➨ 9 ᅇసᴗ⛉Ꮫబ⸨๛グᛕㅮ₇㸦2005 ᖺ 12 ᭶ 2 ᪥㸧

సᴗࡣఱ࡛㸪ఱࡢᙺ❧ࡕ㸪ࡢࡼ࠺࡞ពࡀ࠶ࡿࡢ
ྜྷᕝࡦࢁࡳ
┴❧ᗈᓥᏛಖ⚟♴Ꮫ㒊
సᴗ⛉Ꮫࡣ㸪సᴗ㸦occupation㸧ࡢᙧែ㸦form㸧㸪ᶵ
⬟㸦function㸧
㸪ព㸦meaning㸧ࢆ◊✲ࡍࡿㄝ᫂ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ 1)㸬ࡇࡢㅮ₇࡛ࡣ㸪సᴗࡢᙧែࢆࠕసᴗࡣఱ
ࠖ
㸪ᶵ⬟ࢆࠕఱࡢᙺ❧ࡘࠖ
㸪ពࢆࠕࡢࡼ࠺࡞
ពࡀ࠶ࡿࡢࠖࡋ࡚ヰࢆ㐍ࡵࡓ࠸㸬
సᴗࡣఱ
 సᴗ⛉Ꮫ࠾࠸࡚㸪ఱࡀసᴗ㸪࠺ࡤࢀࡿ㸪
ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪సᴗࡣࡼ
ࡾᑠࡉ࡞༢㸦άືࡤࢀࡿࡇࡀከ࠸㸧ࡢࡲࡲ
ࡾ㸦chunks㸪group㸪set ࡞⾲⌧ࡉࢀࡿ㸧࡛࠶ࡿࡇ
㸪㝵ᒙᵓ㐀㸦levels㸧ࡀ࠶ࡿࡇ㸪ᩥ⬦㸦contexts㸧
౫Ꮡᛶࡀ㧗࠸ࡇ㸪ྠពࡍࡿㄽ⪅ࡀቑ࠼࡚ࡁࡓ㸬
㸯㸬ఱࡀసᴗ
 సᴗࡣ㸪᪥ᖖ࡛ࡢάືࡸㄢ㢟ࡢ㞟ࡲࡾ࡛㸦groups of
activities and tasks of everyday life㸧
㸪ಶேᩥࡼࡗ
࡚㸪ྡࡅࡽࢀ㸪⤌⧊ࡉࢀ㸪౯್ពࡀ࠼ࡽࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦named, organized and given value and
meaning by individuals and a culture㸧2,3) 㸬సᴗࡣேࡀࡍ
ࡿࡇ㸦doing㸧࡛࠶ࡿࡀ㸪ேࡀࡍࡿࡇ࡚ࡀసᴗ࡛
ࡣ࡞࠸ 4,5)㸬ேࡀࡍࡿࡇࡀసᴗ࡞ࡿ࠺ࡣ㸪స
ᴗࡢᵓ㐀ࡸពࢆ⪃៖ࡋุ࡚᩿ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬
㸰㸬సᴗࡣ࠺ࡤࢀࡿ
 సᴗࡀ㸪ࡼࡾᑠࡉ࠸༢ࡢࡲࡲࡾ࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡍ
ࡿࡇ࡛㸪సᴗࢆ࠺≉ᐃࡋ㸪ྡࡅࡿࡀ㸪」㞧࡞
ၥ㢟࡞ࡿ㸬ఏ⤫ⓗసᴗࡣᵝࠎศ㢮ࡉࢀ࡚ࡁࡓ 5)㸬
ྂࡃࡣࢻࣝࣇ࣭࣐࣮ࣖ㸦Adolf Meyer㸪1921㸧ࡀ㸪
㸪㐟ࡧ㸪ఇᜥ㸪╧╀࠸࠺ 4 ศ㢮ࢆ♧ࡋ㸪ࡇࡢࣂ
ࣛࣥࢫࡀ㔜せࡔࡋࡓ㸬1970 ᖺ㡭࡞ࡿ㸪సᴗ⾜ື
⌮ㄽࢆᥦၐࡋࡓ࣐࣮࣭࣮ࣜࣛࣜ㸦Mary Reilly㸧ࡀ
㸪㐟ࡧ㸪ࣞࢪ࣮ࣕ㸪ࢭࣝࣇࢣ࠸࠺ศ㢮ࢆ♧ࡋࡓ㸬
࣮ࣛࣜࡣᏊࡶࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛ࡢసᴗࢆぢ㏻ࡍ୰࡛㸪
