpose of this study was to clarify how people with mild disability cope with diﬃcult situations.
Four people with mild disability with three conditions were examined by life-story interview survey. The
three conditions were (1) visible physical impairment, (2) orthopedic impairments, and (3) working after
attending non-famous schools.
People with mild disability coping with diﬃ cult situations were identiﬁ ed after reviewing ﬁ ve
categories revealed by analytical results of the data collected. People had special meanings for whatever
they did, and their strategy was that they did not let their disability become obvious in their relationship
with able-bodied people. Such experiences allowed them to be self-conﬁdent. It is important, therefore,
to clarify the coping strategies and needs of people with mild disability from the general perspective of
their life.
Keywords：「軽度」身体障害者、ライフサイクル、対処方法
the people with mild disability, lifecycle, coping strategy

Ⅰ．はじめに−研究の背景と目的−

一方、「軽度」身体障害者は「やればできる」「もっと

1981年の「完全参加と平等」をテーマにした国際障害

重度の人がいるのだから」という周囲のまなざしととも

者年からはや四半世紀が経過した。その間、日本でも障

に、社会からは特別な配慮が必要な障害者であるとの認

害者の自立と社会参加を目的とした、障害者支援のため

識はされてこなかった。そして障害ゆえの困難な場面に

の法整備がすすめられてきた。

対しては「軽度」身体障害者本人の「努力」によって乗

しかしながら、これまでの日本で制度上「支援」の対

り超えるべきだとして捉えられてきた。そのため彼らが、

象とされてきた「障害者」とは元来、等級上の重度障害

こうした困難な場面に直面したときにどのような方法で

者、特に常時介助を必要としながら生活する障害者を対

乗り超えてきたのかという実証的研究は、これまでのと

象としていることが多かった。家族、とりわけ親による

ころない。

介護が基本とされてきた日本では、介護負担軽減や障害

「軽度」身体障害者は多くが普通学校・普通学級で学び、

当事者による自立生活を目的とした支援を中心になされ

一般就労を経験する。「軽度」身体障害者が社会参加す

てきた。

るうえで障害ゆえに困難な場面に直面したとき、田垣は
（1）
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その障害の目立ちにくさゆえに、介助希求のため戦略的

表１

インタビュー対象者のプロフィール

呈示を行うと述べている１)。それは彼らが「どっちつか
ず」のつらさを抱えているためだという2)。しかしなが
ら「軽度」身体障害者は困難な場面に直面したとき、常
に介助を希求しているとは限らない。「障害者」や「介助」
にスティグマを関連付けてしまい、どうしてもできない
ことは「あのブドウは酸っぱいのだ」３) と価値付けてあ

象者 4 名へのインタビュー調査は2005年 1 月から2005年

きらめてしまうこともあるのではないだろうか。

6 月まで、個別に 1 回から 4 回の非構造化面接を中心に

以上から「軽度」身体障害者の困難な場面への対処方

行った。対象者には、学齢期以前や学齢期、就労期、退

法は、一つには限定されないと考えられる。本研究では

職後での経験を親や友人、同僚などの他者とのエピソー

障害等級に基づく「軽度」概念を使用しない。田垣は、

ドやそのときの気持ちなども交えて自由に語ってもらっ

軽度障害者を「日常生活上の活動の制約や困難の程度が

た。インタビューの途中で沈黙が続いた場合に、筆者か

低い」障害者と定義している が、本研究では田垣の定

らあらかじめ用意してあった質問を投げかけるか、「そ

義に加え「それゆえ常時は介助を必要としない障害者で

のときはどのような気持ちでしたか」などの質問によっ

ある」ことと定義した。

て語りを促した。場所は、インタビュー対象者の自宅、

４)

