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Forum Session 1. 

 

 

The Conceptual Study on the 

Theories that can be applicable on 

Disability Studies in the era of 

Postmodernism. 

 

ポストモダニズム時代に

おける障害研究に適用可

能な理論に関する概念研

究。 
 

 

 

 



Topic 1. Korea 

 

省察的近代化と障害人の未来 

チョンジウン/培材大学の福祉神学科教授 

 

省察的近代化、個人化とは何か 

ウルリッヒ・ベック(U.Beck)は 『危険社会で人類の時代区分を大きく前近代、単純近

代(1次近代)、省察的近代に分けて提示した。前近代は伝統的な封建社会を意味し、単

純近代は産業社会を、省察的近代は産業社会が解体され、代替することになる社会類

型を意味する(Beck、 1992)。ベックは、省察的近代化の主な特徴の一つを'個人化'で

探している。 個人化は中世から近代に移行するに現れた現象と、封建的隷属、王、

貴族、教会、身分制度などから人間が解放されたことで始まって、"資本主義の成立

以降も家族、隣人、職場、階級などの所属集団から人々を絶えず分離させ遠心力"(イ

・グァングン、2015:97)を意味する。 

実際、後期近代社会に至ると、近代後に出現するようになった階級概念も個人化よっ

て薄れていく。 標準化された完全雇用システムは柔軟で多元化された不安定雇用シ

ステムに席を奪われ、人たちの一生も標準的な(階級)の類型に従うことよりは個人自

らが計画して選択して実行し、責任を負わなければならないこと(do-it-yourself 

biography)と個別化された。"出生-教育・就職・結婚・引退など一連の生涯の過程(life 

course)によって規定された近代社会の普遍的な生活の様式が崩れ、個人は各自自分の

人生を企画し実行しながら、修正していかなければならないようになった。"(ベック

のほか、2010:128;シンギョンア、2012:16)" 

省察的近代で自我のアイデンティティと自律的決定が重要に浮上しつつあるなか、個



人化は、政治的な様相にも変化をもたらすこととなる。 産業社会が発生させた危険

社会の要素が個人のプライバシーを侵犯して自我を不安に作るのに、"省察的近代化

では'私は誰か'、'私は何を望んでいるのか'、'私はどこに行くのか'のような自我実現

や個人主義と関連した質問が、多様な形の政治的アイデンティティを生む。それでベ

ックは専門家に依存した道具的合理性を拒否し、個人の参加が活発に起こる下部政治

(subpolitics)の活性化を通じた生活政治を追求"(ソンチョルソン、2002:222)すると議論

する。 

 

 

省察的近代化で個人化の障害学的含意 

 

'労働無き資本主義'で障害人労働の可能性 

省察的近代社会における労働はその前の社会と比較したときに、多くの変化が起きる

。 第一に、1次近代で主要な労働のモデルである'男性生計扶養者モデル'はこれ以上

社会の'標準的モデル'がなれない。長期的かつ構造的な大規模な失業、性別分業の弱

体化、パートタイム労働の増加、一生雇用構造の崩壊などで労働市場の柔軟性に対す

る要求が増加しているためだ(ムンスンホン、2006:268)。第二に、労働の内容と労働

市場の供給者も変わる。 "一方では'産業'と'生産'の中核と理解された物質生産と肉体

労働の比重が縮小されるのに対し、他方ではその間、'労働人口'に分類されなかった

(既婚)女性や高齢者たちが'労働人口'に抱き込まれたことから、労働と産業の底辺がむ

しろ拡大されるからだ。 結局、'労働'は終わりでなく、変化を経験して、労働市場は

以前よりはるかに多様な人口集団から補充される"(ホンチャンスク、2013a:256)。こ

のように、労働市場の変化は'個人のアイデンティティ'で労働が占める重要性を縮小

させている(ムンスンホン、2006:268)。 



省察的近代化が進むと、障害者の労働はどのように変化するのか。 1次近代社会の

Taylorism、フォーディズムに代表される画一化されて標準化された労働は'健常者中

心の物質生産,肉体労働'を意味する。 2次近代ではこのような非障害者中心の労働が

弱体化されて、コンピューターとインターネットを活用した非物質生産、柔軟な生産

方式及非肉体労働労働、パートタイム労働などが強化されれば、以前に比べて相対的

に障害者の労働市場への参加率が増加できる余地がある。特にリハビリテーション工

学や医学などが発展することになれば、職業領域における障害者リハビリ水準が高く

なり、建築工学で無障害環境を強調する普遍的な設計(universal design)が拡大適用さ

れれば、障害者にやさしい企業環境が造成されて、障害者雇用率上昇という可能性は

さらに高まるだろう。 

  

家族制度の弱体化と障害人の独立可能性 

次近代には性別分業に基づく典型的な核家族モデルに家族の賃金(family wage)が提供

されて、福祉国家は大部分の福祉給与を家族単位で編成した。しかし、省察的近代で

家族は労働の変化だけ大きな変化が起きる。 まず、女性が労働市場に参加すること

になる。 これによって、女性個人の福祉権(welfare right)が発生する。 これは女性

が家族という制度の中に留まっていなければならない必要性を弱めるものだ。 また

今まで家族内で家族が遂行していたさまざまな労働と機能がそれぞれ断片化され、潜

在的な商品に変化することになる(家事労働、ヘルパー労働、感情労働、生殖要素や機

能の商品化)(ホンチャンスク、2013:260-261)。 

省察的近代では個人が職場や家庭の間で均衡取ることがだんだん難しくなりながら,

家族の時間の減少が現れ、家族間の親密感の交流と疎通は減少して自然に家族構成員



たちは個人として自分の正体性が強化される。それなら、省察的近代化で現れる伝統

的家族制度と機能の弱化は障害者にいかなる影響を及ぼすのだろうか。 第一に、家

族たちが障害者を扶養する機能は徐々に衰退するという点だ。 

これは障害者が自分の欲求を充足させるのに家族ではなく、国家や社会あるいは市場

からの依存性が高くということを意味する。第二に、家族がない他の体系からどのく

らいの支援をちゃんと受けられのかは、障害者の労働市場への参加率と障害者を支援

するための社会サービスの水準によって違うように見られるものである。 もし、障

害者の労働市場への参加率や公的障害者社会サービス水準が高いとすれば、障害者は'

家族の個人化'現象の中で、家族に依存していない独立的な生活を営むこと可能性が高

い。 しかし、その逆の場合、障害者は1次近代に比べて2次近代から暮らしの質がさ

らに悪化するだろう。 

  

障害正体感形成の新しい可能性 

今まで労働体制と家族制度の変化でも見ることができたように、省察的近代で個人は'

数多くの選択'と'複数のアイデンティティ'に開かれている(ギデンズ、2001)。人は過

去の行動様式が廃棄されて開かれる新しい機会をつかむことができ、自らをさらに能

動的な存在に変化させることができる。ギデンズ(2001)は、人間が危険と機会の間を

移動しながら、自分のアイデンティティを構築して、省察的企画を通じて自分の人生

の歴史を自ら書いていく自己満足的個人(self-sufficient individual)になっていくこと

が後期近代社会の特徴だと規定している(シンギョンア、2013:269)。 

 

これは前近代社会を支配していた親族、社会的役割、伝統的義務と同じ基準がなくな

り、、社会的知識と専門家に対する信頼を土台に関係自体を目的とした人間の関係が



拡張される可能性があることも意味する。省察的近代に行われている数多くの選択地

と多様なアイデンティティ形成の可能性は、障害者にも同様に該当する。社会文化的

に1次近代の時より、省察的近代では人間を抑圧した各種制度の影響力が弱体化され

、さまざまな人間の個性が奨励される可能性が高いだろう。 したがって、省察的近

代社会で、障害は、個性の一種類として議論される可能性が大きい。  

つまり、障害学で強調している"障害者だけが持てる、障害や障害者の人生に対する

態度と、それを受け入れる程度"(イイクソプㆍ、申恩慶(シン・ウンギョン)、2006)の

障害のアイデンティティー(disability identity)、"障害がさまざまな人の姿の中の一部

として自然だという信頼を公表することで、障害に烙印を置く社会構造に対する挑戦

であり、長い間障害抑圧的な社会が規定した障害に対する否定的な態度と信頼、感じ

から我々自身を自由にしようとする試み"(Triano、2004;ジョン・ジヒェ、2013)で議

論される障害者の自負心(disability pride)などがより支持を受ける可能性が高い。 

 

 

省察的近代化で障害者の安定的未来に向けた前提 

 

省察的近代化で障害者の安定的未来のための前提条件は何があるだろう。 第一に、

省察的近代化が障害者に真の開かれた機会になるためには障害者に安定的な社会サー

ビスを提供することが必須的だ。 省察的近代化が深刻化すればするほど、家族の機

能が弱体化される。 これは障害者の福祉を責任負う主体に国家と社会の役割が強化

されることを意味する。それなら、障害者福祉サービスの公共性はどのように強化す

るのか。 この問いに対する代案を探すのは容易ではない。 なぜなら省察的近代で福

祉国家の基盤及び影響力は徐々に衰退していて、市場で公共性を確保することは容易



ではないからだ。 したがって、公共性を担保できる障害者福祉サービスの代案的な

供給主体に対する悩みが必要であり、彼に対する有力な主体として国家、市場ではな

く市民社会部門として社会的経済(social economy)組織を活用した方法を積極的に検

討して支援する案を講じる必要がある。 第二に、障害者当事者の政治的力量を強化

することが要求される。 

省察的近代では1次近代の政治的中心制度だった議会政治と政党の影響力が弱体化され

る。 その代わりに、市民社会の領域を中心とした代案的な政治家の下部政治家の活

性化され、これを通じて社会の意思決定及び躍動性が生じることとなる。 これは省

察的近代で障害者の福祉を向上させるためには障害者の下部政治家の活性化されるこ

とを意味する。 省察的近代では"無差別的な市民の多次元-地球レベル、地域レベル

、国レベル、地方水準、個人レベル-政治参加を通じて新しい政治共同体の規範と社

会的連帯意識が発現すること"(ホンチャンスク、2014:127)ということを考慮する際に

、障害者の政治的力量を市民社会水準で向上できる様々な試みが要請される。第三に

、省察的近代に合致する社会福祉及び障害者福祉専門家の役割が樹立されなければな

らない。 省察的近代社会は個人を労働市場、家族制度などから独立させる傾向があ

る。これはベックが指摘したとおり、省察的近代の個人は専門家体系に以前の時代よ

りさらに依存することになり、これは、障害者にも然りだ。 したがって、省察的近

代で、専門家に助言や相談を求める障害者に、その自分が'障害人'ではなく'独立的な

個人'としてアイデンティティーを持つことができるように支援する専門職の力量を

開発することが求められる。この力量は前近代社会はもちろん、1次近代社会に内在

している人間抑圧的な、より狭くは、経済至上主義的な価値を批判できる認識を備え

ることから始まると言える。 



これは障害学を基にして、より哲学的で倫理的な知的訓練が必要であることを意味す

る。 

 

 

  



Topic1. Korea 

 

省察的近代化論の障害学的含意：パーソナライゼーションを中心

に 

Ji-Ung Jeong (鄭智雄) （培材大学校福祉神学科助教授） 

 

[Abstract] 

本研究では、省察的近代化論が障害学に持つ意味を考察してみた。このため、障害学の概

念と障害学の主流言説基盤を批判的に考察し、省察的近代化のために、基本の理解を行い、

省察的近代化論の個人が障害学に持つ意味を考察した。省察的近代化は、障害者の労働が拡

大することができる可能性についてマルクス主義に基づく議論よりも現実的に予測すること

ができたし、「個人化」が深刻化し、家族の機能が弱体化されている中で、省察的近代化で

は、障害者のニーズが満たされることが障害者福祉サービスの公共性の確保のレベルに依存

していることも知ることができたし、省察的近代化が進むほど、障害停滞感や障害誇りの形

成がより支持される可能性があることも予測することができた。一方、省察的近代化は、新

しい社会的リスク（new social 

risks）をより詳細に解明することができる談話になることがあり、身体障害者福祉サービ

スの代替的な供給主体としての社会的、経済（social 

economy）組織が重要であり、障害者当事者の政治的力量を強化し、身体障害者福祉の専門

家に新しい省察の訓練が必要であるを提示していることも確認できた。 

 

○主制御：障害学、省察的近代化、パーソナライゼーション、ウルリッヒベック、新たな社

会的リスク、社会的経済 

 

I.はじめに 

 

最近障害学（disability 

studies）への関心と研究が増加している。障害学は女性学、黒学のような総合学問

として、「障害」という社会的構成概念を社会福祉、社会学、政治学、経済学、医

学、文学、メディア、教育などの研究結果に基づいて分析する研究分野である（ジ

ョハンジン、2011：6-

8）。このように、障害学が持っている総合的な性格にもかかわらず、障害学を社会

科学的（社会学、経済学、政治学）の立場から考察する研究者は、基本的に「資本



主義を批判」する立場にある傾向が強く、これに伴い、マルクス主義に立脚した研

究者（Oliver、1984; Finkelstein、1980; Abberley、1997;ガンミンフイ、2013） 

が主をなしている。しかし、このような傾向が果たして適切な観点かに対する批

判も実行することができる。これは、障害の問題が発生することが資本主義体制か

らか、だから資本主義のアンチテーゼとしてマルクス主義が問題解決の真の答えな

のか疑問を提起することができるからである 1 。 疑問の根拠としては、二つのこと

を挙げることがだろう。最初は、現実的な姿で見つけることができる。マルクス主

義に立脚した共産主義経済社会システムの歴史的な実験は、過去20世紀に失敗した

こと調べることができる。 2 

これはマルクス主義の現実性（relevancy）が資本主義に比べて不足を示すものであ

り、資本主義の代替システムとして提示されるには限界があることを反証するもの

と判断される。 

第二は、マルクス主義が資本主義では、産業主義の一形態として批判されるからで

ある。 

これらの批判は代替社会談話の生態注意（ecology）で提起されている。生態主義者

たちは資本主義とマルクス主義は「近代」の産物としての両方の成長に焦点を当て

ていると主張する（Dobson、1993：44-

45）。これは両方のシステムがまるで「コインの両面」（キムホギ, 

2001：4）と等しいことを示すものである。したがって、マルクス主義に基づく批判

と代案の提示は、資本主義に基づいたものと本質的に差別を持つことは困難である

。 

このような問題意識を堅持すれば、障害学の作業が主にマルクス主義に基づいて

実行される最近の傾向は、止揚される必要があり、より新しい観点から障害の問題

を分析することが要求されるとすることができる。もしそうなら、その「新たな視

                                           

1
 近代以降の経済システムの種類を議論するとき、資本主義の対蹠用語では、社会主義が最も適し

ていると判断される。それにもかかわらず、社会主義の形態は空想的社会主義、科学的社会主義

、共産主義、社会民主主義など、いくつかがあるが、本研究では、批判の焦点をより明確にする

ために、マルクス主義に集中して議論を展開したいた。 

2
 もちろん、前世紀の共産主義の実験が「真」マルクス主義かについては議論が多く、したがって

マルクス主義が失敗したと断言することはできない。これに対するデモンストレーションをする

ことは、本論文の研究の範囲を超えてと、本論文では説明しない。ただし、現実の共産主義体制

がマルクス主義に立脚したことは明らかな事実であり、学術的理論と現実的な経済社会システム

は完全に一致することができないという点では、ラフナママルクス主義が失敗したと主張するこ

とが妥当でないと批判するのはオンされなかった側面があると判断される。 



点」は何だろうか？これに対する答えを見つけるために、生態主義で「近代」を批

判していることに注目する必要がある。つまり、障害学では、障害抑圧が近代以降

著しく出現していることを考慮する際に（Oliver、1984; Finkelstein、1980）、 

障害学の基礎は、近代的パラダイムの一つであるマルクス主義ではなく、近代的

パラダイムを批判する言説がなければならないことを考えて見ることができる。 

そう、近代を批判するさまざまな議論をもとに、障害の問題を考察することであ

れば、従来のマルクス主義の観点による批判より一段階さらに深化された批判の枠

組みを持つようになるだろう。近代性（modernity）を批判する視点 3 が障害学の新

たな視点の候補になることができると仮定した場合、その視点は「近代をどう見思

うか」ということを目安に、再び3つのの形に分けて調べることができる。 

 

第一は、「未完の課題」として近代の肯定する観点である。第二は、近代の否定と

して脱近代の到来することを現実的に承認する見解である。第三は、上記二つのと

は別の第3の流れで、「第2の現代」または「省察的近代化論」として、「近代性の

限界を認めているがこれ近代性の企画を全面的に廃棄するのではなく、近代性の当

初の目標を再確認し、追求」という観点である。4 

近代性のこのような観点のうち、どのような視点が障害学をはじめとする社会福

祉実践で有用であるかについては多くの議論があった。社会福祉が「近代主義によ

って科学技術を中心にして実践の成果を過度に重視するようになると、ツールで機

械的な論理や成果主義が過度に強調されやすい」という批判があり、ポストモダニ

ズムを社会福祉の代案として提示になると、「既存の認定を受けた機関や専門家の

権威の根本的な疑問を提起して、これらの正統性と権威の解体を介して、従来の専

門関係を否定して専門的判断による介入ではなく、クライアントの主体化を強調」

することになる。 

しかし、近代性への批判的に適切な視点は、「伝統的なだけ執着する前近代性の

限界に加えて、真理のために巨大談論の普遍性は、すべての状況で同じように維持

されて類型化することができる自己の同一性、固定的明確言語の意味は、分類によ

る統一性などが強調されている近代主義の限界を超えて同時に一方では、統合性、

                                           

3
 キム・ホギ（2001：4）は、近代性を批判するということは、資本主義と社会主義の両方を批判

すると議論しており、このようなタスクを実行する理論を「批判社会理論」と呼ぶことができる

とする。 

4
 キム・ギドク•最輝き（2014）は、Bauman（2000）の液体近代（liquid modernity）議論をもと

に、韓国社会福祉実践を考察したが、バウマンの液体近代は省察的近代と相通じる概念である

（キム・ギドク•最輝き、2014：58）。 



一貫性が不足して代案の提示に分裂的特性を有する脱近代主義の制限も克服するこ

とができなければならない。」 

つまり、「人間疎外」を取得近代性の限界を認めながらも、「すべての抑圧から

人間を解放」させようとする近代性の価値を追求することが要求されるだろう。こ

れはすぐに、障害学の省察的近代化論（reflexive 

modernization） 5 による学術処理が実行されることが、社会福祉的側面からの代替

的な意義を支持であることを示すものと判断される。 

省察的近代化論が社会福祉に持つ意義に集中して、今まで社会福祉学界では、リ

スク社会（risk 

society）の中で行われる社会福祉実践の概要をレベルで考察した研究から、ギデン

ズ（A. 

Giddens）のソンチャルソン理論を基にエンパワーメント理論を再解釈した試みと、

省察的近代性理論と社会空間の理論を根拠に、社会サービス政策の倫理政治性を診

断し、実現するための戦略を模索した研究が行われた。これらの研究は、持つ意義

が非常に大きいにもかかわらず、まだ省察的近代化の議論を構成している様々な概

念（リスク社会、パーソナライゼーション、グローバル化、サブ政治）それぞれで

、より詳細な分析を追加することが要求され、何よりも、障害学の省察的近代化を

テーマにした研究が開始されていることが必要である。 

障害学批判が社会福祉政策と実践の代替形成に寄与するためには、新しい時代の

変化に適切な新しい言説に基づく批判と代案の提示が行われることが要求される。

そのような面で省察的近代化論が障害学にどのような意味を持つのかを究明する作

業が要求される。 

以上の問題意識に基づいて、本研究では、省察的近代化論が障害学にどのような

意味を持つのかについて見てみようと思う。このため、本研究では、はじめにに続

き、第II章で障害学の概念と障害学の主流言説基盤を批判的に考察し、第III章で省

察的近代化の基本的理解を行い、第IV章で省察的近代化論でパーソナライゼーショ

ンの障害学的含意を見て、第V章で以上の研究結果を基にした社会福祉的提言をした

い。 

 

II。障害学の概念と障害学の主流的言説の基礎 

 

                                           

5
  근대성에 대한 비판담론으로 근대성을 옹호하거나 탈근대를 표방하는 것이 아닌, 제3의 흐름을 

지칭하는 것으로는 ‘제2의 근대’, ‘제2의 현대’, ‘성찰적 근대화’, ‘액체근대화’ 등 다양한 표현이 

있다. 본 연구에서는 Beck(1992)이 제시한 성찰적 근대화를 중심으로 논의를 전개하고자 한다. 



1.障害学の形成の背景と概念 

 

障害学は女性学、黒学のように、比較的最近に登場した研究領域である。障害学

が登場するようになった背景を調べるためには、まず、「障害を眺める視点」の変

化を考察してみることが必要である。障害を眺める視点は大きく、個別モデル（the 

individual model）と社会的モデル（the social 

model）に分けることができる。個別のモデルは、障害を個人が持っている医学的、

機能的な問題との見方であり、社会的モデル（the social 

model）は、障害者が住んでいる社会環境の問題が原因で障害が発生したと思う。 

Oliver（1996）は、個別モデルが個人の障害に焦点を当てており、障害者に関す

る諸社会問題は、障害者が持っている障害に起因するものと認識するとし批判した

。このような観点は、「障害」というのが障害者という不幸な個人に発生する悲劇

という認識を持つようにするというものである。例えば、個別のモデルに基づいた

ときには、障害の問題の根本的な原因が障害者の個人内にあるので、その解決方法

として、医療•リハビリテーションの専門家の役割が強調され、障害者は、制御を受

けるされ、障害者は正常ではないという認識の中で、劣等感を持つようになる。こ

れらの個別のモデルの視点を批判しながら登場した社会的モデルは、障害を個人に

帰属されたものではなく、社会的、環境によって作成された条件の複雑な集合体で

みなし、障害は社会に存在するものであり、障害者のニーズを社会の中で収容して

それに適したサービスを提供することに対する「社会の失敗」を意味することにな

る。障害を眺める、上記の2つの観点のうち、障害学は、社会的モデルに基づいた新

しい多学際的学問として、米国と英国で始まった。 

米国での障害学が発展するようになったきっかけは、1960年代の黒人の人権運動

からその起源を遡ることができる。黒人の人権運動は1964年民権法（Civil Rights 

Act）の制定にどの程度実を見て、米国ジャンエギェは黒人の人権運動を眺めながら

、障害者の人権に対する自覚を徐々にになった。これにより、1970年代後半に障害

学という新しい学問が胎動し始めており、障害者の権利運動と障害学は、最終的に

、1990年の米国の障害者法（Americans with Disabilities 

Act、ADA）の制定に大きな影響を与えることになる。英国での障害学徒1970年から

始まった障害者運動に起源を置いており、1975年にOpen 

Universityでの最初の障害学講座が始まることになる。要するに、「障害学は、障

害を特別に市民権、あるいは公民権の地平にのせるための学界と活動家の一種協力

の産物」とすることができる 

障害学は、新しいパラダイムに基づいたので、その中に障害の問題（課題）を扱

う重要な調査であった医学、特殊教育、社会福祉などは別のアプローチをとる。既



存のアプローチは、障害の問題の拡大⋅宰相山の理由に集中するより、障害者の保健

、教育、福祉の向上のための事後的対応に集中した。しかし、障害学は、障害の問

題が政治社会的なイデオロギーと権力によって規定されたものと認識する（ジョン

ジウン、2009年：36）。障害学の総合的、通完全アクセスはヨソンハクグァ非常に

似ているとすることができる。女性学（women's 

studies）が政治学、社会学、経済学、文化、歴史、心理学、芸術などが融合した学

際的な研究であるかのように、障害学も医学、リハビリテーション、特殊教育学、

社会福祉学、生命倫理、文学、法学、宗教、経済学、芸術など関連して障害という

現象を探求する。 

女性学が一言で定義するのは容易ではない樣に、障害学も学際的研究でありなが

ら、同時に新生学問であるため、定義を下すのは容易ではない。それにもかかわら

ず、障害学の作業的定義をしてみると、「障害を個人の欠陥で見ず、むしろ障害を

規定する政治的ᆞ経済ᆞ社会的ᆞ文化的要因などを探求し、障害者による積極的な

参加を重視する多学際的学問」と言えるだろう。 

 

2. 障害学の主流的言説の基礎と新しい談話の必要性 

社会政策学科関連障害学研究では、障害という現象を究明するために、自然にマ

クロ政治、経済イデオロギーを批判的に考察することになる。この時、ほとんどの

研究は、現代の主流的な社会経済システムである資本主義の批判に集中している。

そして資本主義批判の道具としてマルクス主義的立場が強く現れる。英国の障害学

者Abberley（1997）は、「マルクス主義は今でもまだ正しい」と主張しても、社会

学に基づいた障害学研究は、機能主義や相互作用に注意を拒否してマルクス主義に

立脚しなければならないと主張する。 

マルクス主義の「上部構造は、下部構造によって決定される」とするように、マ

ルクス主義に基づいた障害学者たちは、障害者が直面している障壁と障害者の排除

と不平等は社会の生産様式によって作成されたものとみなす。このような観点を堅

持している代表的な研究として、Finkelstein（1980）は、唯物論を応用して、資本

主義の到来とともに、障害者に対する差別と排除の結果が表示されたプロセスを3段

階（封建社会、資本主義社会、社会主義社会）に基づいて提示している。第1のステ

ップは、産業革命以前の封建社会を、第2段階は、労働の焦点が工場に移動する資本

主義社会を、第3段階は、将来のユートピア的社会を意味する。この研究の核心的論

拠は個人それぞれが能力の限り生産過程に資するた協力的農村ベースのシステムで

は、個人を賃金労働者で組織した都市や工場ベースのシステムで、労働組織が変わ

り、ほとんどの障害者が労働過程から排除されたものである。すなわち、第2段階で

ある資本主義社会で障害抑圧がもたらされたのだ。 



このように、社会科学の訓練を受けたほとんどの障害学研究者は、資本主義の展

開過程で「労働可能/労働不可能」という両極端な人間観が形成され、これは再び「

労働不可能者として障害者」を差別する理論的、社会的基盤が構築されてきた見る

（ギムヨウンファら、2003）。つまり、障害者は非熟練労働者であるか、労働不可

能者なので、労働力の余剰価値（利益）が低かったりなく、賃金労働の可能性が低

いため、所得水準が低い。これは障害者の購買力を低下させるものなので、消費に

裏づけされた資本主義経済の発展に役立つされな

いと思われるのである。また、障害者は誰か（特に家族）からの保護と扶養を受け

るのに、障害者ケア労働を提供する者（家族）の労働市場への進出を防ぎ、社会的

コスト高を招くさせ、社会全体の競争力を低下させる存在として理解されるだろう

。生産という観点から見ると、障害者は、彼らの家族の生産に参加さえも遮る存在

であり、したがって当然、この社会から排除されるべき存在だったのだ。彼らは投

資価値がないので、集団受容と管理にかかる経費も最小限に抑えなければならいた

。 

要するに、マルクス主義に立脚した障害学では、障害者に対する社会の差別意識

が資本主義イデオロギーによって形成されたものと認識している。これによって、

「障害者は、すでに社会活動への参加が非常に難しいと認識されており、貧困とい

うくびきを脱し難しい集団という偏見が重ね書かれるようになる。これにより、他

の集団とは異なる障害者の集団は、貧困階級からの脱出がほとんど不可能であると

いう社会的認識が強く作用し、これは障害者の集団が貧困階級の下位層にとどまっ

てようにする重要な理由になる」ということだ。 

マルクス主義が資本主義体制を批判しながら、障害抑圧のメカニズムを明らかに

して、これにより、障害学に重要な洞察を提供し、障害学の発展に寄与したことは

明らかである。それにもかかわらず、マルクス主義も障害抑圧をもたらすことがで

きるという点で、批判の対象になることがあります。 

1970年代以降、マルクス主義は危機を迎えるれたが、これは当時新たに登場した女

性、高齢者、少数民族、環境問題などにマルクス主義が対処できなかったからであ

る。 

「障害学が扱っている問題も、他の社会的弱者（女性、高齢者、少数民族など）の

問題のように、マルクス主義が堅持している階級主義と全体主義的な観点では解決

が不可能」である。マルクス主義が強調している階級主義は「生産手段」の所有す

るかどうかに集中している。これは、最終的に資本主義が強調される経済成長の観

点と大きく変わらない。マルクス主義は、障害学が追求する脱労働の価値と個人の

自律性の価値と対立していることに注意する必要がある。 

ここで、マルクス主義理念が障害学の価値と矛盾するより根本的な理由は、これ



らの政治経済イデオロギー自体が障害抑圧的であったためというよりは、マルクス

主義は最近に表示されている近代性の変化を捉えることができずいるからだと見る

必要がている。ハーバーマス（1984）は、マルクス主義が変化している近代性を捕

捉していない限界を次のように議論する。まず、マルクス主義の「基礎 - 

上部構造」という比喩は、近代の変化を認識することに非常に制限だが、これは、

現代の資本主義国家は、福祉国家であり、複雑になった社会の現実に合わせて経済

自体を構成して経営するために積極的に介入することによって、資本主義の階級対

立も緩和されているからである。第二に、労働者階級と中間階級は政治的行為能力

が萎縮した中でも、物質的な安定を享受しているので、マルクス主義が前提にして

いた革命の主体としてのプロレタリアやプロレタリア階級意識はもはや発見しにく

くなったものである。 

一方、Beck（1992）とLash（1994）は、マルクスが提示した概念は、「単純な近

代性」（simple 

modernity）の社会を反映したものであり、本研究では脱伝統的個人主義的な「省察

的近代性」（reflexive 

modernity）の社会で行為している個人や自我を説明するには限界を持つことである

。 

特に、「ベックはマルクスが産業資本主義の発展とともに封建的秩序から個人の解

放が開始されたと見るなど、個人主義化の理論を主張してはいるが、個人主義化の

過程を階級の形成と同一のものと扱って、これを最後まで探索していなかったとい

う点で限界があると言う。" 

 

III。省察的近代化と個人化の理解 

 

1.省察的近代化の理解 

 

ベック（U. 