ᴦࡋࡴࡓࡵࡔࡅࡢ㐟ࡧ㸪ࡢࡓࡵᚲせ࡞ࡶࡢ
⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࣞࢪ࣮ࣕ㸦వᬤ㸧ࢆ༊ูࡋࡓ㸬࣓
ࣜ ࢝ స ᴗ ⒪ ἲ ༠  㸦 America Occupational Therapy
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ᅗ㸯 సᴗࡢྡ๓
Association, AOTA㸧ࡣ㸪᪥ᖖ⏕άάື㸦activities of daily
living, ADL㸧
㸪࣭⏕⏘άື㸪㐟ࡧ࣭ࣞࢪ࣮ࣕࢆసᴗ
㐙⾜ࡢ 3 㡿ᇦࡋ࡚♧ࡋ㸪࢝ࢼࢲసᴗ⒪ἲኈ༠ࡣ㸪
ࢭࣝࣇࢣ㸪⏕⏘άື㸪ࣞࢪ࣮ࣕࡢ 3 㡿ᇦࢆ♧ࡋࡓ㸬
AOTA ࡣ 2002 ᖺ௨㝆ࡣ㸪సᴗࡢ㡿ᇦࢆ㸪ADL㸪IADL
㸦Instrumental ADL㸧
㸪ᩍ⫱㸪㸪㐟ࡧ㸪ࣞࢪ࣮ࣕ㸪
♫ཧຍࡢ 7 㡿ᇦࡋ࡚࠸ࡿ 3)㸬సᴗ⛉Ꮫࡢධ㛛᭩ࢆ
᭩࠸ࡓ Pierce ࡣ㸪సᴗࡢほⓗഃ㠃ὀ┠ࡋ࡚㸪⏕⏘
ⓗ㸦productivity㸧㸪ᴦࡋࡳ㸦pleasure㸧
㸪ఇᜥ㸦restoration㸧
࠸࠺ 3 ࡘࡢᛶ㉁ࢆ♧ࡋࡓ 6)㸬ࡇ࠺ࡋࡓసᴗࡢศ㢮࠶
ࡿ࠸ࡣ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ㸪ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡶ
ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡓ࠼ࡤ㸪ᩱ⌮ࡣ፬ࡸᯈ๓ࡗ
࡚ࡣࡔࡀ㸪ᩱ⌮ዲࡁ࡞ேࡣ㊃ࡋ࡚ࡶᩱ⌮ࢆ⾜
࠸㸪㐟ࡧࡶ࡞ࡿ㸬࠾ࡋࡷࢀ࡞ேࡗ࡚ࡣᩚᐜ㸪
⢝㸪᭦⾰㸪╔᭰࠼㸪㌟ᨭᗘࡢ㢮ࡣࢭࣝࣇࢣ࡛ࡶ࠶ࡾ㸪
ఇ᪥ࡢࣞࢪ࣮ࣕࡢ୍㒊࡛ࡶ࠶ࡿ㸬
 సᴗࢆ࠺ྡࡅࡿ㸪࠸࠺ၥ㢟ࡶ⯆῝࠸㸬」
ᩘࡢேࡸྠࡀ㘠ࢆࡘࡘࡃࡢࡣ㸪ᛀᖺ㸪ࢡࣜ
ࢫ࣐ࢫ㸪ࢥࣥࣃ㸪㣧ࡳ㸪ᡴࡕୖࡆ࡞ከᵝ࡞ྡ๓
࡛ࡤࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ 1㸧
㸬
㸱㸬సᴗࡣࡼࡾᑠࡉ࡞༢㸦άື㸧ࡢࡲࡲࡾ
 ᛀᖺ࠸࠺సᴗ࡛ࡣ㸪ᖿࡀ᪥ࢆỴࡵ㸪ᗑࢆண
⣙ࡋ㸪ཧຍ⪅ࢆເࡿ㸦ᅗ 2㸧
㸬ᛀᖺᙜ᪥㞟ࡲࡗࡓே
ࡓࡕࡣ㸪ᖍࢆỴࡵ㸪─ࢆᅇࡋ㸪㣗ࡓࡾ㣧ࢇࡔࡾ㸪ヰ
ࡋࡓࡾࡍࡿ㸬ᮼࡋࡓࡾ㸪࠾㓃ࢆࡋࡓࡾ㸪㏣ຍᩱ⌮ࢆ
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Tasksㄢ㢟