そこで本研究の目的は、「軽度」身体障害者が困難な

公共施設である。

場面を乗り越えるための対処方法と障害に関する意識を
インタビュー調査から明らかにし、対処のプロセスを導

３．分析方法

きだすことにした。

分析方法は、マイルズとヒュバーマンの分析枠組み６)
を参考にした仮説探索型研究である。これは①データの

Ⅱ．調

査

圧縮、②データの表示、③結論の導き出しと検証という

１．調査目的

3 つの構成要素からなる。聞き取ったライフストーリー・

本調査目的は、「軽度」身体障害者が困難な場面を乗

インタビューの逐語録を作成した後、困難な場面を乗り

り越えるための対処方法と彼らの障害に関する意識を明

越えるときの障害に関する意識について述べられている

らかにすることとした。

部分を抽出し、コーディングをするとともにカテゴリー
を作成し、各々について分析を行った。

２．調査の対象者と方法

分析手順はたとえばまず、「それまで歩いて通ってた

本調査では、以下の 3 つの条件を兼ね備えた「軽度」

んやけど、自転車、乗るより側車がわりに。ついて通っ

身体障害者を対象とした。

てたね。そんで置いてからも歩けんようになってて、ポ

ａ．可視的な身体障害をもつ。

ケットに手つっこんで歩いてた。（姿勢を正す支えとし

ｂ．肢体不自由者。

て）そんでポケットの下が擦り切れてしもってて。繕う

ｃ．障害を持ちながら普通学校・普通学級に通い、一般

のに母親が苦労してたわ。」という語りを「自転車を杖

就労を経験した者。

代わりにする。」と圧縮し、「物の工夫」というコーディ

志賀は「可視的な身体障害をもつ場合にはスティグマ
を受けやすい」と述べており、障害が可視的か否かによ
って当事者の「障害受容」にも影響を与えるとしている
５)

。本調査では、可視的な肢体不自由の障害を就学前に

もち、就労を経験した人を対象とすることで、障害を持
たない周囲の人々とどのような関係性の中で彼らが困難
な場面に向き合い、乗り超えているのか、そのときの対
処方法がライフサイクルを通してどのように変化するか
も明らかになると考えた。
プロフィールは表 1 のとおりである。
本研究では、以上の条件を満たした 4 名にライフス
トーリー・インタビューを行った。調査手順として、対
（2）

表２

インタビューから析出した下位概念及びカテゴリー
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ングを行った。次に、同様の手順で作成された「体の他