Beck）は「危険社会」で、人類の時代区分を大きく前近代、単純近代（1次近代）、

省察的近代（2次近代）に分け提示した。前近代は、従来の封建社会を意味し、単純

近代は封建社会が解体され登場した産業社会を、省察的近代は、産業社会が解体さ

れ、置き換えられている社会のタイプを意味する（Beck、1992）。 

ここで、ベックは、伝統的な意味の近代化が速度と成長を第一の価値で、ここ近

代化と規定する。このタイプの近代化は、産業化、技術化、科学化を通じた近代文

明の進歩と改善を驚くほど成し遂げ社会であった。しかし、同時に、この近代化の

過程を通じて意図しなかった実存的リスクと不確実性のスペクトルがこの近代社会



の生活を巻き付けておく結果を招くことになったのだ。 

ベックとラッシュは,単純な近代化と省察的近代化を区別しながら,その違いを述

べているが, その核心内容を整理すると, <表1>のとおりである（Son Chul Sung, 

2002：214）。 

単純近代化は、階級理論の中心、行為の領域の機能的分化、直線的進歩を仮定す

ると、変革の動力として道具的合理性、方法的懐疑論、抽象的な手続き民主主義の

特徴を持っている場合、省察的近代化は、社会的不平等の個人中心の理論、サブシ

ステムの機能の調和と融合、合理性の形態の磁気修正、変革の動力として副作用、

科学的作業の懐疑論、急進•多元的民主主義をその特徴としている。 

 

二近代化の違いを量産する重要な結節点は、まさに生産様式に集中した階級の概念

が弱体化され、個人化が深化されるもの見ることができる。省察的近代化は、パー

ソナライゼーションの深化を出発とし、サブシステムの機能も有効になり、自我省

察と省察的能力、多元主義のなどが強化されていることを調べることができる。 

 

シンプル近代化（1次近代化） 省察的近代化（2次近代化） 

集団カテゴリの階級理論 社会的不平等のパーソナライゼーションの理論 

行為の領域の機能的分化 サブシステムの機能の調和と融合、網目形成 

線形進歩モデル 合理性の形態の磁気修正、リスク招い（不確実性の回帰） 

変革の動力として道具的合理性 変革の動力として副作用（ソンチャルソン） 

方法的懐疑論 科学的作業の基礎と結果の懐疑論 

抽象手順民主主義 新社会運動に基づいた根本、多元的民主主義 

出典：Son Chul Sung（2002：278） 

 

ベックが提示した省察的近代化に対してより詳しく見てみましょう。ベックは、

現代社会の危険性が全地球的に普遍化されており、この危険な存在状況に対する危

機意識が必然的に人間のソンチャルリョクを触発することになる見る。 

ベックはこのソンチャルリョクの可能性を担保している社会を「新しい近代性」

の社会で規定する。ここでベックが議論する省察的近代化は、単に近代を肯定する

わけでもなく、ポストモダニストのように近代化を否定するわけでもない、第3の批

判であることを知ることができる。 

 

「ベックは後期産業社会の変化の様相を介して捕捉されている存在論的な状況は、

近代性の終焉を意味するより新しい近代性、すなわち近代合理性のより完全な展開



での可能性を強化させてくれると思う」 

ベックが提示する省察的近代化の達成状況は、「危険社会の出現に決定的な原因

となった科学科学的合理性がその独占的地位に退出される程度に依存する。科学主

義の文化的ヘゲモニーを破って、科学技術を公的批判の対象とするだけでなく、自

らを批判に作成するときに、すなわち自己批判の意味でソンチャルソンが科学、技

術の分野掘りたちと、はじめて近代化の歪曲された効果を処理することができると

いうものである。」 

このように省察的近代化は、その用語でも調べることができるように、「人間の

ソンチャルリョクが増大される社会、すなわち、個人と集団の両方の知識（情報）

を自分自身と社会に批判的に適用することができる省察能力が拡散される過程や傾

向として定義される。ベックはこの省察個人の可能性の書士に基づく（省察）近代

化企画を通じて前代未聞の実存的リスクと不確実性の問題のために解決策を模索す

る。" 

ベックが期待するソンチャルソンの資源は二つのだ。最初は、リスク自体に内在

する省察的傾向であるが、これは科学的真理を相対化することにより、同様の宗教

のようにされた科学の再ツールとしての機能に位置させる。第二は、社会構造の中

に確立された下部政治（subpolitics）の発展である。後期現代では国家の介入が弱

体化され、政治は政府や議会だけでなく、社会の各分野で行われます。つまり、権

力の行為の主体は多様され、民主主義は社会全般に広がっされることソンチャルソ

ンの資源が拡散されるというものである。 

つまり、「省察的近代化」とは、一時代全体、すなわち産業社会の時代の創造自

己破壊の可能性を意味し、この創造的破壊の「主体」は、革命や危機ではなく、西

欧近代化の勝利によって示される。つまり、正常な自動化された近代化の跡を追っ

て隠密で無計画であり、元の政治秩序、経済秩序を変わらず維持したまま発生する

産業社会の変動とは、近代性の急進化を意味し、これは産業社会の前提と輪郭と断

絶して、別の近代性への道を開いてくれるだろう。 

 

2. パーソナライゼーション理解 

 

1) パーソナライゼーションの概念 

ベックの議論で個人化（individualization）は、リスク社会の議論に隠れ、そ

の中にしっかりと注目されなかったと評価される。 

しかし、リスク社会の概念と同様に個人概念も非常に重要な意義を持つ。ベックは

「省察的近代化の主な特徴の一つをパーソナライズまたは個人主義化で捜している

。ラッシュは省察的近代化論は「個人化」（individualization）を唱える強力なプ



ログラム」と強調している。 

社会学的に個人は近代以降に出現した概念である。ベックの議論に関連して、個

人化は、次の2つの次元に区分することができる。第一に、古典的な「個人」の概念

、すなわち「自律性を持った理性的な存在としての人間」が、彼の独立性と自由を

促進させていく過程である。特別な理論脈絡なく個人という概念を使用する場合、

通常、これらの意味を持つ。第二に、新しい概念、つまり「危険社会から社会経済

的•環境リスクを個人自ら背負う状況」を指す。これは個人的の選択というより構造

的に賦課される条件である。ここで、近代初期の個人過程が主に最初の意味を持っ

たならば、20世紀後半から展開された個人は、第二の側面との関係が深い。 

前見たように、「ベックが脱近代化ではなく省察的近代化に焦点を当て、近代の

終焉ではなく、近代性の内部の連続と不連続の問題を浮上させるように、個人もい

くつかの点では、資本主義の誕生以来、持続してきたのだが、もう一つの側面では

、完全に新しい現象で把握される。「後期近代社会で個人が近代初期の個人と持つ

差別性を見てみると、以下の通りである。 

近代初期の個人化は、伝統的拘束から個人の独立性と自律性の向上という価値を

盛り込んだものだった。フランス革命とその後の不安定な状況でブルジョワ家族、

市民社会、権利の哲学（the philosophy of 

right）をベースにした個人主義の制度化が近代産業社会の特徴であった。1次近代

社会では、人々は、自分が意識的に努力しなくてもコミュニティや伝統集団から分

離された存在になって行った、新しい人生のフォームを自分の人生の条件で受け入

れていった。 

しかし、欧米で20世紀後半以降進められてきた個人は、構造的に強制されて強制

的に追求して行かなければなら現象である。家族、血縁、宗教、階級、国などの制

度が徐々に弱体化され、既存のに実行してきた役割が脱規範されている社会で、個

人は今、自分のルールを見つける通わなければならないようにされたものである。 

 規則遵守的（rule following）生活の中で規則發見的（rule 

finding）生活的に、またはラッシュの用語を借りれば、規制的規則（regulative 

rules）で構成的規則（constitutive rules）に生活のルールが異なりました。 

省察的近代化の自我は、個人が責任を負うべき「省察的企画」の対象として、私

たちは、今存在しているままの私たちではなく、自分自身を自ら作成する私達が必

要があり、比較的固定されたパスの中で生活を秩序ジウォトドン伝統社会から脱皮

した省察的な現代社会では、個人は、複雑で多様な選択に直面し、自らの選択によ

り、自己のアイデンティティを能動的に形成し、維持するべきである。 

 

2) パーソナライゼーションの特徴：近代的な結束から個人を分離 



前述したように、個人化は中世から近代へと移行するために現れた現象で、封建

的従属、王、貴族、教会、身分制度などから、人間を解放させた。パーソナライゼ

ーションのこのような「解放機能」は、資本主義の成立後も、家族、近所の人、仕

事、階級などの所属集団から人々を絶えず分離させる遠心力で存在した。 

実際に後期近代社会につながると、近代以降出現するようにされた階級概念も個

人により薄れていく。「階級はもはや存在しない集団を、まるで実在するかのよう

に示す「ゾンビカテゴリー（zombie 

category）」になって概念的効力を失うことになったベックは主張する。標準化さ

れた完全雇用システムは、柔軟で多元化された不安定雇用システムに席を与え、こ

れにより、賃金労働者のアイデンティティは、もはや仕事での生活や似たような経

済的なレベルを味わう隣人集団との絆から形成されず、人々の一生も標準的な（階

級）のタイプに従うより、個人自らが計画して選択し、実行し、責任を負うこと（d

o-it-yourself biography）に個別化されたものである。" 

階級概念が弱体化されているのは、「標準的な生涯過程の崩壊」を意味する。近

代社会は、自分が属している階級に応じて、ある程度は標準的な生活の軌跡があっ

た。しかし、「誕生 - 教育 - 雇用 - 結婚 - 退職などの一連の生涯過程（life 

course）に基づいて確立された近代社会の普遍的な人生のフォームが崩れ、個人は

それぞれ自分の人生を企画して実行し、修正していかなければならないされるよう

になった。」「労働市場の流動化や雇用の不安定化により、もはや実現可能なこと

がされていないことにより、個人は自分の"世話をしなければなら「人生を生きてい

くされた 

しかし、このような「個人のプロジェクトとして省察的近代の人生」は、標準化

された過程がないので、非常に不安定でもある。フェミニズム的分析によれば、こ

れらの個人が触発された後期近代社会で「男性が標準的な生涯の確実性と安定性を

失って漂流する自由を得たならば、女性は従属安定性を失った代わりに、独立と漂

流の二つの可能性をすべて得た。その意味で、後期近代社会の個人化は女性に多く

の多層的多義的」と分析している。このような現象は、単に女性だけでなく、すべ

てのターゲットに同じように適用することができる。 

省察的近代の自我のアイデンティティと自律決定が重要に浮上し、個人化は、政

治的な面にも変化をもたらすことになる。つまり、省察的近代化は、産業社会が発

生させた危険社会の要素が個人のプライバシーを侵害して自我を不安に作成され、

この過程で個人と自我の省察が必然的に行われて、また社会に対する個人の影響力

が大きくなり、下部政治が有効になるだろう。 

「省察的近代化では、「私は誰なのか」、「私は何をしたい」、「私はどこに行

く」のような自己実現や個人主義に関する質問が様々な形の政治的アイデンティテ



ィを生む。だからベックは、専門家に依存した道具的合理性を否定し、個人の参加

が活発に起こる下部政治の活性化を通じた生活政治を追求」と議論する。これは逆

説的にも個人のために、個人が社会に影響を与える程度が省察的近代が進むほど高

くなることを意味するものである。 

 

 

IV. 省察的近代化論で個人の障害学的含意 

 

以上の内容を踏まえ、本章では、省察的近代化論の個人が障害学的にどのような

意味があるのか議論してみようとする。この章では、パーソナライゼーションの障

害学的含意を「労働のない資本主義」で障害者の労働の可能性、家族制度の弱体化

の中で、障害者の独立性、障害停滞感の形成の新たな可能性というテーマで探索し

てみた。 

 

1. 「労働のない資本主義」で障害者の労働の可能性 

省察的近代社会での労働は、その前の社会と比較した場合、多くの変化が起こる

。まず、1次近代の主要な労働モデルである「男性生計扶養者モデル」は、もはや社

会の「標準的なモデル」となることがない。「標準的な生涯」が弱体化されるよう

に、労働体系も標準化されたモデルが弱体化されているものである。長期的な構造

的な失業が大規模に続いていて、伝統的な性別分業が弱体化されており、全日制労

働の減少とパートタイム労働者の増加に伴い、生涯雇用構造が崩壊し、労働市場の

柔軟性に対する要求が増加しているからである 

第二に、伝統的な性別分業の弱体化だけでではなく、労働の内容と労働市場のプ

ロバイダも違ってくる。一方では、「産業」と「生産」の中核として理解された物

質の生産と肉体労働の割合が縮小される一方で、他方では、その中に「労働力」と

して分類されなかった（既婚）女性と高齢者が「労働力」に包摂されることで、労

働と産業の裾野がむしろ広くなるからである。結局「労働」は終わりがなく、変化

を受けて、労働市場は、以前よりもはるかに多様な集団から補充される。 

このように、ベック（Beck、1998）が、「近代化が特定のレベルに達すると、構

造によって抑制されていた主体がより個人化され個性される傾向を示している」と

説明したことは、労働のシステムでも同じように表示される。上記のような労働市

場の変化は、「個人のアイデンティティ」で労働が占める重要性を縮小させている

のだ。これはすぐに省察的近代化は、1次近代化と比較して見たとき「労働のない資

本主義」と言えるだろう。もちろん、ここでいう「労働」とは、「1次近代の労働」

を意味する。 



省察的近代化が進めば、障害者の労働はどのように変化するのか。1次近代社会

のテイルロリジュム、ポディジュムに代表される画一化され、標準化された労働は

「健常者中心のムルジン生産肉体労働」を意味する。2次近代では、このような健常

者中心の労働が弱体化され、コンピュータやインターネットを活用した非物質の生

産、柔軟な生産方式と非肉体労働、パートタイム労働などが強化されれば、以前に

比べて相対的に障害者の労働市場参加率が増加することができる余地がある。 

 

これらの可能性は、省察的近代では女性、高齢者などの人口が労働力に包摂される

との予測と脈絡を共にする。特にリハビリテーション工学や医学などが発展するよ

うになると仕事の領域での障害者リハビリレベルが高くなって、建築工学のバリア

フリー環境を強調する普遍的な設計（universal 

design）が拡大されるようにすると、障害者に配慮し、企業環境が造成されて、身

体障害者雇用率の上昇という可能性はさらに高まるだろう。 

これに先立ち 

Finkelstein（1980）の障害者抑圧構造の歴史的進化の段階に基づいたときに、障害

者にもフレキシブルな生産方式で一定のレベルに労働が可能だった前資本主義に回

帰するような効果を持つものである。しかし、私は資本主義と、障害者が実行して

いた労働と省察的近代の障害者が行う労働は違いがある。電子が1次産業中心の肉体

労働であれば、後者は、3次産業中心の労働になるだろう。マルクス主義に基づく障

害学が社会主義社会というユートピアの障害者の労働について抽象的で宣言的に理

想的な社会になるだろうと議論することとは異なり、省察的近代化に基づく障害者

の労働は、労働体制の変化をより現実的に予測することがある点で違いを見せてい

ることを知ることができる。 

 

2. 家族制度の弱体化と障害者の独立可能性 

1次近代には主に男性が賃金労働を行い、女性は家事•ケア労働を行った。これら

の性別分業に基づく典型的な核家族モデルに家族賃金（family 

wage）が提供され、福祉国家はほとんどの福祉給与を家族単位で編成してポリシー

を施行した。しかし、省察的近代の家族は、労働の変化ほど大きな変化が起こる。

まず、女性が労働市場に参加することになる。 

 

これにより、女性自身が女性の名前で税金を出して、それに応じて女性の個人のボ

クジグォン（welfare 

right）が発生する。これは、女性が家族という制度にとどまりなければならない必

要性をヤクフェさせるものである。家族は「「男性最も=個人」という同一視が破壊



され、男性、女性、子供という各個人に区別（パーソナライゼーション）」され、

また、これまで、家族内で家族が実行した様々な労働と機能がそれぞれ分断されて

、潜在的商品に変化することになる（家事労働、ケア労働、感情労働、生殖要素と

機能の商品化） 

省察的近代では、個人が仕事と家庭のバランスとるのがますます難しくなる。な

ぜなら、個人の生活を維持するために、家族の生活の時刻表は、労働の時刻表に合

わせてなければならないし、労働市場での成功のために、女性と男性は、労働時間

を増やし、家族の時間を短縮するしかないからだ。そして、このような家族の時間

の減少は、家族間の親密さの交流と疎通を減らし、自然に個人として自己のアイデ

ンティティを強化する。ベックとベック - 

がルンスハイムは、女性の就業率と離婚率の上昇が後期近代社会で個人を証明する

最も重要な指標と解釈する。  

もしそうなら、省察的近代化で表示される伝統的な家族制度と機能の弱体化は

、障害者にどのような影響を与えるのか。まず、最初に明らかなことは、家族が

障害者を扶養する機能は徐々に弱体化されることである。これは、障害者が自分

の欲求を満たすためにあり、家族ではなく、国や社会、あるいは市場からの依存

性が高くだろうということを意味する。第二に、家族ではなく、他のシステムか

らどのよう支援をうまく受けることができるのかは、身体障害者の労働市場参加

率と障害者を支援するための社会サービスのレベルに応じて異なって表示される

ものである。もし、障害者の労働市場参加率や公的障害者の社会サービスレベル

が高い場合は、障害者は「家族の個人化」現象の中で、家族に依存していない独

立した生活を営むことの可能性が高い。しかし、その逆の場合には、障害者は1次

近代に比べて2次近代の生活の質が悪化するだろう。 

 

 

3. 障害停滞感の形成の新たな可能性 

 

これまで労働システムと家族制度の変化も調べることができたように、省察的近

代の個人は、「多くの選択」と「複数のアイデンティティ」に開いている。人々は

過去の行動様式が廃棄され、開かれる新たな機会をつかむことができ、自分自身を

より能動的な存在に変化させることができる。もちろん、省察的近代に不安と危険

が潜んでいるが、同時にそれらは機会になることもある。 

ギデンズ（2001）は、人間がリスクと機会の間を移動し、自己のアイデンティテ

ィを構築し、省察的企画を介して自分の人生の歴史を自ら書いていく自己達成的個

人（self-sufficient 



individual）になっていくことが後期近代社会の特徴と規定する。 

これは、前近代社会を支配していた親族、社会的役割、伝統的義務のような基準

が消え、社会的知識と専門家の信頼をもとに、関係自体を目的とした人間の関係が

拡大されることがありますも意味する。このような状況を残してギデンズはこう言

う。「多くの人々はまた、前に立てた行動様式が廃棄され、開かれる新たな機会を

より能動的にキャッチすることができ、自分自身をより能動的に変化させることも

できる。この不安、リスク、機会はどのくらい新しいか」。 

省察的近代に開かれている数多くの選択肢と多様なアイデンティティの形成の可

能性は、障害者にも同じように該当する。社会文化的に1次近代よりも、省察的近代

では、人間の抑圧した各種制度の影響力が弱まり、様々な人間の個性が奨励される

可能性が大きいだろう. 

 

したがって省察的近代社会では、障害は個性の一種として議論される可能性が大き

い。つまり、障害学で強調している」障害者だけが持つことができる、障害と障害

者の生活に対する態度と、これを受け入れる程度」である障害停滞感（disability 

identity）、「障害様々な人の姿の一部として自然なこと、私たちの信仰を公表す

ることで、障害の烙印を置く社会構造への挑戦であり、長い間障害抑圧的な社会が

規定した障害の否定的な態度と信仰と感じから私たち自身を自由にしよう」と説明

している障害の誇り（disability 

pride）などがより支持されることができる可能性が高い。 

 

 

V. 決論 

 

本研究では、省察的近代化論が障害学に持つ意味を考察してみた。省察的近代化

は、障害者の労働が拡大することができる可能性についてマルクス主義に基づく議

論よりも現実的に予測することができた。また、「個人化」が深刻化し、家族の機

能が弱体化されている中で、省察的近代化では、障害者のニーズが満たされること

が障害者福祉サービスの公共性の確保のレベルに依存していることもわかった。一

方、省察的近代化が進むほど、障害停滞感や障害誇りの形成がより支持される可能

性があることもわかった。この章では、本研究の内容が社会福祉的にどのような含

意があるのかさらに考察し、これを基に社会福祉実践と政策策定に貢献できる提言

をしたい。 

まず、省察的近代化の社会福祉理論艦だ。省察的近代化は、最近まで社会福祉系

で議論されている新しい社会的リスクをより詳細に解明することができる談話にな



ることがあります。 

周知のように、新たな社会的リスクは、石油ショック以降開始され、1990年代に

至っては、ほとんどすべてのOECD諸国で示されたもので、グローバル化、人口の高

齢化、家族内の聖域が変化、労働市場の変化などと関連し示された一国レベルでの

マクロ経済制御、脆弱老人の扶養、仕事、家族、私の責任の両立、仕事の確保、適

切な福祉給付の提供などの困難を克服するための福祉国家の新たな役割に関連する

概念である。新たな社会的リスクが福祉国家の進化について重要な政策含意を提示

しているにもかかわらず、この概念は、基本的に近代的国民国家（modern nation 

state）の一形態である福祉国家を前提に、社会政策をどのように推進するかについ

て悩んでいる。 

これに比べて省察的近代化は、国民国家とその将来についての価値中立である。

さらにベックは国民国家システム、または国民国家社会学の批判的なまでである（

ホンチャンスク、2010）。ベックのバウマンような批判社会理論家たちは、前近代

の混乱に秩序を与えていた国民国家、労働倫理、強固な核家族システムと性別分業

、福祉国家などは急速に変化している後期産業社会でますます「溶解」されている

認識し（ベック、2010;バウマン、2005）、これにより、今後、人間社会の展開過程

は、階級と民族を超えた普遍的社会連帯の可能性から、さまざまな種類の原理主義

などファシズム的要素を結集させることができる反動の可能性まで存在することが

できと提示するものである（ホンチャンスク、2013b：213）。 

結局、新しい社会的リスクは、省察的近代化の初期展開過程を説明する位置にあ

る概念と思われる。省察的近代化は、時代区分のスペクトルが広く、今後の展開に

なる現代社会の様相と理想郷を多角的に展望するという観点から、より詳細な社会

福祉の理論として機能することができるだろう。 

第二に、省察的近代の障害者福祉政策含意だ。省察的近代化が進む過程で、障害

者のための社会サービスの公共性がさらに強化される必要があることを知ることが

できる。本研究で取り上げたように、省察的近代化が深化するほど、家族の機能が

弱体化される。これは障害者の福祉に責任を負う主体と国家と社会の役割が強化さ

れることを意味する。障害者のための社会サービスが弱い状態では、障害者が省察

的近代を迎える場合は、これは1次近代よりも障害者の生活の質と福祉が後退するこ

とになるからである。省察的近代化が障害者に真の開かれた機会になるためには、

障害者に安定した社会サービスを提供することが不可欠である。 

もしそうなら、障害者福祉サービスの公共性はどのように強化するのか。この問

いに対する代替を見つけることは容易ではない。なぜなら省察的近代の福祉国家の

基盤と影響力は徐々に衰退しており、市場での公共性を確保するのは容易ではない

からである。したがって公共性を担保することができる障害者福祉サービスの代替



的な供給主体の悩みが必要であり、それに対する有力な主体として国、市場ではな

く、市民社会部門として協同組合、社会的企業のような社会的経済（social 

economy）組織を活用した方法を積極的に検討して支援することができる方案を用意

する必要がある。 

第三に、障害当事者の政治的力量を強化することが求められる。本研究では、本

格的に説明はなかったが、省察的近代化に関連する重要な概念の一つで、下部政治

（subpolitics）が重要である。省察的近代では、1次近代の政治的中心制度であっ

た議会政治と政党の影響力が弱体化される。その代わりに、市民社会の領域を中心

とした代替的な政治家下部政治が活性化され、これにより、社会の意思決定および

原動力が起きるようになる。これは省察的近代の障害の福祉を向上させるためには

、障害者の下部政治が有効にする必要があることを意味する。 

省察的近代では、「無差別市民の多次元 - 

地球レベル、地域レベル、国家レベル、地方レベルでは、個人的なレベル - 

的な政治への参加を通じて、新しい政治共同体の規範と社会的連帯意識が発現する

」ということを考慮したときに、障害者の政治的力量を市民社会レベルで高めるこ

とができるいくつかの試みが要請される。これにより、先に見てみた障害者の社会

サービスの安定的供給のための政治的な議論を活性弓できるだろう 

第四に、省察的近代に合致する社会福祉と障害者福祉の専門家の役割が確立され

るべきである。省察的近代社会は、個人を労働市場、家族制度などから独立させる

傾向がある。これはベックが指摘したように、個人に挑戦になったり危険になった

りする。このような状況で省察的近代の個人は、専門家のシステムに以前の時代よ

りも依存することになる。これは障害者にも同様である。 

したがって省察的近代では、専門家に助言と相談を求めるクライアントと障害者

に、彼自身が「障害者」ではなく「独立した個人」としてのアイデンティティを持

つことができるように支援する専門職の能力を開発することが要求される。これら

の能力は、前近代社会はもちろん、1次近代社会に内在している人間抑圧的な、より

狭くは、経済至上主義的な価値を批判することができる認識を備えることから始ま

るとすることができる。これは障害学を基本にして、より哲学的、倫理的な指摘訓

練が必要であることを意味し、これを支援することができるシステムを強化するこ

とが求められる。 

本研究では、障害学の理論的議論をより拡大したということに意義があると判断

される。しかし、省察的近代化という西欧社会の中心の談話を韓国社会に適用して

、その分析の有意性をどれだけ確保したのかについては、議論の余地が多い。これ

については、その後の研究で、継続的に補完することが必要である 

 



 

Implication of Reflexive Modernity on Disability Studies:  

Centered on Individualization 

 

 

Jiwoong Jeong (Pai Chai University) 

 

This study performed to inquire the implication of reflexive modernity 

theory on disability studies centered on individualization. To achieve this 

purpose, this article studied the concept of disability studies, the main 

discourse foundation of disability studies, the basic understanding of 

reflexive modernity theory, and the implication of reflexive modernity 

theory on disability studies. Reflexive modernity theory can anticipate the 

possibility of expansion of labor market participation of the disabled, the 

extent of need satisfaction of the disabled is influenced by the level of 

public social service, and the probability of establishment of disability 

identity and disability pride will be strengthened. Moreover, reflexive 

modernity theory can be a theory which is able to investigate the new 

social risks theory more deeply, and presents that social economy 

organization is important as a alternative social service provision.  
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Topic 1. Japan 

 

Topic 1. The Conceptual Study on the Theories that can be applicable on Disability Studies in the 

era of Postmodernism 

 



「障害は近代を保つ部品である、が」 

Prof. TATEIWA Shinya, Center for Ars Vivendi, Ritsumeikan University 

 

第一に、ポストモダンが語られた前世紀から今の世紀にかけて基本的な変化は起こっていな

いと私は考えている。つまり、近代を自己所有権（self-ownership)の時代・ 能力主義の時代

（the age of "ableism"＝Ａ）とするなら、その時代は続いている。だが、同時に、常に、別

の原理・ 現実Ｂは併存している。Ａの時代の後にＢが来る、来てほしい、来るかもしれない

、と考える必要はない。常に二つ（以上）の間の抗争がある、それに社会運動も、またとき

に学問も関わっているのだと考えることである。Ｂは社会に現に存在する契機むしろ社会の

基底であり、またＡを批判し続ける位置でもある。それをポストモダンと呼びたければ、そ

う呼んでもかまわない。そしてＢは、ポストモダンの思想と一定の親和性を有するものでは

ある。私も以前いくらかは読んだ。ただ、その思想・ 言説がなければ成立しないものでなか

ったことも言えるとも思う。私はむしろ障害を巡る社会運動とその言葉から、Ｂを受け取っ

たと思う。（そして「post」と呼ぶ必要もないだろうから、私はその言葉を使ってはこなかっ

た。） 

 第二に、近代社会とdisability はどのように関わるのか。ここで私たちは、多様で連続的な

ability / dis-ability のなかに相対的に位置づくdis-ability と、impairment とセットのもとし

てあるdisabilityとをいったんわける必要がある。そして近代社会は、近代社会であるという

その条件のもので、di-sability の一部をdisabilityとして括りだし、ときにそれに一定の保護

・ 免責を与えてきたのだと考えることができる。さらにそのことによって近代社会は自らを

維持してているのだとも捉えられることができる。とすれば障害学もまた近代社会の維持に



貢献してきたのだと見ることもできる。 

そしてそれと同時に、障害を巡る社会運動と障害学は近代と別のものを提示したともさき

に（第一点として）述べたのだった。第一点と第二点、この両者はどう関係するか。報告原

稿の各国語のフルテキストをできるだけ早く用意し、私どものサイトに掲載する。また本報

告のとくに第一点については、拙著『私的所有論』（第１版1997、第２版2012）に詳述した。

その英語版が2016年に電子書籍で出版された。やはり当方のサイトから購入できる。またセ

ミナー当日もお持ちするつもりである。 

 

“Disability is one of parts to maintain modernity, but…” 

First of all, I believe that basic changes have not occurred from the last century 

to the last century when postmoderns were told. In other words, if modernity is the era of 

self-ownership (era of the era of self-ownership) (the age of "ableism" = A), that era 

continues. However, at the same time, another principle / reality B always coexists. B 

comes after A's time, you do not need to think that you want to come, you may come. It 

is always to think that there is a conflict between two (more), social movements, 

sometimes also science. B is the base of society rather than the existence in existence in 

society, it is also the position that continues to criticize A. If you want to call it post-

modern, you can call it so. And B has certain affinity with the post modern idea. I also 

read somewhat earlier. However, I think that it can be said that it could not be done 

without its thought / discourse. I think that I received B from the social movement and 

the words rather than disability. (And since I do not need to call 'post', I have not used 



that word. 

