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要旨 
 

 筆者は、2019 年 10 ⽉からの⼤学のゼミナール活動などを通して、社会で実践しながら

デザインを学んできた。札幌市南区⽯⼭地区でのフィールドワークや、京都に赴いて他の

実践者の活動の語りを聴いたり、その経験を⽣かしてグラフィックレコーディングを再解

釈しようとした論⽂を書いたり、オンライン学会の試みをしてみたり、昆布を求めて様似

町まで旅をしてみたり、様々な実践を繰り返してきた。その全ての基礎になっているのが

実践者同⼠の対話、語らうことであった。相互の⾒え（⾒えたもの・ことやそれに対する

解釈、⾒え⽅・視座など）を解釈した上で、互いに⾒ていたものを想像し、回想し、更な

る解釈を語りあった。その繰り返しによって、⾃他の経験、記憶、⽣きかたの違いを享受

できていたのだと考える。このような関係を形成するために、私たちは出会った⼈びと、

触れた作品・デザインから得られる⽣きた物-語り〈ナラティブ〉を理解することをして

いたのであろう。そして、これらのデザイン活動は⽣活世界を志向しながらおこなってお

り、筆者はできる限りその現場に⽴とうとし、在りのままを⾒ようとする姿勢を⼤切にし

ていた。しかしながら、私たちデザイナーが現場にあった物-語りをどう構成し、どう解

釈しようとしたのか。また現場の⼈々に、どうやって物-語られ、それがどうやって受け

取られていたのかなど、デザインにおける物-語り〈ナラティブ〉の構造を明らかにして

こなかった。そこで、本研究では、筆者⾃⾝によるデザイン実践の物-語りと、他者によ

るデザイン実践の物-語りを省察的に読み解き、⽣活世界ベースのデザイン実践における

物-語り〈ナラティブ〉はどのように紡がれ、その⽂脈を筆者や他者がどのように解釈を

していたのかを明らかにする。そして、そのナラティブを得ることでどのようなデザイン

や、表現活動、道具づくりができたのか、その中にどのようなデザイナーの知のはたらき

があったのかを明らかにする。 

 1 章では本研究の背景と⽬的、デザイン学の現在地と本研究とナラティブが情報デザイ

ン分野においてどのような位置に当たるのか、筆者の社会実践と本研究の研究アプローチ

について整理した。また、⽣きた物-語りという⽬に⾒えにくい情報にかたちを与え、他

者に呈⽰することができるのは、デザイナーの知のはたらきによるものであることについ

て整理した。 

 2 章では、筆者の社会実践のそれぞれに横たわる基本的構造としてのナラティブについ

て⽂学的アプローチで整理し、⽣活世界ベースのデザイン活動におけるナラティブを定義
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した。ここでは、ナラティブを「直接的ナラティブ」と「間接的ナラティブ」の 2 つに分

類できることも明らかにした。 

 3 章では、札幌軟⽯のメモリアル公園である⽯⼭緑地の⽣活世界を住⺠と共に描き出す

活動を省察し、⾃⼰の実践とその活動の中でデザインした「語らう道具」とナラティブと

の関係を考察し、「⽣活世界ベースの作品がもたらす直接的ナラティブ」の存在を顕にし

た。 

 4 章では、他者による実践研究の発表とその議論の図解資料やグラフィックレコーディ

ングを、議論の場にいなかった筆者が読み解き、その語らいの中にあるデザイン知を理論

的に再構成することを試みた。この実践を通じて間接的なナラティブからデザイン知を紡

ぐ可能性を呈⽰した。 

 5章では、2020年 10⽉ 4⽇に開催された⽇本デザイン学会第⼀⽀部オンライン⼤会「む

だのデザイン」の実践の語らいやデザイン議論を可視化するために制作した、語らうコミ

ュニケーションの道具「Conf-QR」について省察した。そのことから、参加者間の間接的

ナラティブを道具を通して⽀援することで、対⾯せずとも互いの実践を知ろうとするはた

らきが⽣まれた。 

 最後に6章ではこれまでの省察的実践の総括を⾏い、⽣活世界の物-語り〈ナラティブ〉

を得ることで、どのようなデザインできたのかを考察し、各実践の中で関与した⼈びとが、

それぞれ置かれた状況に思いを馳せながら語らうことができる「他⼈以上共同体未満」の

関係がナラティブによって⽣まれることを明らかにした。この関係をかたちづくるとき、

⽣活世界を在りのままに⾒ようとして、解釈をその時々に表現して他者と共有しようとす 

るのは、デザイナーならではの解釈の仕⽅、知のはたらきがあった。⼈びとのところに出

向いて現場で実践するデザイナーは、⼈々と同じ⽬線に⽴って、その場にいる様々な⼈び

との語りを得て、それを表現することで、他⼈以上共同体未満の関係をかたちづくること

を実践していた。 
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1．⽣活世界を⾒てわかろうとする活動の原初：研究の背景と⽬的 
 

1．1．在りのままを⾒ること、世界を⾃分らしく感じ得ること。 

 

 筆者は、2019 年 10 ⽉に、北海道の中⼼都市である札幌市の南区にある地域「⽯⼭」へ

フィールドワークに赴いた。ゼミの初回の冒頭、ゼミ担当教員である横溝賢准教授が次の

ように話したことがきっかけである。 

 

「⼤学くるまでの間に気になるところがあって」 

「すっごい⽯だらけのところなんだけど」 

「あ、⽯⼭緑地っていうんだ、今から⾏ってみない？」 

 

これはまだ 1 回ぐらいしか会ったことのない、ゼミ教員との初めてのミーティングでの出

来事である筆者私も確かに普段、⼤学のバスから⾒えるが、あんまり気にかけた事がない

というか、正直そんなに知らなかった。⽯がある、それだけの場所だと思っていた。 

 それからすぐに、本当に⽯⼭緑地へ訪れた。その時は筆者と同じゼミ⽣ 2 ⼈、そして教

員の 4 ⼈だった。⽯⼭を訪れた筆者らは、⽯⼭緑地公園の⼊り⼝に並んだように置かれて

いた⽯の数⼗個にとても興味をそそられた。軒並みバランスボールより⼆回りほど⼤きい

岩である。それがいい感じに割れて置いてあったり、いい感じに平らになっていたり、い

い感じに苔むしていたりしていたのである。⼈間というのは不思議で、ただの⽯と思えば

「ああ、そうか。」ぐらいの意識を向けないのに、意識を向けると、もしくは意識を向け

させる何かがあると「なんでこうなっているのか」「これは不⾃然な形ではないか」とい

った疑問や感情が湧き⽴ってくるのである。いい感じに割れているのは、「⽯を切り出す

ときに割れるよ」ってことかな？いい感じに平らになるのか、意図的に置いてるのでは？

苔むしているって事はだいぶ前から、⾃然と融合しかかっているね？など、気づけば 30

分以上、公園の⼊り⼝の数⼗個の⽯すべてに向き合いながら歩いていた。 

 ⽯⼭の帰りには、⽯⼭で採掘された「札幌軟⽯」を使ったカフェで⼀息した。この札幌

軟⽯が、とても柔らかい。カッターで削る事ができたり、⼿でも折る事ができるほどの柔

らかさであった。この柔らかさをなんとクッキーで表現してみたというのだから、さらに

驚いた。そのクッキーを⼀⼝、「あー硬いけどちゃんと噛み砕けるねー」という感じであ
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った。若⼲前⻭だと持ってかれそうになるけど、奥⻭だとほろりと崩れるくらい。しかし

「これが⽯の硬さと考えると…？」というなんとも不思議な具合になった。 

 ⼈は未知のものと出会うと、こうも思考が⽌まってしまうのか。⽌まった後に溢れるよ

うに思考がめぐるものなのか。たった 1 ⽇の数時間の間に、不思議な経験をしたのであっ

た（図 1）。 

 

 

 

図 1 ぶらついて/⾒る、⽯⼭ランブリングの様⼦ 

 

 

 ここまでの記述は、筆者が⾃⾝のブログに掲載したエッセイをベースにしている。この

筆者の体験・経験、この物-語りが本研究の原初であった。このフィールドワークでは、

在りのままを⾒ようとしていた。それは、事前知識などをあえて⼊れず、ふらりとその⼟

地を歩き、偶然の出会いと、そのままに感じる感情、疑問が⽣み出す想像を⼤切にして、

その場で書き留めたり、写し留めたりする活動であった。そこでの筆者は、まちを歩くこ
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とを素直に楽しみ、突然の出会いにも気分が⾼揚しながら⽴ち向かっていた。そんな筆者

の前には、筆者と接点のなかった⽯⼭という全く不明瞭な、Ill Defined Problem［注 1］な環

境が現わていた。フィールドワークのやり⽅としては、社会の定説からは外れているかも

しれない。だが、その⼟地には⽇々⽣活している⼈がいて、その⼈にとってはそれが⾃然

で、そのままだからこそ在りのままを⾒ることが⼤切だと感じた。そしてこれらは、そこ

から感じることに対して⾃分らしい解釈をしたり、⾃分なりにその世界を⾒ようとする、

筆者の主体的な活動であった。 

 しかし、これらの体験や感情は、筆者が以前に⼤学の授業の⼀環で町を歩いた時とは、

異なるものであった。その時は、あらかじめ町の情報をインターネットや⽂献から調べ上

げ、この町にはどういう⼈びとが住み、どういう施設があるのかをまとめ上げ、それをも

とに、町の何を知りたいかを設定してから町に赴いていた。その町歩きでは、知りたいと

設定したことを⾒ようとし、それ以外の情報を積極的に得ようとはしていなかった。この

ように、現場に⽴つ前にあらゆる問題をよく定義し、町の歩き⽅が整えられた、Well 

Defined Problem［注 2］な環境をつくろうとしていたのである。その時の筆者は、町を歩く

ことをまるで何かの責務かのように感じていたのかもしれない。こうして得られた情報は、

知りたい情報に対する答えであり、何らかの問題を⾒出すための資料として使われていた。 

 こうした体験を経て、筆者は疑問に感じることがあった。それは、あらゆる問題をよく

定義してから現場に⽴つことで、その現場から得られる・感じられることが減るのではな

いか。その現場のことを知っているつもりになって、問題を定義しているのではないか。

その現場を歩く⾃分⾃⾝の情感を含まずに現場を⾒ているのではないか。そして、整えら

れた環境での町歩きでは、実際のまちを⾒ることができていないのではないか、というこ

とである。 

 

 

 

1．2．本研究で使⽤する⾔葉の定義 

 

 本節では、本研究で特に留意する⾔葉の定義をする。 

（１）⽣活世界：⽣活世界（The Life-World）とは、ドイツの哲学者 E.フッサールが提唱し

た、⾃然主義に根ざした⼈（びと）の主観的な知覚によって構成される世界のこと
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を指す。⼈間は常にすでに⾃分の⽣活のまわりに何らかの実践的関⼼を払ってお