車椅子を自転車やさんで作ってもらって。

の部分で代償する」
「設備の工夫」
「ルールの工夫」
「装具」

それはもぅスピード自転車並みやからね。

という下位概念から「生活環境の拡大のための工夫」と

自由自在に遊べたね。そんなんやからスピ

いうカテゴリーを作成した。

ード出過ぎて田んぼにはまったり。自転車

以上の手順によって、14の下位概念から 5 つのカテゴ

のタイヤやからね。自転車を改造して手で

リーを析出した。 5 つのカテゴリーを時系列に並べ替え

こぐねん。

たものが表 2 である。
A：バリアフリーじゃないやん、学校が。

Ⅲ．結

果

トイレが洋式じゃないから。父親がね、ポ

ここでは、 5 つのカテゴリーについて、語りを引用し

ータブルトイレを買ってきて小学校の女子

ながら説明していく。

のトイレの一つの部屋に金具で、手すりと

１．「生活環境の拡大のための工夫」について

取り付けてくれてん。で、おしっこ一人で

「軽度」身体障害者は普通学校・普通学級に通い、健

できるようになったんよな。だから一階に

常児とともに生活する。彼らはどのように、子どもの

教室があるときは一階の一番近いトイレに

ときから障害ゆえに困難な場面に対処していたのだろう

ポータブルおいて、二階に教室移ったとき

か。

は二階にもって行って、三階に教室がある
ときは三階にもって行って。トイレを動か
B：不便やったよ。バスのステップ高い

して学年を変わっていったわけよ。教室動

のとか、そんなんがむしゃらっていうか。

くからみぃ。

D：もぅありとあらゆることした。子ど

次に「軽度」身体障害者は物や設備の工夫を行ってい

ものときなんかはずかしいことないやん。

た。「軽度」身体障害者のこうした工夫は、日常生活が

中学ぐらいなったらはずかしなるけど。
（動

出来る限り一人でできるための環境整備であった。

かない足を手で補うため）手にげたはいて

このように彼らは日常生活上に「ありとあらゆる」工

逆立ちで向こうの家着いたりな。

夫や体の他の部分で代償しながら、障害をもたない友人
と同じように行動したり遊んだりして、生活環境を拡げ

D：（手の力だけで）木も登ったし、は

ていくのである。

しごも上ってたし。自分でできたから。家

次に示すのは、彼らが大人になってからの語りである。

も、補装具する前は自分の部屋、 2 階もろ
てたもんね。はしご、普通の階段やで、腕

B：お琴習ってて、それも斜めずわりし

で上がったり降りたりしてたからね。すご

て。そうや、手術してから着物が着れるよ

い力やったけど。

うになってん。草履が履けるようになった
から。今は履けへんねん。若いときは履け

彼らは困難な場面を「不便だ」と認識しながらも、
「が

て、着物着て、会に何回も行ってたわ。う

むしゃら」に頑張っていた。そして彼らは、困難な場面

れしかったわ。草履っていっても角度があ

を体の他の部分で代償する方法を自然に会得して、自分

るから鼻緒が逃げるし、裏にゴムとかはっ

なりの対処方法を編み出していた。

て、まがりなりにも履けてん。

A：セミナーとか合宿に行ったとき、柄

A：大学受かった次の日に警察行って適

の長い棒もって行ったら邪魔になるからも

正試験受けたら、手動式の車取りなさい、

って行けなくてね。着替えのときとか、傘

って言われて。まず車を買ってん。そんで

使ったりね、傘にこう、（ズボンを）ひっ

自動車学校に持ち込んで、ひっぱったらア

かけてね（はいた）。

クセル、押したらブレーキの車。去年20年
の無事故無違反。車なしではとてもとても。

D：中学校ぐらいまでは手で回すような

お出かけが多いから。
（3）
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B は草履が履けるようになったから、着物を着てお琴

