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インクルーシブ・デザイン・ラボプロジェクトの 2

つの柱 

熊谷 晋一郎（東京大学先端科学技術研究センター 

当事者研究分野） 

 

 

 

1.誰ひとり取り残さないアカデミアを目指して 

 今日は平日のお忙しい中、わざわざお越しいただ

き本当にありがとうございます。私は当事者研究分

野を主宰している熊谷と申します。私と 2名の研究

者から、まずはこのインクルーシブ・デザイン・ラ

ボはどういった試みなのか、簡単に紹介したいと思

います。 

 このインクルーシブ・デザイン・ラボプロジェク

トの目的は、これまで一部の男性、健常者、日本人

の人たちが専ら活躍していた学術界を、「みんなによ

る、みんなのための、誰ひとり取り残さないアカデ 

 

ミア」に変えることです（Slide 1）。つまり、インク

ルーシブなデザインの学術を考えていくことが目的

です。それを実現するために大きく二つの柱を立て

ています。 

 

2.共同創造のプラットフォーム 

 まず一つ目は、「当事者研究を通じた共同創造のプ

ラットフォームを構築する」ことです（Slide 2）。 

 

 これまで障害に限らずさまざまな困難を抱えた当

事者は、研究対象になることはあっても研究する側

に回ることはまれでした。もちろん当事者でない人

がこれまで蓄積してきた研究は重要なものであり役

立っているのですが、当事者の視点からするとピン

トが外れていたり十分でなかったりする場合がある

のも事実です。そこで共同創造という概念が今、非

常に注目されています（Slide 3）。 
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 さまざまな当事者が研究者になって、既存の研究

者と協力し合い、当事者のためになる研究を進めて

いくことが、共同創造という言葉の意味するところ

です。2008年の『Nature』10月号でも、研究の共同

創造という概念が特集されていました（Slide 3 の左

側がその記事です）。交通事故や病気などで手足を切

断された子どもたちが、同じ境遇を持った子どもに

とって役に立つ支援技術を、研究者と一緒に研究し

ている場面の写真です。 

 私たちもこの先端研という場で、これまで研究の

共同創造を続けてきました。例えば、今日も発表さ

れる上岡陽江さんは、薬物依存やアルコール依存の

自助グループで長年活躍されてきました（Slide 4）。

これまで依存症は、依存行動が止まれば回復したと

勘違いされていましたが、決してそうではありませ

ん。むしろ虐待などさまざまな理由で、人に依存で

きなくなった人こそが依存症になるのではないかと

いう当事者独自の新しい視点を切り開きました。こ

れは非常に新しい観点だと思います。 

 

 一例を挙げると、虐待で身近な人に依存できなく

なり、消去法で身近な物質か、自分自身の能力か、

あるいは遠くのカリスマにしか依存できなくなるの

が依存症の本体なのではないかと考えられます

（Slide 5）。最初の虐待の部分と、（スライド右側の）

対処法の部分は、介入するターゲットにはなりませ

ん。そうではなくて、「身近な人に依存できない」部

分が介入点なのです（Slide 6）。身近な人に依存する

練習を自助グループは編み出し、パラダイムを切り

開いたわけです。 

 

 

 自閉スペクトラム症の研究でも、当事者が主導と

なる研究をこれまで続けてきました（Slide 7）。コミ

ュニケーション障害と専門家は言うけれども、そも

そもコミュニケーション障害が人の脳内に存在する

ことはあり得ません（Slide 8）。そうではなくて人と

人の間に発生するすれ違いなのですから、コミュニ

ケーション障害というカテゴリーで人を診断するの

は論理的に間違っているのではないかというパラダ

イムを切り開いたわけです。 
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 Slide 9 は一例ですが、こういったさまざまな当事

者の視点でこれまで研究を進めてきました。これら

は 2012年以降の私たちの試みです。 

 

 海外に目を向けても、当事者研究をしている方は、

まだ数は少ないですが存在します。 

 しかし、当事者単身でアカデミアに踏み込むのは

結構大変です。周りは優秀な研究者ばかりで、健常

者の価値観や期待水準を悪意なく押しつけてくるの

で、当事者性を失ったり、燃え尽きたり、巻き込ま

れたりすることがあることも、世界的な大きな問題

となっています。それに対して、当事者が当事者性

を失わずに、燃え尽きずに、巻き込まれずに共同創

造の主役になるにはどうしたらいいのか、後ほど綾

屋先生から紹介します。 

 