䝖䜲䝺䛻⾜䛟
Stepsᕤ⛬

┿䜢䜛
ヰ䜢⪺䛟

Actions⾜Ⅽ

ⱁ䜢䛩䜛

Tasksㄢ㢟

Occupational grouping
సᴗ⩌㸦ಶேࡸ♫ࡀྡࡅࡿ
సᴗࡢ㞟ྜ㸧

Activities and habits
άື⩦័

Occupationసᴗ
㸦ពࡢ࠶ࡿάືࡢ㞟ྜ㸧

Abilities and skills
⬟ຊᢏ⬟

Activityάື㸦ㄢ㢟ࡢ㞟ྜ㸧

Developed capacities
Ⓨ㐩ࡋࡓ⬟ຊ

Action⾜Ⅽ
㸦┠ⓗ≀ࡢ㐠ືࣃࢱ࣮ࣥ㸧

Roles ᙺ

Taskㄢ㢟㸦⾜Ⅽࡢ㞟ྜ㸧

Movement㐠ື㸦㐠ືࡢ㞟ྜ㸧
Organic substrate
ᵓ㐀ⓗᇶ┙

ᅗ㸰 సᴗࡣࡼࡾᑠࡉ࡞༢㸦άື㸧ࡢࡲࡲࡾ

AMPS (Fisher) సᴗᶵ⬟ࣔࢹࣝ(Trombly) సᴗ㐙⾜ࡢศ㢮ࢥ࣮ࢻ (Polatajko)