評価」７) とを関連づけていなかったと考えられる。

の会に行けたのだという。A は車を改造することで社会
参加の幅を拡げた。彼らはまず、環境を自分で整え、一

３．「安心できる環境の優先」について

人ででもできることを確認してから生活環境を拡げてい
た。

「軽度」身体障害者は「一人でできる」ように環境整
備を行いながら、行動範囲を拡大していた。工夫ででき
ない場合に前項で指摘したとおり、分担関係で他者のサ

２．「他者との持ちつ持たれつ・分担の関係」
について

ポートを得ていた。

「軽度」身体障害者は 1 で見てきたように、工夫をす

A：ほら、お出かけするじゃない。困る

ることで日常生活の大半が一人でできるようになる。し

わねぇ。おトイレ探すのに一苦労。今日な

かし、工夫してもできない場合には他者のサポートが必

んかもどこにしようか考えたけど、あなた

要となる。

も車椅子っていうし、もっとおいしいレス
トラン知ってんねんけどもし時間長くなっ

A：（大学薬学部で）長い時間立ってら

たときにお互い洋式でないと、ってなった

れやんから、実習のときも30分かきまぜよ、

ときに、どうしようかなって。食事もした

って言われても立ってかきまぜんのしんど

いしゆっくりしゃべっても違和感なく、あ

いから、ほなもう友達かきまぜたるわーっ

んまり移動もしたくないし、ってなったら

て言って代わってくれたりしたけどね。
「A

こんなとこしかないし。

さん、レポート書いといて」とか「英語、
訳しといてー」とか。グループ実習だった

また、「軽度」身体障害者は、成長にしたがって様々

から分担すればええことやね。

な経験をし、次第に参加をすることに対して自分なりの
判断基準で優先順位をつけていくようにもなる。A はお

「軽度」身体障害者は工夫してもできない場合は、他

いしい食事よりも、排泄に不安のない環境を優先した。

者のサポートをかりる。しかしながらそのような場合で

彼らは安心できる環境を周到に準備してから社会に参加

も、「サポートを得る人・与える人」という一方通行の

していくのである。

関係になってはいない。A は、他者のサポートは自分へ
の介助行為ではなく、「分担」行為に過ぎないという解
釈を行っていた。

B：靴が履きやすいのあったらものすご
い気分が軽くなるけど、合わない靴で歩い
てると、ものすごい気が重いというか。し

D：掃除なんかは、二人とも（注：妻と

んどいしんどい。行きたいんやけど、した

自分）不自由やからね。高いところなん

いんやけど、歩くこと考えたら・・・って

か。姪なんか、ちっこいときに車に乗せた

いうの結構あったな、確かに。したいんや

ったから、父親働いてたから、友達連れて

けどやめちゃう、っていうこともあったと

きよったら一緒に遊びに連れて行ったりし

思うわ。靴ぬいで上がったりっていうのも

たからね。そんなんが頭にあるのか、もう

大変で、なんかそんなん頭、先先にかすめ

結婚して子どもも 2 人おるんやけど暮れに

んねんやんか。本当に大事なことよりも、

掃除しに行くわーいうて来てくれてな。も

そういうことがクリアーできひんといけへ

う高いところも全部してくれて助かったけ

んというか、そういう時期あったな。

どな。そのぐらいかな。
D：仕事は必死やったね、やっぱり不自
D も昔、姪と遊んであげたから今、掃除をしにきてく

由やから「得意先とられんのとちゃうかな

れる、という解釈をしていた。すなわち、D も A と同様

ー」って不安はあったね。付き合いもいか

に、他者のサポートを受けることに関して、一方通行の

へんから。・・・
（仕事を）もらってる（取

関係性にとどめていない。このように解釈することで、

引先の）会社の社内旅行やとかいけへんか

彼らはサポートを受けることと「障害者という低い自己

ーって誘われても断ってたからね。そんな

（4）