Second, how is disability related to modern society? Here we need to break 

down the dis-ability that is relatively located among diverse and continuous ability / dis-

ability and the disability under which the impairment and set are based. And modern 

society is a condition of the condition that it is a modern society, it can be thought that a 

part of di - sability is enclosed as disability, and sometimes it gives it certain protection 

and immunity. Moreover, it can be seen that modern society maintains itself by that. In 

other words, disability studies can also be seen as contributing to the maintenance of 

modern society. 

At the same time, the social movements and disability studies on obstacles 

mentioned (as the first point) before presenting a different one from the modern. First 

point and second point, how are these two related? Prepare the full text of the national 

language of the manuscript as soon as possible and post it on our site. In particular, the 

first point of this report has been described in detail in my "private ownership theory" (1st 

edition 1997, 2nd edition 2012). The English version was published in e-book in 2016. You 

can purchase from our site. I will also bring on the seminar day. 

 

 

 

 

 



Topic 1. China 

 

旧式、病気および残党のメタファーに対するポストモダン批判 - 障害に基

づく社会モデルの考察 

丁東（武漢東湖社会開発研究所） 

 

要旨：ポストモダン批評の最も重要な原則は、二分法を排除し、本質主義を放棄し、

主流談話や「その他」における様々な概念やイメージの反対を解体することです。 この

論文では、古い、病気の、残念なメタファーと協会の上に現在の中国の世界は、仮定の

背後にある共通の能力を解体しようとすると、社会モデルの障害を反映することができ

ます障害の平等談話の構築にもかかわらず、 、 "他の"恐怖と差別として高齢化。 

    障害のある社会モデルの場合、多くの場合、障害は治療可能な病気ではなく、難聴、

失明、身体障害などの治癒を必要としないため、障害は病気ではありません。 人々は

「障害」という言葉のメタファーを拒絶し、障害がひどく望ましくないという価格で障

害と疾病とを区別する。 身体障害者は全員と同じですが、患者と同じではありません。

 患者はすべてと同じではない他の人になります。 これは、尊厳の平等を損なうことに

なり、議論の「複数の能力」または「異なる能力」を弱めるでしょう。 

対照的に、障害は老化しておらず、人々は経済的な人々の合理的な期待に沿って現

在のバリアフリー環境構築のコスト便益分析を説明するために貧困層をつなぐことを望

んでいる。 高齢化につながる障害の可能性が高いことは事実であり、障害者の高齢者は

ますます高まっているが、「古いもの」と「1つ」を重視することは、2つの異なるタイ

プの生活様の経験と混同され、 障害の分野を再導入する。 この「老化」の社会は依然

として根深い決定能力です。 人々は肉体的精神的スキルが低下し、人々の自信とまとも

な生活に深刻な影響を与える「老齢」の人々を見る。 だから、「他者」の恐れがありま

す。 しかし、この恐怖は、平等な障害の問題を立証するための既成のツールであっては

ならないが、人類の無限の多様性と尊厳を示すために解体されるべきである。 

キーワード：障害疾患、老化、隠喩、脱構築 

 

A Post-modern Critique of the Metaphor of Oldness, Illness and 

Disability: Reflection Based on the Social Model of Disability 

DING Peng (Wuhan East-lake Institute for Social Advancement) 

Email: dingpeng.pidli@gmail.com 

Abstract: One of the most important principles of post-modern critiques is 

to eliminate the dichotomy of things, get rid of essentialism, and deconstruct 



the opposition between the mainstreaming concept or images and the ‘other’. 

This paper, using the post-modern critique perspective, examines the metaphor 

and imagination on the oldness, illness and disability in the Chinese world, 

tries to deconstruct the common ableism assumptions underlying them, and 

reflects on the possible construction of fear to the ‘other’ such as illness 

and oldness as the social model of disability tries to establish a discourse of 

equality. 

From the social model perspective, disability is not illness. As in many 

cases, disability such as deaf, blind and physical impairments, is not curable, 

nor need to be cured. People advocate rejecting the use of ‘canji’(disabled 

and ill) for its negative metaphor in Chinese and it seems successfully 

separate illness from disability. But it is at a price that illness is horrible 

and not acceptable. Persons with disabilities are entitled with the same rights 

and endowments as all people but they are different from ill people. Ill people 

is the only group distinguished from all people as the ‘other’. This may 

derogate the equal dignity of all people and weaken the argument for ‘diverse 

abilities’ or ‘different abilities’. 

As an interesting contrast, disability is not oldness either, but people 

are willing to connect them to illustrate the cost benefit analysis of building 

accessible environment based on the reasonable expectation of an economic man. 

Oldness will for certain leads to a higher probability of experiencing 

disability and old people is an increasing part of the population in many 

societies, but if we emphasize too much on the ‘merge of oldness and 

disability’, it will confuse the 2 types of life experience and re-introduce 

the course of ‘disabled’ for old people into the area of disability. This 

society is still deeply rooted with the ableism judgement on oldness. People 

have witnessed the decay of human body and mind when getting old, which impacts 

profoundly on their self-confidence and decent life. This creates the fear of 

‘other’ and this fear should not be used as a given convenient tool to 

justify the equality issues on disability. It should be deconstructed to 

completely reveal the infinite diversity and equal dignity of all human beings. 

 

Key Words: disability, illness, oldness, metaphor, deconstruction 

 

ポストモダン批判、最も重要な精神は、二分法を排除し、本質主義を放棄し、様々



な概念やイメージの主流談話の解体と「その他の（他の）反対派」である。 この論文で

は、古い、障害のある、病気の隠喩と協会上の現在の中国の世界は、仮定の背後にある

共通の能力を解体しようとし、社会モデルの障害を反映することができます障害の平等

談話の構築にもかかわらず、 、 "他の"恐怖と差別としての高齢化 

 

1. 能力主義」の解体：ポストモダンフェミニストから障害者へ 

 

   リオタールの意志 （Jean-François Lyotard） ポストモダンはメタ・ナラティブの

ために定義されている（meta-narratives） 懐疑主義 ポストモダンの知識は、権威の手

にある単なるツールではない。 差異に対する人々の感受性を高め、無能なものに対する

耐性を促進する。 ポストモダニスト的視点：普遍的な真実の宣言における合理主義の一

元論、しかし少数の反体制派の抑圧を宣言したもの、事務の性質の規定における形而上

学的二分法、しかし世界の独特の知識を提供する 階層的、人間的な自然法制社会の変容

のための因果律の権限の使用は、宇宙の偶発的存在と個人の自由の前提を曖昧にし、人

を擁護する主観的哲学はすべてのものの規模と自然の目的ですが、 言語、文化、その他

の無視と致命的な抱擁の制限。 したがって、宗教的廃止の神話の合理的な使用で、モダ

ニズムの脱構築への多元的アプローチの中心に、非合理的な、反基礎を使用する必要が、

また、魅力の合理性の新しい神話になる必要があります。 

   伝統的な「形而上学的存在」は、（metaphysics of presence） それは、バイナリロ

ジック、真実/偽、スピーチ/ライティング、ファクト/バリュー、スピリチュアル/フィ

ジカル、必然的/偶然的、明確/比喩的、リアル/架空、観察/ 客観的/主観的な2進対立は、

常に前者が後者を支配する。 脱構築（Deconstruction） まず第一に、このような「ロ

マンセントリズム」”（logocentralism） 一方、破壊の支配のレベルは、いかなる新し

いランクの出現にも反対している。 

   この記事は、これに基づいて、障害と病気の解体、障害、および二分法におけるメタ

ファーの高齢化に基づいています。 さらに、権利運動のフェミニスト運動への動きとし

て、この脱構築はポストモダンフェミニズムの脱構築過程から学ぶ必要もある。 

   焼き男、優しい女;男性は迫害され、女性は被害者であり、挑戦する男性は喜んで、

平和を愛する女性;自己中心的である男、女の人は敵である、女性は友人である：主に現

代のフェミニスト思想の前にした後、この形而上学的な「毒」の二分法は......プロセ

スに着目した結果指向の男性と女性が、実際にはにつながる、女性の喜びは、身体のあ

らゆる側面に反映され、人間の喜びは、性器に限定、気に人々のネットワークです男性

に対する曖昧な態度、幻想の依存と調和の批評家、ポストモダンフェミニストの批判。

また、日/月、昼/夜、悲観的/楽観的、ポジティブ/ネガティブ、隠喩とウェン・ミング 

/自然の二分法のオス/メス2項対立などに、我々は「論理的な拡張で、デリダのような解



体に来る必要があります"野党と抑圧の論理の代わりに（補足の論理）。男性資質やステ

ータスは「与えられた」、女性の「存在」は逆に、土台の存在ではないではないが、ダ

ウン症の女性の「不在は」男「プレゼンス」と「トレース」と基礎となりました。既存

の性別階層は法制度を破壊ではなく、別のレベルに置き換えますが、形而上学の反対を

奪う必要があります後は、常に、平等「ゲーム」の胚新しいルールを解体。
6
男性の曖昧

な態度、幻想の依存と調和の批判、ポストモダンフェミニストの批判。 そして、太陽/

月、昼/夜、楽観的/悲観的、肯定的/否定的、文明的/自然的な二分法の比喩と男性/女性

の二者択一の場合、デリダの脱構築である必要があり、 "野党と抑圧の論理の代わりに

（補足の論理）。 男性の特性とステータスは "与えられていない"とその "存在"は、女

性の存在の基礎ではない、反対に、女性は "存在しない"証言は男性の "存在"と "痕跡"

と基礎になった。 既存の法制度では性別レベルを覆す必要があるが、別のレベルではな

く、形而上学的な反対を解決し、平等な「ゲーム」の新しいルールを解体するためには、 

   このことを鑑みると、一方では、「暗い世界」、「沈黙の世界」など、過度に解釈さ

れるレトリックとしての障害の隠喩は、私たちの世界をゆったりとし、枯渇させ、想像

力を欠き、見ることができない / "他の"同等の地位と豊かな人間性を感じる。 同時に、

背後にある古くて障害のある病気のメタファーにも、同様の前提があります。 それは、

人間の本質はある種の能力を使用することであり、それ以外の場合は無能、障害、劣等、

法的能力、責任は限られていると信じている。 ポストモダンの批判は、同質の基準のア

イデンティティーを置き換える多元主義の「異なる能力」を持って、人々の多様性を強

調してこの反対を解体することです。 

 

2. 障害の社会的モデルが、老人と病人に対する恐れと差別を構築している

かどうか 

 

   無秩序な社会モデルの場合、多くの場合、障害は治療可能な病気ではなく、先天性障

害または難聴、失明、身体障害などの治癒を必要としないため、障害は病気ではない。 

障害および疾患は、ヒトの「正常」状態であるか、「異常」でない状態である。 しかし、

人々は「障害」という言葉の隠喩を拒否し、それを障害や病気と区別しています。価格

は、病気がより恐ろしく望ましくないようであることを認めることです。 身体障害者は

全員と同じですが、患者と同じではありません。 患者はすべてと同じではない他の人に

                                           
6
 Jean Francois Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, University of Mlin

nesota Press，1984, 趙Yifanの中国語翻訳は "ポストモダニズム"、社会科学文学出版社1999年版に翻

訳されています。 

2
 王Zhihe： "混乱ゲーム：思考のポストモダン哲学"、社会科学文学出版社 1998 年版 152-159 ペー

ジ。 



なります。 これは、障害者の権利に関する国際規約と人権制度全体として認められてい

る人々の平等な尊厳を損なうものであり、障害運動のための運動における「複数の能力」

または「異なる能力」に関する談話を弱めるだろう。 

 

2.1多様な能力：障害後の障害？ 

   中国の障害者法（2008年）では、身体的、生理学的、人的構造、組織、機能の喪失

または異常が完全にまたは部分的に失われ、特定の活動に従事する人物として障害者を

定 義 し て い る

（A disabled person refers to one who has abnormalities of loss of a certain or

gan or function, psychologically or physiologically, or in anatomical structure

 and has lost wholly or in part the ability to perform an activity in the way c

onsidered normal）。 条約の第1条では、障害者の権利に関する国際条約の定義とは異

なり、身体的、精神的、知的的または感覚的な長期的な傷害を有する者が様々な障害と

相互作用し、 社会への完全かつ効果的な参加に基づいて、他者の平等を保つこと。 条

約による障害および障害の定義は、身体的、精神的、知的的および感覚的な個人の「傷

害」を強調するだけでなく、外部の障壁との「相互作用」を強調し、障害は環境および

態度の障壁、傷害および障害 行動の結果は障害です。
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   条約の障害を定義する新しい概念の背後には、「正常」の反映があります。 西洋の

概念では、正常な男性は健康で、独立して合理的であるとみなされます。 多くの政治的、

哲学的、医学的な理論がこの前提で構築されている。 ノーマルはサウンドとして定義さ

れていますが、これはおそらく神話です。 "正常"は文化的かつ歴史的概念であり、異な

る個人のために、身体 "正常"も異なる。 「標準、普通、普通」という言葉は、1840年

に初めて登場し、「ノルム」（ノルム）「ノルム」（正常/正常）および他の言葉として

現れたことを意味します。 19世紀の統計の誕生は、「正常」という概念の出現に寄与し

た。 この概念が出現する前に、人々は正常な状態ではなく完全な状態を追求しています。

 例えば、古代ギリシア時代のプラトンの「形」（形）概念は、人々の人生の追求を描写

しており、理想的な状態に合致することはできません。 

   中国政府は、1980年代に「中国障害者連盟」を「障害者」を置き換える機会として設

立したため、医療モデルを取り替える社会モデルの混乱の最中に、「障害」という言葉

は、医療モデルを障害に置き換える過程において、 障害者の尊厳の大きな進歩を認識し

てください。 特に、2008年に中国は「障害者保護法」を改正したが、「障害者権利条約」

の「障害」の定義に直接言及していないが、「障害に基づく差別禁止」の概念が初めて

法に導入された。 「障壁のない環境」の章、そしてその後の「バリアフリー環境構築規

                                           

3スーザン・ソンタグ：「解釈への反対」、Cheng Wei翻訳、上海翻訳プレス、2003、pp。9-14。  



制」（2012年）の開発における行政規則だけでなく、「障害」と「障害」の進化を反映

しています。 

   そして、障害を持つ多くの人々が身体機能障害（病気）状態を取り除くことを熱望し

ていることを考慮に入れてください。 中国政府は、常に「リハビリ」を障害者の原因の

焦点とみなしてきた。 障害のある多くの人々は、政府の「リハビリ」サービスに認識さ

れているか、または依存しています。 これらの概念と政策は、実際には「障害」という

用語の複雑さを増しています。 例えば、一部の市民擁護機関では、「障害と呼ばれる中

国では、障害と呼ばれるいくつかの西洋諸国では、障害と障害の間に本質的な違いはあ

りません。 中国の文脈と中国の障害政策の支持プロセスに戻って、「障害」を「障害」

に置き換えることを支持することは、障害者の権利に関する国際条約の概念を明確にし、

一見不一致の紛争の合意を集めるのに役立つ。 

   しかし、人々が19世紀に慣れている場合、この近代的な科学技術、医学、障害の代わ

りに障害に論理的に "線形進歩"論理の法的次元、そして障害を置き換える障害は、病気

と障害のリスクの構築です ザ たとえば、ソーシャルワーカーは次のように考える： 

19世紀から20世紀にかけて、科学と医学の進歩により、人々は徐々に「身体障

害」が生物学的および医学的な理由から身体の機能および構造の損傷が生じる

ことに気づいた。 このビューは "医療モデル"の観点と呼ばれ、これに基づい

て "リハビリテーション"理論が生まれました。 「身体障害」である医療モデ

ルは、投薬や手術によって回復することができます。 しかし、実際には、医学

的モデル談話の「リハビリ」は、身体的、精神的に障害のある人にとってはた

やすいことであり、身体的および精神的障害を持つ人にとってはおそらく「リ

ハビリ」という言葉が適切です。 もちろん、「病気」、「患者」、その他身体

的、精神的な障害に使われている言葉も非常に間違っています。 "障害物"とい

う言葉はほぼ中立的であり、機能的またはその他の制限から生じる可能性のあ

る人間と環境の相互作用に対する障壁を強調し、 "障害者"だけでなく、 「参

加」と「支援」の2つの側面を強調する。 

   従って、障害は病気ではない。 障害は、個人と社会環境との相互作用の結果であ

り、病気は個人的である。 そして、スーザン・ソンタグは、「病気の隠喩」において、

未来的な隠喩の中で生きている病気の王国に住むことはほとんど不可能であり、隠喩

の対象ではないと警告しました。 これらの病気（結核、癌、エイズを例として）の隠

喩を明らかにして、道徳的な関連性を排除したり、人々が合理的かつ堂々たる生活に

戻ることができる悪質な性格を持つことを示唆しています。 それでも、障害（または

傷害）は、現在「障害」の概念では「あまり」または「放棄」されています。 病気そ

のものは、個人に属する醜い、嫌な物理的および精神的な問題です。
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   外部の障害を排除するだけではありません。 あなたが物理的な機能の損傷につい

て話していなければ、障壁はあいまいな概念になり、定義することはできません。 さ

らに、身体機能の損傷の定義自体は社会的であり、生物医学的基準は社会的および文

化的要因の影響を受ける。 この記事のポストモダンな視点では、「障害」と「病気

（傷害）」バイナリ断片化の解体は、障害者グループの障害を含む人々の多様性、教

義の能力、 人々を定義するための本質主義。 

   多次元能力の観点からは、能力そのものが流れており、誰もがそれぞれ異なる質と

能力を持っています。 誰もがサポートを受ける時間があります。 私たちが病気にな

ったら、医師の支援が必要な場合があります。契約を締結するときは、法律家のサポ

ートが必要な場合があります。 社会の人々は相互に支持的な関係にあり、「全能」な

人間はいません。 能力は静的ではなく、年齢の増加とともに、サポートの必要性は異

なります。 視覚障害を取り除くための電灯やメガネの発明、昇降の障害を取り除く

人々のために発明されたエレベータなど、個人の能力の拡張の社会発展を実際に楽し

んでいます。 

 

2.2人生経験： "古い障害者"は何を意味するのでしょうか？ 

   「病気」（傷害）の放棄とは対照的に、障害は老化しておらず、人々は障壁のない

現在の環境と関連する社会保険政策の費用対効果分析を説明するために、 経済的合理

的な期待に沿って。 誰もが障害の可能性についての自分の経験の想像力に自信を持っ

て喜んでいるわけではありませんが、誰もが年老いた後で自分の人生経験を考慮する

必要がありました。 

   以前に報告されたように、統計は「通常の」測定可能な基準を触媒するだけでなく、

今日の障害政策の策定において重要な役割を果たしています。 統計的研究の場合、高

齢化や障害に関する経験的データはしばしば特に説得力があります。 例えば、台湾の

データは1992年から2015年にかけて障害者人口は6.8％から13.2％に増加したが、全人

口の高齢者は1.1％から5.0％へと増加した。 より単純な数字は、2001年に高齢者の割

合が35％を占め、2015年には39％であることである。 2016年には、すべての高齢障害

者の半数が身体障害を負いました。 これは、「高齢者福祉法」、「精神保健法」、

「権利と利益の保護法」、「介護サービス法」、「国民健康保険法」などの法律 高齢

                                                                                                                         
5 
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者の注意障害。
9
 

 

2015年までの台湾の人口・人身障害：年齢別Source脚注 

 

   研究者は、その後、世界的な高齢化の傾向がますます荒れている、高齢者の人がま

すます増えていることは疑いのない事実であり、医療レベル、リハビリテーション技

術、公衆衛生知識、 重度の身体障害を持つ人々の多くが老齢になる可能性があります。

 暗い現実の "記述"の高齢者識別のアイデンティティに関する中国本土の別の例： 

障害の症状は、障害のある高齢者の老齢に重大な影響を及ぼし、障害のある高

齢者の毎日のセルフケア能力を低下させ、障害のある高齢者の日常的なコミュ

ニケーションとコミュニケーションを妨げている...彼ら自身を「障害者 "の存

                                           

9  Zhang Henghao、Su Fengshan： "Disability Rights and Their Misuse"には、Zhang Wanhong（編

集者）、「社会科学史学出版社2016」205-214頁の「Disability Rights Research（Volume III、Issue

 1）」が含まれていた。 GeのZhongming、李Jinxiu： "障害の予防と組織体制の構築の異なる見通し"、

 "中国のミャオ族社会のような社会的、文化的要因については、"障害 "存在しない概念が存在しない

存在しない、 "No.3、2011。 

10 Zhang Wanhong、Gao Wei（編集者）：「障害法チュートリアル」第1章、社会科学文献刊行館を出版
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11 XUE Cheng-tai：2017年6月22日、天津で開催された「第二次横断人権セミナー」に掲載された「障
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在。 したがって、高齢者のための「障害」属性が認識され、受け入れられ、

徐々にその不可欠の属性になります。 例えば、「最初の右の耳は少しの声を聞

くことができます... ...後で完全に聞くことはできません。一定の期間が過ぎ

ると、それは人生の聴覚障害者に完全に適応しています」、そして障害が大き

な問題であると感じることはありません。 

   高齢化につながる障害の可能性が高いことは事実であり、障害者の高齢者はますま

す高まっているが、「古いもの」と「1つ」を重視することは、2つの異なるタイプの

生活様の経験と混同され、 障害の分野を再導入する。 障害は老化していない、理由

は次のとおりです。まず、赤ちゃんから高齢者への多様な年齢分布の障害は、多くの

異なる人生経験があります。 第二に、障害カテゴリは多様であり、その発生、進化は、

必ずしも高齢化と関連するものではない。
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   同時に、この「高齢化」の社会は依然として根深い決定能力である。 人々は肉体

的精神的スキルが低下し、人々の自信とまともな生活に深刻な影響を与える「老齢」

の人々を見る。 映画「Still Alice」は、（Still Alice） 台湾の長文は「見守って

いた」と米国のドラマ「インターングレイ」は、（Grey's Anatomy） （雌、母）老年

性認知症では、鮮明な例があります。 この「老化」の社会は、「女の子の顔」「凍っ

た年の美しさ」のエンターテイメントの狂気や狭い経験とビジョンの時代の背後にあ

る老人を嘲笑した知的エリートなど、私たちの期待には寛容であってはなりません。 

だから、 "もう一つの"恐怖としての "老人"があります。 

   しかし、この恐れは、障害の問題を正当化するための所定の手段であってはならな

い - 老化によってもたらされる「結果」の種類を避けるために、我々は今それを準備

すべきである。この並置の障害と老化は、無限の多様性と平等な尊厳を完全に示すた

めに解体されるべきである。 

 

3. 美学と正義の融合のポストモダン次元：障害の物語から人間の多様性へ 

 

   老人、病人、および障害者（中国の文脈でよく使われる）についての老人の比喩的、

類推、および関連は、生き方または生き方である。 理解、倫理、感情的ショックに至る

この種のアクセントを反映するために、審美と正義を組み合わせたポストモダンな法学

                                           
12 羅yaは： "中国の障害者のための老齢安全保障システムの構築のための障害の社会的パターンとその
意味"、安徽農業大学雑誌（社会科学編）、第1号、2016。 

13 
八尾元、陳昫： "障害のある高齢者の識別問題"、 "人口調査" 2011年第六期。 

14 アメリカ医学研究所（The Institute of Medicine） 提案された「増加と障害のプロセスモデル」”
（enabling-disabling process model），https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK233576/ザ このモ
デルは、外部の文化心理学のダイナミックな過程と、身体的環境と身体的傷害との相互作用を指摘して
いる 



の重要な次元を探求する必要がある。  

   これは簡単ではありません。 この法律は、世界の複雑な現象を単純化する方法でイ

ベントを扱います。この単純化のために、法律が人類、生命、世界を正しく理解できる

かどうかを批判しています。 法律はあなたが見たいものだけを見て、法律は「あなたは

誰ですか？私はあなたをどう扱うことができますか？ さらに、合法性、客観性、中立性、

社会科学の支持について、法律や主流の談話、主流の談話によって宣言または試行され

た判断は、あまり合理的でないか陳腐なメタファーと混在する可能性がある。 そこで人

間（人文、文化）の次元を紹介し、美のインスピレーション（比喩）を追求する。 美学

は私たちに法律を反映するのに役立ちますが、法律だけでは議論の社会的秩序と価値の

一部を解決することはできません。 

    意味のある形としての米国は、溢れ出る瞬間を引き起こし、私たちはオブジェクト

と視界の足かせの既存の認識を越えて行きましょう。 認知的、道徳的な判断と比べて、

美しさはより自由です。 障害のメタファーのこれらの異なる解釈に直面して、我々は新

規であり、驚いている、あるいは圧倒されている。 したがって、両方のビジョンを飛び

越える可能性がありますが、視野の中のオリジナルや練習の可能性にも対応できます。 

   リオタールやその批評家のようなポストモダニストは、審美的なものは人体のように

「超越的な」直感に基づいていると主張する傾向があるが、 感情を変えるのが難しいの

に慣れていて、その指示のために、私たちは屈服する以外に選択肢がありません。 しか

し、ポストモダンの法理論は審美的関心の復帰についてコメントされている。 少なくと

も「美学」（美学のみ）では美学には公平な属性が含まれていることが要求され、人々

は意識的に道徳法の尊厳、高貴さ、尊厳を感じています。 審美的な喜びは魅力的で、

「良い」と暗示されていることも微妙な力を持っています。 「美学そのものは、人格の

誠実さと調和を回復させることを目的とした、解放のプロセスです。」「未来への美的

観点、より良い世界と仕事のために、社会の変化を促進することができます。
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損傷相互作用の動的プロセ

ス: A person with a given level of impairment or functional limitation (i.e., potential disa

bility) will experience greater disability (more displacement of the mat) in a less supporti

ve environment than he or she would experience in a more supportive environment. The amount 

of disability is proportional to the amount of displacement in the mat that represents the e

nvironment. The environment is represented as having two general categories: the social-

psychological and the physical. それにもかかわらず、 "機能" （function） “能力” ”

（ability） 審査の基準は、依然として「普通の」能力主義に基づいている。 

15 
女性にとっては、高齢化に基づく差別はより深刻です。 李小丁を参照してください： "女の子の顔

が蔓延する時代、中国の女性なぜ古い"勇気 "を成長させる？ "

https://moment.douban.com/post/142773/。 

16 
小Mu： "あなたの母親はあなたが結婚するように促しhttp://www.sohu.com/a/153123993_383724 こ

の記事は、社会構造、親、経済的資源、解釈するために女性の個人的な成長の機会から、より "合理的

"になる10万人以上の読書ボリュームがあるWeChat公開 "象の協会" 6月29日、2017年に公開 老人 "強

https://moment.douban.com/post/142773/
http://www.sohu.com/a/153123993_383724


   モダニティの美学 - 法学、政治理論、科学、音楽のいずれでも - 順序と一貫性にこ

だわっています。 ポストモダンの多元主義の美学は、新しい時代の美的精神に沿ったも

のであり、法の一貫性、秩序、支配の3つは断じて拒絶されている。 美しさはさまざま

なコミュニティの合体であり、小さな外乱の1つは予測不可能な結果につながります。 

これらの結果はとても新鮮で、驚きのためだけでなく、どこで止まるのかもわからない

ほどの価値があります。 ウンガーとサントスは、革新的で、揺れ動いているが、創造的

で精神的な、最先端に住むユートピアンを描いてきました。 

   したがって、障害者の権利に関する条約から世界人権宣言まで、障害の物語は、人間

の多様性と平等な尊厳を再確認するために、より多くの隠喩とその限られた解釈に開放

されるべきである。 障害者の身体的、精神的経験を深く理解し、既存の狭い想像力や偏

見を排除するために、固有の尊厳、抽象的な概念の平等な権利から深く理解するのを助

ける。 アイデンティティ、平等な扱い、社会正義問題の幅広い範囲： 

文化的問題の妨害は社会正義の問題であり、少数民族は健全に集まり、自分の歴史

を見て、集団的対立は公正ではない。 障害者自身が同時に複数のアイデンティティを

持ち、複数の抑圧を経験することもありますが、異なるアイデンティティ間の相互作

用によって、障害のある女性、聴覚障害のある原住民、視覚障害の仲間など、彼らの

ニーズは容易に見過ごされます。 近年では、障害者のジェンダーの問題を除けば、年

齢、階級、民族はあまり議論されていないようです。 しかし、障害者の複数のアイデ

ンティティは、他の社会運動グループ間のつながりを通じて、権利と利益のための

闘いにおける異なるコミュニティ間のパートナーシップを形成する可能性がある

ことを認識しなければならない。 

                                                                                                                         

制結婚"現象。 ネットワーク上の他の記事、それは片側の皮肉か "怒っている"。 

17 
も参照してください Alan Norrie, Law and the Beautiful Soul, Routledge-

Cavendish 2005; Theodor Ardorno, Aesthetic Theory, Universitv Of Minnesota Press 1998; Adam 

Gearey, Law and Aesthetics, 1-23, Hard Publishing 1998 そして、Lin Congxianから移管された： 

"ペナルティ - （現代の）法律放棄"、 "刑法"第一号の第5巻。 

18 
Martin Jay, “‘The Aesthetic Ideology’ as Ideology,” Cultural Critique 21 (1992): 41; 

Josef Chytry, The Aesthetic State (Berkeley: University of California Press, 1989). 