り、この関⼼に応じてのみ経験の蓄積がなされる。これを⽣活世界における⽣の関

⼼性と呼び、関⼼に応じる経験の蓄積の妥当性を判断し続けている。この⽣の関⼼

性は、個々の意識の間主観的な構成としてすでに成⽴している。したがって、⽣活

世界ベースの活動においては、その世界の地平（関⼼に応じるような事象の様々）

の意味の網の⽬から関⼼を受け取っている⼈（びと）の意識に⽬を向けることが重

要である［⽵⽥，2015］。 

（２）⼆⼈称的アプローチ：⼆⼈称的アプローチについて、佐伯ら［2018］は次のように

まとめている。 

『対象を⾃分と切り離さないで個⼈的関係にあるものとして、情感をもってかかわ

り、対象の情感を感じ取りつつ、対象の訴え・呼びかけに「応える」ことに専念す

る』［佐伯ほか，2018］ 

そして佐伯ら［2018］は、「⼆⼈称的アプローチ」は以下のような対象とのかかわり

であると整理している。 

『①対象を「個⼈的かかわりをもつべき特別の他者」とする。 

②対象を単なる情報交換以上の、なんらかの特別な情感をいだく対象とみなし、情

感の流れに即して、⾃らは対象の要求（訴え）にすぐに応じる義務を負う（第三者

的に傍観したり、⾒過ごしたりしない）とする。 

③対象とは、「⾒る−⾒られる」関係にあり、こちらが対象を「⾒ている」とき、

その⾒るという⾏為は情感込みで対象に「感じ取られる」のであり、対象は、それ

に対しやはり情感込みで応じていることを「感じ取る」。 

④対象を「感じ取る」というのは、対象の表情、動作の変化や動きを、「⾃⼰受容

感覚(proprioception)」で感じ取る、つまり、⾃分の⾝体の動きのなかに湧き起こってく

る「⾝体感覚」を⾃覚することである。これは、いわば、対象に「なってみる」こ

とで、対象⾃体の側から外界を、⾃らの⾝体の全感覚で「感じ取る」ことであ

る。』 

こうした⼆⼈称的なかかわり合いを持って実践に取り組み、客観視した情報や活動

の考察だけではなく、⾒る−⾒られるという主観視した著者の⾒えや実践の省察も

本研究には含まれていること、必ず数値化できない様々な情報を本研究で取り扱っ

ていることを予め明確にしておきたい。その上で、本研究においては⼆⼈称的アプ
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ローチを⽣活世界の住⺠と同じ場に⽴つことによって実施している。また、三⼈称

的アプローチとの相違について、図 2にまとめた。 

 

 

 

    図 2 三⼈称的アプローチと⼆⼈称的アプローチの視座と関与の相違 

 

 

（３）Narrative：本研究でのナラティブ(Narrative)は、基本的に個別具体的なデザイナーと

それに関与する⼈びとの語り＝個⼈のナラティブ(Personal Narrative)を取り扱うことと

する。ただし物語論での Narrativeに関する⾔及においては、広く世に出ている⽂学作

品（聖書や⽇本書紀などのあらゆる作品）を含めた総称として扱われていることが

多い［⽮﨑，2016］。 

（４）対話とナラティブ：本研究では、デザインにおけるナラティブを、図 3に⽰すよう

な経験など話者⾃らを内在化した発話を視覚化表現して相⼿に伝えようとし、それ

を受け⼿⾃らの⽂化的背景や置かれている環境を踏まえて解釈しあい、応答・発話 

 

 

 

図 3 デザインにおけるナラティブの分解と対話の関係性 
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することを互いに営むことと定義する。また、対話を⼈と⼈とが話し合うという構

造であり、ナラティブにおける視覚化表現や解釈までを含まないものと定義する。 

 

 

 

図 4 ⼀般的なナラティブの分解 

 

 

（５）物-語り：本研究での筆者や実践を共にした⼈びとは、⾃らの物語を発話する、語

るという⾏為だけで伝えようとはしていなかった。例えば、3章で取り上げる⽯⼭の

実践では、筆者の経験を通した物語を視覚化表現にして伝えようとした。それは

「物」によって語ろうとする⾏為であり、それがデザインにおけるナラティブを構

成する⼀つの要素であった。通常、「物」は⾃ら⾔葉を発することがなく、⼀⽅的

に「語られる」存在であるが、本研究で取り上げる実践においては「物」が語りを

⽣み出していた。本研究では、このことを明確にするため、物語を「物-語り」と表

記し、⼈びとが⾃⾝の経験を⾃らの発話や、視覚化表現などの物によって、語ろう

とする⾏為と定義する。 

（６）共創：本研究においては、デザインにおける共創を「デザインの専⾨家が、⼈びと

が⾃⽴的に共⽣するための知恵と技に出会い、その良さを味わい尊重すること。そ

こから、⼈びとと共同しそれら活動をより創造的な営みに変⾰すること［須永，

2015］」と定義する。 
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1．3．本研究の背景と⽬的 

 

 近代において、デザインは産業の合理化に寄与するべく発展してきた。いかに分かりや

すく、効果的に物事を整理して伝えるのかを、デザイン学の専⾨家たちは、近代科学に基

づいてよく定義された問題を扱いながら、技術的・知識的展開を繰り返して応えようとし

てきた。もちろん、デザイナーが実務の中で向き合う多くの問題に関しても、対峙する際

にはよく定義し、合理的に解決できるデザイン⼿法をよく考えながら形成してきた。これ

により、産業社会［注 3］を構成するあらゆる物事の問題はよく定義され、整えられてい

る〈Well Defined Problem〉な社会基盤の上に成り⽴ってきた。それは⼤学という社会にお

いても同様である。例えば、地域の問題を解決することが授業の⾄上命題として設定され、

それを達成するための⽅法・⼿法を細かく教え伝える。その多くは、問題は普遍的に定義

でき、解決できることを前提にした⽅法や⼿法として学⽣に教授される。それに基づき、

学⽣たちは産業社会を向きながら問題をよく定義し、合理的に解決を進める⼿法を学んで

ゆく。これは筆者が体験した、⼤学の授業の⼀環で町を歩いた時と⼀致している。その授

業では、KJ法［注 4］や地域アセスメント［注 5］など、地域との接し⽅や調べ⽅など、

様々な⽅法を教わり、それに基づき、町の何を知りたいかを設定していた。 

 ⼀⽅で、⼈びとが情報技術を扱うようになったことで、デザインの領域はコミュニティ

やソーシャルデザイン［IDEAS FOR GOOD，n.d.］の領域まで広がった。そこは⼈びとの

⽣の息遣いを感じ得る⽣活世界がベースになっている。⽣活世界はその世界で暮らす⼈び

との経験や関⼼によって構成され、そのどれもが個別具体的であり、多くの問題は全く不

明瞭で定義できない〈Ill Defined Problem〉な環境である。そうした環境において、⾃ら世

界にある情報を⾒聞きし、個別具体的な⼈びとの⽣きる物-語りを探りながら、様々な事

象に対峙するのである。例えば、前節で記述した筆者の⽯⼭での⼀連の体験である。まち

を歩く⽬的を特段決めないで現場に⽴った筆者の⽬の前には、多くの未知で先を⾒通せな

い事象があり、そうした状況で筆者はその世界にある事象を在りのままに⾒ようとした。 

 近代の産業社会では、⼈と社会の経済問題を探す。⼀⽅で⽣活世界では、⼈と⼈ならざ

るものの⽣きる物-語りを探す。こうした違いがあるからこそ、近代の実証主義のプロセ

スにおいて、この⼆つの学的な構図も異なっている。産業社会は、「⼈々の経済問題があ

り、それを解決できる⽅法がある［⽵⽥，2015］」と⾔ったような厳密で確かな法則や公

理が成⽴している「客観的な世界［⽵⽥，2015］」と考えられるようになり、これだけが
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普遍的な領域として学の対象と（知らずのうちに）⾒做している⼈も多くいる。しかしな

がら、⽣活世界は学に先だって⼈類にとってすでに存在していた。⼈間がそこで⽇常⽣活

を営む具体的な世界である⽣活世界は「曖昧で相対的な主観的な世界［⽵⽥，2015］」で

あると、実証主義のプロセスを通して⾒做されるようになった。だが、その⽣活世界＝具

体的な世界から取り出された因果連関や法則としての論理的で抽象物を扱っている世界こ

そが、産業社会なのである［⽵⽥，2015］。 

 だからこそ、いま、⽣活世界に根差して、⼈びとの⽣きる物-語りをさがす・⾒れるよ

うになる視座をもって、⽣活世界の物-語り〈ナラティブ〉を得ることで、どのようなデ

ザインができたのか。その中に、どのような知のはたらきがあったのかを明らかにしたい。

本研究では筆者の実践を基に、これらについて呈⽰したい。 

 

 

 

1．4．情報デザイン分野における本研究の位置付け 

 

 前節では、産業社会と⽣活世界との対⽐や、⽣活世界に根差したデザインの視点につい

て注⽬したが、私たちデザイナーは産業社会に根差しすぎて、個々⼈の⽣き⽅に深く結び

ついた⽣々しい現場をこれまで⾒過ごしてきた。この⽣々しさがデザインにどう関わって

くるのか。本章ではデザイン学における⽣活世界の位置付けについて考える。特に、情報

デザイン分野における本研究の位置付けを整理する。 

 須永［2019，2020］は、デザイン学を考えるための視座を図 5 のようにまとめている。

例えばハードウェアのような、個体の「物」の形などを問題の対象と捉えていたデザイン

は、情報技術が加わったところから「物と⼈のかかわり合い」を考える情報デザインへと

広がりを⾒せ、さらには物と⼈との関係をより重視するようになり、「⼈びとの活動」を

考えるサービスデザインへと分野の裾野を広げてきた。こうしたデザインは、あくまでも

産業社会を眼差し、産業社会なりにペルソナを考えたり、市場調査をするなどして、デザ

インに取り組んできた。そうしたうちに「⼈びとのつながり」を考えるコミュニティデザ

インへとデザインの分野は広がってきた。この頃になると、専⾨家ではなく多くの市⺠、

つまり⾮専⾨家がデザインの主体となってきた。そして、「⼈びとがみずから営みを実践

できる」ようにするための社会を形づくるデザインへと移り変わってきた。⼈びとの実践
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を語るには、⽣活世界における⼈びとの物-語りに注⽬する必要があるとともに、そのデ

ザインの熱源は⽣活世界に暮らす⼈びとの⽣の息遣いを感じ得ることである。 

 デザインの議論において、誰が主体を持っているのかは⾮常に⼤切だと考える。そこに

は、デザイン活動そのものの対象が何かが反映されているからである。過去を振り返ると、

プロダクトデザインからサービスデザインまでの間は、あくまでも物が対象であり、それ

をデザインするのはデザインや電⼦⼯学、情報科学の技術を得ている専⾨家であった。彼

ら専⾨家がデザインの問題として捉えるのは、仮説検証の積み重ねに得ることができた

〈Well Defined Problem〉である。だが、本研究で取り上げるデザイン活動はコミュニティ

デザインから社会を形づくるデザインであり、これの対象は⼈びとである。それと同時に、

デザインの主体も⼈びと＝市⺠である。社会やコミュニティというものは常によく整えら

れた問題と接しているわけではない。その中で暮らす⼈びとは〈Ill Defined Problem〉な⽣

活世界を知るための実践を繰り返している。その実践は個別具体的な暮らし＝⽣活世界の

中にあり、それをデザイナーは⾒て、⼈びとの語りに傾聴し、⽣活に必要であろう道具

［注 6］をつくり続けてきた。それをいかに⾃然と実践してきたかを、私たちデザイナー

は感じる場⾯が少なく、気づくことがないまま、デザイン活動をしていることもある。 

 デザインは元来、⼈類皆全てが⽣きながらえるために⾏ってきた。縄⽂時代は狩猟採集

を効率化するために⽯を鋭く削ったり、戦国時代になると花押の形で⼒強さなどをアピー

ルし、権威を⽀える⼀つの知恵となっていた。令和でも毎⽇の暮らしを豊かにする⼯夫な

どが SNS を通して盛んに共有されている。この全てがデザインであり、⽇々暮らす中で

出会う未知の問題〈Ill Defined Problem〉と向き合う中で、⼈びとが社会での営みを⾃ら実

践している証ではないだろうか。横溝⽈く、デザイナーには社会を⾒る視座と未知化され

た問題をわかるための知恵と、知り得たことを形あるものとして表現する技術があるとい

う［横溝，2020］。今、私たちデザイナーに求められているのは、こうした社会での実践

を⼈びとと共にわかろうとするための活動を展開し、そこで知り得たことをともに表現し、

ともに学び、ともに営みをつくっていくことではないだろうか。ここにデザインを社会で

これからも実践し続けることの意味があり、デザインが⼈のために為せることは、⽣活世

界ベースのデザイン活動を通して、デザインすることを⼈びとに還すことかもしれない。

筆者が⽣活世界ベースのデザイン活動を実践していた熱源はここにあったかもしれない。 

 そして、須永が切り開いてきた「情報デザイン」は「情報」にかたちを与えること、

「⽬に⾒えないもの」にかたちを与えることであると須永は話している［かみのたね，
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2020］。その情報デザイン分野は、デザインの領域をハードウェアをかたちづくるプロダ