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ん、迷惑やん、（介助を）したろーって言

てん。それで親戚が「音楽の力ってすごい

ってくれてても、仕事もらってる立場でま

ねぇ」って言ってて。（その前の性格につ

だ迷惑かけるっていうのはな。社長が言っ

いて）結構いじけやったし、人の顔色伺っ

てるだけで、そんなん従業員とかもいてん

てたし。極度に顔色、その場を乱さないよ

のに。飲み会っていうのも一切行かなかっ

うに乱さないように。和を乱してはいけな

たね。

い。

B のように準備がうまくいかないときは、参加自体が

B：大人になってからは（足を見せるこ

危ぶまれてしまうこともある。また、D は他者のサポー

とが）平気やったけど。歩きにくいこと以

トを「迷惑をかける行為」と捉え、飲み会には一切参加

外で自信がついたからちゃうかな。見た目

しなかった。

じゃないわっていう。

B：職場に行って特別にしてもらうって

彼らのこうした他者との関係性のもとでの「自信」を

ことは・・・。いや、自分ができる範囲の

もつ経験や加齢に伴う「開き直り」８) は、障害を他者へ

職場にいなあかんと思うねん、私。すごい

呈示することそのものにも影響を及ぼすようになる。

特殊な技能もってはる人やったらいいと思
うけど、人がもってるぐらいの技能しかも

C（建築家）：自分が障害もってるから

ってないんやったら、特別に配慮してもら

世の中の流れがバリアフリー化なって、ま

うっていうよりも、自分ができる範囲の職

ちづくり条例とかね、そんなんも総合力と

場に行ったほうがいいんと違うかな、って。

してもってた、もてたんやね。

せやし、そこでどうしてほしいっていう主

筆者：建築の仕事で障害を使いたくない

張はしたくないっていうか。

と思ったことはありますか？
C：ない。建築、使うのって健常者と障

「軽度」身体障害者は、一人でできないことを他者の

害者やん。障害者で作っといたら妊婦の人

介助を借りてまで行おうとはしない。そのため、彼らは、

でもいけるし。もろに生かせるからめっち

自らの選択を「安心してできる環境を優先した」と肯定

ゃラッキーっていうかんじやね。

的に解釈し、自分ができる範囲の参加で納得するのであ
る。

A（障害者団体会長）：スーパーの駐車
場に屋根つけてくれ、とか。健常者じゃそ

４．「障害の戦略的呈示」について

ういうこと分からんやん。まず気づかせる

「軽度」身体障害者は、生活環境を拡大させていく中で、

ことやな。スペースあっても幅狭かったり

他者との関係性をもちながら様々な経験をする。

ね。スロープもつけたらいいと言う人もお
るよね。私は福祉住環境コーディネーター

C：（バイオリンで）あるとき発表会で

とったじゃない。

そんな曲をやってたら、あるいつも文句い
うかなりええことかかへん評論家がばっと

今回の調査では、建築士や福祉住環境コーディネータ

立ち上がって「すばらしい！ C さんの弾

ーなどの「専門家」として、社会のあらゆるデザインに

く音はすばらしい！きっとあのころのヨー

ついて意見を言うようになった人もいた。「社会のバリ

ロッパではこんなやさしい音が流れていた

アフリー化」が進むことで、世の中の障害者に対する意

んだと思います。」それで、こう鼻がぴゅ

識は変わる。つまり「軽度」身体障害者は、「自信」を

ーんと伸びて。それがきっかけやね。最初

もったことで、障害そのものを利用した戦略的な生き方

嫌いやってんけど、音楽でばんばん、人前

を手に入れるのである。

に出たがりになって。段々段々それで外に
でるようになって、すごい、ね、自信つい

５．「重度化にそなえた準備」について

てるし。そこで性格がね、今風になってき

次の語りは、「軽度」身体障害者の中年期以降のもの
（5）
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である。