19 
ますます広範な文献では、ポストモダンの法理論への一般的な導入が目に見える Alan Hunt, “The 

Big Fear: Law Confronts Postmodernism,” McGill Law Journal35 (1990): 507; Anthony Cook, 

“Reflections on Postmodernism,” New 



したがって、障壁文化はまた、クラス、民族、性別、性的指向、宗教などの社

会的正義の問題を理解し、終わりには理解しやすいイニシアチブへの障壁 どの障

害物に障害物の身元を奪う権利があるべきか。 

 

   最も包括的な反差別同盟を確立するために、障害者権利運動からより広範な肯定的な

社会運動へ、そして人間の能力と状況に関する「その他」のメタファーの脱構築。 障害

は人間の多様性の次元であるダイナミックスタンダードです。 そしてその人自身が美的

次元です。 個性の独立した発達を追求する最も多様なグループ（高齢者、患者を含む）

とともに、個人の自由の追求と社会生活への平等な参加が結びつくべきである。 さらに、

社会が現代の単一線の進化的座標におけるシステムと概念の多様性を「融合」し、尊重

することができなければ、障害者は他のすべてと同様に、 、ナラティブ、狭い障壁や利

益団体の限界を超える「騒音」は、偏見や差別の原因を取り除く。 これは、人権運動と

しての障害者運動の最新の成果であり、ポストモダンな批判における美学と正義の組み

合わせからの深遠なインスピレーションです。
12
 

Topic 1. Taiwan 

                                           

England Law Review 26 (1992): 751; “Postmodernism and Law: A Symposium,” Colorado Law 

Review 62 (1991): 433 –598; Gary Minda, Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence 

at Century’s End (New York: New York University Press, 1995); Douzinas and Warrington, 

Postmodern Jurisprudence; Costas Douzinas, Peter Goodrich, and Yifat Hachamovitch, eds., 

Politics, Postmodernity, and Critical Legal Studies: The Legality of the Contingent (London: 

Routledge, 1994). 

20 
[カナダ]デズモンドマンデルソン： "メロディの法律を聞く"、丁鵬翻訳、河北省教育出版、2016、

最初の366ページ。 

21 
Roberto Mangabeira Unger, False Necessity (New York: Cambridge University Press, 1987), 53

1–32; Milovanovic, Postmodern Law and Disorder, 234 –

36; Santos, Toward a New Common Sense,491–98. [カナダ] Desmond Mandelsonから： "メロディの

法則に耳を傾ける"、Ding Peng翻訳、Hebei Education Press、2016、242-245ページ。 

22 
張Henghaoは： "私はパッチを当てる必要はありません：障害、文化と普遍的な人権"、台北大学社会

学科の著者、教授、この記事は、2016年に "文化に参加する障壁から、障壁文化を見るために"セミナ

ー スピーチの中で、全文を見ることができます

 https://twstreetcorner.org/2016/09/10/changhenghao-2/。 Ding Peng：「障害と平等のイメージ」、

Zhang Wanhong（編集者）：「社会科学文学刊行誌2017年版Disability Rights Research（Volume III、

No. 2）」も含まれています。
 

23 
ここでは、それを示すために意図されている "ノイズ"です：まず、これは複雑で複雑なものは、常

に秩序で、厳密かつ効果的なオープンな対話プロセスではない、第二に、小説（文献）と中国近代化の

プロセス 歴史、政治、そして中国の法律や文学、法的・審美的な研究の豊富な資料、革新的な障害物

語参照オブジェクトとして使用することができます。 Wang Dewei：「中国の方法を想像する：歴史、

フィクション、物語」、Sanlian書店、1998、pp.12-13
 



 

狂気と公的理由 

 

陳文珊 

 

すべての身体的および精神的障害、狂気、しばしば最も深刻な悪意で。 それは合理

的なオブジェクトとみなされるだけでなく、純粋に野生の残酷とみなされ、完全な

10は文明の反対です。 現代社会の出現に伴い、大規模な集中管理が行われました。 

物理的な拘束、嘔吐、浣腸、さらには血液浄化の慣行を用いて、啓蒙主義によって

、患者の獣を抑圧しようとする狂人の試みへの初期のアプローチは、道徳的治療の

「管理」に焦点を当て、環境を通して、患者 内部の「合理的な」命令を再構築する

規律。 19世紀以降、精神病の範囲には、精神医学、アルコール依存症、マスターベ

ーション、同性愛およびその他の社会的社会が行動に適さないようになることが含

まれています。 

 

フーケが言ったように、狂気の歴史は "境界の歴史です - 内容はいくつかの鈍いジ

ェスチャーですが、完成すれば忘れられます。しかし、文明はこれらのジェスチャ

ーを通してあり、 ポストモダニズムは、中立主義の合理性を強調する近代的合理批

評と脱構築の部局は、客観的かつ一般的に中立的な知識を否定し、認知の主観性、

複数の価値の共存、そして線形性への疑問を強調する 進行状況のプログレッシブな

ビュー。 特に、精神病の概念を批判し、精神科医の職務権限に挑戦し、精神病院を

建設する必要性について懐疑的な、1970年代に高く評価された反精神運動。 

 

身体的・精神的障害に関する条約の出現に伴い、クイーン・ライツ・アンド・エリ

シオン・ユニオンなどの台湾精神障害社会福祉グループは、精神病の烙印、精神病

院の管理、精神衛生と医療の関係に注目し始めた 非医療モデルのための地域支援政

策を推進しようとする試み。 誰が狂っている？ 合理的とは何ですか？ どのように

一般公開されていますか？ だから論争の焦点になる。 ポスト・ 合理主義の知識理

論が可能か、それをより包括的な公共政策策定の基礎としてどのように使えるのか？ 

 

 



キーワード ：(keywords) 

狂気、文明、フーケ、反精神運動、制度化、身体的および精神的障害、合理性、人

間多様性、身体的および精神的障害のある人物の権利に関する条約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forum Session 2. 
 

 

The roles and 

characteristics of 

Consumer culture and 

postmodernism 

 

 

消費者文化とポストモダ

ニズムの役割と特徴 
 

 

 

 



Topic2. Korea 

 

消費者文化と脱近代化の役割と特性 

徐仁煥 Seo Inhwan（韓国障害人財団事務総長） 

 

 

1. 序論 

 

この原稿はポストモダニズムつまり脱近代化についての話だ. 現在の問題解決は,近代構造の

解体と再構造化を通じて変化することだ. 一つの理論やモデルではなく談論を通じた多様性

を受け入れたことで未来現象について備えることができる. 

この原稿は近代化が新たな仕組みをどのようにして備えるべきかを想像して見て、多様な論

議を求めるための議題を提供するためのものだ。 

 

 

2. 人類の歴史の経験 

人間の歴史はより安全で楽な生活を営むことができるかとそれをいかに長く維持できるかど

うかに関心を持って成功と失敗を繰り返してきた。 長い歴史の中で、人類は一つの大きな教

訓を得ることになった。 それは相手を認めず、一方的な幸福は存在できないということだ。 

お互いに連合して力を育てて、構造的に役割を定めて相続をしても、多くの物質を所有して

消費しても、人間の幸福は長く行くことができず保障を受けられない。 

そのため人間はお互いを認めて、妥協する幸せと安全を考えるようになり、近代化の労働中

心から抵抗して人間性を獲得したのが人権だ。 そしてこの人権は自由と平等の保障に達成す

ることができることを分かるようになった。 

 

3. 近代化 

封建主義の前近代化を経て、近代化を成し遂げたのは、資本と技術、労働の価値観で人間の



定められた身分を否定しながら始まっており、人間の機械化から脱することができたのは労

働も資本に劣らない重要な役割があったからこそ、社会的権力の配分権が与えられるしかな

かったためだ。 

近代社会において啓蒙主義と技術の発展は資本を所有することを地位の基準と考え、白黒イ

デオロギーによって価値判断を追求して生きてきた。 

障害者は封建社会で温情主義による家族中心の中に埋もれて生きてきたが、労働者中心で疎

外集団になっており、これを補うため、福祉の国家的責任を掲げた。 

 

4. 消費者文化 

人は誰でも財貨と用役を生産して消費する。 人間は息をして生きるためには、その息と同様

に連続的な財貨と用役の行為が行われる。 商品とサービスの売買と消費が近代社会の特徴と

いえば、障害人消費もやはり地位的に分化させ、市場も同様に分裂した形態を造成する。 

技術は障害を解消、または軽減することに使用できるが、不便を解消するという技術の本来

の役割よりは消費能力を中心に技術の恩恵が与えられ、障害は、さらに多くの違いを造成す

るようになり、社会環境はさらに深刻な障害を構造化した 

ところが、人権の意識の改善と購買権の福祉的保有によって、障害人らも、消費者としての

権力配分や決定権を求めるようになった。 

障害者も労働に参加するように誘導する各種方策を講じながら、それが目標となって、生産

をする機会を得ようとすることを介して価値を獲得しようとしている。次には、当事者主義

によって自己決定権と選択権を主張しながら地位を向上させて、それによって自尊感と幸福

を追求するようになる。 

消費者としての要求は、社会参加の平等権と政治参加の勢力化を通じた組織化を介して強化

されるが、接近性の確保、健康と医療利用での保障、文化享有権、社会の一つの集団として

の固有文化の確保、意思疎通と情報習得の保障と技術開発、補助技術と社会サービスの市場

での主体的役割を追求することになる。 私有財産の程度が社会的地位を決定したことから消

費者文化の拡散で多様性を認められて購買権を持つことができるように国家と社会が責任を

持つようにする役割を果たすことにした。 障害の正常化ではなく、障害の固有性を要求した

ものである。 



5. 世界化と福祉国家 

福祉国家の危機は、世界化によって新たな局面を迎えている。 世界化は国民経済が開放的に

なって超国家的経済の影響を大きく受ける代わりに国家統制の影響は少なくなるという過程

であり、国内経済主体らが国際的過程と取引によって国際体系に含まれて再編される。 

市場は、自国の市場ではなく世界の市場を眺めて計画することになるが、福祉は依然として

世界化されていない。 国連障害者権利協約のように世界化を人権問題が取り上げながら、影

響を与えるが、各国に促す程度の水準に福祉は国境を越えて開放されていない。 

福祉関連法と制度が、国家間の影響を与え資本の価値は上がり、労働の価値は勢力が弱化さ

れ、障害の問題のように国家に安全装置を要求することになる。 つまり福祉は、 疎外者だ

けの問題ではなく、銀行にお金を預けて引き出すのと同じ平凡な生活で認識するようになっ

たのだ 

障害関連福祉制度の多様化と総量の増加は、福祉国家への行く途中でより急務な労働弱者の

福祉が優先され、障害者に対する福祉の力量はむしろ減少しながら徐行したり、停止するよ

うになる。 

このような過程の中でも、福祉の市場は拡大して技術は少ない市場規模に発展していなかっ

た市場が 世界化に市場性を備えるようになって、自由貿易で福祉のための政策は、競争から

除外させることで、保護貿易の手段として活用することもある。 

世界化で過去維持していた保険と年金などの持続的増加と高齢化を通じ、国家経済の危機を

招いて、資本枯渇という危機に国家間の相互危機を協力が財政の柔軟性が弱い国は最終的に

戻っ貧困した過去に回帰することもあり、社会的混乱を招くこともある。 

そして普遍的福祉を正しく具現したこともない状況で、財政の無駄を防ぐために選別主義に

よる福祉に戻っ立つ作る。社会保障システムが正常に整っていなかった後発の近代化の国は

免疫力が非常に弱い現象で疲弊を患うことだ。 そうとし、社会保障体系が疎かにすれば、こ

れも免疫力が弱く、深刻な病理現象を経験しなければならない 

 

6.脱近代化 

私たちが理性で真理を感じた価値観は主に合うか違うかなければ調整された妥協案であれ、

その中の一つだった。 しかし、服は人によって異なり、天気とその日の日程などによって異



なる。 

つまり近代化、資本主義の理念や価値観は一つの強要された既成製品として大量生産に向け

て規格化したことをまた破壊しなければならない。 そして人工知能と情報化、4次産業の革

命によって人間の労働の価値は力を持たなくなった。 

新たなサイバー世界はもう新しく作る世界なので、障害がない世の中を作ることができると

いう期待はもう失敗した。 情報が資産として評価される社会で障害者は疎外者になって、情

報の流通でも不利さを経験し、サイバーで自由と平等は一部実現され、財テクや移動の重要

性の減少などに障害者の役割が変わったりもするが、全般的にはむしろ障害を量産する結果

をもたらした。 

脱近代化は、客観的ではなく偶発的だ。 理性も作られ、選択されている。 そして歴史は、

過去の記録物でもなくて未来を予測することもできない。 規則の真剣さではなく、今の幸福

追求が必要であり、多元的で二重的な理性は社会現象の理解ではなく経験だけを要求するこ

とになる。 

 

1) 障害に対する認識変化  

産業における付加価値を創出する労働が人間の地位をこれ以上決めることができない。 もち

ろん、4次産業革命が起き、人間のほとんどの労働を機械に任せるしてもロボットに向けた生

産技術と統制技術は人間の労働によって維持されるのだ。 

人間はより以上の労働の価値と判断することはできない。 新たな社会的役割を見いだし、そ

の役割を分配しなければならない。 その分配は労働の力が基準がないため、障害に対する新

しい認識と社会的価値の認定を受ける機会が与えられるはずだ。 

サービスでもかなりの部分機械に任せられるからといっても人間同士の交流や消費自体がひ

とつのサービスで、成長するので、福祉サービスの質とそれに従事する人間の比重はさらに

大きくなるだろう. ここでも重度または重複障害者は技術の発達に必要な欲求を満たすサー

ビスは拡大されるつもりですが、成人後見制とサービスの拡大がむしろ主体がなく対象とし

ての市場化に位置付けされる可能性もある。 

人間たちは、芸術、旅行や文化をより分化させながら、多様な職種を通じて最後まで社会的

な役割で労働の市場を維持するため全力を使うのだが、脱近代化は、新たな不平等を深化さ



せるよりも能力の平均化に人間性検索を模索するものと期待される。 

 

2) 障害概念の変化 

障害概念は固定的な概念ではなく、持続的に変化している発展していくという概念だ。 した

がって、障害という基準も変わり、障害の類型も変わるだろう。 小児麻痺と一緒に絶滅して

消える障害の類型もできて、これ以上運動や移動性が問題にならないように技術が発展すれ

ば、肢体障害人のうち、一部は障害で認められていないかもしれない。 

しかし、精神的障害の場合より複雑な社会変化に適応はさらに難しくなって社会不適応が新

たに登場する類型を含めて障害の類型が多様に認められて障害人口も増えるものとみられる

。 

希少名や奇形の多様化と、アルコールと自殺、持続的事業の失敗、持続的詐欺にあう人、エ

イズなどのように世界各国が次第に障害の基準が標準化されたことで増える恐れがあり、情

緒障害や学習障害のように多様な障害が増えて精神障害が治療や問題の予防がなく、個別化

されたサービスに生まれ変わることになるだろう。 

身体的、精神的損傷程度ではなく、社会的制約を基準として包括的な概念で障害が発展する

こともあり、高齢化によって各種の制約がある人と同じ範疇で弱者として統合された用語に

合わせてなることもあるのだ。 

 

3) 脱近代文化と障害者 

脱近代化が加速化すれば、ホンバプ(1人の食事)、ホンスル(1人酒)のような個人文化が発展

し、市場の製品も小さな包装の製品が流行するようになり、団体や家族連れがなく、個人に

向けたサービスが発展するだろう。 

個人の好みや個性が強調され、障害も一つの個性として認定され、接近性や使用の可能性が

保障されて、そのような多様な商品が供給され、障害者に生活の質を高めてくれるだろうと

期待される。 

個人に向けたサービスが可能できるように発展していると,多様性が認められざるをえないの

で、障害者の利便性は拡大されないかという。 

Iot(事物インターネット)、ドローン、ロボットなどの発展は非障害者にはむしろ人間性を後



退させるかもしれないが、障害者には便利さをもたらすことで、先に最も不便を感じる障害

人のための技術開発で出発して、この技術が源泉技術になって、すべての人たちのための技

術で成長するだろう。 

疎通と調整の機能がさらに大きな比重を占めるが、グローバル化と政治政権の問題が経済的

構造よりは人間性回復にもっと比重が載るながら環境と生態の重要性が強調されて、むしろ

政治は無関心の対象になって、政府組織の労働部は、福祉部に統合されて労働や産業よりは

健康と福祉が強調されるものと推測される。 

 

4) 福祉サービスの変化 

障害の問題は、専門家による調整や介入よりは個別化された個性的に理解されて施設は消え

、自己決定権や選択権が強調されながら、経済力を国家が保障してサービスが統合的に管理

され、直接支払制へと発展していくものと予想される。 

これ以上家族の扶養義務が力を持たず障害もタイプよりは、サービスの必要性による別途の

管理体系を 構築していき考慮される。 

そして福祉も一つの消費者としての障害者の協同組合化でサービスの創出を障害者によって

開発されて決定され、サービス提供者の設計圏よりも自治主義による合意の構造で発展し、

専門家の諮問の機能が増えるだろう。 

 

5) 障害文化の変化 

正常化ではなく、障害を一つの固有文化を持った層として認識しながら障害は,パスポートと

一緒に同一文化の構成員としての資格のように取り上げられることと 考えられる。 

国際結婚を通じた多文化と障害人文化のように文化の多様性といった一つの社会運動として

じゃなくて、障害文化が自然に文化の 要素として 定着して永住権を獲得することだ。 

人間は誰でも完全かつ完璧な人がいないように障害はひとつの集団の文化を構成する社会階

層として専門家や国家の意図された調整や支援よりは自治区としての位置を占めていないか

と思う 

ただ、健康の問題で持続的な管理が必要な人と精神的障害を持った集団では違う様相を 見せ

ることだが、医学の発展は健康な生活を拡大させているが、医学が発展すればするほど征服



されずに私ほどむしろさらに遠ざかる要素で、永遠の課題として残るだろう。 

精神的障の場合、多様なサービスの開発で福祉死角地帯は減るだろうが、、そして社会的役

割を一部付与して参加が拡大されるだろうが、退行防止と自立に向けた生涯サービスが興味

と自尊感を高めることプログラムと共に未来も維持されるのではないかと思う。 

医学が原因を究明して、治療法を開発することにより、サービスの対象が多く、むしろ医学

の領域に残っていないかと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Topic2: China   

Between Self-identity and National Definition: Unacknowledged Persons with 

Disabilities as Consumption Subject and Their Repressed Demand 

LI Xuehui (Fudan university, PhD Candidate in Sociology) 

Email: lixh14@fudan.edu.cn 

Abstract: In a post-modern society, individual freedom and rights are further 

manifested. Their value orientation and lifestyle are more individually based than 

nationally defined. The legal definition of who are persons with disabilities (PWD) by the 

state, however, declaims the governmental authority on individual rights and welfare as 

individuals must be qualified as a citizen of the state. It leads to the tension between 

self-identity of PWD and technological governance of the state. This paper reviews the 

literature and field study findings, describes the status quo of PWD holding a disability 

certificate in China, and discusses the conflict between the self-identity and national 

definition on disability and its impact. This conflict has failed to acknowledge PWD as 

consumption subject and repressed their demand. At last, it points out that the state 

should redefine PWD from a consumer ’ s perspective and develop new methods to 

collect the statistics of PWD. 

Key Words: Self-identity, national definition, disability certificate, consumer 

 

 

自己同一性と国家の定義の間で：消費者主体としての障害者の曖昧さと消費抑制 

李学会（復旦大学社会学科） 

 

要旨：ポストモダン社会では、個人の自由と権利が明らかになり、その価値観、生活様

式は国家型のプラスチックよりももっと個性的である。 しかし、「誰が障害者であるか」の

「合法性」の定義は、権利と利益の調整の目的の範囲、および障害を持つ市民権を取得する

ための条件を示している。 これは、国家の技術ガバナンスと障害の自己同一性の緊張につな

がる。 本稿では、中国における障害者の基本的な状況を文学と調査によって説明し、障害者

自身と国家の定義の矛盾と結果について議論する。 このような矛盾は、障害者主体のあいま



いさを引き起こし、障害者は実際の消費主体に変換されない。 最後に、国家は消費者の視点

から定義する方法と統計的障害を再考すべきであると指摘された。 

 

キーワード：自己識別国の定義が無効カード利用者 
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• 問題
• 「誰が障害者であるか」の「合法性」の定義は、権利と利益の調整の
目的の範囲と、障害にアクセスできる人の身元の特定を示している 市
民権の条件の。 本稿では、中国における障害者の基本的な状況を文学
と調査によって説明し、障害者の自己同一性と定義の権利との間の矛
盾と結果について議論する。 このような矛盾は、障害者主体のあいま
いさを引き起こし、障害者は実際の消費主体に変換されない。

 



 

 

 

レポーティングフレームワーク

• CRPD：障害を理解するための新しい視点

• 障害者を定義する：CRPD与中国

• 「法的障害者」 - 政策消費者：障害者の受給者の地位

• 障害自己同一性

• 今後の方向性

  

 

CRPD：障害を理解するための新しい視点

•《条約》再び、世界最大の少数派における障害者の権利を再確認
した（Kayess & French ，2008），

•《条約》ダイナミック障害者権利の新しいパラダイムを提案（ne
w disability rights paradigm）（Harpur，2012）

•保護から保護まで：遅れての発達は、身体的および精神的障害
を独立した個人とみなし、個人的な経験は得られないはずではな
い 公平な扱いと差別、そして他の人々（教育、雇用、住宅など）
と同じ市民権を享受し、国家と社会が権利と利益を保護し、守る
義務と責任を負うべきである。 （Huang Yuanhe、Xiaowen Gao、
2012）

. 

 



 

 

障害者を定義する：CRPD中国と

• 法的規定は、「障害の法的定義」”，社会的構築を完了するため
にこの基礎で（Liachowitz，1988）

 

ICF以活动为中心的健康状况框架

 

 

 

 



 

 

 

• 障害者——CRPD定義
• 身体的、肉体的、精神的、または感覚的な長期障害が様々な障害と相
互作用する障害者は、他者と平等に社会に障害者が完全かつ効果的に
参加することを妨げる可能性がある。（Persons with disabilities inclu
de those who have long-term physical, mental, intellectual or sensor
y impairments which in interaction with various barriers may hinder t
heir full and effective participation in society on an equal basis with 
others.）

 

 

• 障害者 - 中国《障害者の保護に関する法律》定義
• 障害のある人とは、身体的、肉体的、肉体的、組織的、機能不全また
は異常な機能の中で、活動に従事する通常の方法で完全にまたは部分
的に失われた人を指します。 障害のある人には、視覚障害、聴覚障害、
発語障害、身体障害、精神障害、精神障害、多重障害およびその他の
障害を持つ人が含まれます。

• （Law on the Protection of Persons with Disabilities，adopted in 199
0, revised in2008）：A person with disabilities refers to one who has 
abnormalities of loss of a certain organ o rfunction, psychologically 
or physiologically, or in anatomical structure and has lost wholly or i
n part the ability to perform an activity in the way considered norma
l.

 



• 中国における障害者の定義の特徴（characteristics of definition 
of PWDs）

• 負傷に基づいて（WHO，2011；庞丽华等，2014），医療モデル

• 男の声/参照のための普通の人々

• 機能制限に基づく制限

• 結果
• 全体の割合を低くする（2006：6.34%）

• 低い同一性（潜在的な悪意）

 

 

“法的障害者”：障害カードのステータス

• “障害カードは、障害および障害のカテゴリとグレードを特定す
る法的文書です，はい残疾人享受国家和地方政府优惠政策的重要
凭证”。Disability Identification Card/Disabled Persons Card）

• 1995年以前は、障害者は地元当局によって発行されましたが、
スタイル、内容、仕様は同じではありませんでした。 1995年以
来、CDPFは、障害者カードの第一世代を共同で発行することを
決定し、 "中華人民共和体障害カード管理措置"を公布した; 2008
年以来、国で統一された第二世代の障害カードが同時に発行され
た 管理アプローチを改訂しました。

• 障害カードを受け取るかどうかは、障害者の自己識別の一部で
す（外部化）

 

 

 



 

• どのくらい多くの障害を持つ人々が最後に？
• 中国の総人口の第六国民国勢調査、および全人口の割合と障害のある
人の総数の割合の中国の総人口の第二国家障害サンプルの調査による
と、2010年末、 人数8520万人。

• 見積もり基準
• サンプリング 調査：合計77,177世帯と2526,145人が調査され、サンプ
リング率は1.93‰であった。 世帯調査の人数の総数の83.46％を占め
ている2108410人を満たすために、 "第二国家障害サンプルのスクリー
ニング方法" 7歳以上の障害者のスクリーニング率は15.66％、障害者
の疑いが99.15％ ザ

• 実際の配信エラー

 

 

• 障害者のための障害評価のプロセス
1995年 2008年

認定の基準は、「障害者のため
の中国の実践基準」です。 明ら
かな障害については、「中国の
障害者の実践的評価」障害カテ
ゴリ、成績、CDPDを簡単に特
定することができます直接発行
することができます；郡の障害
者は、直接障害カテゴリ、グレ
ードを識別することは困難です、
郡をしてください 郡のCDPFに
よって特定された病院または専
門病院検査の上。

障害のあるカード申請者の第2世代の障害者カードと第1世
代の障害者カードを申請する最初の申請者は、障害のある
郡のCDPFは、障害の基準に従って、障害カテゴリと等級を
簡単に特定できる人は、評価フォームに直接記入すること
ができます，そして、評価表には、障害の特徴と直観的な
評価を明確に記録するが、共同評価の議長を含めて、含ま
なければならない。，渡す必要がありま郡のCDPF指定郡
（郡を含む）が査定した指定病院または専門医療機関の上
の郡レベル（郡レベル）または査定フォームを記入するた
めの専門医療機関，明確な障害評価の結果を得てください。

 

 

 

 



 

• 証明書が有効ではありません
• 表：障害のある人の割合

• データは公表されたものであり、保有者の数をサンプル調査による障害者の総数で割ったものである

エリア 年 ライセンスの割合
天津 2007年 不十分30%
山東省 2012年 〜について29.5%
仏山市 2013年 〜について28%

泰安市 2014年 〜について26.4%
鎮江市 2014年 〜について30.9%

海南省 2014年 不十分29%
湖州市 2016年 〜について35.6%
大慶市 2014年 〜について38.2%

河南省 2014年 〜について24.7%
上海 2015年 〜について为45%
ナショナ
ル

2013年 31.2%
2016年 〜について37%

 

 

 

2015年の上海新人時代の表（人々）
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• リーダーのプロフィール
• 低い比率

• ほとんどの高齢者

  

 

• 障害の向き（disability orientation）：アイデンティティを含む
（pride versus stigma/shame）、モード（medical versus soci
al）役割で（associated behaviors，active versus passive）（D
arling and Heckert，2010）

 



• 障害者の障害特定の探索的要因分析（武漢、北京、南京の3つ
の研究，N=499）

 

 

 

• 障害者の障害特定の探索的要因分析（武漢、北京、南京の3つ
の研究，N=499）

 



 

 

• テーブル：障害自己同一性（上海浦東研究，N=845）

非常に不一致 同意しないで
ください

感じなかった もっと同意する 非常に同意する

障害は個人的な不幸です 16.9 25.0 13.1 33.4 11.6
障害は治療を必要とする疾患で
ある

8.0 18.2 14.2 43.3 16.2

障害は人生の状態です 14.4 24.6 23.0 30.9 7.1
障害を持つ人々が直面する障害
は、主に社会からのものです

7.5 32.7 13.3 37.6 9.0

障害を持つ人々は価値を創造す
る能力を持っています

6.6 8.5 10.3 45.0 29.5

障害を持つ人々は、国家によっ
て特別な注意を払わなければな
らない

6.4 13.0 13.3 44.7 22.6

障害者は社会的負担です 19.8 40.6 12.3 19.6 7.7
病状が悪いために障害がある 9.6 39.2 14.4 26.4 10.4

 

 

 

• 自己識別
• パーソナルによるもの（残念ながら、病気、医療状態）

• 国家政策介入を楽しみにしている

• 低い保有者の割合、障害者が国の政策消費者に翻訳しなかったという
事実

 



 

 

今後の方向性

• 識別基準を変更しますか？

• チャレンジに直面する
• 障害と老化

• 障害とレベル

 

 

 

• 2008年，中国障害者連盟は、中国における障害者のデータベー
スを構築し始めた。 2013年現在、身体障害者証明書2651.5百
万件と非認定障害者1136.7百万人を含む37.952百万人の障害者
が集まり、障害者の割合は31.2％であった（Zhang Jun、
2013）。 2016年の中国障害者の発展に関する統計コミュニケ
ーション（CDPF（2017）15号）によれば、2016年末現在、障
害者の基本データベースは32,144,000人。



 

• 第2回全国障害者調査データを用いたWang JinyingとZhang 
Chong（2009）は、年齢とともに障害の危険性が増し、60歳以
上で障害の危険性が急速に高まったことを示した。 このデータ
によると、中国の人口平均余命は73.48歳であり、そのうちの
7,779歳が身体障害者で、生活史の10.43％を占めている。

 

 

表上海新年ハンドブック2015年齢層（人）
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• 2006異なる年齢層の年の障害（ユニット：百万人，%）
年齢（年） 0-14 15-59 60上記 どの：65上記 合計

年齢層の総人口 25961 90586 14901 10419 131448

この年齢層の人口の割合 19.8 68.9 11.3 7.9

この年齢層の障害者の数 387 3493 4416 3755 8296

この年齢層の障害者の割合 4.66 42.10 53.24 45.26

この年齢層における障害者の総人口の割合 1.49 3.86 29.64 36.04 6.31

注：1.出所：2006年第2回国家障害サンプル調査データ、2006年国家経済社会開発統計情報。 2.障害者の第2回全国調査によると、2006年
4月1日によると、中国の総人口は6.34％を占め、国家統計局は2005年末までに全国人口を基にしてこのテーブル 2006年の国全体の人口は、
障害者の割合がわずかに異なります。

 

 

 

 

• 現在の定義は、主に被害に基づいています（ボディ構造），実
際、障害者の数/割合（潜在的な消費者）

• 証明書/証明書の割合が低い，多数の障害者が目に見えない政策
消費者になる

• 情報化は方向性である（識別する），しかし、挑戦に直面する
• 高齢化と障害（disability≈aged？）

 

 

  



Topic 2. Taiwan 

 

 [Abstract] 

 

Challenger or Lover: Disabilities in Taiwanese Consumer Culture 

Ta-wei Chi 

 

The Taiwanese consumer culture on perceptions and misperceptions of disabilities 

actually emerged long before postmodernity in Taiwan. As early as the 1960s, at 

the height of the Cold War, this consumer culture was already embodied by 

popular publications. In this presentation, I suggest that disabilities in Taiwanese 

consumer culture was first represented during the Cold War, prior to the waves 

of consumerism, and later extended to postmodernity, as shown in the highly 

commercial visual culture in the twenty-first century. I focus on two writers, the 

American educator Helen Keller (1880-1968) and the local writer Qiong Yao 

(1938- ), who respectively portray the disabled as a figure of the resolute 

challenger of difficulties (assumedly asexual) and as a figure of the passionate 

lover (assumedly hypersexual), have decided how the disabled have been 

understood or misunderstood in popular culture up to the present day.        