クトデザイン領域から、社会をかたちづくる「社会的デザイン」へと広がりを⾒せていく

であろう［須永，2020］。筆者は本研究で取り上げる実践の中で、活動をつくり、それを

営みへと実践の領域を広げようとしてきた。そこには、いわゆる⼀般的な「情報」、つま

り数値やコンテキスト、写真などアーカイブできるような物的情報がある。それだけでは

ない「情報」もたくさん存在した。例えば、実践の場に⽴ってみたときの筆者の情感であ

ったり、共同して場に⽴った仲間達との情感を通したコミュニケーションであったり、筆

者が表現活動する上で選ばなかった表現の理由であったり、実践者の知であったり、⽬に

⾒えない残り⾹のように漂う質的な情報が多く存在するのである。こうした情報は、対話

や作品への情感によって想起されるものであり、それらはナラティブによって情報として

現れる。このような多くの情報をデザイナーは表現活動、かたちを与える活動を通して他

者に伝えることができ、その実践の活動はどれも個別具体的なものであり、その活動すら

もナラティブ＝語って⾒る活動によって成り⽴っているのである。そして、デザイン実践

は仮説検証のプロセスに限られている訳ではなく、あくまでもやって⾒ながら、語って⾒

ながら、その活動の意味づけをしているのである。本研究では実践の語りと省察を中⼼に

構成しているが、これらの語り＝ナラティブを中⼼とした⽬に⾒えない情報からはじまる

デザイン活動のかたちがあるのではないかと考えている。 

 

 

 
図 5 デザインを考えるためのひとつのビュー［須永，2019］ 
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1．5．筆者の社会実践とデザイン学研究の流れ 

 

 本研究では、筆者のデザイン活動のそれぞれを省察するとともに、本研究の前提となる

背景や本研究のデザイン学との関連等を明らかにする。そのため、筆者と他者との関わり

合い、対話、ナラティブ的な活動の中で、活動段階による個々⼈の変化を捉えるために、

⼆⼈称的アプローチによって実践を省察した。1 章では本研究の背景と⽬的、デザイン学

の現在地と本研究が情報デザイン分野においてどのような位置に当たるのかを整理した。

2 章では、筆者の社会実践のそれぞれの間にあった基本的構造であるナラティブについて

⽂学的アプローチで整理し、それによって⽣活世界ベースのデザイン活動におけるナラテ

ィブを定義する。その後、3章・4章・5章では筆者の実践をベースにナラティブがどう活

かされていたかを省察する。その各実践の活動フェーズを表 1 にまとめた。最後に 6 章で

はこれまでの省察的実践の総括を⾏い、⽣活世界の物-語り＝ナラティブを得ることで、

どのようなデザインできたのかを考察する。 

 

 

 

表 1 本研究で取り上げる各実践の活動フェーズ 

活動フェーズ 活動の内容 活動の道具 活動の期間 

3章：⾃⼰実践の 
ナラティブを 
とらえなおす 

⽯⼭の⽣活世界を 
描き出し、⼈びとへ 
還そうとする 

視覚資料と共同 
空間の語らう 
道具 

2019年 10⽉ 
〜2020年 2⽉ 

4章：他者実践の 
ナラティブを 
私がとらえなおす 

社会実践のデザイン知を
知り、⾃らの⾒えを含ん
だ記述をする 

筆者が語りの 
傾聴によって 
記録したノート 

2019年 12⽉ 
〜2020年 4⽉ 

5章：他者実践の 
ナラティブを 
集団でとらえなおす 

オンライン学会で他者の
語りにリアクションでき
る道具をつくる 

Webアプリ 
Conf-QR 

2020年 7⽉ 
〜2020年 10⽉ 
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2．デザインにおけるナラティブの定義：研究の基本構造 
 

2．1．物語論で⾒る、語る⼈と語られる⼈の関係 

 

 第 1 章で述べた通り、本研究では、⽣活世界に根差し、複雑な⽣活世界から現れる多様

な表徴が⾒れるようになった時、⽣活世界の物-語り＝ナラティブを⼿に⼊れたデザイン

は産業社会においてどんな態度で、どんなデザイン実践ができるのか、について考える。

本章ではその前提として、「ナラティブ」について主に物語論や構造主義の視点から読み

解き、デザインにおけるナラティブの定義を考えたい。 

 まずは物語論の視点からナラティブを整理してみる。物語論とは⼩⽅［2018］によれば、

「物語の構造と機能について包括的かつ体系的に研究する学問領域としているが、本来は

構造主義に由来する形式的あるいは構造的な⽅法として誕⽣しており、現在の形式的・構

造的特徴を持たない物語論的研究までに物語論の守備範囲が拡⼤するには、認知科学や⼈

⼯知能における物語研究、⽂学研究全般の拡張などの影響を受けてきた経緯もある」とい

う。 

 その物語論に沿って物語を整理すると、物語の構造は⼤きく「語る⼈」と「語られる⼈」

に分けられる。 

 語る⼈とは、ナレーターと訳されることが多いが、物語そのものを紡ぐ「作者」と物語

上に紡がれる「登場⼈物」が含まれている。物語にはストーリーテラーがいて、登場⼈物

による語りの合間を埋めている。 

 ⼀⽅で、語られる⼈にも2つの存在がある。「読者」と「想定される読者(Implied Reader)」

である。前者は単純に物語を読む⼈を⽰すが、後者は作者が物語を紡ぐ上で「こういう⼈

にこう伝わってほしい」という想定をしている存在のことであり、これが存在しなければ

物語を紡ぐことができない。例えば、ある歌の歌詞を書くときに、その歌を届けたい⼈は

誰なのかと想像しながら書くことがある。その⼈を想像することで、歌詞が成⽴する。そ

の届けたい⼈こそ「想定される読者」である。 

 物語においては、語る⼈を明確に指⽰する語が物語中に現れていなくとも、読者は語る

⼈を再現表象し、物語中にある語る⼈の存在を理解しながら読み進めることができる。ま

た、読者は「想定される読者」も同時にその存在を理解しており、現実の読者⾃らと想定

される読者との間にある類似や差異を感じとることで、物語に対する解釈や反応をかなり
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の程度まで規定してくるのである［プリンス，1996］。 

 物語論においては、これら全体の構造を指して「物語 （Narrative）」としており、この

構造を図 6 に整理した。ナラティブには語る⼈がいて、語られる⼈がいる。物語の構造的

にも、物語を解釈することにおいても、⽋くことができない 4者の存在がある。 

 

 

  

図 6 物語論で⾒る語る⼈と語られる⼈の関係 

 

 

 

2．2．テクスト理論で⾒る、作者と読者の関係 

 

 次にテクスト理論の視点からナラティブを整理してみる。物語論において「語る⼈と語

られる⼈の関係」を整理したが、ここではテクスト理論において「作者と読者の関係」を

読者が物語をどのように解釈するかに注⽬して整理する。 

 前提として、テクスト理論を内⽥［2002］、⽮﨑［2016］の考えを参照すると、⽂章そ

のものや物語に含まれる情報、読者⾃らの⽂化的背景などを包括的に踏まえ、テクストを

読者によって多様に解釈する物語の読み⽅のことで、物語に対する解釈は物語の作者に委

ねられている訳ではなく、読者個々⼈がその解釈を⾃分なりにする、という考え⽅の上に

成り⽴っているという。 

 このテクスト理論に基づき、物語論を踏まえた上でナラティブを整理をしてみる。作者

は物語を作るにあたって、想定される読者を設定する。そして、⽂章を紡いでいきながら

作者が伝えたい内容を込め、様々な設定や⾔い回し、作者の⽂化的背景などの多様なエク

リチュール（⾃らの語法とその⽂化圏が強いる⼀種の型にはめこまれてしまうもの［注
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7］）と作者の想定する読者像を反映させながら、テクスチュア＝物語を作ってゆく。こ

の時、テクスト上には明確に現れない情報が存在し、それが暗黙的に物語に反映されてい

るが、これをテクスト論を説いたバルト［注 8］は「固有の振る舞いをするファクター」

と呼んでいる。前述の通り、テクストと固有な振る舞いをする多数のファクターが絡まり

合って、テクスチュア＝物語ができるのだが、この時すでに作者による物語に対する解釈

は作品との依存関係を脱していると考える。あくまでも作者は想定される読者を設定して

いるだけであって、現実に物語を読む読者とは乖離した存在であるが故に、作者はテクス

チュアを読者に届けたところでその解釈を読者に委ねているのである。 

 ⼀⽅で、読者はテクスチュアと⽴ち向かった時、それに含まれる多数のファクターや多

様なエクリチュール、テクストなどを捉え、解釈し始める。読者こそ、これらの多様性が

収斂される場になり、読者は解釈を深めることができるのである。これはプリンスも「読

みがテクストに依存しているのは明らかであるにしても、テクストを読む読者にも依存し

ていることもまた明らか」としている［プリンス，1996］。テクストを読む際には、読者

の情報を蓄える⼒や、必要に応じて検索・変換すること、さらには推論や演繹の能⼒を持

っていなければ、解釈に苦しむ。また、多数のファクターや多様なエクリチュール、テク

ストなどの表象を知覚することから読者の解釈は始まるが、諸々の種類の知識や読者⾃⾝

のこれまでの経験を⾃らの解釈に持ち込みながら読み進めなければならない。なぜなら、

物語に対して問いを⽴てたり、問いに答えたりするには、任意の世界についての知識を持

っていなければならないからである。 

 こうしたことを踏まえると、全ての読者の解釈が⼀致することはないに等しい。さらに

⾔えば、同じ 1 ⼈の読者であっても、別な機会に同じ物語を読んだとき、前とは違う解釈

に⾄ることもある。それは、読者個々⼈によって、読者⾃⾝の物理的、⼼理的、社会的背

景や、気質傾向、感情、必要性、知識、能⼒、関⼼、⽬的など、その時の読者が置かれて

いる環境を踏まえた上で、物語に対する解釈を捉えようとしており、その解釈は作者にも

物語にも依存しない「読者個々⼈によって変容する解釈」となるのである［プリンス，

1996］。 

 テクスト理論において、読者は物語を⾃らによって解釈を深め、あくまでも読者が主体

的に解釈を創造している。同時に、物語は読者が作品を解釈することをもって完成するの

であって、これがナラティブである。この読者の⾏為は個別具体的なものである。これら

の構造を図 7に整理した。 
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図 7 テクスト理論における作者と読者の関係 

 

 

 

2．3．⽣活世界ベースのデザインから⾒る、物語論とテクスト理論 

 