3.アクセシブルな教育研究環境 

 二つ目の柱は、アクセシブルな大学の教育研究環

境を構築することです（Slide 10）。 

 

 私自身もそうですが、障害を持ちながらアカデミ

アで既に活動している研究者がいます。必ずしも当

事者研究ではないけれども、さまざまな研究領域で

活躍している研究者です。 
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 例えば Slide 11はAaronさんという大学院生です。

24時間の介助が必要で、物理学の研究をしています。

海外での学会発表があったりするときに介助者が付

けられないなど、そういった基本的なところで、障

害のある学生や研究者にとって、アカデミアには多

くのハードルがいまだにあると述べています（Slide 

12）。私自身も全く同じ困難にこれまで直面してきま

した。すなわち、実はまだまだ、アカデミアは多く

の障害者にとって十分にアクセシブルになっていな

いのです。 

 

 

 一例を挙げると、研究室などで薬品を浴びてしま

うと緊急シャワーを使うことがありますが、車椅子

のユーザーには手の届かない所にシャワーのスイッ

チがある場合もあります（Slide 13）。目に薬物が入っ

たときに洗眼器も使えません（Slide 14）。こんな初歩

的なところでまだバリアがあるのです。 

 

 

 日本のデータはまだまだ少ないのでアメリカのデ

ータですが、STEM 分野ではとりわけ理工系にバリ

アが多いです（Slide 15）。学部、大学院、博士号取得

とキャリアが進むにつれ、障害を持った人の割合が

減っています。 

 

Slide 11 
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 そうした問題を背景にして、アメリカでは、さま

ざまな研究助成が STEM領域のアクセシビリティを

改善するために出されています（Slide 16）。日本はま

だまだです。 

 

 さらに、アメリカでは各学会や協会なども、ジェ

ンダーや LGBT、エスニシティ領域に加え、障害分

野のダイバーシティに対するガイドラインを出して

います（Slide 17）。しかし、日本ではジェンダーに関

するガイドラインは増えてきましたが、それ以外の

マイノリティに対するガイドラインはほとんどない

状況が今も続いています。研究職だけでなく医師や

さまざまな専門職団体においても同様の傾向があり

ます（Slide 18）。 

 

  

 今回、インクルーシブ・デザイン・ラボではこの

二つの柱を設けて、5 年間のプロジェクトを開始す

ることになりました（Slide 19）。この後、各分野を担

当する教員から、より詳しい説明をしていただきた

いと思います。 

 

  

Slide 16 
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綾屋 紗月（東京大学先端科学技術研究センター 

当事者研究分野） 

 

 

 

1.当事者研究を起点とした共同創造 

 私は、当事者研究の部門について説明します（Slide 

1）。 

 

 当事者研究は日本独自の取り組みであり、2001年

に北海道の現場から生まれたものです。当事者研究

とは、困り事を抱えた本人（当事者）が自分のこと

を仲間と共に研究するという取り組みです（Slide 2）。

この取り組みが、共同創造を実現する上で役に立つ

のではないかと私たちは考えています（Slide 3）。 

 

 

 私自身も 2012年から、新学術領域や CRESTで当

事者研究との共同創造を目指してきました（Slide 4）。

私は自閉スペクトラム症の当事者なのですが、当事

者の立場から自閉スペクトラム症の経験を生かすよ

うな形で、研究者として専門家と一緒に研究してき 

 

Slide 1 

Slide 2 

Slide 3 

Slide 4 
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たのです。 

 その取り組みは海外メディアでも紹介されていま

す（Slide 5）。 

 

 しかし、世界を見ても、まだまだ当事者が象徴的

な関わりにとどまるような共同創造の実態が報告さ

れている状態です（Slide 6）。 

 

 私自身も専門家と一緒に研究する中で、孤立を抱

えてきました。その原因としてまず、私と同じよう

に当事者の立場で研究に参入する人が他にいないと

いう人数的な問題があります（Slide 7）。それから、

専門家の背後には各分野の巨大な知識体系がありま

すが、当事者は自分の生身一つで、自分の体験しか

持っていないという、弱弱しくておびやかされるよ

うな経験をしてきました。そのような中で考えさせ

られたのは、当事者研究は現場からの知恵として断

片化されていましたが、その知識を統合して知識体

系を築くことが重要だということでした。 

 