 

Keller has no Taiwanese identity nor experience in Taiwan, but she has been 

the single most influential writer on disabilities to Taiwanese readers from the 

1950s onwards. The newspaper archive shows that local people with disabilities 

in the 1960s and 1970s routinely claimed Keller as their role model. Even in 

postmodernity, the celebrities known for disabilities are commonly named (or 

self-named) Keller Reborn. Meanwhile, Qiong Yao, one of the most popular 

novelists in several East Asian countries, fashions the common attitude towards 

disabilities by portraying the disabled characters as passionate lovers in nearly 

ten of her novels, some of are modeled after the British canon Jane Eyre, 

which is known for its mad woman and blind man. The Taiwanese renditions of 

Jane Eyre were produced in and enhanced by the Cold War paranoia, during 

which any form of abnormality (such as homosexuality) was to be suppressed or 

corrected. Keller ’ s and Qiong Yao ’ s fingerprints remain locatable in the 



postmodern cultural products referring to disabilities.  

Bio: 

Ta-wei Chi holds a PhD in Comparative Literature at UCLA, USA. He is assistant 

professor of Taiwanese literature at National Chengchi University, Taipei, Taiwan, 

where he teaches queer theory and disability studies. His Chinese-language 

monograph (peer-reviewed) on a history of the queer literature in Taiwan is 

published in 2017. He published peer-reviewed articles in positions: east asia 

cultures critiques, a top journal in the US, and Perverse Taiwan, an article 

collection published by Routledge. His science fiction novella, The Membranes, 

originally in Chinese, is translated into French and Japanese. tw@nccu.edu.tw 

 

 

人や恋人を克服する：台湾の消費文化における身体的、精神的障壁 

ジダウェイ 

 

台湾の消費文化では、現代の頃から身体的、精神的な障害の理解と誤解が生じてい

る。 1960年代初頭、すなわち冷戦のピーク時に、台湾の人気のある本はすでに消費

者文化における身体的および精神遅滞のイメージを示していた。 台湾の消費者文化

における身体的、精神的な遅れは、冷戦時代に初めて現れたが、ポストモダン時代

までは商業化された21世紀の視覚文化においてさらに壮観であった。 

台湾の有力な著述家、ヘレン・ケラー（1880-1968）と台湾人の瓊八尾（1938-）を

歴史から探求したい。 ヘレン・ ケラーは、台湾の人々は身体的、精神的障害が人生

の窮状で克服され（セックス・ ミスで克服されている）と考えており、Qiong Yao

は台湾の人々が身体的・ 精神的障害が狂った愛であると ザ 二人の台湾人の影響は、

21世紀の大衆文化まで見られた。 

mailto:tw@nccu.edu.tw


 

ヘレン・ケラーは台湾には行っていない。 しかし、1950年代以来、彼女は台湾人の

心に物理的および精神遅滞を理解する最初の人であった。 台湾の古い新聞のアーカ

イブによると、1960年代から1970年代にかけて台湾の身体的・ 精神的障害を持つ

人々は、常にヘレン・ ケラーが彼らの次のモデルであると主張していた。 ポストモ

ダン時代でさえ、身体的および精神的障害のために知られている有名人は、台湾版

のヘレン・ ケラー（Helen Keller）と呼ばれることもあります。 

私はまた、Qiong Yaoがその影響を無視できないことを強調した。 彼女はいくつか

の東アジア諸国で非常に人気のある愛作家です。 彼女は、数十ものベストセラーの

小説を書いた。その中には、身体的および精神的に障害のある人々が愛に夢中にな

っている様子が描かれている10冊（1970年頃の出版物）がある。 身体的、精神的な

障壁の中で、今日の台湾の消費者文化を深く理解しているなら、ヘレン・ケラーと

瓊耀が痕跡を残していることを振り返ることが最善です。 

—————— 

 

Ji Dawei、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）比較医学博士。 国立政治

大学台湾文学研究所助教授。 2017年に出版された中国の学術誌「同志文学史」。 

アメリカの学術誌に論文を掲載しています。 SFはフランス語と日本語に翻訳されて

います。tw@nccu.edu.tw 
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.Topic 2 : Taiwan 

 

認識論的不安、ポストモダン消費 - 台湾文学の物理的および精神的健康 

 

Wen Wei（台湾国立台湾大学文学研究所助教授） 

tw@nccu.edu.tw 

 

【要旨】 

 

このレポートは、台湾の有名なポストモダン小説家、黄ファン（1950-）の有名な小

説「Manna Dance Classroom」（1987）を論じることによって、「ポストモダン小

説」の「現実主義」を探求し、 「認識論の不安」に心配する。私は頭の "テキスト

（黄ファンの作品）"の "理論（ポストモダン）"を使用するのではなく、この "理

論的なテキストセット" "混合食事"の操作手順に疑問を投げかけたい。私は、「認

識論的不安」という用語を、「汚名」（身体的、精神的に障害のある、同性愛者な

どの「周辺主体」）に直面する研究者の複雑な感情を指すために使用します。この

不安は、研究者を「無効」にします。研究者は、属性を100％確認できるテキストを

選択する傾向がありますが、正確に分類できないオブジェクトに集中することには

消極的です。間違った態度についてのこの種の心配は、3つの基本的な知識を誤解し

ていた。まず、文学：他の芸術作品との文学作品は、しばしば視聴者に見せること

を拒否され、同じことが見られる。研究者は文学作品に見やすさを求めることはで

きない スルー。 第二に、汚名：物理的および精神遅滞と同性愛は、一見すること

に抵抗するために、長い間汚名とみなされてきました。 研究者は汚名を求めること

はできません。 第三に、不安に対処する方法：不安に遭うと、「学習と不安が共存

する」ため、不安を避けるのではなく、不安の存在を否定する。 

 

 

mailto:tw@nccu.edu.tw


【キーワード】：仲間、身体的、精神遅滞、障害研究、烙印、ポストモダン小説、

認識論 

【テキスト】： 

 

作家の黄ファン（1950-）の小説「マンナダンス教室」 

（1987）、「ポストモダン小説」の「現実主義」、そして「認識論の不安」に

注目することを示唆している。 Huang Fanは、1980年代に台湾で最も影響力のある

小説家の一人であり、後に彼の近代主義小説で有名になり、当時人気のあった小説

のスピーカーでもあった。 

私は、「汚名」（または身体的、精神的に障害のある、同性愛者などの「周辺主

体」）に直面した研究者の複雑な感情を指すために、「認識論的不安」という言葉

を起草した。 この複雑な気分は、必然的に研究者の「知識生産」プロセスを妨害し、

中断し、注意をそらすが、研究者がこの不安に直面すれば、「知識の生産」のビジ

ョンを開くことができると主張する。 

 

このレポートの仕事は、一見すると、文献/テキストの組み合わせによる理論を用い

て、文学における身体的および精神遅滞（いわゆる「身体的および精神的障害文

献」）について語るポストモダン理論を使用する。 文学の組み合わせでこの理論は

基本的なスキルの共通の学校ですが、私はこの組み合わせの食事に質問するために

ここにいます。 

 

このような食事の組み合わせを作るために、慎重な研究者は一般に「適切な」

文献/テキストと一致する「適切な」理論を選択し、「カオス理論」と批判されない

ようにする。 しかし、私はちょうど質問したい：どのような理論が適切であるか、

どんな種類の文献/テキストが適切であるか（例えば、特定のワインがどのように国

にあるかを知るかのように） 研究材料を慎重に選んだら、繭を作っていますか？ 

正しい決定を下すために必要な価格はいくらですか？ 

私は最後に慎重な態度、実際には、私が認識論的な不安を言ったからだと思います。 

この不安の心配を避けるために、批判されることを心配するために、理解するふり

をしないようにするために、カテゴリを選択することを優先させましたが、間違っ

てはいけませんが、 "虎のトラに入らない" 



この恐怖の精神は、（汚名識別に脆弱な）厳密な汚名に直面して特に強くなります。

 文学や精神遅滞の仲間の私の研究では、大学の前任者や同僚は、しばしば親切に私

に思い出させる：特定の作家は、同志が、仲間の文学の範囲にどのように含めるこ

とができますかわからない？ 特定の研究では、身体的および精神的障害の証拠は明

らかに示されていません。物理的および精神的障害研究にどのように含めることが

できますか？ 

 

前任者や同僚の慎重な態度はもちろん、厳格な学問的な態度によるものかもしれま

せんが、むしろ落ち着きのための準備から多かれ少なかれあるかもしれません。 

「近代性/近代性」が低下しているため、「人口管理」は国家政策となっており、異

国の人々は、離別している仲間や非仲間と厳しく反対したいと考えている。 これは、

旧来のヨーロッパ人がユダヤ人や一般のヨーロッパ人から厳密に分離されているよ

うに、社会的混乱を引き起こすでしょう。 すべての同志の歴史と身体的および精神

的遅滞の歴史によれば、同志や人口統計学の集団は、包囲され、差別的な扱いを受

け入れることが多い集団であることが多い。 人々は仲間とグループの境界への障壁

を恐れている一方で、一方でこれらの選択肢を尊重することができるかもしれませ

んが、他方では彼らの選択肢を恐れているかもしれません。 この心の恐ろしい恐怖、

つまり、私は不安を説明しようとしています。 

 

私は議論するために黄ファンの小説を選んだ一方で、有名人の現代的な特徴の後に

彼の小説のために、 "マンナダンスクラス"は、仲間と身体的、精神的障害に2つの

汚名に触れた。 これら2つのアイデンティティは、小説ではまったくばかげていて、

醜いものでした。 偉大な力（暴力と同様に）を習得する小説の中で、これらの2つ

の種類の「知識」（キャラクターAが仲間であり、キャラクターBが身体的および精

神的障害であることを「知っている」を知っている）を知っている。 たとえば、誰

かがAということが知られていれば、Aの露出を公開することによってAを強要する

ことができます。 （何年にもわたって、人の同性愛者を奪取し、それが強力な迫害

手段であることを脅かすために） 

 

私は特に、台湾文学の学生と読者（台湾の学生や読者）がポストモダニズムが最新

の文学的傾向であると誤解し続けていることを除いて、今度はポストモダニズムに

ついて話したいと思います。（私はいつでも抗議したい ミスアンサンブル）だけで

なく、微妙な緊張の存在の間のポストモダンと汚名のために。 ポストモダニズム、

そしてポストモダンの文学で知られている。 シャックルのアイデンティティを取り

除く自由は、特定のアイデンティティ（特に汚名）の圧倒的な経験に基づいている;

つまり、一部の人々の自由は他の人々（汚名）に基づいており、 自由に基づいてい



るわけではありません。 今日の大学の読者の多くは、ポストモダニズムは自由で無

制限のユートピアだと考えているので、今日のポストモダニズムは自由ではないの

です。 

 

私の理解によると、1980年代の急速な変化の政治経済的な台湾のポストモダン

な小説は、台湾の "ポストモダン小説"につながる "都市化"がしばしば簡略化され、

 "都市小説 "と"都市文学 "です。一方で、古代社会の前に政治的、社会的な変化を

 "哀悼する"というポストモダン小説は、しかし、 "嘲笑"古い社会は、文学のルー

ル、文化的価値を継承しています。この小説は、しばしばルーチンを嘲笑している

ようであるが（実際には小説の従来のストロークで）、実際には忙しい "頼りにな

る"生命の意味を、物語は最終的には存在しない生命の意味を暴露するこの問題では

無益です）。文学的な物語の「象徴」はいつも基本的なスキルですが、ポスト・モ

ダンな文学では少しの転換点です。「頼りになるもの」自体を解体しなければなり

ません。小説家（通常は男性）は、喪失、無意識、幻滅という意味で、古い社会を

悼む気分に浸る。 1979年、文学賞「Reesuo」の大ヒットファンであるHuang Fanが

受賞した作品は、このポストモダンな有名な小説を書くことです。 "Manna Dance 

Classroom"（Manna Dance Classroom）では、女性のフィットネスニーズに合わせ

てダンス教室を設けました。ビジネスチャンスに満ちているが、1980年代の商業競

争に満ちているためには、 マンナは、ダンス教室のビジネスコンサルタントとして

誰かを見つける必要がある、彼らは彼女の古い先生、つまり、小説のマスターを見

つける。 古い学生のマンナの幸運を探求しようとしている間、そして最後に真実を

明らかにするために推論小説を発見した：元のパブリックドメイン "肉体的および

精神的"マンナ（身体 資本主義市場の要件に沿った楽観的、精神的、楽観的）であ

るが、「身体的および精神的なものは完全ではない」（すなわち、身体的および心

理的なものは資本主義市場のテーブルにない）。 マンナは、乳房増強手術、後悔と

復讐の欲望に満ちた心臓のために胸の半分を失ってしまった。 

 

言い換えれば、小説の前のマスターは、多くの男性（自分自身を含む）を見て

Mannaが不正行為の色を打ちたいと思っているが、Mannaの真実を探検するために

弾丸を噛んでいる。 頼りになるのと同じ意味での人生のマスター）、最後に「肉体

的に精神的に美しい」マナを実際に「体と心は醜い」と見なして驚いた。 だからマ

スターは幻滅の感覚を楽しむ。 マスターの人生の本来の意味は、頭の上のこの虚像

であるマンナの想像力に基づいています。 

Manna Dance Classroom"の話は、少なくとも3つの偏見に基づいています。こ

れらの3つの偏見は3つの差別化されたアイデンティティを目指しており、困ってい

ます。 これらの3つの偏見は、（女性のアイデンティティを目的とした）大きな男

の教義、異性間の主義（異性主義）、「肉体的および精神的完全性」（同時に身体



的および精神的に障害のある身元）である。 これらの3種類のイデオロギーは、一

方は「私たち自身の民」であり、もう一方は「私たちの選択肢とは異なる」（すな

わち、整列され、トラブルのアイデンティティーを特定するよう求められた）とい

う二元的な反対に頼っている。 大きな男の教義の結果、この小説のマスターと多く

の男性の役割は私たち自身の人々に属し、マンナと彼女の女性の顧客はオルタナテ

ィブに属します。 新しい物語の声と男は心から女性の体とお金を略奪したい。 異

性愛者の覇権の結果として、この小説は長く困惑していた、小説は同性愛者として

特定された男らしい雄龍セットでは不十分である 、そして、一般的な小規模な強姦

小悪です。一方の側が自国民の異性愛者の男性と女性のマスターのメインラインの

内側に物語の小説を占有され、他側は簡単（提案）代替ゲイの人々を無視する（研

究所の研究者に含まれる）リーダーすることができ、メインの物語、に上場されて

いません。その後、男性の巨匠、後に真実マンナ物理的および心理的な「公開」、

米国、男性と女性のどちらも忙しいふたりの主人が自分の悲しみの感情を抜きには、

彼らが物語のスレッドがサンドバッグのような小さな悪少し悪役割とは何の関係も

見つかりませんでした - 彼らは外に出して、そう言います支援の役割は同性愛者で

あり、エイズに苦しんでいる疑いがある。 1980年代のエイズの極端な恐怖の中で、

そのような支援的役割は本当に傷ついたという噂は社会的亡命者だった。そして、

物理的および精神的な完全性のために、この小説は、いわゆる "普通の人"（ローズ

マリー・ガーランド・トムソンは「規範」と言っています）、彼ら自身の民族、も

う片側は異質の物理的および精神的障害です。しかし、分割線の肉体的、精神的、

肉体的、精神的障壁は、不安定で浮遊しています。主人は基本的に、肉体的、精神

的健康の立場に立って、マンナがプロセスを（肉体的、精神的に身体的、肉体的に

障害を起こす）、同性愛者が（AIDSとして宣言された）実際には、残りの健康のゲ

ットーの完全に住んでいる：（障害を含む）人々の端を受け入れる特別なボディー

サウスポート安い 住宅地（工業汚染が「不健全」である小説）。 言い換えれば、

エッジが物理的および精神的な健康状態に陥るだけであるため、マスターは残りの

物理的な位置に完全に戻ることができない可能性があります。 ホステスの位置はま

たスライドしている：所有者が衣服を剥奪される前に、主人公はもともと一般の肉

体的および精神的優位性を軽視することができた;衣服を剥奪された後、主人公は身

体的および精神的に身体的および精神的な抑圧 ;そして、凶悪犯罪者が同性愛者と

エイズであると主張した主人は、身体的、精神的に完全な立場に立って、身体的、

精神的に障害を迫られた。 

 

このレポートの課題は、黄ファンの作品における精神的および肉体的障害の圧

迫を露呈するだけでなく、ポストモダンな小説に肉体的および精神的完全性を導入

することではありません。 Huang Fanの仕事の機会を議論することによって、「認

識論的不安」について議論したいと思います。 「認識論的不安」という言葉は私の

創造物であり、他の新しい言葉に置き換えられる可能性がありますが、それは問題

ではありません。修正され、指示され、追加されてうれしいです。 私の報告はまさ



に問題です。 例えば、クエーカーのマスター、セジウィックの代表であるクローゼ

ットの認識論（Epistemology of the Closet）は、「ワードローブ」と「認識論」を

強調し、 2つの言葉。 しかし、国内の文学研究共同体では、「認識論」という言葉

は、哲学学科の場合のように、あまりにも奇妙で抽象的であるように見える。 しか

し、私は、台湾の研究とジェンダー研究（自分自身を含む）に関心を持つ皆さんは、

認識論の分野で長い間募集されてきたと思いますが、これが何であるかはまだ明確

には述べていません。 私の理解によれば、知識人は知識を知っているかどうか（知

識、動詞、知っている）、なぜ知っているのか（知識/知識、名詞、知識）。 台湾

の研究やジェンダー研究に携わっている奨学生は、「台湾の文学と見なすことがで

きますか？女性の文学館に作家を掲載すべきでしょうか」と尋ねられます。 奨学生

は、「知識」を基礎にしているようです。 

 

学者がそのモンスターの識別方法を知らないにもかかわらず、「認識論的不安」と

いう意味は、その学者が主題を選んだときに現れます。台湾文学を論じるとき、学

者が批判「認知エラー」を受けたりしないように、「本物」のいわゆる台湾文学作

品を選択する傾向があり、「理解するふりをします。」たとえば、「張不健全「を

選択し、それは批判に弱いこの場合はニアミス、（私はそれ自体が共同制作ができ、

この批判の当事者が学術的価値、必ずしも無意味と言っている）です。女性の文学

の議論では、学者はいわゆる「本物の」女性文学を選ぶ傾向があります。もし、奨

学生が男性のトランスジェンダーの作家/作品について議論することを選択した場合、

批判の対象となるかもしれません（このリスクは無意味ではないかもしれません）。

学者自身の法律は、間違ったオブジェクトを選択しないで、この考え方の対象にす

ることを選択しないで、認識論的な不安です。自分の間違ったの恐れ：;実際には、

この自己謙虚文は認識論の不安を明らかにし、「私は基調講演のかどうかを議論す

るために、今日の私の仕事を知らない」：私たちはしばしば言って、自分自身を謙

虚セミナー機会に発表された論文を聞きますオブジェクト、無知のために非難され

るように。 

 

6ヵ月後に仲間の歴史の出版の前後に遭遇した謎に対処するために、「認識論的

不安」について話す時間が多かった。 本書の前後で、私はしばしば以下の質問に遭

遇する。「武道の時代にはたくさんの仲間があることをどうお知りになりますか？

白い最初の「邪悪な」時代を知っているだけです」「著者は同志ではない 彼女の作

品が仲間の文学であることをどのように判断することができますか？（その意味は、

作者が仲間でない限り、作品は仲間文学ではないことを知ることができるというこ

とです） "この作品は明確に同性愛者ではなく、 この作品は「仲間の文学」とみな

すことができます。「この作品は、「人権意識の同志」を示していないので、どの

ように仲間の文学と見なすことができますか？」これらの質問は議論する価値があ

ります。 しかし、今私はそれについてもっと気にするこれらの質問の共通性は、認



識論的な不安です：これらの質問は、文章のそれぞれを議論する "同性愛文学の歴

史"を決定するために百パーセントである "哀れな"作品仲間の文学作品は、 ゲイ文

学の歴史の中で。 本物の仲間の文学作品を知るための見た目は何ですか？ 作者は

同志であり、作品は明白な仲間の証拠を示し、作品は同志の人権意識が働くことを

強調する。 この論理によれば、人々は知っているだけで知ることができない、仲間

の属性を確認することは難しいです文学作品は同志の文学の範囲から追放されるよ

うです。 

 

上記の罪のない、無関係な作品の恐怖は、同志の同性愛者の歴史の中に、私は逃げ

ることができません。 私はしばしば間違ったテキストを選ぶことを心配します。 

この考え方は認識論的不安である。 不安のために、この考え方は誤解され、少なく

とも3つの基本的な常識を誤解しました。 まず、文学：他の芸術作品との文学作品

は、しばしば視聴者に見せることを拒否され、同じことが見られる。 芸術作品の一

部は、人々が高尚な芸術的地位を理解し、楽しむことが難しいためです。 私たちが

文学作品が詩の文学作品ではないことを楽しみにしているなら、私は文学の本質を

過小評価することを恐れています。 

 

第二に、嫌がらせ：同じ身体的、精神的障害で、同性愛は長い間、2017年ほど

でさえ愚かな同一性とみなされてきました。 （「外国人労働者から逃げ出したと非

難された人たち」など）は必然的に「クローゼット」に隠れて「クローゼットから

出てくる」ことを拒否して見られる。 2017年までは、まだ内閣の外に出ていないと

主張している人が多く、人権活動家に質問された "キャビネット外"作戦や一部の学

者に苦しんでいる。 そういう意味で、なぜ作家や作品が仲間の証拠を生み出したの

か自信を持って見たいのですか？ 第三に、不安に対処する方法：不安に遭うと、不

安の存在を否定すべきである（例えば、ゲイの文献が何であるかを特定できない、

否定することを否定する、 100％作業を確認してもらえません）、または不安と共

存することを学ぶべきです（例えば、一方では、あらゆる種類の文学作品が仲間の

文学のカテゴリに含まれていると認めるが、他方、本物の仲間の文学の100％を確認

することはできないと認めている）。 

 

  私は黄扇の「Manna Dance Classroom」を仲間の身体的、精神的障害の研究

と議論に含めることにしました。これは、これら2つの分野に100％適しているわけ

ではなく、それには適していないからです。 その執筆におけるその作家は、同性愛

者のアイデンティティと何の障害もないようです。 意見の重みの文章の中でこれら

の2つのタイプの嫌悪感：私は研究の烙印をかける分野にいるが、重いと感じている

が、研究者は2つに重さはないと思っているようだ。 2人が多くの研究者にとって非



常に貴重な場合、研究者は長い間、小説の同性愛や身体的、精神的障壁についてコ

メントしてきました。 この小説には、人権意識の仲間と人権意識の障壁がないこと

は明らかです。 だから、このテキストをスティグマ研究の分野に組み込む基本的な

意味は何ですか？ 私は認識論的不安と一緒に練習することを提唱していることを認

めたい。 

 

（完成した） 
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Topic 3. Japan 

 

 

「ロックトイン・ 植物状態・ マインドリーディング」 

 

Prof. MIMA Tatsuya, M.D., Ph.D., Center for Ars Vivendi, Ritsumeikan 

University 

 

 

 近年でのニューロサイエンスの発展によって、人間が心の中で思い浮かべてい

ることをMRIなどのテクノロジーで読み取ることが可能となった。たとえば、寝てい

る間に見ている夢の内容を知ることもできる。重度の身体マヒによって意思疎通の

困難な状態（たとえば、ロックトイン症候群や重度のALSであるTLS）に置かれた人

々にとって、こうしたテクノロジーは、従来の環境制御装置やコミュニケーション

装置の延長として歓迎されてきた。また、「植物状態」とされてきた人々にこうし

たテクノロジーが適用されることで、そうした状態の人々の中にもコミュニケーシ

ョンできないだけで実際には意識があって周囲の人々の会話を聞いている場合があ

ることもわかりはじめた。一方でこうしたテクノロジーは軍事利用（尋問など）や

商業利用（消費者心理の解明など）にも利用可能な点が危惧されている。 

 本報告では、先端的テクノロジーの事例としてマインドリーディングをとりあ

げて、テクノロジーが使われる文脈としての社会モデルという観点から、障害学、

生命倫理学、科学技術社会論などを横断して考察する。 

 

 

“Locked-in syndrome, Vegetative state and Mind-reading” 

Tatsuya MIMA, M.D., Ph.D. Ritsumeikan University 

 

We became able to read what a human being remembered in a heart by 



development of the neuroscience in late years by technology such as the MRI. 

As an example, I can know the contents of the dream that I watch while I sleep. 

For people employed in the state (TLS which, e.g., is locked-in syndrome and 

severe ALS) that had difficulty in mutual understanding by the severe physical 

paralysis, such technology has been welcomed as extension of the conventional 

environment control unit and communication device. In addition, I have begun to 

know that I could not only communicate with "vegetative state" in the people 

who were in such a state because such a technology was applied to the people 

who had been done either, and there was really consciousness and might hear 

the conversation of neighboring people. On the other hand, as for such 

technology, the point that is available for military use (questioning) and the 

commercial use (elucidation of the consumer psychology) is felt uneasy about. 

 In this report, I take up a mind reading as an example of the advanced 

technology and, from the point of view called the society model as the context 

that technology is used for, consider disability studies, bioethics, technology 

oriented society transversely. 