2．3．1．⽣活世界ベースのデザインとナラティブの基本関係 

 

 前節、前々節を通して、物語＝ナラティブについて⽂学的なアプローチで整理してきた。

これら踏まえ、⽣活世界ベースでのデザイン活動におけるナラティブを以下の 2点で整理

したい。 

 

① デザイナーと⽣活世界との対話の中でのナラティブ 

  ＝物-語ることであり、この解釈は⽂学的アプローチと同様にできる。 

本研究ではこれを「直接的ナラティブ」と定義する。 

② 作品を通して⽣活世界と関わるナラティブ 

  ＝⽂学的アプローチを応⽤し、作品によって⽣活世界へ語りと解釈を届けよう 

としている。本研究ではこれを「間接的ナラティブ」と定義する。 

 

 本節では、上の 2点に沿ってそれぞれデザインとの関係を整理していく。 
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2．3．2．デザイナーと⽣活世界との対話の中でのナラティブ 

 

 前節、前々節では、あくまでも⽂学という静的なコンテンツでの捉え⽅を整理していた

が、デザイナーは⽂章だけではなく、その場でのリアルタイムな対話についても⽂学的な

アプローチを持って⽴ち向かっていたと考える。これはとても⾃然に考えられるのではな

いだろうか。デザインの視点で⾒ると、物語は作品であったり、語らうことであったり、

その時、場の様相に合わせて器⽤に持ち替えながら、ナラティブ的なアプローチをデザイ

ナーとユーザーの間でしている。語らうことは、⽂学的アプローチと同様の構造で解釈し

ている。発話そのもの（テクスト）と、発話や⾝振り⼿振りなどにあるような語り⼿・聞

き⼿それぞれの⽂化的背景など（固有の振る舞いをするファクター）、その場の状況や社

会的背景（テクスチュア）を踏まえた解釈をしている。 

 

 

 

2．3．3．作品［物語］に関わる⼈びと 

 

 前項で、⽂章と語りは同様な構造において読者・聞き⼿の解釈が進むことについて注⽬

したが、まだ作品においてどのように作品の受け⼿が解釈を進めるかを整理していない。

この項では、物語＝作品と読み替えた時、デザイナーから受け取った作品はどのようなア

プローチで受け⼿へと届き、解釈が進むのかを整理することで、いかにナラティブが⽣活

世界とデザインに関わっているのかをまとめる。 

 まず、物語論に沿って整理したのが、図 8 である。作品は⼤きく「つくる⼈」と「触れ

る⼈」に分けられ、つくる⼈は「デザイナー」と「インターフェース」に分けられる。こ

のうち、インターフェースは作品を形どり、あらわす表徴であり、作品にとっては作品ら

しさをあらわす 1 つの⼈格になりうる。また、触れる⼈は「現実の⼈」と「ペルソナ」に

分けられる。現実の⼈は、⽣活世界にいて実際に作品に触れることができる⼈を指す。ペ

ルソナは、作品をつくる過程においてデザイナーが、作品を使うであろうユーザー像を想

定したものであり、サービス・商品の典型的な架空のユーザー像・⼈物モデルのこととも

⾔う。作者は物語を想定される読者を設定してつくるのと同様に、デザイナーも作品をつ

くることにおいて想定されるユーザー像＝ペルソナを設定してデザインに⽴ち向かってい
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ることについては間違いがないであろう。 

 

 

 

図 8 デザインにおける語る⼈と語られる⼈の関係 

 

 

 

2．3．4．⽣活世界ベースのデザインで⽣まれる作品 

 

 前項、前々項を踏まえ、テクスト理論に沿って⽣活世界ベースのデザインを整理すると、

図 9 のようになる。テクスト理論での⾔葉を全てデザインの⾔語に置き換えて整理を進め

る。デザイナーは作品のかたちを考えるにあたって、⽣活世界の⼈びとに作品を届けるこ

とを志す。そのことによって、前項で述べたように、デザイナーは⽣活世界との対話との

中でナラティブを紡ごうとする。そうして物-語ることで得た情感や経験を、作品制作の

中に持ち込もうとする。その作品は、⾝近な存在としての他者に届けたいという想いから

制作の動機が現れる。作品を通じて他者の情感と経験をより善く変えていきたいという想

いが、コンセプトとして⽴ち上がるのである。この他者の存在を産業社会のデザインでは

ペルソナと呼ぶ。コンセプトには、デザイナーがかたちにしたいと思っていたアーキタイ

プ（原形）の想像も含まれている。そのコンセプトによって作品の⽅向性が定まるのであ

る。これはテクスト理論ではテクストに当てはまる。 

 そうして⽴ち上がったコンセプトの中には様々な情感と、それに付随するようにデザイ

ナーの⽇々暮らしてきた中での経験や、⽣活世界での経験が紐づいている。こうした⾃ら

の経験に含まれる⽂化的・社会的・技術的な意味の連なりを⾒出しながら、⽣活世界に届

けるためのかたちを構想し、実現の⽅法を探っていく。この時、デザイナーはその時代の
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嗜好性・トレンドを捉えながら、現実の⼈が作品から⽂化的・社会的・技術的な意味の連

関を読み解けるようにかたちを決めていくこが⼤切である。これをテクスト理論では固有

の振る舞いをするファクターと呼んでいる。 

 情感を語り、意味の連関を吹き込むと、作品のかたちがおおよそ決まってくるが、デザ

イナーは最後にそれらをもう⼀度⾒る。すると、作品に込めた情感や意味、経験や事象そ

れぞれにある前後関係がわかるようになる。こうした価値の体系を表徴としてかたちにし

ようとするのが、スタイル・様式をまとめる段階であり、これはテクスチュアとしてテク

スト理論では説明ができる。 

 このような段階を経て作品はデザイナーから現実の⼈へと届くわけだが、その作品は⽣

活世界を志してつくっていることで、⽣活世界にいる現実の⼈も受け取れる「物」になっ

ているのである。その物は語りを存分に含んでいることで、現実の⼈はその⼈⾃らの経験

を持ち込んで解釈を始めようとするのである。これは現実の⼈＝読者がテクストの統⼀性

を持ち、多様なエクリチュールを収斂する存在であることから、その収斂したことを踏ま

えて物語を解釈しようとする読者の⾏動が起きるというテクスト理論の説明とも合致する。

このことから⽣活世界をベースにしてデザイナーが作った作品とそのかたちは、⽂学的な

ナラティブのアプローチを応⽤して、そのかたちに込められたデザイナーの経験などを現

実の⼈が解釈できるように、物-語ることのできる作品になっている。現実の⼈は、この

ような段階を踏んで届いた作品を、テクスト理論と同様に順を追って解釈を深めることで、

現実の⼈その⾃⾝なりの解釈や使い⽅、価値を⾒つけるのである。作者の⼿を離れ、現実

の⼈の⽬に触れた作品は、現実の⼈の⼿に触れたとき、物として語り始める。 

 

 

図 9 ⽣活世界ベースのデザインにおけるデザイナーと現実の⼈の関係 
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 ⽣活世界ベースの作品として具体的に例⽰すると、フィリップ・スタルクのレモン絞り

器「ジューシー・サリフ」が挙げられる。バイヤーズは作品とデザイナーについて以下の

ようにまとめている。 

 

フィリップ・スタルク（1949〜）は1968年処⼥作「スパニッシュ・チェア」を製作

した後デザイナーとして独⽴、1983 年から 1984 年のパリ・エリゼ宮、また 1984 年

のカフェ・コストが出世作となる。（中略）どんなアイデアが⾶び出すか予測不可

能なスタルクは、アレッシィ社からトレイのデザインの依頼を受け、後にアレッシ

ィ社のベストセラーとなる「ジューシー・サリフ」を作り上げた。このレモン絞り

器は機能性より視覚的価値の⽅が⼤きいと⾔えるかもしれない。デザインの真価を

より深く理解した⼀般のユーザーに、対象をオブジェとして飾る傾向が出てきたか

らである。［バイヤーズほか，2000］ 

 

図 7 ジューシー・サリフ［Pinterest、2020］ 

 

 

 スタルクはこのジューシー・サリフを家族とのバカンスで訪れたイタリアのアプライア

島のレストランで閃いたという。それは、イカにレモンを絞っていたときである。スタル

クはそのインスピレーションをナプキンに描き、そのまま封筒にいれてアレッシィ社に送

ったのだ［GQ Japan,2020］。暮らしの中での閃きをそのままかたちにして出来たのが、こ

の世界でもっとも有名なレモン絞り器のかたちである。図 9最下段には、テクスト理論の

作品の⽣まれ⽅に沿ってジューシー・サリフのデザインの為され⽅をまとめたが、このよ

うにして⽣まれた作品は作者の想像⼒を超え、現実の⼈が受け取るとき、レモンを絞ると
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いう⽤途に囚われることなく、ある⼈は彫刻作品のように窓際に飾り続け、ある⼈はかた

ちをモチーフに体操をしたり、⼀つの作品が様々な解釈のもとに、受け取った⼈びと各々

が使い⽅を⼯夫していた。 

 このようにして、⽂学的アプローチを応⽤して⽣活世界へと作品を通した語りと解釈を

届けるデザイナーの活動・⾏為・思考の全ては、間接的ナラティブのはたらきであり、こ

れには現実の⼈が解釈をするまでの⼀連の作品伝搬までを含んでいる。ジューシー・サリ

フは⽣活世界ベースのデザインによって⽣まれた間接的ナラティブを⼤いに含んだ作品で

ある。 

 

 

 

2．3．5．産業社会ベースのデザインで起きうること 

 

 この項では、産業社会ベースでのデザイン活動によって起きうることを、補⾜として述

べる。「⽣活世界ベースのデザイン」と⼤きく異なるのは、現実の⼈からその⼈なりの解

釈まで作品の還流が起きにくい状況が⽣まれやすいことである。産業社会に視座を持つと、

デザイナーは産業社会において制度的・⽂化的課題を抱えて暮らすペルソナ像を描こうと

する。そのペルソナを念頭に置いてデザインしようとすると、社会制度や⽣活⽂化の構造

的な問題をよく調べ、よく定義した上で、解決のアイデアを出し、市場経済効果の最も⾼

いアイデアを実現しようとする。ペルソナの問題は社会調査や市場調査を通じてよく整え

られている。したがってそのペルソナのためにデザインされたモノやサービスは問題解決

のロジックをインターフェースとして具現化することが要件となる。果たしてそこには⽣

きた物-語りがあるのだろうか。こうなると、ペルソナのためにデザインされた作品を受

け取った現実の⼈は、よく整えられていて物-語りの含まれる余地がない作品に対して、

現実の⼈⾃⾝の経験などを持ち込む必要なく解釈ができてしまう状態に⾄ることがある。

そうなると、読者個々⼈によって変容する解釈まで、作品に対する解釈の還流が起こらず、

現実の⼈は受け取った作品をインターフェースの通りに使うだけに留まりやすい。こうし

た⽣活世界ベースの作品との相違点については表 2、テクスト論に沿って作品の⽣まれ⽅

の⼀つの可能性については図 10のようにまとめた。 
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表 2 ⽣活世界ベースの作品と産業社会ベースの作品の相違点（⼀つの例として） 

 ⽣活世界ベースの作品 産業社会ベースの作品 

特徴 他者が作品を通して⽣活世界と関わ
りデザイナーとも関わり合うことが
できる 

作品はプロダクトとして消費される
傾向にあり、解釈を各々深めること
は少ない 

作品の 
つくり⽅ 

⽣活世界での経験・情感の紐づいた
コンセプトによってつくられ、その
連続性に意味の連なりを⾒出しなが
ら、⽣活世界に届けるためのかたち
を探っていく 

産業社会に視座をもち、その市場原
則などをよく分析し、どのように売
れるのかを設定したペルソナに基づ
いて考察を加え、市場で存在意義の
あるかたちに収めようとする 