ὀᩥࡋࡓࡾ㸪
ⱁࢆᢨ㟢ࡋࡓࡾ㸪
ࢺࣞ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿ㸬
Ẽࡢ࠸ࡓேࡣࢭࢡࣁࣛࡀ㉳ࡇࡽ࡞࠸ࡼ࠺ᖍ᭰࠼ࢆ
ࡋࡓࡾ㸪┿ࢆࡗࡓࡾࡍࡿࡶࡋࢀ࡞࠸㸬࠶ࡿసᴗ
ࢇ࡞άືࡀྵࡲࢀࡿࡣ㸪
ࡑࡢసᴗࢆ⾜࠺⾜Ⅽ⪅㸪
సᴗࡀ⾜ࢃࢀࡿሙᡤ㸪
㛫㸪
≧ἣࡼࡗ࡚ᚤጁ㐪࠺㸬
㸲㸬సᴗࡢ㝵ᒙᵓ㐀
 సᴗࡣ㝵ᒙᵓ㐀ࡀ࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 3㸧㸬
࣭ࣥࣇࢵࢩ࣮ࣕ㸦Anne Fisher㸧ࡣ㸪㐠ືࣉࣟࢭࢫ
ᢏ ⬟ ホ ౯ 㸦 Assessment of Motor and Process Skills,
AMPS㸧ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ㝿㸪
ࠕⲡࢆぢࡘࡅࡿࠖ
㸪
ࠕⲡᡭࢆ
ఙࡤࡍࠖ
㸪
ࠕⲡࢆᘬࡁᢤࡃࠖ
㸪࠸ࡗࡓ≀⾜Ⅽࡀࢭࢵࢺ
࡞ࡗࡓ┠ⓗᣦྥⓗ⾜Ⅽࡀ㸪
࠶ࡿ㡰␒㐃࡞ࡗ࡚⾜ࡁ㸪
ࡇࢀࡀࠕⲡࢆྲྀࡿࠖ࠸࠺ᕤ⛬࡞ࡾ㸪ࠕᗞฟࡿࠖ㸪
ࠕⲡࢆྲྀࡿࠖ
ࠕ⿄ධࢀࡿࠖ
ࠕࢦ࣑⟽ᤞ࡚ࡿࠖ࠸࠺
ࡼ࠺᭱ึࡽ᭱ᚋࡲ࡛ᕤ⛬ࢆࡍࡿࠕⲡྲྀࡾࠖ
࠸࠺ㄢ㢟ࡀᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡿ⪃࠼ࡓ 7) 㸬࢟ࣕࢧࣜ
࣭ࣥࢺࣟࣥࣈ࣮ࣜ㸦Catherin Trombly㸧ࡣ㸪సᴗᶵ⬟ࣔ
ࢹࣝ㸦Occupational Function Model㸧ࡋ࡚㸪ᙺࢆᨭ
࠼ࡿㄢ㢟ࡀ࠶ࡾ㸪ㄢ㢟ࢆࡍࡿࡣάື⩦័ࢆ⾜
࠺ᚲせࡀ࠶ࡾ㸪άືࡸ⩦័ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࡣ⬟ຊࡸ
ᢏ⬟ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪⬟ຊࡸᢏ⬟ࡣࡼࡾཎጞⓗ࡞ࡶࡢ
ࡽⓎ㐩ࡋࡓࡶࡢ࡞ࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ⬟ຊࡀⓎ
ࡉࢀࡿࡓࡵࡣ㦵➽ࡢࡼ࠺࡞㌟యᵓ㐀ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
㏙ࡓ 8)㸬࣭࣏࣊ࣞࣥࣛࢱࢥ㸦Helen Polatajko㸧ࡣ㸪
సᴗࡢ㝵ᒙ㛵ࡍࡿ㐣ཤࡢ㆟ㄽࢆᩚ⌮ࡋ࡚㸪༢୍ࡢ㐠
ືࡽ」ྜⓗ࡞సᴗࡲ࡛ࡢศ㢮ࢆᥦࡋࡓ 9)㸬
㸦ࡑࡢᚋ
࣏ࣛࢱࢥࡣ㸪2004 ᖺᥦࡋࡓ 7 ศ㢮ࢆ㸪2007 ᖺ
ࡣࡉࡽᩚ⌮ࡋ࡚ 5 ศ㢮ࡋࡓ 10㸧㸬
ࡇ࠺ࡋࡓసᴗࡢ㝵ᒙᛶࡣ㸪◊✲⪅ࡼࡗ࡚ࡧ᪉ࡸ
ᐃ⩏ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪⚾ࡣᅗ 4 ࡢࡼ࠺⌮ゎࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ᐗฟᖍࡍࡿ࠸࠺సᴗࢆᐃࡍࡿ㸪ฟḞࡢ
㏉ࢆࡋࡓࡾ㸪ᐃ㞟ྜࡋࡓࡾ㸪㣧㣗ࡋ࡚㸪ヰࢆ
┒ࡾୖࡆࡿ࠸࠺సᴗࢆࡍࡿ㸬ࡼࡾᑠࡉ࡞༢ࡢసᴗ
ࡣฟḞࡢ㏉ࡢࡓࡵ࣓࣮ࣝࢆฟࡋࡓࡾ㸪㞟ྜ㛫