 

Poster Presentations (size A0) 

“Disability Rights Movements of Persons with Psychosocial Disabilities –  Case 

of Nepal”, ITO Kasumi 

 

“From person with intellectual disabilities to self-advocates-Transformation of 

self-advocate in Taiwan, KAO Ya Yu 

 

“Criminal Liability and the CRPD from the perspective of a social model” 

KIRIHARA Hisayuki 

 

“Rare diseases and PA system (1) Its Background” 

“Rare diseases and PA system (2) Voices of People with Rare Diseases” 

“Rare diseases and PA system (3) Living with Rare Diseases” 

 



HASEGAWA Yui, KIRIHARA Hisayuki, NISHIDA Miki, MASUDA Hideaki, 

KAWAGAUCH Yumiko,  

「知的障害者からセルフ・ アドボケートへ――台湾におけるセルフ・  アドボケー

トの変貌」高雅郁  

「 近代西洋的な精神医療体制の確立していない地域の精神障害者の運動――ネパ

ールの活動を例として」伊東香純  

「難病と介助制度（一）――介助制度の成り立ち」 

「難病と介助制度（二）――難病の人の主張」 

「難病と介助制度（三）――実際の暮らし」長谷川唯・ 桐原尚之・ 西田美紀・ 増

田英明 

「社会モデルからみた刑事責任能力と障害者権利条約」桐原尚之  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Topic 3 : Japan 

本稿は、美馬達哉『脳のエシックス 脳神経倫理学入門』（人文書院、2010年）の第7章

である。当日は、アップデート版として発表する。 

 

「植物状態」とミニマルな意識 

 

ベッドサイドのニューロエシックス 

 ニューロエシックスが論じられるときには、しばしばエンハンスメントすなわち、病

気の治療のために開発されてきた技術や医薬品が、健康人の種々の能力を増強させるた

めに用いられる事態が注目される。しかし、もちろん、そうしたことだけが問題なわけ

ではない。脳科学の進展と共に登場した新しい技術が、医療現場に変容をもたらし、そ

の変容にともなって医療倫理が問い直されるという状況もまた、ニューロエシックスと

いう問いの大きな一分野である。 

 「尊厳死」の問題としばしば結びつけられてきた慢性的な意識障害（いわゆる「植物状

態」）をめぐる医療とエシックスは大きな転換点を迎えつつある。そのきっかけとなっ

た医療技術が、非侵襲的脳機能イメージングと総称される技術である。古くからある手

法としては脳波なども含まれるが、とくに1990年代以降の発展が著しいのは磁気共鳴画

像法（ＭＲＩ）を利用して、脳機能を測定する機能的ＭＲＩ（fMRI）の手法である。こ

うした方法で脳内の情報を解読し、測定対象となった人の心理的状態に関連したさまざ

まな脳活動の変化を推定することで、その人の思っていることをある程度は読み取るこ

とができる場合もある（マインドリーディング）。たとえば、すでに紹介したとおり、



視覚情報を処理する脳の後頭葉のfMRIを詳細に調べることで、その人が何を見ているか

を推定することが可能と成りつつある。 

 さて、こうしたマインドリーディングの手法は、脳科学の研究においては、研究者が

、被験者の脳情報を解読することで、被験者の心の状態を読み取るという一方向的な関

係性にとどまる。つまり、そこに存在するのは、観察する主体と観察される客体でしか

ない。しかし、この手法がベッドサイドに持ち込まれたときには、コミュニケーション

技術の一部として使われる可能性を秘めている。すなわち、ある種の病に苦しむ患者や

障碍者という被験者は、たんなる観察される客体として脳科学に対するのではなく、能

動的にマインドリーディングの技術を通じて自己主張し、自分自身のニーズを他者に伝

えることが可能となるのではないだろうか。 

 

ロックトインと植物状態と昏睡 

 交通事故や卒中のような脳障害によって、ある人間が外界の刺激に対して無反応状態

に陥った場合にどんな病状の可能性があり得るかに関して、医学の教科書には次のよう

な三つの分類が列挙されるi。 

 一つはロックトイン（閉じこめ）症候群であって、意識もそれなりにしっかりしてい

て、覚醒しているけれども、全身麻痺によって自由意志で動かせる体の部分がほとんど

ないために、外界からは本人の思考が確認しづらい状態である。これは、脳卒中のよう

にある日突然に発病することもあるが、神経難病のALS（筋萎縮性側索硬化症）のように

、だいたい数年かけて、徐々に全身が動かなくなっていく病気の場合もある。とりわけ

、重度のALSの場合には、呼吸のための筋肉や喉の筋肉の麻痺が生じると、自力での呼吸



ができなくなり、人工呼吸器の助けが必要になるまで麻痺が進行することもある。 

 もし、そうした病気や障碍に襲われ、何の援助も受けられないとすれば、ゴシック小

説での「早すぎた埋葬」のテーマと同様、自分の意志を外界に伝達できないままに放置さ

れることは、恐怖や絶望と結びつくことは確かだろう。意識があっても全身がまったく

動かない状態は、このピタゴラス由来とされる古代ギリシャの厭世的な言い回しである

「身体（ソーマ）は、魂（プシュケー）の墓（セーマ）である」を極限的に具現化してい

るようにも思える。 

 ただし、眼球の動きや瞬きを自力で行うことができる場合には、文字盤を目で追う方

法などによって、自分の意志を他者に伝えることができる。もちろん、想像するまでも

ないことだが、こうしたコミュニケーションは、本人にとっての非常な困難を伴い、周

囲の人々の協力を必要とし、もし可能であったとしても時間もかかるものである。雑誌

ELLEの編集長で、脳幹梗塞によって、1995年12月8日に突然、ロックトイン症候群となっ

たジャン＝ドミニック・ ボービーは、手記『潜水服は蝶の夢を見る』 ii （シュナーベルに

よって映画化もされた）のなかで、全身麻痺になった自分の体を、「重たい潜水服を一

式、着込んでしまったよう」と表現している。驚くべきことに、彼は、その手記を、家

族や友人や介護をする人々の援助を受けつつも、文字盤と左目の瞬きだけで書き上げた

という。 

 周囲からの刺激に反応しない状態の第二のタイプは、「植物状態」かそれに類似した状

態である。覚醒はしている（目覚めているので、目を開けていることもあるという意味）

が、「意識（外部の環境や自分自身のことを意識するという意味）」のない状態である。

一般的には、3ヶ月程度以上にわたって回復が見られない慢性的ないし遷延性の「植物状



態」のことを指すことが多い。なお、植物状態で使われているvegetativeという語は、

人間を野菜（vegetable）呼ばわりして貶める意図ではなく、命名者であるB・ ジェネッ

トとF・ プラムによれば、18世紀から「知的活動や社会的活動なしに、たんに身体的に生

きていること」、「感覚や思考はないが、成長し発展する有機体」を意味する用語として

使われていたという iii 。また、「植物状態」という診断そのものは、その後にどういう経

過をたどるか（予後）を決定するものではなく、適切なリハビリテーションによって、

程度の差はあれ、回復することも多い（奇跡的というほどまれではない）iv。事故などに

よる頭部外傷によって発症1ヶ月目に遷延性植物状態と診断された患者434人を対象とし

た調査では、1年後には、33% 

が死亡しているものの、程度の差はあっても62％が意識を回復しているという。また、

MRIを用いたある研究では、植物状態に近い状態から6年後と19年後に意識をある程度回

復した二人の患者では、脳細胞の軸索が再生して、脳可塑性が生じたために、病状の改

善がみられたという可能性が指摘されている。 

 三つ目が、昏睡であって、意識がないだけでなく、覚醒もしていない状態を指してい

る（全身麻酔なども含まれる）。健常人の睡眠と似た状態であるが、いくら刺激しても

起きない、というのがもっとも正確な表現だろう。このなかでもっとも重症である状態

が「脳死」である。 

 つまり、単純に分ければ、ロックトイン症候群は、意識は正常で重度の運動麻痺によ

るコミュニケーション障害だが、「植物状態」や昏睡は、意識障害であってコミュニケー

ションすべき心的内容が欠けていることになる。しかし、最初に指摘したとおり、脳と

いう身体（ソーマ）の一器官から非侵襲的に魂（プシュケー）の状態を読み取ることが



できるかもしれない技術の出現によって、「植物状態」の考え方が、いま大きく変化しよ

うとしている。 

 

植物状態に見いだされた「意識」 

 植物状態を覚醒してはいるが意識のない状態とみなす伝統的な考え方に一石を投じた

のが、2006年に発表されたケンブリッジ大学のオーウェンらによる研究であるv。 

 彼らは、2005年7月に交通事故によって「植物状態」となった25歳の女性を被験者とし

て、家族の書面による同意を得た上で、翌年1月に、fMRIによる実験を行った。「テニス

をしていると想像してください」、「家の自分の部屋を歩き回っていると想像してくださ

い」という二つの運動想像課題を別々に口答で指示したところ、健常人が同じ運動想像

課題を行っているのとよく似た脳活動パターン（テニスと部屋を歩き回るのでは全く異

なる）が観察できたという。つまり、fMRIでの実験結果を信じるならば、意識がない

「植物状態」のはずのこの女性は、実際には動けなかったとしても、外部からの指示に従

って、二種類の異なった運動を心の中で想像していたことになるのだ。 

 言い換えれば、「植物状態」とされている状態のなかには、まるで究極のロックトイン

症候群のような病状が含まれていて、ボービーが使っていた文字盤よりもハイテクな脳

科学を応用したコミュニケーションのツールを利用すれば、意思疎通ができるかもしれ

ないという可能性が示されたのである。こうした事実が、従来の「尊厳死」をめぐる議論

に大きな影響を与えることはいうまでもないだろうvi。 

 

 



 「植物状態」とされる人々であっても、部分的には意識を保ち、なんらかの内的経験を

することが可能ではないかと示唆する脳科学研究は、1990年代の半ばから存在した。だ

が、それらは、「植物状態」であっても、言語の音刺激や視覚刺激や触覚・ 痛覚の刺激に

対して脳活動が観察できるという現象を報告したものであり、意識の存在の証拠ではな

く、まったく逆に、心のモジュール説を支持するデータとして解釈されてきた。つまり

、知覚や運動や言語に関わる脳内システムは、意識内容とは独立した一つのモジュール

として（意識無しに）活動することが可能である例と見なされたのだ。たとえば、数日

に1回、脈絡のない単語を口にする「植物状態」の患者の詳細なケースレポートのタイト

ルは『精神なき単語』となっている vii 。このモジュール説を徹底させる立場からすれば、

テニスや散歩を想像しているのと同じ脳活動が生じていても、その「植物状態」の患者が

、それらのことを意識内容として意識しているかどうかはわからないとも解釈できるだ

ろう。 

こう考えてみれば、2006年のオーウェンらの研究が、「植物状態」での意識の存在の可

能性を示すものとして受け入れられたのは、単に新データの発見というだけではなく、

「植物状態」での意識をめぐるもっと根本的な解釈枠組みの変化が背景としてあったと見

る必要がある。 

 

最小意識状態（MCS）の発見 

そうした視点から重要と思われるのは、神経内科医だけでなく、リハビリテーション

医学者や心理学者も含んだグループが、2002年に提唱した「最小意識状態（minimally 

conscious state）」という概念である viii 。慢性的な意識障害であって、意識が部分的で



あったり、ムラ（時間的変動）があったりする場合でも、少しでも意識の片鱗が認めら

れれば、定義上意識のない状態である「植物状態」とは異なる「最小意識状態」と呼ぶべき

だ、というのがその提案の骨子だix。 

最小意識状態は、「自分自身または外界を意識しているという行動上の証拠が最小で

はあるが確実にある」状態として定義され、具体的には次のなかの一項目以上が存在し

ていることを診断基準としている。 

 

●単純な命令に従う 

●正誤に関わらず、身振りや言語でイエス・ ノーが表示できる 

●理解可能な発語 

●合目的的な行動（意味のある状況での笑いや泣き、質問に対する身振りや発声、物

をつかもうとする行為、物をさわったり握ったりする、何かを見つめたり、目で追っ

たりする、など） 

 

ミニマル（最小）という語には、「どんなに小さくても」という漸近線的なニュアンス

があり、これまで（米国であればナーシングホームに）「植物状態」として放置されてき

た人々に対して、たとえミニマルであっても、意識の痕跡やコミュニケーション可能性

を探し出す努力を行い、適切なケアを提供しようとする意志と希望の現れを見いだし得

るからだ。 

臨床の現場という観点からみれば、ここで重要なのは、最小意識状態という考え方で



は、意識のレベルの時間的変動に注意を向けている点である。医療者のなかでも専門医

師が、一人の患者と接する時間はそう長いわけではない。変動する意識レベルがベスト

になった状態を的確にとらえて判断するには、医師によるきめ細かい臨床観察だけでは

なく、日々に患者に接している家族や友人や介護者や看護師の協力関係、すなわち本当

の意味でのチーム医療が必要となる。 

さきに紹介したオーウェンらの論文の追補のウェブデータでは、患者の後日談として

、事故からおよそ1年後に、2回だけではあるが、見せられた鏡の方へ顔を向けてじっと

見つめたと記されている。このことは、研究被験者となった患者が「植物状態」から最小

意識状態へとゆっくり回復する過程にいたことを示している。ハイテクな脳科学機器に

よる研究の根っこには、「植物状態」を意識のない状態として切り捨てることなく、そこ

でのミニマルな意識を見逃さないための、丹念で注意深いケアや介護によって支えられ

た臨床の現場が存在している。 

こうした具体的な現場との関わりを考えてみるならば、最小意識状態という概念の提

唱に対して、意識のない「植物状態」と最小意識状態との選別と価値付けとしてのみとら

えることは、あまりにも一方的で表層的な見方だろう。「植物状態」へのfMRIの臨床応用

は、定義がそうなのだから「植物状態」には意識はないはず、という切り捨ての論理の呪

縛から解放されて、種々の方法によってミニマルな意識を検知しようとするアプローチ

の一つに過ぎない。じっさいに重要なのは、脳科学技術そのものではなく、そうした技

術を臨床の場で使いこなそうとする意志の問題だからだ。そして、そのことは、遷延性

植物状態や最小意識状態の患者たちを、どのような存在として見るかという私たち自身

のまなざしのあり方と密接に関連している。 



医師で医療倫理学者のJ・ フィンは、こうした患者たちを、生と死の境目という国境線

によって曖昧な場所に置かれて苦しんでいる「不法移民」に例えている。つまり、生きて

いる人間としての十分な権利や保護を与えられることなく、うち捨てられ、見捨てられ

た状態にあるというのだ。彼は、意識ある人格としての人間にだけ尊厳があるという考

え方（バイオエシックスではパーソン論とよばれる）を批判して次のように述べるx。 

 

「そうした人々（引用者註：最小意識状態の患者たち）が、生の領域に帰国することを

妨げているのは私たちなのだ。彼らは、不自然な存在として、私たちの目から遠ざけら

れ、研究の対象としても無視されている。彼らが排除されているのは、まさに私たちが

精神が生きているということを重視しているからだ。彼らは新しいタイプの差別、たい

ていの差別と同様に『善意』から生まれた差別の犠牲者なのだ。」 

 

魂（プシュケー）が個的なものを指し示す限りにおいて、確かに病気や障害によって

不自由になった身体（ソーマ）は、魂を閉じ込める墓となるだろう。しかし、魂がつね

に「共」として在るのだとすれば事情は異なる。魂が「共」である限りにおいて、生きてい

る身体は、たんに生きているという事実によってつねに複数の諸身体とともに在ること

になるからだ。つまり、諸身体の間には、どんなにミニマルのものであっても、「共」と

してのコミュニケーションがつねに存在している。身体が孤立することなく、二つ、三

つ、そしてもっとたくさんの身体として共在する限り、それは墓（セーマ）ではない。 

確認しておくが、ここで言いたいのは、別に神秘的な共感やテレパシーといったもの

のことではない。言語的でないとしても、私たちがいま持っている科学技術によって数



量化できないとしても、ある種の社会的関係性が、臨床の現場に実在している。それは

、ハイテクを用いるかどうかと無関係に、身体からミニマルな徴を読み取ろうとする意

志に支えられている。たとえば、ALSによってほぼロックトイン状態となった母親を看取

ったある患者家族は、ごく当たり前のこととして、こう語っているxi。 

 

そして、このような関係性においては、介護者が読み取った内容が患者の本

意から大幅には外れていないことは、患者が穏やかに長く生き続けることか

ら証明できるだろう。それが大幅に間違っていたり、患者の要望をわざとキ

ャッチしない環境であったりすれば、大方の者は体調を崩してしまうので、

そう長くは生きられない。 

 

たしかに、脳科学技術は、重度意識障害と見なされてきた人々が閉じこめられている

潜水服を開ける鍵の一つなのかもしれない。鍵もなく途方に暮れているより、鍵がある

と知っている方がすばらしいに違いないだろうが、鍵の存在だけでは十分ではない。研

究者であれ、医療者であれ、介護者であれ、家族や友人であれ、共にいる誰かの手が鍵

を回すのでなければ。 
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Abstract: According to the Law on the Protection of Disabled People and the 

Regulations on the Construction of Barrier-Free Environments in China, 

accessible environments comprise accessibilities of construction facilities, 

communication, and community service. It aims to help persons with disabilities 

smoothly integrate into the social life and participate in the social collaboration. 

This perspective of accessibility is orientated to external ‘participation’ and 

could be limited to the persons with physical disabilities. It is also narrowed to 

only deal with tangible barriers, and not able to effectively respond to the 

diverse needs due to the dynamical identities of persons with disabilities. 

The ‘ recognition perspective of accessibility (or the internal perspective), 

however, is more reflective on how the persons with disabilities could participate 

and the precondition is ‘ recognition. A ball with good accessible environment 

may not be attractive for wheel users. The social recognition and public attitude 

towards disability and even the self-recognition of persons with disabilities 

constitutes a sort of deeper barrier. The ‘ recognition ’  perspective of 

accessibility contains at least these 2 elements; firstly, the general public should 

cultivate an inclusive and pro-diverse understanding of life as the mind basis of 

the society; and secondly the persons with disabilities themselves can recognize 

the difference of abilities, get rid of the feeling of inferior, and establish a 

personality basis of self-recognition. 

Under the ‘recognition’ perspective of accessibility, what is the role of 

law and what is the role of science and technology? The law itself could be a 

‘ barrier ’  and people should be aware of its negative effects. The more 

effectively the law is implemented, the further it may goes to its opposite. It is 

the same situation for science and technology as it may promote the ‘tangible’ 

barrier-free environment but prevent or derogate the persons with disabilities 

from self-recognition at the same time. 



Key Words: Accessibility, recognition, internal perspective, science and 

technology 
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要旨：「障害者権益保障法」と「無障礙環境建設條例」に基づき、アクセス可能な 

環境は建設施設、コミュニケーション、コミュニティサービスのアクセス可能性を

含む。障害者が社会生活にスムーズに統合され、社会的協力に参加することを目的

としています。このアクセシビリティの観点は、外部の「参加」に向けられており

、身体障害のある人に限定することができます。具体的な障壁に対処するだけでな

く、障害者の力学的アイデンティティのために多様なニーズに効果的に対応するこ

ともできない。 

しかし、アクセシビリティ（または内部の視点）の認識の視点は、障害者がどのよ

うに参加し、前提条件が「認識」であるかをより反映している。アクセシブルな環

境のボールは、ホイールのユーザーにとって魅力的ではないかもしれません。障害

に対する社会的認識と公衆の態度、さらには障害者の自己認識さえも、一種の深い

障壁となっている。アクセシビリティの「認識」の観点には、少なくとも次の2つの

要素が含まれています。第一に、一般市民は社会の心の基盤として、包括的かつ多

様性のある人生の理解を育むべきである。第二に、障害者自身が能力の違いを認識

し、劣等感を取り除き、自己認識の人格基盤を確立することができる。 

アクセシビリティの「認識」の観点から、法律の役割は何か、科学技術の役割は何

か？法律自体が「障壁」となり、人々はその否定的な影響に気づくべきです。より

効果的に法律が施行されれば、その反対に進むこともあります。 「有形の」障壁の

ない環境を促進するが、同時に障害者を自己認識から守る、または疎外させること

は、科学技術にとって同じ状況である。 

 

キーワード：アクセシビリティ、認識、内部視点、科学技術 
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質問：「バリアフリー環境」を理解する方法”

Research Question: How to understand 
the ‘accessible environment’

「障害の問題」に関する議論は、さらに「障害の規律」に発
展した場合、いくつかの基本的な概念の定義を含むものと
する。

The discussion on the ‘disability issues’, if further developed 

into a ‘disability discipline’, shall include the definition of 

several fundamental concepts. 

 

 



 

考察对象：2つの法律テキスト
Research object: 2 legal text

 《残疾人保障法》 Law on the Protection of Person with 

Disabilities 2008

 開発する最高議会、最高レベル

 第七章專章規定，合計7個條文

 第52条は、原則として、規定：国や社会は、障壁のない施設を徐々に改
善し、情報へのアクセスを促進し、障害者の社会生活への平等な参加の
ためのアクセス可能な環境を創出する措置を講じるべきである

 Enacted by the Standing Committee of the National People’s Congress

 A special chapter 7, including 7 articles on accessibility

 Article 52 sates the principle: The State and society shall take measures to make 

facilities more accessible and to eliminate barriers in information 

communications so as to provide an accessible environment for persons with 

disabilities to participate in social life on an equal basis with others.

 

 

Regulation on the Construction of 

Barrier-Free Environments 
 《無障礙環境建設條例》 Regulation on the Construction of Barrier-Free 

Environments 

 発展する最も高い行政および立法機関、全国人民代表大会立法

 合計35条

 第1条は原則の問題である：障壁のない環境を作り、障害者などの社会的メ
ンバーが社会生活に平等に参加するためには、 。

 Enacted by the highest administrative power (the State Council), its validity just 

lower than the laws of National People’s Congress

 35 articles in total

 Article states the principle: This Regulation is formulated for purposes of creating 

barrier-free environments and ensuring that disabled persons and other members of 

society can equally participate in social life.

 

 



 

 

《無障碍環境建設條例》第2条：
Regulation on the Construction of Barrier-Free Environments, 

Article 2

 本条例で使用されている「無障碍環境建設」とは、障害者などの社会的メ
ンバーの安全な通行、関連建物へのアクセス、公共交通機関、情報交換、
コミュニティサービスへのアクセスを容易にするための建設活動を指す。

 The term “construction of barrier-free environments” as mentioned in this 

Regulation refers to the construction activity of providing accommodations 

for disabled persons and other members of society to independently and 

safely use roads, enter and exit relevant buildings, use public means of 

transportation, exchange information, and obtain community services.

 

 

 

要約：アクセシビリティ分野の範囲は、
Summarize: accessible environmental mainly focus on,

 建築設施無障礙 barrier free of building facilities

 信息交流無障礙 barrier free of information exchange

 社區服務無障礙 barrier free of community service

 その目的は、身体障害者を社会生活にうまく統合し、バリアフリー
にすること、社会参加システムへの「参與」を可能にすることです
It aims to help persons with disabilities smoothly integrate into the 

social life and ‘participate’ in the social collaboration. 

 



 

 

“參與”の観点下のバリアフリー環境の理念的不足
The limitations of the perspective of ‘participation’

（一） 身体障害者の主な受益者は主に四肢であり、特に視覚障害者、聴覚障
害者、言語障壁が主な3つのカテゴリであり、耐性が低い ；

（二） 内容は、主に有形の物理的および化学的な施設、オブジェクトへの技
術的障壁、一次元の理解の識別に集中し、狭いです；

（三） 被験者主観主観的次元を無視する：客観的環境が利用可能である限り、
參與は完了することができる。

1. be limited to the persons with physical disabilities, and visual, hearing or speaking 

disabilities;

2. narrowed down to only deal with tangible barriers, specific materials, and techniques; 

3. neglect the subjective dimension, assume that the physical barrier free environment 

is good enough to realize participation

 

 

 

「アイデンティティ」の観点下の無障碍環
境理念
The ‘recognition’ perspective of accessibility

 （一）我々はすべての群衆に注意を払わなければならない

 （二） したがって、異なるグループの障害は何か？ 明らかに隠さ
れていますが、秘密かもしれません。

 （三）私たちは外部の観察者の視点を内側の参加者の視点に変えな
ければならない。社会的障壁と障壁の主観的見方は何ですか？

 車椅子は高品質のバリアフリーダンスを提供しました。必ずしも
車椅子を引き付けることができず、参加することができます。

 Pay attention to all sorts of persons with disabilities

 Not all disabilities are visible/physical

 Must shift the perspective from outside observers to inner participants, and 
explore the subjective experience of social participation and barriers;

 A ball with good accessible environment may not be attractive for wheel 
users.

 

 



 

 

「アイデンティティ」について on Recognition

 （一）誰の認識ですか？ Whose recognition?

 “私たち”（障碍者）と "あなた"（いわゆる完璧な）

 "私たち"内部的"あなた"、 "私"、 "彼または彼女“

 "あなた"内部的"あなた"、 "私"、 "彼または彼女"

 ‘we’(persons with disabilities, PWD) and ‘you’(so 

called normal people)

 ‘you, me, he/she’among ‘we’

 ‘you, me, he/she’ among ‘you’
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 （二）どのような認識？What recognition?

 あなたは社会に参加する資格がありますか？

 社会に参加する能力はありますか？

 社会環境の障碍とは何ですか？階級、性別、損傷、心理等？

 障碍や無障碍の評価方法は？

 Qualified for social participation?

 Capable of social participation?

 What is barriers of the social environment, class, gender, 

impairments, attitude?

 How to assess the barrier or barrier-free?

「アイデンティティ」について on Recognition

 

 

「アイデンティティ」について
on Recognition

 （三）あなたはどう思いますか？ How to 

recognition 認識の仕方
あるいは、「認識」の視点からアクセス可能な環境の理論
を確立する方法は？

 Or, how to establish a theory of accessible 

environment from the perspective of 

‘recognition’?

 



 

 

第一， 法律の機能はどうですか？
Firstly, what is the role of law?

 一方では、法制度自体が“障碍性的存在”となる可能性があり、
 法律に基づく社会的、経済的または政治的な取り決めは、構造的または制度的差別を引

き起こす。 それは、法制度がその規範と解釈を普遍的、一般的、中立的かどうかにか
かっているかどうかにかかっている。

 例えば、障害者は中世の聖職者から除外されており、民法上の精神障害者の現在の制
限は、

 より効果的に法律が施行されれば、その反対に進むこともあります。（法律的反功能）

 The laws themselves could be a barrier

 The social, economical or political arrangement based on law would cause 

structural or institutional discrimination; it depends on whether the legal system 

takes its norms and interpretations as universal, general and neutral or not;

 E.g., PWD are excluded from clergy in the medieval times; and the current 

limitation on persons with mental disabilities by custody in civil law; 

 The more effectively the law is implemented, the further it may goes to its 

opposite.

 

 

第一，法律の機能はどうですか？
Firstly, what is the role of law?
 一方、法律の目に見えない機能に注意してください

 法律の暗黙の機能とは、立法者の本来の意思を超えて、法律家が期
待していた以上の社会に対する法律の結果を指します。

 例えば、このような障害者雇用保障基金の支払いは、障害者の雇用に取っ
て代わった。

 例えば、雇用を偽造する会社に障害証明書を「売る」ことは、企業や障害
者にとっては「勝利」のようです

 Meanwhile, be aware of the invisible influence of law

 Which means the social impact of the law goes beyond 

the expectation of the legislators’ intention;
 Such as, the payment of the Employment Security Funds for the 

Disabled has replaced the employment of PWD itself;

 Or the ‘selling’ of a Disability Certificate to a company to fake an 

employment, which seems a ‘win-win’ for companies and PWD

 

 



 

 

第二，科学技術の機能は何ですか？
Secondly, what is the role of science and technology? 
 一方で、科学技術は、 "參與"の視点バリアフリーの建設は、機能を

果たしているすべてに明らかです。

 例えば、

——新しい補助ツール、装備、リハビリテーション、介護および新
しい効用の他の側面における発明

——サポートの普及に関する新しいアイデアのための新技術

——障害の分野における新しいメディアの形態への社会的圧力など

 On one hand, science and technology plays an obvious role 

from the perspective of ‘participation’,
 Such as the new assistant tools, machines, and inventions on rehabilitation and 

daily care;

 New technology on the dissemination of new ideas;

 New media has created more social opinion’s press for anti-discrimination cases

related to disabilities;

 

 

第二，科学技術の機能は何ですか？
Secondly, what is the role of science and technology? 

一方、科学技術は、非差別、アイデンティティ、統合などの障壁、恥ずか
しさの役割を促進することにもなる可能性があります。

例えば：

——プローバの障害を特定するための新しい技術は、非常に議論の余地があ
ります（プロ選択やプロ生活）

—— 新技術の知的財産権と社会への普遍的な利益との間の激しい競争

——設計と運用が主に専門家によって管理されている技術は、一種の支配的
な「権力」を作り出すことができ、PWDが欠けているときのこの「覇権」
にどう対処するのか？

 On the other hand, science and technology may be ambiguous when 

promoting the real ‘recognition’, non-discrimination, and inclusiveness.

 Such as the new technology on identifying the disabilities of fetus is very controversial 

(pro choice or pro life)

 the intense between the intellectual property rights of the new technology and its 

universal benefit to the society

 Technology, of which the designing and operation is mainly controlled by experts, could 

create a sort of dominating ‘power’; how to cope with this ‘hegemony’ especiallu when 

the PWD is absent? 