プロセスが明らかとなった。
このプロセスは 3 期に分類された。すなわち、Ⅰ期は

D：ちょっと、でも手がね、悪なってき

1 人でなんとか困難な場面を乗り切れる時期、Ⅱ期は他

てものすご痛いから筋肉が落ちてからは

者のサポートが必要となる時期、Ⅲ期は加齢に伴う障害

ね。筋肉があったら自由自在に車椅子から

の重度化を経験する時期である。

も（別の椅子に）移ってたけど。痛いから。

第 1 カテゴリーはⅠ期、第 2 ･第 3 カテゴリーはⅡ期、

車椅子からも降りひんようになったね。や

第 4 ・第 5 カテゴリーはⅢ期に該当すると考えた。ただ

っぱり医者に診てもうたら、骨が使いすぎ

し第 4 カテゴリーは「自信」をもつ経験の時期によって、

て変形してしもてて。軟骨もない、言われ

Ⅱ期からにもなりうると考えられた。各々を図示すると

たからね。治しようない、言われたから。

図 1 の通りである。

ものすご不自由なったね。
肢体不自由の障害をもつ彼らの多くは、中年期以降に

２．各期における「軽度」身体障害者の障害に
関する意識の変容

二次障害や重度化を経験する。

ここでは、各期における「軽度」身体障害者の障害に
関する意識の変容について考察する。
a．Ⅰ期

D：介助を受ける申請はしている。いつ

一人でできることに意味を見出す

病気なるか分からんってかんじもしてきた

「軽度」身体障害者は困難な場面に直面した時、幼少

し、 1 回、 1 ヶ月ぐらい入院したことあ

期の頃は「それしか知らん」かったと「常態化」９) を示

るねん、腕がしびれてきてね。 4 年ぐらい

していた。

前かな。そんなんも頭にあって、すぐには

彼らはまず、姿勢を変えたり体の他の部分で代償する

来てくれへんやろうから申請だけしとけば

などして乗り越えようとする。さらには工夫することで

明日にでも来てもらえる可能性あるから。

困難な場面を乗り越えていた。

B：今思うのは、自分がいてて誰かに来

B：かなんって言えば、コンクールやな

てもらうっていうのじゃなくて、自分が

んかで舞台で立ってなんやらするの、って

そういうケア付のところに移るって、そう

いうのがすごいつらかったわ。立ってるこ

いう方向思ってるねんやんか。そういうセ

とにものすご意識を集中させてて、楽しめ

ッティングされた中にいるっていうか。そ

へんし。余裕はないし。・・・舞台やなん

れもまぁ程度によるかもしれへんけどな

かで発表するときも、それも（立ってるの）

ぁ。・・・ケアハウスとかのチラシもな（集

できひんって言ってなかったと思うねん。

めていて）、まぁ、これが払えればあとは

みんなと一緒にしてた。人の肩とか持たせ

年金が入ってくるやん。段々減って行くか

てって言った思い出はなくて。そやし、必

知らんけどな。

死で立ってたと思うねん。緊張とあれで。
必死よ。

二次障害がでることや、加齢に伴う「しんどさ」を経
験する中で「軽度」身体障害者は新たな対処方法を余儀

B：しんどいなーとは普通の気持ちで思

なくされる。彼らは、早い段階から予め準備をすること

ってた。特別しんどいとは思ってなかった。

で生活における主体性と自己決定を確保し続け、将来へ

足としんどさが関わってるとも思ってた。

の安心を手に入れていたのである。

別に何も言わなかったけど。

Ⅳ．考

察

彼らは、学校での集団で同じ行動が求められる場面で

１.「軽度」身体障害者の困難な場面への対処の
プロセス
前章で示した5つのカテゴリーを時系列に分析し直し
たところ、「軽度」身体障害者の困難な場面への対処の

は、楽しむ余裕のないぐらい「一生懸命に歩く」「必死
に立っている」などの緊張状態を経験していたのだとい
う。「しんどかった」という認識がありながらも「軽度」
身体障害者は他者のサポートを借りようとはしなかっ

（6）
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図１ 「軽度」身体障害者の困難な場面への対処のプロセス

た。

「軽度」身体障害者にとって、周囲の健常者と同じ行
動を「一生懸命」するのは、
「当たり前」のことであり、
C：たとえば13階だてのマンション、設

究極には「人と同じことがしたい」という強い思いから

計してんけど検査にあがられへんねん。も

である。

のすごしんどかった。それは上がったけど
ね。必死で。

D：やっぱりなんぼ努力しても、見る目
が厳しいよね。違う目で見られるねん、最

B：けっこうほら、足痛い痛いなってる

初はね。不自由やなぁ、いう。よぅ僕言

わ。でも歩いてるわ。歩けるし。歩くもん

われんねんけど、○○から××の百貨店に

やと思ってるし。そらこの先は知らんで。

しょっちゅう行ってんねん。優雅に仕事し

だんだん楽チンしようとして。・・・よぅ

てたときなんか食事してね。で、エレベー

歩けた、どうもないわ、っていうときと、

ターなんかで年配の人に「かわいそうや

あーしんどいわっていうときと。

なぁ」って言われんねん。そんなもん、向
こうのほうがかわいそうやのにね。「どな

彼らは大人になってからも、周囲の健常者と「同じ」

いして来てん？」って言うから「そんなも

参加をするために、また周囲からも「同じ」参加が求め

ん、自動車で○○から来てんねん」って一

られているために、「しんどく」ても「必死に」乗り切

生懸命反論してたけどね。優雅に買い物

っていた。

どっとしてんのに、見る目なんかそんなん
やからね。むかつくし。｢ 自分こそ、どう

B：したいと思ってるわけじゃなくてす

してんねん？ ｣ って言いたいよな。そうい

るのが当たり前って思ってるんと違うかな

う努力をしてても、やっぱり見る目が全然

ぁ。究極にはしたいんかなぁ。人がしては

違うから。

ることはなんでもしたいっていう。
（7）
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さらにもう一つの理由として、彼らが一人でできるこ