作品の 
受取り⽅ 

届いた作品をテクスト理論と同様に
順を追って解釈を深めることで、現
実の⼈その⾃⾝なりの解釈や使い
⽅、価値を⾒つける 

問題がよく定義された状態で届けら
れた作品は、⾃⾝の経験などを持ち
込む必要なく解釈ができてしまうた
め、消費するにとどまる 

事例 フィリップ・スタルク「ジューシ
ー・サリフ」 

ハンディスキャナー 

使われ⽅ 
の⼀例 

彫刻作品のように窓際に飾り続けた
り、かたちをモチーフに体操をした
り、様々な解釈のもとに各々が使い
⽅を⼯夫していた 

ドキュメントをデータ化するという
⽬的によって使われるが、形や機能
に解釈の余地が少ないために、それ
以上の⼯夫は⽣まれづらい。 

 

 

 

図 10 産業社会ベースのデザインにおける作品の⼀つの可能性 
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 また、産業社会ベースでデザインすることに関して、⼀つの可能性を横溝は授業での出

来事を例に挙げ、次のように記述している。 

 

PBL授業においてユーザセンタードデザイン⼿法による商品開発を実施すると、学

⽣らは現実世界に存在し得ないほどに希薄なユーザ像を設定する傾向にあった。ユ

ーザ像を形づくろうとするデザイン⾏為は、それを考える個⼈の経験知に基づくも

のである ［横溝ほか，2018］  

 

 産業社会ベースのデザイン活動ではインターフェースとペルソナに過度な信頼を置いた

ことで、ユーザー像＝ペルソナの設定において現実世界との乖離が進み、⽣活世界の⼈び

とにとっては解釈しづらい作品になる可能性がある。 

 本研究のアプローチの全ては、決して産業社会ベースの客観視することで作品の筋道を

⽴てるアプローチを完全に否定するものではないが、デザイナーが作品を届ける対象はペ

ルソナではなく、あくまでも現実の⼈＝⽣活世界の住⺠であることを忘れてはならないと

筆者は感じている。実際に触れる⼈が、インターフェースを通して作品に何を感じるかに

関して、デザイナーはこのことに盲⽬的になってはならない。 

 

 

 

2．4．⽣活世界ベースのデザイン活動におけるナラティブの定義 

 

 前節にて、物語論とテクスト理論をデザインの視点から整理した。そこでは、⽣活世界

ベースのデザイン活動におけるナラティブを ① 直接的ナラティブ、② 間接的ナラティブ 

の 2 つに分類できることがわかった。①はデザイナーが⽣活世界で感じ得たことの経験を

意味づけしていくように対話・ナラティブをしており、②は他者が作品を通して⽣活世界

と関わりデザイナーとも関わり合えることのできるナラティブ＝作品である。これらのナ

ラティブと同時に、デザイナーは⽂章だけではなく、その場でのリアルタイムな対話につ

いても⽂学的なアプローチを持って⽴ち向かい、作品を通しても⽂学的アプローチを応⽤

した語りのやりとりをしていたと考える。本研究では、⽣活世界ベースのデザイン活動に

おけるナラティブを、デザイナー⾃らが現場から得た⽣の体験に基づく物-語りであるこ
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と、とする。さらに、⾃らの体験を回想し、その語りを対象の⽣活世界にいる⼈びととの

対話・語りと重ねることから現れる物-語りであり、他者との語らいを通じて知り得たこ

とを表現して語り伝えようとする⾏為のこと、と定義した。このナラティブには、 ① デ

ザイナーと⽣活世界との対話の中でのナラティブ、② 作品を通して⽣活世界と関わるナ

ラティブ の 2 つのナラティブな活動があり、1 つ⽬を「直接的ナラティブ」、2 つ⽬を

「間接的ナラティブ」と呼ぶこととする。 

 

 

 

2．5．⽣活世界ベースの作品がもたらす直接的ナラティブ 

 

 前節ではデザインにおけるナラティブを「直接的ナラティブ」と「間接的ナラティブ」

の 2 つが存在すると定義した。本節では、その 2 つの関係性について説明する。間接的ナ

ラティブでは、デザイナーは⽣活世界を志向して作品をつくる。それを⽣活世界に⾝を置

く現実の⼈は、⾃らなりに⾒て、解釈する。このとき、作品を現実の⼈が触れる状況には

2 つの種類がある。1 つは作品だけを受け取る状況である。この場合、デザイナーと現実

の⼈は同じ場に存在せず、現実の⼈はデザイナーから受け取った作品を現実の⼈⾃⾝のう

ちに解釈を完結させる。 

 もう 1 つの状況が、作品を受け取るその場でデザイナーと対話できる状況である。この

状況で、間接的ナラティブ、すなわち作品を通して直接的ナラティブが⽣まれる。その関

係を図 11、図 12 に⽰した。基本的には図 6 に⽰した通り、デザイナーから届けられた作

品は現実の⼈が解釈を進めるのだが、その作品を共に⾒て、対話できる状況にある時、図 

11 のように現実の⼈はその作品の解釈を通して感じ得たことをデザイナーに還すのであ

る。すなわち、作品を介して対話し、その対話の中にあるコンテキストを読み解く解釈を

するという、直接的ナラティブが起こるのである。このことから、図 12 に⽰したように、

直接的ナラティブの中には間接的ナラティブが内容されていることがわかる。 
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図 11 作品や語りを通したナラティブから⽣まれる関係性 

 

 

 
 

図 12 直接的ナラティブと間接的ナラティブの関係 

 

 

 こうして直接的ナラティブが起こるためには、デザイナーと現実の⼈との間に、互いに

傾聴し合う姿勢が備わっていなければならないが、この姿勢があれば、互いの語りに対し

て解釈や発話を繰り返しながら、語るひと、語られる⼈になりうると考えられる。このよ

うに、作品という間接的なナラティブなやり取りによって直接的ナラティブがもたらされ

ることで、デザイナーが⾃らの経験や情感の⽣起を形にしたことと、現実の⼈の解釈や経

験を関連づけ、解釈を深めることができる。そうしてデザイナーは⽣活世界のことをより

わかろうとすることができる。現実の⼈にとっても、デザイナーが⽣活世界を志向して表



 29 

現した作品から、⾃らが暮らす⽣活世界にある価値や⾒え⽅などの新しい発⾒ができるの

ではないだろうか。このようにしてデザイナーと現実の⼈とが互いに分かろうとし、解釈

を深められた関係性を他⼈以上共同体未満の関係性と位置付ける。 

 そして、このように⽣活世界ベースの作品によってナラティブを活かせるのは、デザイ

ナーが⾃らで⾒聞きした情報、感情などを視覚化表現することで伝えようとする、デザイ

ナーの技術によるものも⼤きいと考えている。デザイナーは先述のような発話と解釈の繰

り返しによって、ナラティブをデザインに活かそうとしているのではないか。そこで、デ

ザイナーが作品を媒介するようにナラティブが活かしているであろう理論的な枠組みを図 

13 に⽰した。ナラティブを活かすことによって、現実の⼈との語らいを深められること

に加え、互いに傾聴し合う姿勢を持つことによって、その先の関係性の変化を狙っていた

のかもしれない。そこで、次章からは、⽣活世界ベースの作品によって間接的ナラティブ、

直接的ナラティブがもたらされた出来事とそのきっかけについて、具体的な事例をもとに

振り返るとともに、図 13 のようなナラティブの活⽤がなされていたかについても考察し

ていく。 

 

 

 
 

図 13 ナラティブをデザインで活かす理論的枠組み 
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3．⾃⼰実践のナラティブをとらえなおす、語らう道具のデザイン 
：⽯⼭ランブリング 

 

3．1．実践のアプローチ・⼿法 

 

 本章では、⼤学のゼミナール活動としておこなった札幌軟⽯のメモリアル公園である⽯

⼭緑地（以下、⽯⼭）の⽣活世界を描き出す活動の中での筆者と活動をともにする⼈びと

の関係や活動などを省察し、⾃⼰の実践とその活動の中でデザインした「語らう道具」と

ナラティブとの関係を考察する。 

 本実践では、⼈びとのありのままの⽣きかたを捉えるために、エスノグラフィックリサ

ーチ［注 9］をもとに、ナラティブ／リレーショナル・エスノグラフィックリサーチを実

践した。本実践ではナラティブ／リレーショナル・エスノグラフィックリサーチを、「⼈

びとの営みの場に出向き、ありのままの⽣きかたの物-語りに傾聴し、語りあい、やって

みることから、⽣活世界にある知のはたらきとその理論的枠組みを明らかにする⽅法」と

して定義する。そして、本実践での活動の基本情報は以下の通りである。 

 

リサーチフィールド：北海道札幌市南区⽯⼭緑地 

活動する⼈：筆者を含めたゼミ⽣と教員（以下、筆者ら） 

期間：2019年 10⽉ 3⽇〜2020年 2⽉ 28⽇ 

活動の内容：ランブリングデザイン運動を通じて 「語らう道具」をデザインする 

省察と分析に⽤いたデータ：省察ノート、経験の物-語り体系図、活動記録、ZINE、

展⽰資料、映像記録 

 

 これらの活動はランブリングデザイン運動によって進められた。ランブリングデザイン

運動とは、図 14 に⽰すように、未知の現場に⽴ち、まちをぶらぶらとしながら出会うさ

まざまな事象の意味連関を探る⽣活世界ベースのデザイン活動のことである。この活動は、

他者とともに⽣活世界をぶらつき、歩いて⾒てわかろうし、わかったことを⾒せて語ろう

とする 3 つのアクションで成り⽴つ［横溝，2020］。これに準じた実践プロセスを表 3 に

⽰す。 
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図 14 ランブリングデザイン運動モデル［横溝，2020］ 

 

 

表 3 アクションの具体的な内容と流れ 

アクション 内容 時期 

①ぶらついて/⾒る ⽯⼭緑地公園を歩いて⾒て感じたこと
を記録する 

2019年 10⽉ 3⽇ 

②⾒て/わかろうとする 省察ノート、物-語りの体系図のビジ
ュアル資料作成 

2019年 10⽉ 3⽇〜
2020年 2⽉ 28⽇ 

③⾒せて/語ろうとする ⽯⼭の専⾨・⾮専⾨家に資料を⾒せて
語る 

2019年 10⽉ 25⽇ 

軟⽯採掘業の住⺠に語る 2020年 2⽉ 28⽇ 

 

 

 

3．2．語らう道具のデザインとは 

 

 前節で述べた活動の内容にある「語らう道具」とはどのような道具なのか。実践の振り

返りを通じて、筆者らは前述の住⺠と語らうために「視覚資料としての道具」と「共同空

間としての道具」という 2 種類の道具をデザインしていたことがわかった［横溝ほか，

2020］。 

① 視覚資料としての道具（図 15） 

 私–たちが⾒ている⽣活世界の⾒えを図解化することから他者に⾒せて語ることができ

る視覚的資料としての道具のことである。私–たちは資料を呈⽰しながら経験を語り、他
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者は資料と語りを視聴的に読み解きながら⾃らの語りを紡ぐ。その語らいはナラティブに

よって⽣まれる傾聴によって⽀えられている。 

② 共同空間としての道具（図 16） 

 ⾃他の語りをもちよって⽣活世界の⾒えをその場で⼀覧しながら共同的に編集・コラー

ジュできる共同空間としての道具のことである。私–たちは特定の空間に⽴ち合い、互い

の⾔葉を傾聴しながら語らい、⾃分–たちの⾒えを編集・コラージュする。 

 