 一方、私自身、仲間と共に当事者研究会を 2011年

から続けていますが、この仲間との関わりの中で、

当事者研究の方法を学びたいというニーズを持つ仲

間が増えてきました（Slide 8）。こうしたことから、

その体験をまとめて伝承していく取り組みも必要だ

と感じました。 
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2.当事者研究を伝達可能にするために 

 そうしたことから、当事者研究を伝達可能にする

ための研究に 5年間取り組んできました。（Slide 9） 

 

 まずは歴史や理念です（Slide 10）。当事者研究の歴

史には、精神医学や専門家の系譜だけでなく、身体

障害者や自立生活運動（CIL）、アルコール依存症の

自助グループ AA などの系譜が流れ込んでいるので、

当事者の系譜に載せることで当事者研究を位置付け

る形で歴史を調べてきました。また、当事者研究を

進める方法についても伝えられるように、研究を続

けてまとめてきました（Slide 11）。 

 

 

 それから、一人一人の当事者が抱えるエピソード

を私たちは先行研究と呼んでいますが、それをイン

ターネットの中で、一人一人が登録することで分か

ち合えるシステムも準備して進めているところです

（Slide 12）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 9 
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3.社会実装 

 このような中で、それをどういった形で普及させ

ていくのか、定着させていくのかという取り組みで

すが（Slide 13）、一つは長期的に、3カ月間、週に 1

度のプログラムで、ファシリテーター希望者を対象

に講習を検討しています（Slide 14）。 

 

 

 それから、1 日で終わらせることができるような

短期のプログラムも既に作成し、英語版と韓国語版

に翻訳しています（Slide 15）。国内外どちらにも普及

させていきたいと考えています。 

 

 また、一昨年からユーザー・リサーチャー・プロ

ジェクトという形で、私以外にも障害を持った当事

者の研究メンバーが増えています（Slide 16）。研究の

進め方や勤務における苦労などを定期的な当事者研

究ミーティングで分かち合い、研究室運営に反映さ

せています。 

 

 当事者研究は、企業からも最近注目されています。

社員の創造性を高めるための組織文化とはどういう

ものかという研究があり、そのために必要なものは

「謙虚なリーダーシップ」「心理的安定性」「知識の

交換」であるということが検証されています（Slide 

17）。その特徴と当事者研究の特徴が共通することか

ら、当事者研究が企業の組織運営にも役立つのでは

ないかということで共同研究が始まっています。 

Slide 13 

Slide 14 

Slide 15 

Slide 16 
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 それから、既に何回か実施したのですが、女子刑

務所に入所経験のある方の当事者研究にも取り組ん

できました（Slide 18）。今後は女子刑務所に入所中の

方や、出所後の方とも当事者研究を進めていくプロ

ジェクトを、今年から始めていく予定です。 

 

 アスリートとの当事者研究も行われています

（Slide 19）。先ほど紹介があった依存症当事者の上岡

さんやトップアスリートの方々との研究が進められ

ています。依存症者とトップアスリートに共通する

困難は、過度の能力主義と競争原理を負わされてし

まう立場にある点です。このような形で一緒に苦労

を分かち合いながら、当事者研究で新たな言葉を紡

いでいかれればと思っています。 

 

 今お話ししたことを一覧にした表が Slide 20です。

当事者研究を普及・実装していくために、研究に関

わることができる多様性を広げて障害者の研究的参

加を可能にすることを目的とし、海外連携や学内連

携も広げながら進めていきたいと考えています。 

 

  

Slide 17 

Slide 18 

Slide 19 

Slide 20 
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並木 重宏（東京大学先端科学技術研究センター 

生命知能システム研究分野） 

 

 

 

1.アクセシブルな教育研究環境の必要性 

 われわれは「みんなによる、みんなのためのアカ

デミア」の大目標の中で、大学における障害学生支

援、特に理工系分野に関する支援を対象にしていま

す。なぜこのプロジェクトを行っているかというと、

国連が定めた「障害者の権利に関する条約」で、障

害のある人が障害のない人と同じ教育・就労の機会

を保障しているからです（Slide 1）。 

 