Voluntary movement
㝶ព㐠ື㸦༢㛵⠇ࡢ㐠ື㸧

ᅗ㸱 సᴗࡢ㝵ᒙᵓ㐀
ᐗ䛾
ฟᖍ⪅
ฟḞ䛾㏉䠈
ᐃ฿╔䠈㣧㣗䠈
ヰ䠈┒䜚ୖ䛢
䝯䞊䝹䜢ฟ䛩䠈䝞䝇䛻䜛䠈
㣗䜉䜛䠈ヰ䛩䠈ᛂ䛩䜛

どぬ䠈⫈ぬ䠈ጼໃಖᣢ䠈ὀពຊ䠈
ุ᩿ຊ䠈ᕦ⦓ືస䠈…

ᅗ㸲 సᴗࡢ㝵ᒙࡢ
ྜ࠺ࣂࢫࡢ้ࢆㄪ㸪ࣂࢫࡿ㸪࡞ࡢసᴗࢆ
⾜࠺㸬ࡇ࠺ࡋࡓసᴗࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣ㸪どぬ㸪⫈ぬ㸪ᡭ
ᣦࡢᕦ⦓ᛶ࡞ࡀᚲせ࡞ࡿ㸬
㸳㸬సᴗࡢᩥ⬦౫Ꮡᛶ
 సᴗࡣ㸪ࡑࡢసᴗࡀ⾜ࢃࢀࡿᩥ⬦㸦≧ἣ㸧ࡀᚲࡎ
ᙳ㡪ࡍࡿ㸬
ࠕᒣࡢࡶࡢࡣᒣ࡛㣗ࡿ⨾ࡋ࠸ࠖ࠸࠺
ࡢࡣ㸪ྠࡌ≀ࢆ㣗ࡿሙྜ࡛ࡶ㸪≀⌮ⓗࡇࡢሙᡤ
࡛㣗ࡿࡼࡗ࡚㸪సᴗ⤒㦂ࡀ␗࡞ࡿࡇࢆ♧ࡍ㸬
ࠕࡳࢇ࡞࡛㣗ࡿ⨾ࡋ࠸ࠖ࠸࠺ࡢࡶㄡ㣗ࡿ
࠸ࡗࡓ♫ⓗᩥ⬦ࡀసᴗࡢពࢆኚ࠼ࡿࡇࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࠕᮅࡽ⣡㇋㸽ࠖ
ወ␗ឤࡌࡿேࡶ࠸ࡿࡀ㸪
ࠕ⣡㇋ࡣᮅ࡛ࡋࡻࠖゝ࠺ேࡶ࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᆅᇦࡸ
ᐙ᪘ࡢ⩦័ࡸᩥࡀసᴗࡢឤࡌ᪉ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆ♧ࡍ㸬ࡋࡓ࠸ࡇࡸࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪♫
ࡣ࣮ࣝࣝࡸไᗘ࠸ࡗࡓேࡀỴࡵࡓつ๎ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀ
ࡣไᗘⓗᩥ⬦࡛࠶ࡿ㸬࢝ࢼࢲసᴗ㐙⾜ࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪⎔
ቃࢆ≀⌮ⓗ㸪♫ⓗ㸪ᩥⓗ㸪ไᗘⓗศࡅ࡚ㄝ᫂ࡋ
࡚࠸ࡿ 2)㸬
Zemke ࡣ㸪ሙᡤ㛫ࡀసᴗ῝ࡃᙳ㡪ࡍࡿᣦ
ࡋ㸪≀⌮ⓗ࡞✵㛫ࡣேࡀពࡢ࠶ࡿసᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡛
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主観的な場所になると述べている 11)．また時間も同様
に物理的な時間に対して，作業が行われる状況におい
ては，主観的な時間が現れるとされる．アメリカ作業
療法協会は，作業の文脈について上述の 5 側面に加え
て，個人的文脈とバーチャルな文脈を追加した 3)．個
人独自の歴史や価値観が作業に独特の意味を与える場
合もある．インターネット上の仮想空間で行われる作
業には，バーチャルな文脈が関わる．
作業は何の役に立つか
作業を病気の回復や健康増進に役立てようとするの
が，作業療法である．治療手段として作業をどのよう
に有効に活用するかを検討するのは，作業療法の分野
である．障害領域別，回復段階別に作業の活用の仕方
が整理されてきた．
さらに，作業を通して人が成長することも知られて
いる．子どもは遊びを通して社会性を身につけたり，
運動機能や認知機能が発達する．発達を促進するよう
な遊びが作業療法士によって提案されることもある．
作業は環境を変化させることもある．道やダムを造
る土木作業は，人間が住む地域環境を形成する．歴史
的建造物や古代の美術工芸品なども，人が作業を行っ
た跡である．
作業には，どのような意味があるのか
治療手段としての作業，
発達を促進するための作業，
生活環境整備のための作業など，作業は別の目的を達
成するための手段や媒介（means）となる場合がある．
一方，作業は手段ではなく，目的（end）となる場合も
ある．子どもは社会性を身に付ける手段として「ごっ
こ遊び」をするだけではなく，その遊びそのものを楽
しむ．成人するまで生きることができない不治の病の
子どもにとっても遊ぶという作業が重要なのは，社会
性を学習するためというよりも，遊ぶという作業その
ものが目的だからである．
佐藤剛記念講演をするという私の作業は，大学院生
のリクルート，パワーポイントを使ったプレゼンテー
ションの上達，といった手段としての意味もあるが，
佐藤剛先生との絆を感じ，作業科学という学問を今こ
こでつかもうとするという目的としての意味もある．
この講演を通して私が手にした達成感，感謝，喜び，
希望は，この作業がここで終わっても全く悔いが残ら
ない目的であることを示している．