 

 

 
図 15 視覚資料としての語らう道具 図 16 共同空間としての語らう道具 

 

 

 この語らう道具を通して、語らうことのできる関係性は、「この⼈なら聴いてくれる」

という傾聴の信頼によって成り⽴っていた。このことは、4節にて語らう道具とナラティ

ブとの関係を概説する際に詳しく記述することとする。 
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3．3．社会実践にあった物-語り 

 

3．3．1．胃袋から⽯⼭を感じようとする：視覚資料をつくる 

 

 筆者らの活動の第⼀歩として、フィールドワーク（⽯⼭ランブリング）を⾏った。これ

はランブリングデザイン運動では〈ぶらついて/⾒る〉のアクションに類する。筆者らが

⽬的を定めずにフィールドワークに赴く姿勢を「気楽な態度」と表現する。「気楽な態度」

とは、筆者らがそれぞれ今まで⽣きてきた中で培ってきた「あれ⾯⽩そう」と思う気持ち

を無意識のうちに持ち合わせた状態のことを指す。あえて⽬的を定めず、気楽な態度でそ

の場に⾜を運ぶことが、産業社会ベースのデザイン活動とは違った、ゴールを⾒据えない

デザインアプローチのはじまりとも⾔える。 

 筆者らは 1 章にて⽯⼭を散策したことを記述したが、そうした散策をした後に、筆者ら

は⼀旦省察ノートとして感じ得たことをまとめている。その後、もう⼀度⽯⼭に訪れるこ

とにしてみた。その⽬的は、「もちよ〜る」をするためである（図 17）。この「もちよ

〜る」は、⼀⼈⼀品、⽯⼭緑地で⾷べると美味しく感じられそう、⽯⼭緑地に似てるかも

しれない、などという具材を考え、ゼミ⽣各⼈が⽤意して持ち寄るという活動である。活

動を通して、持ち寄られた具をバゲットの上でミックスして味わい、語らいながら、ゼミ

⽣各々の個性や⽯⼭という世界をみんなで理解し合った。活動を始めるとき、ゼミ⽣各々

は⾃分が持ち寄った具材の⾃⼰紹介をしてから、⾷べてみることにした。そしてその時、

机の上にクラフト紙を敷き、⾷べながら具材の組み合わせやその活動をその場で記録する

ことを試みた。具材紹介が終わり、バゲットを切り出し、⼀切れのバゲットに、各々が持

ち寄った具を好きなように乗せ合う。この未知数のコラボレーションが⾯⽩く、なおかつ

おいしいものとなった。そして、どの具材を掛け合わせても、おいしいものになっていた。

これが筆者はとても不思議な現象だと感じた。この時、筆者らは具を持ち寄るにあたって

特に打ち合わせはしていなかったが、具材がかぶることはなかった。かぶらないことで、

今まで組み合わせたことのない（⽣ハムと⿊胡⿇きな粉ペーストとパン、のような）、他

種多様なコラボレーションができた。このように⾷べる、共に活動するという活動を通し

てクラフト紙に記録したが、その中には筆者らが個々⼈で感じ得たもののなかに、他者が

持ってきてくれた具材が織り混ざって記録されるとともに、油汚れやタルタルソースの拭

き跡すらも記録となっており、「あれ美味しかったよね〜」と後から振り返ってもよだれ
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が出てきそうな程にその場を感じさせてくれる記録紙となり、視覚資料としての語らう道

具ができた（図 18）。 

 

 

 

図 17 ⽯⼭でのもちよ〜るの様⼦ 

 

 

 

図 18 もちよ〜るの記録紙（視覚資料としての語らう道具） 
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3．3．2．省察ノートと物-語りの共有：視覚資料をもちよる 

 

 筆者らは⽯⼭ランブリングともちよ〜るの後、⽯⼭での経験や感じたことを各々で省察

し、それをもとに⽯⼭について語り合った。その語り合いは、個々⼈による⽯⼭ランブリ

ングの省察ノート（図 19，図 21）をもちよることから始めた。もちよった場所は⼤学内

のエレベーターホール（以下、EVホール）である。筆者らは⽩い壁に囲まれたおよそ 8

平⽶ほどの空間の⼀⾓に⻑机を置き、壁に個々⼈の省察ノートを貼りながら、経験の語ら

いを始めた。省察ノートとは、⾃⼰の経験を振り返り、どこで・何を⾒て・どのように感

じたのか、という体感に基づく意味の連なりを絵などの表現と⾔葉で記したノートである。

ゼミ⽣は壁に貼った省察ノートを指差しながら、⽯⼭で出会った様々な事象、もちよ〜る

によって胃袋で感じた⽯⼭など、感じたこととその意味を⾔葉にして語ることを試みた。

その中では、もちよ〜るによって⽯⼭緑地の彩りに気づけたことや、⽯の表⾯の凹凸に⽯

を切り出した当時の情景を思い浮かべたこと、⽯⼭緑地では⼦どもからお年寄りまで幅広

く集えていたことなどを語っていた。これらの語りに対して教員は、ゼミ⽣各⼈の語りに

対し「それってどういう感じ？」などと聞き返しながら、教員⾃らの再解釈を付箋に書い

て貼り出し続けた。例えば、筆者の「なんか⾃然なようで不⾃然な⽯（図 20）」という

記述を指して教員に「ということは不⾃然な⽯を⾃然っぽく⾒せている感じ？」と問われ

た。すると筆者は「そう、⽯の形だったり割れ⽅などに、⼈の気配だったり、加⼯してい

るみたいな気がする」と答えた。こうして問われたことで、筆者は⾃らの⾒えを⾔語化す

るきっかけとなり、⽯の形だけでなくその向こうにいたであろう、⽯を切り出した⼈びと

の存在を想起していたことに改めて気付かされた。こうした対話を全員に⾏なった結果、

96 枚の付箋が壁に貼られ、ゼミ⽣各⼈の異なる⾒⽅・感じ⽅の様相を表す複雑多様な⾔

葉が現れ〈視覚資料としての語らう道具〉として更新され続けていた（図 22）。今度は

これらの⾔葉を整理し、⽯⼭の様々な事象が⾒えるようになった経験の意味を体系的に図

解化する作業をおこなった。 
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図 19 ⽯⼭ランブリングの省察ノート（視覚資料としての語らう道具） 

 

 

 

図 20 省察ノートで教員に問われた部分 
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図 21 もちよ〜るの省察ノート（視覚資料としての語らう道具） 

 

 

 
図 22 省察ノートを通した語らいで再解釈を付している様⼦ 

 

 

 

3．3．3．物-語りの体系化：共同空間から視覚資料へ 

 

 体系的に図解化する作業は、複数⽇かけてようやく視覚化された。この作業は、省察ノ

ートを持ち寄った EVホールで引き続きおこなった。この EVホールは、教室やトイレの

⾏き来の通り道となる場所であるため、筆者らは⽬的地への⾏き来の際に、壁に貼られた



 38 

模造紙の前に⽴ち寄り、⽴ち向かい、そこに貼られた図や⾔葉を眺めながら、ふと思い⾄

ったこと、体系化・図解化の補⾜となるような考え⽅などを付箋や紙に書いて追加するな

どしていた。そうして、いつの間にか EVホールは通るたびに作業の過程と進展が⾒える

〈共同空間としての語らう道具〉（図 23，図 24）になっていた。筆者らは、その場に全

員が集合せずに論理的な考察を⾃律的に進めていた。 

 

 

 

図 23 省察ノートから広がった EVホールの様⼦（共同空間としての語らう道具） 

 

 

 
図 24 EVホールに貼り出された図解化の⽋⽚（共同空間としての道具） 

 

 

 こうしてまとめられた物-語りの体系図（図 25）は、次のような流れで構成されている。

「気楽な態度で現場に⼊ると、未知の事象を発⾒できるようになる。事象が⽣起している
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仕掛けに気づくと、素通りしていた他の仕掛けにも気付き、感じることが増え、事象の前

後関係が⾒えてくる。それが繰り返されていくと、⾃分にとっての⽯⼭の価値が⾒えてく

る。」この物-語りの体系図をつくることによって、筆者らは「私−たちは何が⾒えるよう

になったのか」という⾒えを語るための枠組みを⼿に⼊れるとともに、〈視覚資料として

の語らう道具〉をデザインしていたのである。 

 

 

 

図 25 筆者らの⽯⼭での経験の物-語りの体系図（視覚資料としての語らう道具） 

 

 

 

3．3．4．⽯⼭の⼈びとと語らう：視覚資料を共同空間へ 

 

 筆者らは、3.1 から 3.3 の活動から感じた⽯⼭の価値を⽯⼭の⼈に還す＝住⺠に伝えるこ

とを次の活動の⽅針とした。⽯⼭から感じた価値を構造的に読み解いたが、それらをどの

ように⽯⼭の⼈に還すのか。その⽅法として、これまでのデザインワークのまとめを⽯⼭

地域にある旧⽯切⼭駅で展覧会「⽯へのいしき展（以下、いしき展）」を⾏うこととした。

展覧会までの間には、札幌軟⽯カフェ・軟⽯雑貨ショップオーナーの社会活動家 OBさん

との道具を通した語らいや、⽇本デザイン学会秋季企画⼤会（以下、秋季⼤会）にて⽯⼭
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を知らないデザイン専⾨家を相⼿に体系図を⽤いて⽯⼭を語ることを試みている。これら

の出来事の度に筆者らは、共同空間での語らいなどを通して視覚資料を更新し続けた。こ

れらの実践は、筆者らが⽯⼭に対する⾒えや価値をより深める出来事であった。 

 いしき展では、住⺠とコミュニケーションをとり、⾃らと住⺠とで⽣活世界の暮らしを

考えてみることで、筆者らがありのままに⾒た⽯⼭での経験や価値をより深められるので

はないかと考えた。そこで、前述の筆者らが捉えた価値を使い、そのプロセスや構造モデ

ルをまとめたポスターや先頃の秋季⼤会でのポスターなどの「視覚資料としての道具」を

すべて持ち込み、語らう共同空間としての道具を設えた（図 26）。このようにして住⺠

と⽯⼭についての対話ができるようなツールを⽤意し、筆者らがいしき展の場で〈⾒せて

/語ろうとする〉のアクションを試みた。 

 

 

 
図 26 いしき展での設えと住⺠との語らい 

（視覚資料を広げた、共同空間としての語らう道具） 

 

 

 いしき展は、2020年 2⽉ 28⽇（⾦）午前 10時から 16時まで⾏った。会場はかつて軟⽯

を運び出していた旧・⽯切⼭駅舎（現・振興会館）である。その中では筆者ら以外にも、
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⽯⼭で FWを⾏った札幌市⽴⼤学⼤学院の 7名も展⽰を⾏った。 

 いしき展の広報は旧⽯切⼭駅舎へのチラシ設置と振興会館からの町内ファックスのみで

あったが、当⽇は現在も採⽯業を営んでいる⽯⼯の Sさんと Oさんが来場した。Sさんは

来場してすぐに図解パネルの⽅にやってきてじっくりと⾒始めた。 

 その様⼦を⾒た学⽣が横から、図解を使って⾃分–たちが⽯⼭緑地でどんな活動をして

何を学んだのかについ て語り始めた。Sさんはわからない⾔葉があればその意味を丁寧に

聞き直し、学⽣による具体的な経験のエ ピソードに注意深く⽿を傾けながら、⾔葉の意

味を咀嚼し、よくわかろうとしている様⼦だった。このやりとりをしているうちに、今度

は Sさんが体系図を指差して、「（緑地のすぐそばの道路沿いに）少し窪んでいるところ、

あれは⾬宿りの場所で使っていたんだよ」と⾃らの経験を回想して語り始めた（図 27）。

地形的な形状について、筆者らは思い出すことがあった。それは⽯⼭緑地公園にある巨⼤

な⽯が乱⽴している様⼦だ。そのことを語っていると、今度はOさんが、⼦どもの頃を回

想し、次のように語りはじめてくれた。 

 