んどいから。そんであんまり気使ってくれ

とに意味を見出し、また健常者と同じような生活ができ

はる人もかなんし。なんかほどほどってい

るように「一生懸命」頑張るのは、他者からの否定的な

うのが。

まなざしに対する彼らなりの抵抗であると考えられた。
彼らにとって日常生活上で優先される判断基準は、
ｂ．Ⅱ期

他者との関係性の中で障害を顕在化させない
ための戦略

「みんなと同じように参加すること」よりも、他者との
関係性においてお互いに「気づまり」10) な感情をもたな

「軽度」身体障害者は他者のサポートが必要な場合に

いこと、他者に迷惑をかけないことであった。彼らのこ

も、他者のサポートを得るだけの一方的な関係にはなら

うした判断は、他者との関係性の中で障害を顕在化させ

ず、持ちつ持たれつ・分担の関係を作っていた。さらに

ないための「戦略」11) であると考えられた。

「できる範囲で」折り合いをつけたり、参加そのものを
あきらめたりするようになる。

参加に対して優先順位をつけるという彼らの判断は、
彼らに必ずしも後悔の念を抱かせてはいない。なぜなら
彼らは大人になってより行動範囲が広がることで、関係

A：私のほうも、あいつらに勝てるのは

性をもつ他者も多くなるためである。前章で指摘したと

勉強しかない、って思うやん。

おり、どれだけ他者との関係性において「自信」をもつ
経験をして他者への障害の呈示に躊躇しなくなってい

A：かわいそうって言われるのはいやや

ても、彼らは「異性といるときは恥ずかしい」「友人と

な。話してたらかわいそうっていう思いが

はほどほどの関係でいたい」というアンビバレントな感

ふっとんだよ、ってだいたい言ってくれる

情も持ち続けていた。つまり彼らは、この時期他者を、

んやけど、それで人間的な付き合いができ

障害を見せない関係をつくる他者と障害を呈示できる

る。とりあえず見かけで、気の毒やなって

他者とに区別して、他者のサポートを戦略的に得ている

言われるのがいややな。多分その人より稼

のである。

いでるんじゃないかな、とか私の方がぜい

「軽度」身体障害者は、このような「戦略」をもつこ

たくな生活してるんと違うかなって気もす

とで困難な場面に向き合うことから難なく逃れ、頑張れ

るんやけど。尺度っていうのが人それぞれ

ば一人でできるという自信を固持し続けることができ

違うから。何をもって幸せとするかってい

るのだと考えられた。

うのは。その人なりの価値観で、こっちの
ｃ．Ⅲ期

ほうが低いと見えたんかもしれへんけど。

重度化による生活の変化への不安

多くの肢体不自由の障害をもつ「軽度」身体障害者は、
「軽度」身体障害者はその可視的な障害ゆえに見かけ

中年期以降、二次障害を経験するために体が抱える「し

で「かわいそう」と判断される経験をこれまで数多くし

んどさ」は大きくなり、困難な場面への対処方法の変更

てきた。だからこそどんなにしんどくても健常者と同じ

を余儀なくされていた。

行動をし、人に「勝つ」ためにたとえば「勉強」という
強みを身につけてきたのである。他者の一方的なサポー

A：まぁ、極力人にやってもらおうかな、

トが「かわいそうな障害者」という感情を助長させてし

と。やっぱりね、小さいときは遠慮もして

まうと考えるがゆえに、彼らは分担関係だと解釈してい

たけど、社会生活していく中で最近はまぁ、

たのだと考えられた。

助け合いの精神もってる人も増えたからや
っぱりちょっと言ったら助けてくれるし。

B： 1 回 X 山に行ったことあるわ。山岳
部の人たちと。職場の人に誘ってもらって。

D：やっぱりできることはやって、でき

みんな登りにいって、途中のロッジで私、

ないことは頼む、かな。・・・昔は、はず

夕食作って待ってたけど。高原やし気持ち

かしくて直に言えないいう人（注：サポー

いいやん。自分ひとりでは行けへんけど、

トを申し出られない人）多かったんとちゃ

よかったなーって。気心しれてるやん。気

うかな。それとやっぱり人間的にも心に余

使うときあるやんか。それはかなんし。し

裕がでてきてるんとちゃうの。今はそうい
（8）
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う人ほど言うてくれるな。