おわりに
1919 年に Dunton は，
「作業は食べ物や飲み物のよう
に生きるに必要なものである．すべての人は身体的・
精 神 的 作 業 を す べ き で あ る （ That occupation is as
necessary to life as food and drink. That every human being
should have both physical and mental occupation）
」と述べ
た 2)．これは，人間にとっての作業の重要性を強調し
た言葉である．この講演の準備中に，中西正和先生（慶
応義塾大学教授）が作成していたという歴史データベ
ースのウェブサイトを見つけた 12)．そこには，次のよ
うな記載があった．
「・・通夜，告別式は・・・・しめやかにとりおこ
なわれましたのでご報告申し上げます．先生は，ご
病床にあっても亡くなられる 10 日ほど前まで毎日
のできごとをノートパソコンに入力されておれら
ました．また，お見舞いに伺ったときも歴史データ
の入力のご苦労や問題点などを楽しそうに話して
いらっしゃいました．歴史データベースの前回の改
訂以降，皆様にご報告いただいた新しい情報やご指
摘いただいたミスに対する修正も先生のノートパ
ソコンの中には反映されているものと思われます．
しばらく落ち着きましたら，これらの新しく追加・
修正された情報も『歴史データベース on the Web』
に公開させていただけるようご遺族にお願いした
いと思います・・・」
中西先生は情報工学のプログラミングが専門だが，
趣味で歴史年表を作成していたようである．57 歳で亡
くなられた 4 か月後に
「中西正和歴史年表」
（CD-ROM）
が出版されている．ウェブ上の「歴史データベース on
the Web」には，7 万件以上のデータがあり，宇宙誕生
から 2000 年 11 月まで，7 万 6 千件にのぼるできごと
が収録されているそうである．
特定の分野ごとの歴史，
たとえば軍事史，音楽史，野球史など，あるいは特定
の人物・事柄に関する歴史なども検索機能を使って調
べられる．一度も会ったことのない中西先生が残した
作業の跡（図５）から，中西先生の人柄や仕事ぶりが
滲みでている気がして，胸が熱くなる．
佐藤剛先生も，
感覚統合を語り，
作業科学を紹介し，
私が興味を持ち始めたカナダ作業遂行測定（Canadian
Occupational Performance Measure, COPM）や AMPS に
取り組むことを励ましてくださった．人が作業的存在
として個性を発揮できることが，愛おしく尊く感じら
れる．

− 21
27 −

図５

1)

2)

3)

4)
5)

中西先生の作業の跡
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