 

 



 

結論 conclusion：

 障害者の「無障碍環境」は、物理的なバリアフリー環境
を意味するだけではありません。本当に社会参加を保証
するためには、アクセス可能な環境の定義、範囲、アプ
ローチの多次元的かつ包括的なレビューが必要です。

 The ‘accessible environment’ certainly does not only mean the 

physical barrier free environment. To assure truly social 

participation,  it requires multi-dimensional and 

comprehensive review of the definition, scope and  approaches 

of accessible environment.
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[Abstract] 

 

プライバシーとアクセシビリティ：CAPTCHAが障壁に与える影響 

 

Qiu Daoxin、Lin Congji 

 

1930年代の補助技術の開発以来、西洋社会には科学技術的楽観的な見方があり、科

学技術は身体的、精神的障害者の社会復帰や障害からの解放に役立つと信じられて

います。 しかし、ビュー、科学技術と障害の歴史のための個々の技術の開発は非常

に複雑な関係の間に。 科学技術の発展自体は必ずしも障害を持つ人々の生活を改善

するものではなく、科学技術の開発プロセスは障害を引き起こし、時には障害を引

き起こす。 また、いわゆる障害物は同種のグループではないため、科学技術は障壁

に利便性をもたらすことができるが、他の障害に新たな障害をもたらす。 

 

たとえば、1960年代の大型コンピュータは視覚障害者に新しい仕事をもたらしまし

た。 その時、プログラムはタイポイストによってカードホールに書かれていたので、

盲人の宇宙組織能力は有能なプログラムデザイン作業でもあります。 しかし、1980

年代にパーソナルコンピュータが登場した後は、タイピストの依頼を受ける必要は

なくなり、プログラマ自身がプログラムを入力するようになった。 初期のIBM互換

コンピュータは、オペレーティングシステム用のテキストベースまたはコマンドラ

インベースのMS-DOSです。そのため、盲人は音声や点字を使用してコンピュータ



を使用できます。 しかし、精神遅滞や失読症は祝福かもしれませんが、グラフィカ

ルユーザーインターフェイス（GUI）ベースのアップルコンピュータとWindowsシ

ステムが登場していますが、これらの「美しい単調な視覚情報」ではなく、視覚障

壁 それは災害です。 

 

インターネット技術の発展のためのもう一つの新たな挑戦は、私たちがウェブサイ

トに登録したりログインしたりするときに、英語の手紙が詰まった「検証コードの

仕組み」がしばしば見られるということです。 「検証コード機構」の正式名称は、

「コンピュータと人間を離れさせるために完全に自動化された公開チューリングテ

スト」（CAPTCHA）であり、ロボットがチケットを作るのを防ぐことを主な機能と

しています 、メッセージ、スパム広告、その他の干渉サイト、アクティビティなど

が含まれます。 ユーザーは、その広告やハッカーが使用するロボットではなく、彼

が人間であることをサーバーに証明するためにCAPTCHAテストに合格する必要があ

ります。 初期のコンピュータはそのパターンを認識することができませんので、C

APTCHAは、「人間」は視覚的、デジタル的またはテキストの認知能力を備えてい

なければならないことを前提にしています。 しかし、「光学認識技術」（光学式文

字認識、OCRと呼ばれる）または人工知能 (Artificial Intelligence、AIと呼ばれる）

の開発では、視覚障害者はパターンを同時に簡単に識別でき、人々や機械の境界が

再びぼやけてしまいます。 ロボットがOCRまたはAIに認証コードの検証に失敗した

場合、コンピュータプログラマは更新されたCAPTCHAを開発する必要がありますが、

同時に視覚障害者を特定のページの使用から除外する必要があります。 

 

このオンラインプライバシーと技術競争のアクセシビリティでは、人々と機械の境



界が変わり続ける一方で、情報世界の状況における視覚障害者も絶えず再配置され

ています。 長い間、支援技術の目的は、ユニバーサルと統合の目標を達成するため

の障害の欠如を補うためにマシンを使用することです。 しかし、ロボットが現場に

干渉したり、インターネットの安全性を確保するのを避けるためには、IT部門はイ

ンターネットの世界から排除されるように、マシンの識別を超越しなければなりま

せん。 したがって、科学技術が障害に及ぼす影響は、一方的に独立した開発ではな

く、複数競争のダイナミックな関係である。 
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障害者に対する科学技術の影響：視覚障壁技術を例として 

 

Lin Congji、Qiu Daxin 

 

科学技術の発展と障壁 

 1930年代の支援技術の発達以来、科学技術は身体的、精神的に障害のある人々が社

会に復帰し、障害から解放されるのを助けることができると主張している西洋社会において、

ある種の技術的楽観主義が存在している。ヴィック・フィンケルシュタイン（Vic Finkelstein、

1980）は、身体的、精神的に障害を持つ人の状況をマルクスの歴史的物質主義にしたがって3

つの段階に分けている。彼は、農業や小規模産業の過程で身体的、精神的障害が不幸な個人

的経験であると主張しているが、身体的、精神的障害を持つ人は、社会的生産活動には完全

に関与していなくても、第二段階は、資本主義の急速な発展段階であり、工場のペースが速

く、規律管理が厳しく、機械が別々であり、労働需要が一様であるため、多くの障害者が職

場から除外され、疎外されたこの段階では、救援用住宅、避難所、特別学校、その他の隔離

庁が現れ始めました。 Finkelsteinは、第三段階でのみ、身体的および精神的障害が、新技術

と専門家の協力によって社会的に隔離されることなく、解放の目標を達成することができる

と主張している。 

しかし、新技術や専門家が精神的、肉体的障害を持つ人々とどのように協力できるのか、Fin

kelsteinはこの点についてはあまり明確ではありません。 後の研究者は、技術製品の設計に影

響を及ぼし、変化させるための障壁と法的政策の開発を通じ、技術製品の開発を主張した

（Goggin and Newell 2003）。 しかし、個々の技術、科学技術と非常に複雑な関係の間の障

害の開発の歴史。 技術開発自体が必ずしも障害者の生活を向上させるわけではないが、科学

技術の開発過程は時には障害に便宜をもたらすことがあるが、障害によって引き起こされる

こともある。 科学技術の発展と身体的および精神的障害との関係について議論するために、

科学技術に関連するいくつかの視覚障壁を例に挙げて説明する。 



 

 コンピュータとネットワーク 

 1960年代の大型コンピュータに必要なプログラムは、タイポスタによってカードに

書かれていたので、視覚障害者の視覚技術者も設計作業のために資格を得ることができます

（Petrick 2015：20）。 1980年代にはパーソナルコンピュータが登場し、タイピストがプログ

ラムのエントリーを依頼する必要がなくなりました。 しかし、オペレーティングシステムの

ためのテキストまたはコマンドライン（テキストベースまたはコマンドライン）ベースのMS

-DOSにIBMの最初の互換性のあるコンピュータは、単語の変換を通じて、視覚障害者はまだ

コンピュータを使用する能力を持っている限り。 しかし、グラフィカルユーザーインターフ

ェイス（グラフィックユーザーインターフェイス）ベースのアップルコンピュータとWindow

sシステムが登場している、これらの "美しい単調な視覚情報"知的または失読症の祝福かも

しれないが、視覚障壁は 克服すべき困難。 

インターネット技術の発展のためのもう1つの新たな課題は、ウェブサイトに登録またはログ

インする際に、長い英数字または数字のリストからなる「確認コードの仕組み」がよく見ら

れることです。 「検証コード機構」の正式名称は、「コンピュータと人間を離れさせるため

に完全に自動化された公開チューリングテスト」（CAPTCHA）であり、ロボットがチケット

を作るのを防ぐことを主な機能としています 、メッセージ、スパム広告、その他の干渉サイ

ト、アクティビティなどが含まれます。 ユーザーは、その広告やハッカーが使用するロボッ

トではなく、彼が人間であることをサーバーに証明するためにCAPTCHAテストに合格する必

要があります。 初期のコンピュータはこの問題を解決するためのパターンを特定することが

できないため、CAPTCHAは「人間」は視覚的、デジタル的またはテキスト的認知能力を備え

ていなければならないが、後に音声CAPTCHAとも見えるが、パターン認識コードは依然とし

て最も重要なテストである ザ しかし、「光学的認識技術」（光学的文字認識）や人工知能

（人工的） 視覚障害者はパターンを同時に識別し始め、人々と機械との間の線もまたぼやけ

ている。 人間と機械を区別するために、コンピュータプログラマは、ロボットが「光学的識

別技術」または人工知能によって検証コードを分解することができないように、更新された

CAPTCHAを開発しなければならないが、同時に、特定のページ ザ 

このオンラインプライバシーとアクセシビリティ（アクセシビリティ）技術競争では、人々



と機械の境界が絶えず変化しており、情報世界の視覚障害者の位置も変わっています。 従来

技術を支援する目的は、障壁の欠点を補うために機械を使用し、普遍化と統合の目標を達成

することですが、Webサイトへのロボットの干渉を避け、ネットワークの安全を確保するた

めには、情報技術は、 インターネットの世界から除外されています。 したがって、科学技

術が障害に及ぼす影響は、一方的に独立した開発ではなく、複数競争のダイナミックな関係

である。 

 

 E-book 

 過去の視覚障害書籍に関する書籍の知識単語の本と音声の本の2つの主要なチャンネ

ルがあります。 しかし、書籍の製作コストは高価で時間がかかり、持ち運びや読書が非常に

不便であるかどうかにかかわらず、帳簿容積は膨大です。 この本の音は目を引くような録音、

早い段階のテープ、後でCD-ROMやmp3などの視覚障害者のためのフォーマットに頼らざるを

得ません。 それが本であるかオーディオブックであろうと、視覚障害者は一般の人と同期で

きない一般的なペーパーブックを再作成するプロセスをパスしなければならない。 視覚障害

者は、一般の人々と比較して、非常に限られた本を読むことができ、視覚障害者の平等な情

報を得る権利を明らかに損なうだけでなく、教育、雇用、レジャー、 チャンスのフィールド。 

 しかし、科学技術の発展は徐々にこの状況を変更している、この本の出版物に出版

社がますます存在し、同時に電子書籍を公開されます。 ここ数年、現在の国際標準e-book E

PUBフォーマットであるe-book製作技術の開発と統合により、電話やコンピュータの視覚障が

い者がコンテンツを聴くことを可能にしています。 その結果、視覚障害者は、一般的な識別

者のように、ポイント・ブックやオーディオブックを作成するために関連機関に頼ることな

く、読書したい最新の出版書籍を購入することができます。 

 電子書籍は、技術のおかげで、視覚障がい者のグループは、メーカーと政府に自分

のニーズを前進させるために重要な役割を果たすと引き続き、視覚障害者のためのバリアフ

リーのフォーマットを開発しました。 2010年、アメリカのいくつかの大学がAmazonの電子

書籍Kindle DXを教育ツールとして使用すると発表した後、American Blind UnionとAmerican B

lind Associationは、これらの大学がAmerican Barrier Rights Act この法律は、生徒が学校のサ



ービスを利用する完全かつ平等な権利を持ち、活動に参加する機会が同じであることを保証

します。 視覚障がい生徒がこの機器を使用できないため、米国司法省は調査を開始しました。

 Kindle DXには読み上げ機能がありますが、機能メニューにはそのような機能はありません

ので、視覚障害のある生徒はどの書籍を選択するか、端末のWebブラウザを入力することは

できません。 その後、同社はこのデバイスを視覚障がい者の完全にアクセス可能な形態に変

更し、紛争は中止された。 

 台湾では、視覚障がい者が2013年に議会でロビー活動を行って、視覚障害者に使用

する書籍を増やすように指示した結果、議会は権利と利益の保護に関する法律第30-1条と第3

0条 -2。 法的内容の修正後、結果は2つです。 まず、国立台湾図書館は視覚障害者専用の図

書館であり、もはや点字とオーディオブックの借用だけでなく、電子書籍の収集と収集を開

始しました。 現在、台湾の視覚障害者は、インターネットを通じて電子書籍を借り、携帯電

話やコンピュータで聴くことができます。 第二に、12年間の国家義務教育を受けた視覚障が

い学生のためのタイムリーなアクセスを得るためには、高校で学校の教科書を出版するすべ

ての出版社が教科書のテキストを教育機関に送る必要があります。 教室のバリアフリー版の

制作を完了する前に、タイムリーに視覚障害学生に提供してください。 

 

 知恵アクションエイズ 

 視覚障害者のために、個別のアウトバウンドアクションは、人生の大きな困難の1つ

です。 伝統的に、杖の使用と方向付け技術の精通は、視覚障害者が単独で外出することを可

能にする方法である。 科学技術の進歩の結果、多くの支援の発明は、視覚障害者が行動外で

独立して安全になるように、杖の機能と方向性行動を補うことである。 

 現在、人工知能デバイスの使用は、大まかにセンサと受信機に分かれて設計コンセ

プトを要約した。 検知端は、眼鏡、帽子、または胸部に吊り下げられた超音波センサまたは

カメラ装置であり、超音波または写真機能によって、視覚障害のあるメッセージの周辺環境

を迅速に収集および分析する。 人工知能の発達により、センサは周囲のアイテムの大きさ、

形状、距離を識別し、テーブル、車、階段などの一般的なアイテムの名前を明確に伝えるこ

とができました。 最近公開された新製品は、年齢などについて、人々の顔を識別することさ



えできます。 

 視覚障害者については、センサーで検出されたセンサーを受け取る方法は？ おそら

く、メッセージが受信される方法は、主に触覚または聴覚の使用です。 タッチは、視覚障害

者の周りのメッセージである杖やベルト付きのバイブレータの使用です。 ビジュアルは仲介

者としてスマートフォンに基づいており、センサーはメッセージを電話に渡し、視覚障害者

はヘッドセットを通じてメッセージを聞きます。 上記の2種類の受信方法は、長さ、速度、

サイズなどの振動周波数のみを含むことができるため、周囲の環境が非常に限られた理解を

得ることができるため、メッセージの触覚の使用が簡単であるため、 たぶん、障害物がある

かどうかを知ることです、障害物の距離はこれまでのところです。 聴覚の使用は情報を得る

ことができる上記の項目の多くは、人間の表現など、多くのことが学ぶことができる比較的

豊富です。 しかし、聴覚は視覚障害者であるため、最も重要なのは感覚的な接触に依存しま

すが、耳のヘッドホン（片耳でも可）を使用した場合、視覚障害は耳で環境を知覚する能力

を損なう恐れがあります。 

 

 技術と障壁：3つの役割のダイナミックな競争関係 

 前述のように、障壁に対する技術の影響は、一方的な独立した開発ではなく、マル

チ競争力のあるダイナミックな関係、障害、政府、R＆D技術の製造業者を含むこのダイナミ

ックな関係の構築の役割です。まず第一に、障壁は政府と製造業者が人を助ける科学技術の

発展を助ける方法を理解することを可能にするために、彼らが必要とする継続的な要求に積

極的に関与しなければならない。この記事で引用されたケースでは、米国の視覚障害者グル

ープが異議を提起しない場合、アマゾンは視覚障害者が必要とする視覚的に執行される声の

機能を考慮していないことを理解できない場合があります。台湾の視覚障害者が立法府の法

制化を拒否した場合、公共図書館は視覚障害者に必要な電子図書館を積極的に設立しない可

能性があります。もちろん、視覚障害者の大半のニーズを満たすために、オリジナルのデザ

インを常に修正するために、すべてのインテリジェントアクション支援の開発が視覚障害者

を巻き込む必要があるため、科学技術援助も多数の生産と販売の可能性。実際、アップルの

携帯電話の音声システムであるかマイクロソフトで現在スマートメガネを開発しているかは、

視覚障害のあるコンピュータエンジニアによる視覚的デザインです。障壁だけが障壁の必要



性によって最もよく理解されており、これは「私の参加なしで私が決断を下すのを助けては

いけない」と主張している障害の権利と一貫しています。したがって、障壁は間違いなく最

も重要な役割における動的関係である。 

 しかし、最も重要な役割は、必ずしも技術開発の方向性、多くの客観的要因を考慮

したり、考慮したりすることができない。政府は公共価値の代表者として、社会価値の権威

ある代理人として、障壁の利益だけでなく、公共政策の策定におけるすべての当事者の利益

のバランスを考慮しなければならない。この場合、台湾では、視覚障害者は検証コードの問

題を繰り返し政府に反映してきたが、これまで解決できなかった。その主な理由は、このコ

ードの目的は、情報のセキュリティ設定を維持することであるということです、既存の技術

を考慮に入れ、情報セキュリティや優先順位などの情報セキュリティを考慮する必要がある

場合があります政府の決定の視覚障害者前提の権利を取ると同時に、依然として困難です。

もう一つの例は前述のe-bookのケースであり、より多くの書籍リソースを確保するために、

元々台湾の視覚障がい者団体は立法措置を講ずる必要があり、すべての出版社は台湾図書館

にテキストファイルを提出し、バリアリーダー専用。しかし、このアプローチは著作権の問

題を含んでいるので、著作権と視覚障害者は紛争の際に、政府は著作権を維持することを選

択した。出版社が現代技術を使用するまで、視覚障害者は普遍的な電子書籍になることがで

き、著作権と視覚障害者情報権の衝突は適切に解決されました。 

 最後に、メーカーはダイナミックな関係で役割を果たすでしょう。 科学技術援助の

発展のためには、最終的な大量生産とリスティングは製造業者の目的でなければならない;す

なわち、製品市場の規模は、製造業者が主な検討事項の研究開発に関与しているかどうかを

判断することである。 もちろん、製品は、問題の技術的側面に適用されるだけでなく、生産

と別の重要な要素のリストを判断する。 この場合、世界の視覚障害者の数は確かに多くの研

究開発に投資するメーカーですが、視覚障害者の大半がまだ開発していないため、補助機器

の使用は主な技術的側面です。 上述したように、触覚または聴覚の視覚障害者がインテリジ

ェントアクション支援によって送信されたメッセージを受信するためには、克服すべき多く

の困難が依然として存在する。 

 視覚障害者が若干の技術的調整をすれば、新技術製品の一般的な使い方を分かち合

うことができれば、それは最も効率的で費用対効果の高い方法になると言えるでしょう。 例



えば、電子書籍は、視覚障害者のために開発されたものではなく、新聞ソフトウェアを使用

する限り視覚障害者であり、ほとんどの人が電子書籍の利便性を楽しむことができる近代的

なコンピュータ技術の製品です。 もう一つ注目すべき例は、電話機が音声設定を行う限り、

視覚障害者がこれらの機能を使用することができる限り、ユーザがバスの到着時間などをい

つでも把握し、アイテムや色を識別し、いつでも特定できるスマートフンである。 
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■■Ⅰ 

 

■日本の学会のこと 

 日本の障害学会は2003年に発足した。それから2010年夏までのことは、「障害者運動／学

於日本・ ５――障害学／障害学会」に記した。英語版とコリア語版がある。近く中国語訳も

用意する。 

 私は、何期か理事を務め、2007年・ 2009年、立命館大学での大会の大会長を務めた。その

後多忙などにより関わりがなかったが、このたび会長を務めることになった。昨日（2017年

９月16日）理事会があって、それに出席して初めて現在の会員が500名ほどであることも知

った。現在の状況はこれから把握し、今後のことについてはこれから考えていこうと思う。

以下、すこし考えていることを述べる。 

 こうした学会も「普通の学会」になっていく可能性がある。そこにそんなに複雑なメカニズ

ムが働いているわけではない。学会と名がつき、学会誌があるとなれは、学会報告の数を増

やし、論文を通すために学会に入り、学会を使おうと人は出てくる。こうして、社会福祉学

の学会報告でもよいような報告が含まれることになる。私たちの学会は情報保障をきちんと

しようとしているから口頭報告の数は限らざるをえない。この理由で制限することはあると

しても、私自身は、あまりひどい報告でなければ、幅広く報告を受けていれてよいと思って

いる。その報告は批判されるかもしれない。批判された人は、そのような批判がありうるこ

とを初めて知るかもしれない。そうしたことに意義があるとも思うからだ。 

 とはいえ、どこにたんに集団的な学的な営みの意義を、またおもしろさの「核」を見いだし

ていくかということはあると思う。 



 一つ考えられることとして、対社会的な提起・ 発言の機会を増やしていくということがあ

る。学会はこれまでに二度理事会声明をだしており、最近のものは、昨年の神奈川県相模原

市での障害者殺傷事件を受けてのものだった（2016年11月５日、現在のところ翻訳はなし）

。社会的・ 政治的発言を行なうことについて当然別の意見もあるだろうし、どんな場合にど

のような文面のものにするかについても必ず異論はあるだろう。ただ、そうした議論自体に

ときに意味のあることがあるだろう。小さな学会が、その存在を人々に知らせることにもな

りうる。その国々の政治的状況によっては不可能であること、不利益を被ることもありうる

し、そんな場合には仕方がない。ただ、可能な場合には社会的発言を行なうことは、学問や

学会の社会的使命であり責任でもある。 

 

■国際交流 

 その学会の理事会でも、アジア諸国との交流は懸案になっていることが報告された。ただ

、このかん具体的な行動はとれなかったとのことだった。気持ちがないわけではない。ただ

小さな学会である。結局そうした活動のための人的・ 経済的資源が少ないから、ということ

に尽きるのだろうと思う。最初から使用言語を英語に統一するなら費用はいくらか少なくな

るだろう。しかし、この我々のセミナーにしても、それは（今のところ）選択していない。

職業的研究者である私が英語ができないのは責められるべきことであるだろうが、このセミ

ナーは、各国各地でその国・ 土地の言葉で考え活動してきた人たちに開かれたものであろう

としてきた。そんなことも考慮にいれながら交流していくのにはたしかに困難はある。どう

したものか。 

 私は、大学に障害学の学科・ 大学院といったものができる現実的な可能性はほぼないと思

っているし、とくに必要だとも考えていない。ただ、では今の規模の学会がそうした活動に

従事するのが簡単でないことも今述べた。とすると、これまで私たちが、日本側としては生

存学研究センターを拠点に行なってきた活動がいくらかの役割を果たせるかもしれない。

（2010年までの韓国との交流については「障害者運動／学於日本・ ７――韓国の人たちと」、

英語版、コリア語版あり。）そこに、具体的にどういう形で加わってもらうかは今後の課題

として、学会、学会のメンバーもこの企画に関わっていくというやり方も考えられるだろう

。そのことも昨日の理事会で話し、了承してもらった。また台湾で学会が発足することにな

っていることもその場で話した。 

 そうして形は作られるあるいは保たれるとして、実際に何ができるだろうか。もちろんこ



の中味の方が大切だ。ときに私も考えることがある。結論めいたものは出ない。結局、その

時その時で頭をしぼって、考えるしかないのかなと思う。 

 例えば、2015年、北京でのセミナーのテーマとして取り上げてもらったのは「社会サービ

ス」だった。そして私が話させてもらったのは、"PA (Personal Assistance): Acquiring Public 

Expense and Seeking Self Management"（英語版という題のものだった。それは、どこから

とりかかるのが有効かに関わっている。介助といった社会サービスは、とくに高齢化が進む

社会において、体制・ 主義の如何にかかわらず必要とされる。それだけが必要なわけではむ

ろんないが、しかしたいへん必要なものの一つであり、そしてどんな政治体制のもとでも制

度を獲得できる可能性のあるものだ。そして日本でも韓国でも障害者のＮＰＯはこの事業を

担うことで財政的・ 社会的な基盤を得てもきた。その国が置かれている状況でこのテーマは

有効であると思えた。 

 そして、2016年、日本でのセミナーのテーマは「法的能力（障害者権利条約第12条）と成

年後見制度」だった。この時の私の収穫は、成年後見制度の導入に際して、韓国では障害者

の側からの批判があったことが報告されたことだった。他方、それより前に日本で導入され

た時には、日本では目立った反対はなかった。そして2016年にこの制度の利用を促進させよ

うという法律ができた時には、日本でもこの制度に対する批判がなされた。これらをどのよ

うに理解することができるか。これは興味深いことであると思われ、そのことを閉会の辞で

も述べた。 

 こうして、いつもうまくいくことは保証されてはいないのだが、一所懸命に考えれば交流

が効果を産むことがあると思う。そして必要なのは、ずいぶん準備に手間をかけてなされる

セミナーの後、その成果を記録し発展させることだと思う。このように考えて私は、昨年の

セミナーの成果をまだうまく継承できていないことを思い出すことになった。具体的には、

韓国で成年後見制度に対する批判はどんなものだったのかを詳細に知りたいとその時に思っ

たのだが、それが果たされていないのだった。大切なことはその場限りにしない。そうすれ

ば交流は意義あるものになるだろうと思う。 

 

■■Ⅱ 

 

■「もと」から考えなおしてみてもよい 



 もう一つはⅠで述べたことの「もと」になるの部分であり、これから研究を進めていくには

大切だと私が考えることだ。「障害学」の名を掲げている組織に関わることになりながらも、

私は、例えば英国流の障害学、その「社会モデル」をそのまま引き継ぐ必要はないと考えてい

る。常に、学はその基本的な枠組みから更新される可能性を有するものであり、私たちは、

「次」に何を加えていくかと考えるとともに、「もと」を考えなおし、作りなおことができる。

そして私個人について言えば、私は社会学者であると自認してはいるが、障害学の研究をし

ているとは思っていない。私たちの研究センターは「生存学」という名称のものになっている

。ただ私はこの名称にも思いいれはない。運営資金獲得のために仕方なくこういう名前を作

り出し、使わざるをえないのではあるが、「学」の数を増やすのは迷惑なことであるとも思っ

ている。ただ実質的にこのセンターが行なっていることは、以下に私が述べようとすること

に関わっている。 

 そのことに関係することは昨日もいくらか話したが、ここで説明する。二つある。 

 一つは、「できない」こととしての障害だけを捉えるのでなく、より広い範囲を捉えつつ、

その中にある要素や要素の関係を見ていくほうが、過去のそして現在の現実を見ていくうえ

でも、これからの人・ 社会のあり方を考えるうえでもよいということだ。これは、私たちの

センター、そして大学院の研究科の活動から得た認識でもある。 

 一つは、「できない」ことのなかから「障害」が取り出される機制を捉え、そのことをどのよ

うに見るか考えるべきであるということだ。これは、昨日私が述べたことでもある。私自身

の関心がそこにあるということでもあり、社会を捉えるとしたらそのように見るべきだと考

えているということである。 

 

■１ 少なくとも５つ 

 これまでの障害をめぐる議論にはすこし都合のわるいところがある。障害学は、「個人モ

デル」や「医療モデル」を批判しつつ、インペアメントとディスアビリティという対は基本的

に維持し、一方では、前者の契機を小さくしながらも必要な要素としていることがそれでよ

いのかと問われるとともに、他方では、インペアメントの契機を無視あるいは軽視している

とも言われる。どうもすわりがよくないことは感じられているようだ。このことをどう考え

るか。 

 私が述べてきたことは、「障害とは何か」という問い方をするのではなく、身体に関わる



（関わるとされる）いくつかの契機を取り出してみることだった。そして、できないこと、

異なること、苦しいこと、死に至ること、加害的であること、以上５つの契機があるとした

。これは身体に関わることのすべてではない。なかでは否定的とされる契機ということにな

る。ただ全体を網羅することをここで意図していないから、これらでまずはよい。そのうち

障害はおおむね前の二つ、病は次の二つ、あるいはそれを惹起させるものである。そして最

後の加害（の可能性）も歴史的現実的には相当に大きな部分を占めてきた。そして、これら

は全体を五つに割ったといったものではない。例えば、動かなくて同時に痛いこともあり、

痛くて動けないといったこともある。 

 この、かくも素朴な列挙にいくらかの意味がある。一つ、社会に起こってきたことを見て

いけば、そこには複数の契機がある。さきにこの時代にあって重要とされてきたと述べた、

できる／できないだけではない。そして、そのあるものは、あるときには「病」と呼ばれ、あ

るときには「障害」と呼ばれた。その仕分けは、多くの場合さして整合性のないものだった。

それに引きずられて混乱するよりも、言葉の幅が変化したり、別の言葉との境界が曖昧であ

るといったことがいつも珍しいことではないことをわかった上で、使われ方を整理し、必要

であれば自らの使い方を提示するという構えで当たるのがよい。だが意外に、構築主義の流

行以後においても、障害を他から分けて取り出そうという学的営みが絶えていないのは不思

議だ。 

 この国の戦後においても以上五つがそのときどきに取り出された。まず、それ以前から、

加害性（の可能性）ゆえに囲われた人たちがいた。ハンセン病の人たちが収容された。結核

療養者の収容も隔離策の一環としてあった。そして精神障害者も危険だとして収容された。

そしてそれが…、と続いていく。一九七〇年頃になると「難病」といった言葉が政策用語とし

て現われ、それが日常用語の用法にも影響する…等々。これらのうちのしかじかは障害であ

るとかないとか決めようとする行ないにいかなる意味があるのか。行政的にはあること、あ

るとされることもある。むしろ、ある時には「難病」という名称を与え、ある時には、そして

ときに同時に、障害者福祉政策によって対応しようとしたことにどんな事情があるのかと問

う方が、「障害とは何かについて」の別の決め方を示すよりもよいことであると考える。 

 次に、なおす／なおさないことを巡る多様さ、混乱も、このことに関係している。何をな

ぜなおしてほしいのか／ほしくないのか。病人でなく障害者であると名乗る人たちのなかに

はなおされる必要がないと主張した人たちがいた。まずはそれは簡単なことで、痛みは軽く

してほしいし死ぬのはいやだが、自分はそんな境遇にはいないというのだった。そして、と

きに痛いだけでそうよいこともない（こともある）「できるようになること」は願わないとい



ったこともあった。こうしたことを、この単純な併列から発して整理し配置してみようとい

というのである。 

 次に、なおす／なおさないことを巡る多様さ、混乱も、このことに関係している。何をな

ぜなおしてほしいのか／ほしくないのか。病人でなく障害者であると名乗る人たちのなかに

はなおされる必要がないと主張した人たちがいた。まずはそれは簡単なことで、痛みは軽く

してほしいし死ぬのはいやだが、自分はそんな境遇にはいないというのだった。他方、とき

に痛いだけで効果が見込めない「できるようになること」は願わないといったこともあった。

これらをこの単純な列挙から出発し整理してみようといというのである。 

 そして「インペアメント」について。例えば英国の障害学の発祥の頃に多かった脊髄損傷な

どの中途障害などでは、そのインペアメント＝損傷は可視的でわかりやすい。その人たちは

自分たちのインペアメントを身体の水準においてなおそうとするより――そもそもなおらな

い――社会を変えた方がよいと主張したのだが、この時そのインペアメントの存在自体は明

らかなものだった。それは身体的・ 物理的なものとして、あるいはその不在としてあった。

しかしそんな場合ばかりでもない。所謂「内部障害」の場合には、外からは見えない。身体的

なものといっても、多く多層的であり、身体の表面に現われているものもあるし、その形状

や機能に因果的に作用するとされる遺伝子の水準での異なりもある。そして、（今のところ）

とくだんのものは発見されていないが、きっと脳のなかになにかあるとされる「発達障害」と

いったものもある。ちなみに「発達障害」という範疇は欧米には存在しないという――アジア

諸国ではどうなのだろうか？ そうしたものが存在するか否か、ときにはその問いに答える

必要があることがあるとしても、まずはその問いがなぜ発せられるのかを考え、そしてその

問いに答えようとすることがどんなことであるのか、必要であるかどうかを考えることでは

ないか。 

 そしてインペアメントの「軽視」が言われるときに何が言われているのか。苦痛は、普通あ

るとかないとか問うても仕方なく、存在するだろう。そしてその痛み自体は、普通、「社会

的」な仕組み・ 所作によって解消されることはないだろう。しかしそのことは、できないこ

とのかなりの部分が解消・ 軽減可能であることとまったく両立するだろう。そしてまた、身

体の作動や様子の異なりについて。これらもまた、それ自体は、なくしたりすることはでき

ないか容易でないだろう。ただそれ自体は、他人（たち）や自分によって感じられるもので

ある。こうしてあげていけば、それらをインペアメントといった言葉で括ることはできない

し、その必要もない。人・ 身体の水準において捉えられるできごとがあり、その帰属先がと

きにその身体の内部や表面に見いだされることがある。まずはそのように理解することで足



りるはずである。そして、その帰属やさらに帰責が、いかなる事情のもとで、どのようにな

されるのかを観察する、それでよいはずである。 

 ひとまず五つはあると述べたものの交錯や重なりを見ることができる。例えばそのどれを

身に纏（まと）っているかによって、なおる・ なおすことに対する態度が異なることがある

。一方になおりたい人たちがいる。他方にそれをよしとしない人がいる。両方を同時に思っ

ている人たちもいる）。どうなっているのか、それを考えることが重要だと思う。 

 偶然始まって続いている「生存学」という企画は、その実質において、そんなものにもなっ

ている。つまり、病と呼ばれそして／あるいは障害と呼ばれるものの両方を自らが経験して

いたり、そういう人たちに関係している人たちが、意図してわけでもなく予期もしていなか

ったが、私が勤務する先端総合学術研究科という名称の大学院にやってきて、そこに集まっ

てきた人たちがそのように多様であったことによって、研究の方向が形成されていった。 

 