1 年に 1 回、春先には新しい学年の教科書を買いに⽯⼭の⽅まで来る。それを思い

出すと、グランドキャニオン的な雰囲気、深い⽅に⾕もあれば、⾒上げるような崖

もある、そういう感じでした。道端には巨⼤な⽯がドンとあるかと思えば、翌⽇に

はなくなっている。ですから、その時の景⾊を今、皆さんにお⾒せできればいいな

って思いますね。 

 

 Oさんの⼿振り⾝振りを交えた、とても情景豊かに昔の⽯⼭を語る姿にその場にいた全

員が吸い込まれるように⾒⼊り、まるで当時Oさんが⾒ていた⽯⼭がその場に映し出され

たようだった（図 28）。そして、展⽰物と筆者らの語りを受け、Oさんと Sさんの過去の

⽯⼭の記憶が呼び戻され、⾃ら語りだすという相互的な営みが⽣まれた瞬間だった。こう

した瞬間は、Sさんや Oさんが⾒ている回想の物語りが時間や空間の制約を超え、筆者ら

は⾃分の⽣活世界の⼀部になっていく共時的な感覚を味わった。その場で何か⼀緒にやれ

そうな意気込みを感じた私たちは、Sさんと Oさんが趣味で開いている盆栽クラブに参加

する約束をして語らいを終えた。 
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図 27 いしき展で Sさんが語り始めた様⼦ 

 

 

 

図 28 いしき展で Oさんが語っている様⼦ 

 

 

 

3．4．語らう道具のデザインとナラティブの関係 

 

 前節にて筆者の社会実践での出来事や、そこにあった物-語りを記述したが、これらの

実践の中では多くの直接的・間接的ナラティブがはたらいていた。⽯⼭ランブリングや、
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もちよ〜るで現場に⽴っている最中では、筆者と共に活動しているゼミ⽣の各々が相互性

を持って、直接的ナラティブをはたらかせながら活動していた。そして⽣活世界を⾒てき

た省察ノートなどを持ち寄り体系化しようとしていた共同空間の EVホールでは、省察ノ

ートという間接的ナラティブをゼミ⽣らが⾒ながら、対話をしていた。この場⾯において

2 章 5節で述べた「⽣活世界ベースの作品がもたらす直接的ナラティブ」が⽣まれていた

と⾔える。共同で⼀つの道具を⾒ながら、それぞれの解釈を持って対話することによって、

筆者らが⽯⼭で体験したことの体系化ができるようになった。例えば、筆者の⽯に対する

⾒えである「（⽯の形だったり割れ⽅など）に⼈の気配がする」という⾔葉に対し、他の

ゼミ⽣は「私もその⽯の側⾯が階段みたいになってるな、と思ってた」「⼈⼯的につくっ

て置いたのかも…？」といったような⾒えを語ってくれた。こうして筆者の省察ノート

（間接的ナラティブ）によって直接的ナラティブが⽣まれていたのである。それは、⽯⼭

に対する⾒えを語らうことに留まらず、他者の⾒えを語り合うことで、対象の⽣活世界に

対する個々⼈の解釈や⾒え（⾒えたもの・ことやそれに対する解釈、⾒え⽅・視座など）

をより深めることができていたと考えている。その⾒えの深まりが顕になっているのが、

物-語りの体系図（図 25）である。⽯⼭で感じ得たことを⾔葉にするだけでは⾒えなかっ

た「他の仕掛けにも気付き、感じることが増え、事象の前後関係が⾒えてくる」という物

事の連続性とそれがわかることでの気づきが⽣活世界にあることを知ることができた。そ

の⾒えを語れるようになるまでには、共同空間としての道具＝EVホールでの直接的ナラ

ティブが必要であった。筆者らはそこでの直接的ナラティブによって作品を⽣み出してお

り、それが物-語りの体系図であり、⽯⼭での経験の物-語りを伝える、視覚資料としての 

 

 

 
図 29 ⽯⼭の経験をまとめた ZINE「⽯⼭をつかむ」 
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語らう道具として ZINEを製作した（図 29）。 

 このようにして、筆者らの中でのナラティブによって視覚資料としての道具、共同空間

としての道具を作りながら、⽯⼭という⽣活世界に対する解釈・⾒えを深め、それらを表

現活動によって他者が理解できるようなかたちに落とし込んでいった。それらを現実の⼈

びと＝⽯⼭の⼈びとへと届けたのが「⽯へのいしき展」だった。その場では、筆者らと活

動を共にしていない⽯⼭の住⺠たちがいて、その⼈びとへどうやって筆者らの⾒えを解釈

してもらうかという悩みに直⾯する。そのことに応えるには、私-たちの⾒え・解釈・価

値観を⽣活世界での体験をベースにして語って⾒せることが⼀番では無いかと考えた。そ

うして筆者らは⾃⾝でつくってきた視覚資料としての道具を会場に⼯夫して設えることで、

私-たちの⾒えを語るための準備をした（図 26）。その場に⽯⼭の住⺠たちを招き、筆者

らは⾃らの⽣活世界の⾒えを視覚資料としての道具を⼀覧しながら語って⾒た。そうする

と、Sさんや Oさんのように、⾃⾝の⾒えを語らってくれた。この語りに対して筆者らは

傾聴し、さらに視覚資料を指差しながら⾃分たちの⾒えを語っていた。そのうちに、図 

27 のように住⺠たちは⾃⾝の⾒えをその場にあった筆者らがつくった視覚資料としての

道具を指差しながら語るようになった。例えば、Sさんは視覚資料の中にあった「⽯⼭緑

地の価値」という⾔葉に対して指を差しながら、「⽯⼭緑地というのは公園の付近も確か

に⾔うけれど、私の仕事場があるような、⼤学よりも上のところも⽯⼭緑地って⾔うんだ

よ。」と、⽯⼭の広さという知識に加えて、Sさん⾃⾝の仕事に関しても語りの中で触れ

てくれた。これは共同的に語りをコラージュ＝持ち寄って相互的にわかろうとする⾏為で

あり、共同空間としての道具がそこにはあった。 

 ここまでの記述を踏まえ、今回の実践において核を成していたのは、作品から感じられ

る解釈によって間接的ナラティブが⽣まれ、それによって直接的ナラティブが⽣まれてい

たことだと考察する。そして、この実践におけるナラティブを 2 章 5節の概念的枠組みと

図 13 を基に「語らう道具を通してナラティブを活かす構図」として図 30 のようにまとめ

た。「語らう道具」を⽤いて⽣活世界の⼈びとと対話するためには、まずは筆者ら⾃⾝が

直接的ナラティブ・間接的ナラティブの双⽅によって⽣活世界の⾒えを深め、⾒せて語れ

るように準備する必要がある。いざ道具を⽤いて対話する際には、⽣活世界の⼈びとが作

品に対して⾃⾝の解釈を持ち込むことができるような、間接的ナラティブのアプローチに

よって作品・道具をつくる必要があった。そして、その道具を⽤いてナラティブが⽣まれ、

⽣活世界の⼈びとが解釈し、ナラティブを還してくれた時には、それ同時に互いに傾聴し
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合う姿勢が⽣まれており、それは他者では無いけれども、共同体という関係でもない、な

んとも⾔えない曖昧な「他⼈以上共同体未満［三河ほか，2020］」の関係になることがで

きた。 

 

 
 

図 30 語らう道具を通してナラティブを活かす構図 

 

 

  



 46 

4．他者実践のナラティブを私がとらえなおす、物-語りの読み解き 
：京都 MTG とプレゼミ報告会 

 

4．1．実践のアプローチ・⼿法 

 

 本章では、⽇本デザイン学会誌デザイン学研究特集号第27巻2号通巻102号「社会実践

のデザイン学」に掲載された筆者の論⽂「ナラティブの理論的再構成［三河，2020］（以

下、「理論的再構成」）」を執筆するきっかけとなった、同誌で掲載されている「社会実

践型ラボラトリーのそもそも［塩瀬，2020］」で取り上げている京都でのミーティング

（以下、京都 MTG）での経験などを省察し、他者による実践研究の発表・議論の図解資

料・グラフィックレコーディングを、議論の場にいなかった筆者が読み解き、その語らい

の中にあるデザイン知を理論的に再構成することを試みた。この実践を通じて間接的なナ

ラティブからデザイン知を紡ぐ可能性を呈⽰する。そして、その語りを持ち帰って⼤学で

語ってみた実践を踏まえ、⾃他の実践をナラティブ的に理解することについて記述する。 

 本章で取り上げる「理論的再構成」では研究アプローチ・実践として、「社会実践型ラ

ボラトリーのそもそも」の前段階として開催された「語らうデザイン［注 10］」でのグ

ラフィックレコーディング［注 11］（以下、グラレコ）に潜む情報同⼠の繋がりをムナ

ーリの考古学的なアプローチ［注 12］を⽤いて読み解いた。グラレコに潜む当事者しか

わからないコンテキストを超えていく想像⼒と理論でグラレコに残された情報を再構成す

ることができるのではないかと考えた。その実践の準備として、「社会実践型ラボラトリ

ーのそもそも」の京都 MTGでの語りを聴き得た経験があった。 

 本章では、筆者の省察ノート、MTG時のリアルタイムノート、振り返り時の⼀覧性⼤

判ノート、プレゼミ報告会のグラレコ、展⽰資料、映像記録を省察と分析のデータとして

⽤いて進める。 
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4．2．他者によるデザイン実践の物-語りを省察的に読み解く 

 

 「社会実践型ラボラトリーのそもそも」について議論した京都でのミーティングは、以

下の要領で開催された（図 31）。 

 

⽇程：2019年 12⽉ 18⽇（⽔）13:00〜16:00 

会場：京都⼤学学術情報メディアセンター南館 4階セミナー室 

問うひと（ファシリテーター）：塩瀬隆之（京都⼤学） 

問われるひと（パネラー）：原⽥泰（公⽴はこだて未来⼤学）、宮⽥義郎（中京⼤

学）、元⽊環（京都⼤学学術情報メディアセンター）、横溝賢（札幌市⽴⼤学） 

わかろうとするひと（聴講・質問者）：富⽥直秀（京都⼤学）、三河侑⽮（札幌市

⽴⼤学）、三野宮定理（ソフトディバイス／公⽴はこだて未来⼤学⼤学院）、上芝

智裕（中京⼤学／公⽴はこだて未来⼤学⼤学院）、岩倉正司（京都⼤学／京都⼯芸

繊維⼤学⼤学院） 

 

 

 
図 31 社会実践と研究のそもそもを語らう⼈たちと、わかろうとする⼈たち 

 

 

 この議論の中では、デザイン実践を研究としてまとめてきた問われる⼈びとが、社会の
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変化を読み取りながら直感的に活動してきたことをデザイン学の対象とするのかを中⼼に、

問われる⼈びとの実践の語りを聴くことができた。その中で、筆者⾃⾝の体験や経験に重

なる語りがあった。例えば、次のような対話・語りである［塩瀬，2020］。 

 