1 ．「軽度」身体障害者は、Ⅰ期で、社会参加する中で「一
人でできること」に意味を見出し、
「必死」に頑張れば「で

彼らの中には、「障害者を受け入れる社会の風潮にな

きる」という障害観をもつようになっていた。彼らが「必

ってきた」という社会環境の変化に後押しされて、他者

死」に頑張るのは、「人と同じことがしたい」という強

のサポートを受け入れるようになった人もいた。

い思いと他者の否定的まなざしへの抵抗であった。

C：家ではけっこう伝い歩き。狭い家や

2 ．他者のサポートが必要となるⅡ期では、「軽度」身

からね。手の力は強い。軟骨すりへるのが

体障害者は「安心して一人でできない」場合、持ちつ持

怖いわ。恐怖心はある。楽器できひんよう

たれつの関係で他者のサポートを得たり、参加自体を「あ

になるのが一番怖い。小指は痛めたからね。

きらめる」という「戦略」をもったりしていた。彼らが

軟骨なくなった。フルートしすぎで。

一生懸命同じ行動をすることに「しんどさ」を感じるよ
うになり、やがて「必死」に頑張って参加し続けること

B：不安感。寝込んでしまった後に次歩

への疑問をもつためだと考えられる。

けるかなぁっていうのな。・・・歩けなく

また、他者との関係性によって、他者のサポートを「介

なることよりも、年齢重ねていって体力が

助行為」「分担行為」、さらに「迷惑をかける行為」と変

なくなってくることとか、こないだも階段

化させていたが、彼らのそうした価値判断は「軽度」身

から落ちたり、気をつけなあかんねんけど。

体障害者の特性であると考えられた。

要するに一人で生活できなくなるっていう
か、身内に面倒みてもらわなあかんくなる

3 ．さらにⅢ期では、障害の重度化に伴い、新たな準備

のはかなんなって思う。

が必要となる。「軽度」身体障害者は他者による一方的
な介助を受け入れていたが、社会のバリアフリー化が進

「軽度」身体障害者が二次障害への準備を早い段階か

み、社会の意識が変わったことに後押しされて、他者の

ら始めたり他者の介助行為を受け入れるのは、これまで

サポートを受けることを「迷惑をかける行為」としては

の生活が維持できなくなるのではないかという恐怖心や

捉えなくなっていた。

不安感があるからである。彼らは「準備」を早くから進
めることで、重度化による生活の変化への不安を少しで
も紛らわそうとしていたのである。

以上より、「軽度」身体障害者の困難な場面への対処
方法やニーズは、障害の重度化や他者との関係性の変化
を鑑みると、ライフサイクルにおけるプロセスとして考

D：普通の生活、いうのが楽しかったん

える視点が重要であると考えられる。今後はライフサイ

とちゃうかな。・・・そら、車椅子で全部

クルの視点から、「軽度」身体障害者の社会参加上のニ

行ける家やったらそら、疲れへんし、いい

ーズを考察していく必要がある。

やろうけどね。仕事も一応終わったから、

Ⅵ．おわりに
−本研究の限界と今後の課題−

映画行ったり買い物楽しく行ったりね、悪
いと思うけど、世間に。

本研究の限界として、今回調査を行った「軽度」身体

彼らにとって「普通」の生活とは、映画や買い物に他

障害者は40代が 1 名、60代が 3 名であったため、時代背

者の介助を借りることなく行き、友人との楽しい時間を

景に影響を受けたことがあげられる。また、障害もポリ

共有することである。「軽度」身体障害者にとっての二

オが 3 名と偏った。

次障害とは「楽しかった」「普通の生活」が壊れてしま
うことに対する「恐れ」なのだと考えられた。

以上を踏まえ、今後の課題は次のとおりである。まず
異なる時代を生きた対象者の人数を増やし、時代や社会
状況による考察を深めたい。成人になってから障害を持

Ⅴ.結

論

った中途障害者との比較についても研究したいと考えて

本研究では、「軽度」身体障害者の障害ゆえに困難な

いる。

場面への対処のプロセスを明らかにした。本研究で示さ
れた知見は、以下の 3 点である。

また、本研究では「軽度」を「日常生活上の活動の制
約や困難の程度が低く、常時は介助を必要としない障害

（9）
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「軽度」身体障害者のライフサイクルにおける困難な場面への対処プロセス
―対処方法と障害に関する意識の変容―
太田

啓子

要旨：本研究の目的は、「軽度」身体障害者が困難な場面への対処のプロセスをインタビュー調査から明らかにする
ことである。①可視的な身体障害をもつ者、②肢体不自由者、③障害を持ちながら普通学校・普通学級に通い、一
般就労を経験した者という 3 つの条件を満たした「軽度」身体障害者 4 名を対象にインタビュー調査を行った。
インタビュー調査の結果から、 5 つのカテゴリーが明らかとなり、さらにカテゴリーを時系列に分析しなおすと
「軽度」身体障害者の対処のプロセスが明らかとなった。彼らはできるかぎり「一人でできること」に意味を見出し、
やがて他者との関係性の中で障害を顕在化させない「戦略」をもつようになる。そして「自信」をもつ経験をする
ことで自己呈示が可能となり、重度化への準備にも影響していた。
以上のことから「軽度」身体障害者の困難な場面への対処方法やニーズは、ライフサイクルを通したプロセスで
見る視点が重要であると考えられた。
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