■２ 非－能力＞障害 

 さらに、いまあげた５つのうちの一つの「できないこと」の一部に「障害」が位置づいている

と見ることができる。そしてこのように「障害」を限定して取り出すこと自体が、近代社会が

、近代社会であることを続ける一つの戦術であったとも言えることを昨日の報告で述べた。

「できないこと」全般から「障害」を切り離し、そしてその切り離した「障害」をいくらかは特別

扱いする。つまり、はっきりとその人のせいでない部分、所与のものとして身体に刻まれて

いるものについては救済の対象とし、そこに入らない「できないこと（非－能力）」について

はそのままにして、差別してもよいことにして、能力主義～近代社会を維持してきたとも捉

えられる。それは国によっても異なる。例えば複合性局所疼痛症候群（ＣＲＰＳ、Complex 

Regional Pain Syndrome）といった身体の痛みがもたらす生活上の不便・ 不具合を障害と捉

えるか。私たちがこのセミナーで知ったのは、日本ではそれを障害として認定していないが

、韓国では認定するようになったということである。これをどのように解釈し、そしてどの

ように評価するか――結論だけを言えば韓国の政策の方が妥当であると考える。そうしたこ

とを考え、社会に発言していく必要がある。そのためには、障害とはなんであるかを、こち

ら側（学問の側、運動の側）で規定しようとするよりも、何がどのような理由・ 利害のもと

に障害とされる／されないかを見ていくこと、見ていくための枠組みを持つことが必要であ

りまた有用であると考える。 



 そして今まさに述べたように、その規定や対応のあり方は、各国において様々に異なり、

同時に重なる部分もある。私たちは2017年４月からの３年間、「病者障害者運動史研究――

生の現在までを辿り未来を構想する」という研究について文部科学省の研究費を得ることが

でき、その活動を開始している。以下はその申請書類の一部。以下名前をあげさせていただ

いている各人からの許可を得てはいない。まことに失礼なことである。だが、少なくとも幾

人からは協力を得られるものと思う。(Fernand Vidal氏、Karen Nakamura氏には、2017～

2018年に私たちの研究科で集中講義をしていただくことになっている。Ⅰ～Ⅴが何であるか

はここでは解説できない。セミナー当日までに書類を翻訳してもらおうと思う。 

「厳しい対立もあった運動は現在、大きくは障害者権利条約を受けた国内法・ 制度の整備と

いう方向に収斂しつつある。それは、様々の困難に遭いながらも前進をもたらすだろう。た

だその運動はより困難な局面に遭遇してもいる。運動が、Ⅰの時期から抵抗し、Ⅳにおいて

自覚的に対象化し批判してきた「社会の都合」が、身も蓋もない資源・ 経済の問題として現れ

ている。すると医療・ 福祉に関わる社会運動が旗印にしてきた「自律」を言い続けるだけでは

うまくいかない。そしてこれは世界的な問題であり、Ⅳ～Ⅴが国際的にどのように捉えられ

てきたかを見る必要もある。国によっても差異がある運動と主張とその背景を比較検討する

ために、催の共同企画等既に研究協力関係を築いているJo Hanjin（韓）、Cai Cong（中）、

Colin Barnes（英）、Fernand Vidal（西）、Karen Nakamura（米）らの協力を今後も得て互

いに議論し、成果を多言語で発信する。」 

 

 私は、近代とともにあって近代を肯定する思想はその発祥の地である西欧において反省さ

れることのない信仰として根づいていて、障害学もまたそれから無縁でないと考えている。

とすれば、その地域から離れているところで、別の思想が展開され、それがより普遍的なも

のであるのならば、やがて世界の全域に波及していく可能性もあるかもしれない。それにし

ても、理論的に正しいことが信仰を崩すことはない、というほど困難である。だからその作

業は困難なのではあるが、しかしなすべきことであると思う。今回のセミナーが「脱・ 近代」

を志向するものであるとするなら、結局そうせざるをえないのである。このように大きく構

えることと、一つ一つの実証的な仕事を積んでいくこと両方が同時にあってよいし、その方

が研究は楽しくなるはずだと思う。 
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Abstract: The paradigm shift of disability study –  from medical model to 

social/human rights model –  brings about the shift of disabled people’s role –  

from the object to the subject. While disabled people was the object of, for 

example, welfare policy or research, there is the awareness that disabled people 

should also be the subject of rights, and the positive participant or leader in 

policy making and disability related research.  

At the international level, disability-related civil society organizations have 

played important roles in the negotiation, interpretation, and monitoring of UN 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). At the national 

level, disability-related civil society organizations in China, for example, have, in 

some circumstances, taken relatively positive participation in policy advocacy and 

social service development.  

Anthony J. Spires pointed out, in his research of China’s civil society, a 

kind of ‘contingent symbiosis’ between the grass-root civil society and the 

authoritarian regime. Under such a contingent symbiosis, civil society 

organizations that work on providing social services are more likely to develop, 

while those aiming at advocacy and social change may experience more 

restrictions and censorship 

Sally Engle Merry examined the role played by the civil society, in different 

countries and regions, in implementing international human rights law at the 

national level with anthropological methods. She pointed out that civil society 

always plays the role of the bridge between international human rights law and 

the local context, transpose the international ideas and values into the local 

language and context, and deliver it, in a top-down approach, to local, especially 

grass-root stakeholders.  

Regarding to the civil society’s participation in disability rights realization 

in China, some of the experience, in some ways, reinforce the research findings 

of Spires and Merry, while, the others suggest some different pictures. For 

example, disability-related civil society organizations have played the role of, not 



only the top-down ‘bridge’ between the international and local context, but 

also the bottom-up driving force of policy and social change. While the 

limitation and censorship on civil society is more and more serious in China, 

disability-related civil society organizations can still make impact on, not only 

providing service, but also rights advocacy, policy making and social change.  

These local practices and experience suggest several interesting perspectives 

for future research. At the national level, it is worth looking into the strategy 

used by disability-related civil society organizations in rights advocacy and the 

degree to which the disability-related organizations may cooperate and share 

resources with other social sections. At the regional level, it is worth comparing 

the role played by the civil society, in different East-Asian countries and regions, 

in disability rights realization, and looking into the degree to which the 

disability-related organizations in East-Asia may have cooperation in promoting 

disability rights at the regional level. At the international level, it is worth 

looking into whether and how the disability-related civil society in East-Asia 

should take a more positive participation in the discussion, interpretation and 

monitoring of the CRPD and the disability rights development at the global scale.  

 

Key Words: Civil society, human rights, contingent symbiosis, bridge, 

advocate 

 

 

障害者権利の実施における市民社会の役割 

 

 要旨：医療モデルから社会・権利モデルへの障害研究のパラダイムシフトに

伴い、社会福祉の目的である「対象」アイデンティティーの障害は、あらゆる種類

の福祉政策を受動的に受け入れ、 主観的アイデンティティー - 適切な主題と権利

関係の法律と政策立案に参加する権利、主任研究者または障壁研究プロジェクトの

積極的な参加者。 

 国際レベルでは、障害者の権利に関する国連条約（以下「障害者権利条約」

という。）の開発と解釈に積極的に関与してきた 、モニタリングおよびその他の側

面。 国内レベルでは、中国を例に挙げると、市民団体は、障害者権利の法的政策の

推進や社会サービスの発展においてますます重要な役割を果たしている。 

 Anthony J. Spires 市民社会研究の観点からは、中国の市民社会、特に「草



の根の」社会組織（公的な背景のない市民団体を主に指す）と（独占的な）政府が

「共生」関係を維持することが指摘されている 共生。 サービスを提供することを

主目的とする社会組織はよりスムーズに発展する可能性が高く、法的政策、権利と

社会変革の擁護を促進する社会組織はより精査され、禁止される可能性さえある。 

 Sally Engle Merry （香港と広州を含む）市民社会団体が、さまざまな国や

地域で国際人権条約を実施しています。 メリー氏は、市民団体が主に国際人権条約

の「トップダウン」の道筋にあり、国際人権条約の内容と概念をローカライズされ

た言語や形態に変え、地元に普及させる「橋渡し」の役割を果たすと指摘した 特に

草の根のステークホルダー。 

 近年、中国の市民社会の全体的な発展と障害者の権利に関する社会組織の発

展を見ると、いくつかの地元の経験から、スパイエスとメリーの発見がさらに検証

され、 "草の根の"社会組織は、国際的な人権条約の "トップダウン"の普及と普及

の役割を果たしているだけでなく、ある程度は、ボトムアップの主張をし、法的政

策改革の役割を促進する。 市民社会全体の場合、障害分野の権利擁護機関は、権利

擁護、政策促進、社会変革に一定の成果をもたらすことができる。 

 これらの現場での実践と経験は、多くの研究の視点を提供しています。 国

内レベルでは、障害者権利の実施、権利擁護と政策促進戦略、他のステークホルダ

ーや社会セクターとの協力や資源共有の方法や可能性、障害の可能性に関連する社

会組織の役割をさらに検討する価値がある 権利が社会参加と市民社会の発展を促進

する画期的な役割を果たすことができる程度。 地域レベルでは、東アジア諸国にお

ける市民社会組織の役割と障害者権利の実施と促進の類似点と相違点、さらには東

アジアの市民社会組織 協力と経験と資源共有を達成する。 国際レベルでは、東ア

ジア諸国の市民社会組織が価値あるものか、障害者の権利に関する条約の議論、解

釈、監視にどの程度参加できるかについて、さらに積極的に検討することは価値が

ある。国際障害 開発プロセス。 

キーワード：市民社会、人権、共生、橋梁、アドボカシー 
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背景介紹：市民社会と障害者権利の実施
Introduction: civil society is encouraged to participate positively in promoting 
disability rights at the national level

 1. 残障的社会模式 Social model of disability ：

 消極的な「対象」愛書から積極的な参加の「主体」に至るまで - 正しい対象として障害者は自分の権利に関連する法と政策を均等
に持つ権利を有する。

 障害者が「専門家」のいくつかの利点と権利を得ることができるかどうかについての決定から、障害者が障害の権利の「専門家」
として認められるまで。

 障害の社会モデルは、市民社会が障害の権利の実装を推進する参加して巨大な可能性を提供した。

 While disabled people was the object of, for example, welfare p research, there is the awareness that disabled people should also be the 
subject of rights, and the positive participant or leader in policy making and disability related research. The social model of disability 
provides the framework for the civil society, especially disabled people’s organization, to positively participate in promoting disability rights. 

 2. 《障害者権利条約》障害者権利条約と市民社会団体の参加 The civil society’s innovative and positive participation 
in the drafting stage of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

 条約の草案は、誰が作成しなければならない。専門家または障害者団体？ - 障害者団体として起草過程に初めて出席しなけれ
ばされて、国連加盟国と同等のアイデンティティを持たなければならない。

 ‘… proposed instead that a small working group of states and disabled person’s organizations should prepare a first draft (of the CRPD)...In 
including disabled persons’ organizations at the table on the same basis as Member States...was unprecedented at the United Nations... 
For the first time disabled persons’ organizations were sitting at the same table as governments to negotiate a legally binding text’

 



 

提起された問題 :
The questions:

 国際社会では、市民社会が《障害者権利条約》と障害の権利の開発と関連して、積極的に参加しており、国内レベル
での市民社会が《障害者権利条約》の実施に参加することができるくらい？

 At the international level, civil society has played a rather positive role in every stage of the CRPD and the disability rights
realization, how about at the national level? 

 問題1：国連「障害者権利条約」の締約国は、条約に基づいて条約の権利を履行して、利害関係者が障害のすべての権利
を完全かつ包括的に理解する必要があります。この過程で、市民社会はどのような役割をすることができか？

 Question 1: What kinds of role can be played by the civil society in implementing the CRPD (as a piece of International human 
rights law) at the national level and facilitating local people to understand disability rights granted in the CRPD? 

 問題2：地域社会の形が障害の権利の進展と実施に市民社会の参加をある程度サポートしているか?

 Question 2: The degree to which the social context at the national level supports civil society’s participation in disability rights 
realization. 

 効果的な実装とは何ですか？What is effective implementation? 

 Sally Engle Merry: (1) human rights concepts and approaches are being energetically appropriated and adapted to local contexts; and (2) those 
most vulnerable and in need of rights protection recognized their entitlements and asserted their rights

 国際人権法の概念、原則、規制などは、国内法、規制、政策、規範など：現地の利害関係者が、国際人権法の中の概念、原則、規制、
を包括的に正確に理解して応用し、利権リー自分自身を守ること。

 

 

文献と経験（1）国際人権法の履行で、市民社会が果たす役割
Literature and Experience: (1)The role played by the civil society in the 
implementation of international human rights law

Sally Engle Merry’s empirical research: 

 市民社会が果たす役割？ What kinds of role can be played 
by the civil society? 

 Sally Engle Merry based on her empirical research of 
international human rights law and gender violence in local 
context: the ‘TRANSLATOR’ of international human rights law and 
the BRIDGE between the international system and local 
community.

 “…while the broader themes were appropriated from abroad, 
the women＇s groups used local symbols to express these 
international ideas.”

 国際人権法の現地実装過程で、市民社会は、国際人権法の
関連思想と価値をローカライズされた言語に変形させる
「翻訳」と「 橋樑 」の役割をする。そして現地の利害関係者
が理解できるように、より受け入れ可能な方法で提示する。

中国障害者の権利のために開発経験 :

 市民社会団体は、「通訳」と「橋」の役割を果たしている。国
連「障害者権利条約」の解釈を通じて、現地示唆やケース、
オンラインとオフラインのトレーニング、新しいメディア
などの活用、積極的に利害関係者とより広範な公衆に国連
の「障害者権利条約」を普及させた。障害の社会モデルと障
害者の平等の権利である。

 “合理的で便利な”概念、合理的で便利な権利を得ようとする障
害者受験生の権利である。.

 “これは私たちの権利である。”——「障害者権利条約」研修シリー
ズ（守望 協會）

 包括的な教育ビデオシリーズ（子供たちを支援する）

 最も重要な結果は、適切な「権利意識」である。

 In China’s disability rights context, civil society has positively 
played the role of ‘translator’ and ‘bridge’ by using culturally 
resonate language and approaches to enable disabled people and 
the wider public to understand the UN CRPD, and raise the social 
consciousness of disabled people’s entitlement to rights. 

  



 

文学と経験：（2）市民社会の発展と地域の社会環境（中国）
Literature and Experience: (2) The development of civil society in the social context 
of China 

 The majority of officially registered ‘NGOs’ are ‘GONGOs’ (government-organized nongovernmental 
organizations)

 NGO registration requires a ‘supervisory agency’ within the government – biggest legal barrier for grassroots 
groups/NGOs

 ‘contingent symbiosis’: cooperation between NGOs and Government on mutual goals: meeting social need. 
BUT NGOs have to keep away from political representation or democratic reform for survive.  

 Sensitivity: ’Pour’ service vs. rights advocacy 

 厳格な審査制度は、市民社会と政府が “批判的な”関係というよりも、”協力的な”関係にあるとき、
生活空間がよりよく、生存するが、より簡単に権利擁護のタイプの社会サービス基盤機関を提供す
る。

 Anthony Spires’ empirical research 

 

 

中国での障害者団体の発展経験
Some interesting observations of disability-related civil society organizations in 
China 

 「草の根」障害者の権利社会団体は、（CDPFとは異なる）の普及に国際人権条約を普及して普
及する上で、「トップダウン」の役割を実行するだけでなく、ある程度までは「ボトムアップ」
を提唱し、法的政策の推進を行っていた。改革の役割、例えば、大学入学試験が障害者に合
理的で利便性を与えたこと、光州市包括教育政策振興（揚愛家長俱樂部 ）

 Disability-related civil society organizations have played the role of, not only the top-down ‘bridge’ 
between the international and local context, but also the bottom-up driving force of policy and social 
change.

 市民社会全体的に見たときの環境はより深刻になり、ますます厳格な審査条件、障害の権利
は「サービス」の機関に完全帰属されず、障害の分野の権利擁護団体は、まだ権利擁護、政策
振興と社会の変化にあって間違いなく成果と効果を持つことができる。

 戦略：たとえば、感謝の手紙 -効果があるか？ 障害者の権利の概念を満たすか？

 While the limitation and censorship on civil society is more and more serious in China, disability-
related civil society organizations can still make impact on, not only providing service, but also rights 
advocacy, policy making and social change.

 Strategy: eg. Letter for thanks — Is it effective? Is it compatible with the social model of disability? 

 



 

さらに研究することができます
For future research 

 国内レベル national level :

 障害関連団体が障害者の権利を遂行するにあたり役割 ; the role played by disability-related organizations in 
disability rights realization

 権利擁護と政策振興の策略 ; the strategyㅜ used by disability-related civil society organizations in rights 
advocacy and the degree to which the disability-related organizations

 障害者の権利が社会参加と市民社会の発展を促進するさせる画期的な役割をすることができる範囲; The 
degree to which the disability rights development could be a starting point of promoting more positive social 
participation and the development of civil society. 

 地域社会レベル Regional level: 

 障害者の権利を実装し、促進する過程で、東アジア各国の市民社会団体の役割とその違いは何ですか？
(comparative study) the role played by the civil society, in different East-Asian countries and regions, in disability 
rights realization

 東アジアの市民社会団体が障害者の権利の問題についてどの程度の協力や経験とリソースの共有を実現
することができますか？ the degree to which the disability-related organizations in East-Asia may have 
cooperation in promoting disability rights at the regional level

 国際社会レベル International level

 東アジアの市民社会団体は、価値があるか/ 国連“障害者権利条約”と国際障害者権利開発プロセスの議論、
解析、および監視などにどの程度まで積極的に参加することができますか？ whether and how the 
disability-related civil society in East-Asia should take a more positive participation in the discussion, interpretation 
and monitoring of the CRPD and the disability rights development at the global scale.

 

 

 

Question
THE END

 



Topic 4. Taiwan 

[Abstract] 

台湾の障害の研究のグローバル化と将来の発展  

張恒豪, 蘇峰山 

 

障害の研究（disability studies）海外移民の事例として、台湾の研究では、学界と障

害者権利運動圏の関心を集めた。この論文は、障害物の研究の二つの過程を学問分

野として、台湾の翻訳過程と影響を導入する過程での政治的立場に議論する。また

、この論文は、台湾の障害研究関連の学術文献を分析し、台湾の特殊教育、本格的

な政治的、文脈の制度化と近代西洋の想像の発展軌跡を調べた。最後に、本論文で

は、台湾での障害の研究の経験を通じて西欧の個人主義の障害研究の観点に挑戦し

て、地元の障害の研究の課題を省察し、植民地障害研究の発展の理論と方法を提示

し、東アジアの障害の研究の味とそれに対するグローバル障害の研究を議論した。

そしてグローバル障害の研究のための理論の発展に寄与することができる。 
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世界の台湾障壁研究
そして将来の発展の課題

チャン・ヘンガオ

台北大学社会科教授、台湾社会科学アカデミー台湾開発センター所長

、

スーフェンマウンテン

南華大学応用社会学科准教授

2017東アジア障壁研究フォーラム

IV障害物研究の今後の方向性

 

 

概要

• まず、西洋障壁研究の背景

• 次に、台湾開発の障害

• 第三に、台湾の障壁に関する予備的研究

• 四、台湾の障壁研究の経験から見た東アジアのバリアリサーチ
の将来像



 

西洋障壁研究の背景

• 障害物調査の定義
• 医療、個人、欠陥のあるモデルの支配的地位に挑戦する（彼らの貢献
を否定することなく）

Challenges the dominance of medical, individual, deficit-based models 
of disability (while not dismissing their contributions)
• 障害が継続的な生活経験の一部であること
Considers disability part of the continuum of human experience
• 環境と社会的障壁を見直し、より大きな参加を促進する
Examines the environmental and social barriers to greater participation
• クロスドメイン方向
• Interdisciplinary approach

(Cushing and Smith 2009)

 

 

• Disability studies does not treat disease or disability, hoping to cure or 
avoid them; it studies the social meanings, symbols, and stigmas attach
ed disability identity and ask how they relate to enforced systems of ex
clusion and oppression, attacking the widespread belief that having an 
able body and mind determines whether one is a quality human being. 
(Tobin Siebers 2015)

 



西洋の文脈

• 障壁研究とバリア権運動
• 1960-1970
• 英国1974成立的Union of the Physically Impaired Against Segregation 

(UPIAS)
• アメリカの自立生活運動

• 学術発展
第1段階(1960-1990)

• OliverそしてBartonイン1986セットアップする年Disability, Handicap a
nd Society (1993その名前がDisability and Society)

• 理論を確立し、ジャーナルを設定する

 

• ステップ2 1992-now)
• 式
• Barnes於1992ㅊリッツ大学での、研究計画への共通の社会政策と社会学の障壁を一
直線にしてDisability Research Unit，また、BCODP関連研究を記念してベースキャン
プでもあります1999年時改名為Centre for Disability Studies(CDS)

• 知識の研究、知識の生産、知識の生産、知識の生産、知識の生産、知識の生産、知
識の生産、知識の生産、知識の開発。

• 3rdステ (1990-future)
• 設立国：草の根の組織と障害物移動のメンバーは伝統的に伝統的な慈善団体や政府
機関によって採用されています

• 「学術」の地位の障害研究はますます統合されている
• 「障害者の社会運動」が衰え始めている現在、障害者自身が準備や推進する障害で
はなく、より多くの障害アジェンダ（障害アジェンダ）が政府によって導かれてい
る

 

 

 



米国、カナダ、イギリス、オーストラリ
ア、ニュージーランド
• 独立した障害物の数(independent DS departments)、

• 適用分野と混在(hybridization with applied disciplines)

• 人文科学と社会科学の融合(integration within the liberal arts)。

 

Figure1 ( DS Growth all regions 1999 -2008)

Full Degr
ee

%
growth

Partial D
egree

%
growth

U %
growth

Grad %
growth

Year

1999 7 5 2 10

2003 21 200% 16 220% 14 600% 23 130%

2008 36 71% 30 88% 29 107% 37 61%

 

 

 



 

障壁研究の方向性の転換

• 社会モデル

• 文化ターン
• 身体、相互作用理論

• 文学、文化研究

• ポストコロニアル的アプローチによる西洋の障壁研究の考察

 

• 障害研究：
• 学問分野として

• 人文社会科学

• クロスドメイン統合

• 他の人文・社会分野との統合

• 政治的立場として
• 社会モデル

• 人権モデル

• 解放研究

 

 



 

台湾開発の障害

• 立法

• 障害福祉法 1980

• 障害者の保護に関する法律1997
• 立法者徐Zhongxiongは、身体的および精神的障害が理由の名前でなければならないと述
べた：

• 障害者自身が短期的な現象であり長期的な現象ではないので、障害を克服することは障
害を消滅させ、コミュニティに再入国することであり、私自身の面ではコミュニティへ
の参加や障害はない 手足に障害物があります。 これは、障害の社会的バイアスまたはマ
ークであるため、 "身体的および精神的遅滞"から "障害"への名称が "障害"を置き換える
ために正当化されるため、問題の非常に重要な定義が含まれ、 〜のため障害は機能的で
あり、身体的および精神的障害は社会的または機能的意義によってカバーされ、社会的
かつ機能的な身体的および精神的障壁が社会に問題なく参加することができれば、障害
と呼ぶことはできない。 私はここで特に言及したいと思います（立法委員会ガゼット19
95）

• 障害者の権利と利益の保護に関する法律

• 社会モデルの概念?

 

 

学術研究（特殊教育、リハビリ、社会福
祉、社会学、文学、文化研究）

著者（年） 件名フィールド 障害

スティグマ問題

クリティカル

資本主義

クリティカル

アビリティー

林Hongchi（2002年） 特殊教育 Ｏ Ｘ Ｘ

ドン・ヒー・ルイ（2003） リハビリ医学 Ｘ Ｘ Ｘ

Zhou Yueqingら（2004） ソーシャルワーク Ｘ △ △

王Guoyu（2005年） 社会福祉 Ｏ Ｏ Ｏ

Zhanghenghao（2007） 社会学 Ｏ Ｏ Ｏ

Qiu Da Xin（2007） 社会学 Ｏ Ｏ Ｏ

O：完全に言及されている;△：言及された部分; X：まったく言及されていない

 



• ジャーナル：
• 物理的および障害的研究四半期：2003年〜

• 公衆衛生指向、横断的な記事があります

• 予約：
• 王Guoyu、林Zhaoyin、張Henghao 2012 "障壁研究：理論と政策のアプリケ
ーション

• 孫孝義2014「障害研究と人生の執筆：障害のある女性の性別/その他、身体
的/政治的、詩的/美学的」、国立孫文大学出版、高雄

• Liu Ren Peng（編集者）2014「欠けていることの欠如を保つ：21世紀の障害
者の研究」

• 研究センター、学位、学位
• 開発される

 

“Disability” Studies的翻訳:
障害、身体的および精神的障害、障害？

Disability Studies 著者（年） あなたを作る理由

障害研究 魯迅(2009) 
劉Renpeng(2014)

特別なアカウントはあ
りません

障害研究 チャン・ヘンガオ(200
7) 

チウ・ダイシン(2007)

過去に「障害者」とい
う言葉の落ち込みを修
正

障害の研究 日暁(2011) 資本主義社会における
資本主義批判（abilism）
を中心に

 

 

 



 

台湾の障壁の準備に関する一考察

• 台湾の「特殊性」の発展における障害？
• 視覚教育開発の歴史的課題

• 台湾初のビジョン教育研究1891 - 1973年、 "教育と社会"、24：1-39。

• 政治的な名前の意味

• 「障害」から「身体的および精神的障害」へ：障害物の表示と
討議のニュース内容の分析。 "台湾社会学"、31：1-41

 

 



• ICFローカリゼーションの
• Qiu Daixin、Chen Meizhi（2015）「身体的および精神的障害の治療の
経験と反映」、「科学技術と社会」21：135-158。

• 王Yuyu、謝Ruxian（2015年）。 需要査定の幻想、社会的コントロー
ルの事実：身体的および精神的障害の新しい評価システムの批判。 コ
ミュニティ開発四半期、第150号

• Zhou Yueqing、Zhang Henghao、2017、身体的および精神的障害の
識別と需要評価（ICF）の新しいシステムの実装に関する議論：身体的
および精神的障害を持つユーザーの見解。 東北ソーシャルワーク学会
誌、32：1-34。

 

 

 

台湾の経験からみた障壁研究の未来と課
題
• まず、ラジカルまたはラジカルの形成は?

• どのように研究センターのシステムを構築する?

• 学術研究と社会運動

 



• 第二に、現場での西洋理論と実践？
• ポストコロニアル批判?

• 理論の問題を借りる？

• 個人主義、家族、コミュニティ

• この研究の障害の東アジアの見解はない?

 

• 第三に、クロスカットの課題
• 異なる方向性障害研究の出現

• "再医療"？

• そして、練習の分野と話す方法？

• 文学・文化研究？

 



• 第四に、国境を越えた同盟の動きと絡み合った研究
• 絡み合った障害の問題

• クラス、性別、民族性、性的指向、宗教？

• 同盟国を越える方法
• 人権団体、性別グループ、技量...

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