 大学ではどうかというと、通常の教室で行われる

講義では、ノートテイキングや試験時間の延長など

支援のノウハウが蓄積されてきています。支援が遅

れている部分は、実験や実習など、体の機能が必要

となる理工系の科目だと思います。実際、障害を理

由に理工系への進学を諦める学生も多いのですが、

どうして障害学生が理工系分野に少ないのかという

理由については、幾つか指摘されています。まず、

実験室の物理的なバリアです。車椅子では入れなか

ったり、高い所にある物が取れなかったりします。

それから、合理的配慮に関する知識が不足していま

す。障害学生が実験室で活動する機会はそもそもレ

アなので、一部の人が頑張って対応してもノウハウ

が蓄積されません。それから、ロールモデルの不在

です。将来のキャリアの参考になるような人があま

りいません。最後に、心理的・社会的なバリアです。

われわれを含め、世の中に存在する障害に対する偏

見やバイアスのことです。われわれは、この一つ目

と二つ目に特に着目しました。 

 障害者差別解消法ではバリアを取り除くための二

つのアプローチが用意されています（Slide 2）。一つ

は、環境の整備です。ユニバーサルデザインやバリ

アフリーの概念に対応します。一人ではなく多くの

人々のニーズに対応し、事前に準備しておくような

ものになります。もう一つは、合理的配慮です。こ

れは個別対応になっていて、当事者からの要請があ

った際に行動が始まります。環境の整備については

ガイドラインを作成すること、合理的配慮について

は過去の事例のデータベースを作成することを考え

ています。 

 

 

2.環境の整備 

 ガイドラインについては、この文章を参考にする

ことでアクセシブルな教育環境が作れるようなもの

を考えています（Slide 3）。まず障害者が実験をする

Slide 1 

Slide 2 
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前に、そのままでは法令違反になってしまうという

ことにならないように、きちんと障害者が参加でき

る環境をつくることを考えています。実際にそうし

たガイドラインがいろいろ定められていますが、そ

うした内容を全て反映した実験室は世界にも少なく、

日本にはないと思います。サブ課題として、関心の

ある方が参考にできるようなモデルとなる実験室を

作りたいと考えています。 

 

 

3.合理的配慮 

 合理的配慮を決めるときは、学生と教員と障害者

支援のオフィス（東京大学ではバリアフリー支援室）

の三者が話し合うことが大切です（Slide 4）。意見を

交換し合うという意味で「建設的対話」という言葉

を使っています。 

 

 学生は障害についての専門家であり、教員は科目

で何が重要かを知っていて、バリアフリー支援室は

障害をどうサポートすればいいかを知っています。

このプロセスに対して合理的配慮の事例のデータベ

ースと支援ツールを作りたいと考えています。 

 Slide 5 にいろいろな合理的配慮の事例をまとめま

した。障害自体に多様性がありますし、科学技術を

学ぶための科目にも多様性があります。この二つの

掛け算なのでとても多様で、体系的にまとめるのは

難しいため、データベースにして関心のある方がい

つでも参照できるようにしたいと思います。 

 

 もう一つ、合理的配慮を決定する際の支援ツール

として考えているのが、実験室で行う作業を分析す

ることです（Slide 6）。単純に試薬を作るといっても、

やっていることは、瓶を持ってきて、ふたを開けて、

スプーンですくい出すという細かな動作に分解され

るわけです。それぞれの動作についてどういった機

能が必要なのか、ある科目における、ある実験課題

を書き出して、それぞれに対応する体の機能をワー

クシートにし、それを参考にすることで先ほどの三

者の対話が促進されるのではないかと思います。 

 

Slide 3 

Slide 4 

Slide 5 

Slide 6 
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 以上、簡単にまとめると（Slide 7）、環境整備をす

るためにまずガイドラインを作って、サブ課題とし

ては実際のラボを作ります。合理的配慮については、

現在も取り組んでいますが、データベースを拡充し

ていきます。最後に、これは少し挑戦的なテーマで

すが、合理的配慮の建設的対話を支援するツールを

作成します。 

 
Slide 7 