塩瀬 研究を残す理由として、本⼈の願望として残しておきたいのか、受け⼿にと

ってそれが有益だと思うからなのか、書き⼿の側から⾒たとき同じ経験を⾃分でも

してみたいからなのか。⾃分だったらこうしたいってときに参照できればいいのか

なと思うと、論⽂を書くことが⽬的ではなくて参照することの⽅が⽬的になるんじ

ゃないかな。 

原⽥ 歴史博物館の仕事をしてるんで、歴史資料としてという視点はあるんです。

過去は、残っているものからしか解釈できないわけです。中世近世でもだし、現代

史でも、資料が残ってることの意味はすごく⼤事なのかなと。それが公式の何かし

か残ってないと、残ってることからしかそのときその場は思い起こせない、という

か推測できない。もっと周辺の資料がたくさん残っていたほうがいいなって。 

塩瀬 どっちにとっていいんですか？残す側にとって？受け⼿側にとって？ 

原⽥ 直感的に、未来の⼈たちにとって今がどうなっているかという資料をどれだ

け残せるかというのは、必要なんじゃないかっていう思いはある。 

 

 この対話から、周辺資料を残すことは、未来の⼈たちが今をわかろうとするためにたく

さん残しておいた⽅が良いという原⽥の⾒えが、原⽥⾃⾝の歴史博物館での仕事の体験を

伴って語られた。ここでの周辺資料とは、いつどこでどんな⼈が作ったのかという属⼈的

な歴史資料であったり、どのようにデザインしたかというプロセスなど、これまであまり

資料として残そうとしてこなかったものを指している。残っていることからしかその場を

推測することができないという観点において、実践したその体験に関する語りやこうした

資料をたくさん残すことを⼤切にしたい思いがわかったが、筆者はこのとき、1 章で記述

した札幌軟⽯を使ったカフェで軟⽯の硬さを表現したをクッキーを頬張った時を思い出し

ていた。そのクッキーはほのかにカカオの⾹りがして、⼀緒に飲んでたコーヒーの⾹りま

でも思い出すと共に、⼝内にはクッキーを噛んだ時の噛み締めた奥⻭の動きが再現された

ようだった。ここで、原⽥の語りと重なる部分があったことに気づいた。その時、その場

を思い起こすためには、テクスチャや⾊など、多くの周辺資料が必要であるが、その資料



 49 

は残り⾹のように伝わり⽅が広がりを⾒せていた。カカオの⾹りがするような、奥⻭の軋

みが蘇るような、そのような残り⾹的な周辺資料（図 33，図 35）が⼤切なのだと筆者は

感じた。残り⾹という⾔葉は、正確には語りの中では発されていないが、「ものづくりと

しての個⼈」、「複雑なものをそのまま残す」という発話と筆者の経験を組み合わせて表

現した。また、周辺資料を残すことは未来の⼈にとってわかるために必要であるからこそ、

原⽥らが取り組んでいるデザインの実践研究を記録として残し、後に続く⼈にいま実践し

てわかったことを伝えたい、という思いが垣間⾒えた。 

 こうした対話と語りから筆者が解釈できることが⾮常に多い議論の場であったが、これ

らは 2 章 4節で定義したナラティブによるものであり、著者は対話という現場には⽴って

いながらも、あたかも原⽥の実践の現場に⽴っているように、その場で起きていたことを

原⽥の語りによって筆者は解釈することができた。筆者は、この議論の最中にわかるため

のノート（図 32）を取っていたが、その後もう⼀度解釈しようと、iPadを使⽤してまとめ

た結果、⼀畳程度の⼤きさの⼀覧性⼤判ノート（図 34）ができた。このノートは分散的

な思考や個々⼈の語りの解釈が半ば構造化した状態でレイアウトされている。 

 

 

 

図 32 ⼀覧性⼤判ノートの元となったリアルタイムで記録したノートの⼀部 
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図 33 リアルタイムで記録したノートにある残り⾹の解釈 
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図 34 ⼀覧性⼤判ノートの⼀部 
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図 35 ⼀覧性⼤判ノートに整理した残り⾹的資料に関する記述 

 

 

 

4．3．他者の実践の語りを、持ち帰って語ろうとする 

 

 筆者は、2020 年 1 ⽉ 24 ⽇（⾦）に開催した、札幌市⽴⼤学張研究室・横溝研究室プレ

ゼミ 2019公開活動報告会にて、京都で聴き得た語りからの筆者の⾒えや実践の語りにあ

ったであろう知を他者とも共有しようと、語らいの場をつくった。 

 筆者はこの語らいの場を準備していた時、最初はリアルタイムで記録したノートをもと

に Keynote を使⽤し、スライド形式の発表資料を作成していた。しかし、多くの語らいを

解釈しようとし、直接的ナラティブによって書かれた筆者のノートを再び⾒て、その間接

的ナラティブによって分散化した知識や思考をスライドを⽤いてプレゼンテーションとい

う線形化してまとめることに違和感を感じ、iPad で⼀畳程度の⼤きさの⼀覧性⼤判ノート

を書いたことを思い出した。語らいの場にはそのノートを⼤型プリンタで拡⼤印刷したも

のを壁に貼り、考察の過程で展開した知の連なりを⼀覧できるようにした（図 36）。こ

の⼀覧性⼤判ノートは分散的な思考が半ば構造化［注 14］した状態でレイアウトされて

いるため、その場でノートの情報を組み⽴て、具体的な経験とデザインの知の関係の説明

を試みた。説明の中で筆者は、⼤判ノートと報告会に参加している後輩の顔を交互に⾒な

がら、指で指し⽰しながら、⽰した周辺の情報も⾒ながら、語らうための思考をその場で

組み⽴てた。この語らいでは、まず後輩たちに⼤判ノートを⾒てもらい、ノートから知り

たいキーワードを選んでもらった上で語らい始めた。キーワードに沿って語らううちに、
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京都で聴いた実践の語りのそれぞれにある連関を探りながら、それを筆者の⽬の前にいる

⼈びとに伝えようとしていた。伝えるための⾝振り⼿振りをつけながら語る筆者の⾏為は、

直接的なナラティブによって動いていた。筆者は、語らうほどに汗をかき⾼揚していたが、

後輩たちの表情もやがて熱を帯びてきて、筆者の語らいによってデザインをわかりたい、

というナラティブを起点とした学びあう関係性が現れていた（図 37）。また、後輩たち

の「わかりたい」という気持ちから、たくさんの質問をもらい、それらに答えきれなかっ

たため、後⽇筆者が答えをまとめて⼤判ポストイットに⼀覧性を持って書き出した（図 

38）。 

 

 

 

図 36 ⼀覧性⼤判ノートを語らいの場に設えた様⼦ 
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図 37 語らいの場でノートをもとにナラティブが⽣まれている様⼦ 

 

 

 
図 38 プレゼミ発表会でのグラレコ（左）と質問に対する答え（右） 

 

 

 

4．4．⾃他の実践をナラティブ的に理解するということ 

 

 本章では他者の実践の語り＝直接的ナラティブを聴き得るという貴重な体験をもとに、

筆者がその語りの振り返りとして記述したノートなどの視覚的資料を⾒ること＝間接的ナ
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ラティブで、筆者が他者の実践の前に広がっていた⽣活世界を⾒ようとした経験をある程

度のまとまりを持って（半ば構造的に）、語ってみることをした。このアプローチの発端

には、筆者がこれまでの実践の経験から得ていたこととを筆者⾃⾝がわかろうとして、⾔

葉や表現にしていたことがあると考えられる。筆者の実践の経験を他者の実践の語りを重

ねること＝直接的ナラティブによって、他者が語っている背景にあるものやその時の情景

なども感じ得ることができた。それが、本章 2節での気づきである。それを持って筆者が

そのまた他者に語ろうとすることによって、半ば構造的な知と情報を筆者⾃⾝がもう⼀度

解釈しようと、間接的なナラティブが⽣まれ、そのことによって更に他者の実践の物-語

りにあったデザインの知を紡ごうとしていた。そこから⽣まれた作品が、⼀覧性⼤判ノー

トという視覚資料としての道具であり、それをもとに共同空間としての語らう道具を設え

ていたと考えられる。その空間では、図 39 に⽰すような構図で筆者と後輩らはナラティ

ブを通して他者の実践の語りに対する理解を深めるとともに、互いに実践の知に対するさ

らなる探究⼼が⽣まれていたと考える。 

 

 

 
 

図 39 ⼀覧性⼤判ノートを通してナラティブを活かす構図 

 

 

 こうした⼀連の実践によって、筆者は筆者⾃⾝の実践をナラティブ的にわかること、筆

者が聴き得た他者の実践をナラティブ的にわかることをしていた。これらの実践のなかに
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共通していることは、⾃他の実践を解釈するためにはナラティブが必要であろうことが明

らかになった。そして、その⽅法については多様にある中で、デザイナーとしては対話す

ること、それによって表現活動に挑むことが⼀つの⽅法なのではないだろうか。対話した

ことをデザイナー⾃らがナラティブ的に解釈し、それをノートや道具などで表現として、

他者へ伝えるという⾏為は、デザイナーが持つ社会を⾒る視座と未知化された問題をわか

るための知恵と、知り得たことを形あるものとして表現する技術を以ってできうることで

ある。 
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5．他者実践のナラティブを集団でとらえなおす、道具づくり 
：むだのデザイン 

 

5．1．実践のアプローチ・⼿法 

 

 3 章と 4 章で⾃他のデザインの実践を解釈するためには、直接的・間接的ナラティブが

必要であることを明らかにした。本章ではこれを踏まえ、2020 年 10 ⽉ 4 ⽇に開催された

⽇本デザイン学会第⼀⽀部⼤会「むだのデザイン」の⼤会運営に携わる中で制作したコミ

ュニケーションの道具「Conf-QR」について、制作のきっかけと、道具を通してどのよう

なコミュニケーションが⽣まれたのかを省察する。 

 「むだのデザイン」はオンライン学会の試みであったが、実践者の語りをビデオと⾳声

だけのやり取りだけでは、語りの中にある実践の知を参加者が深く理解できにくいのでは

ないかと考えた。そこで、参加者が語りを解釈して⽣まれた疑問や感情によるコミュニケ

ーションを、発表者と参加者の間はもちろん、参加者間とも図ることができないだろうか

と考えた。すなわち、参加者の間接的なナラティブを⽀援するツールを制作することを考

え、Web アプリケーション「Conf-QR」を以下の仕様で制作した。あわせて Conf-QR の動

作画⾯の⼀部を図 40に⽰す。 

 

開発⾔語：HTML5、CSS3、JavaScript 

開発基盤：Google Firebase、Google Cloud Shell 

開発期間：2020年 9⽉ 24⽇〜2020年 10⽉ 3⽇ 

閲覧推奨環境：Google Chrome、Opera、Microsoft Edgeのいずれも最新版 

セキュリティ：Googleアカウントを使⽤したログインによる 

URL：https://conf-qr.web.app/ 

 

 また、本章の記述は、筆者の省察ノート、「むだのデザイン」の映像記録、「Conf-QR」

のコメント・リアクション記録を省察と分析のデータとして⽤いて進める。 
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図 40 Conf-QRの画⾯（⼀部） 

 

 

 

5．2．制作のきっかけ 

 

 このような間接的なナラティブを⽀援するツールを制作するきっかけとしては、筆者が

これ以前に参加したオンライン学会での体験があった。実際の学会発表と同じようにして

スライドを⽤いた⼝頭発表と質疑応答を⾏なっていた。その際、オンライン会議ツール

（Zoom や Teams など）では参加者間の間合いがうまく掴めず、質疑応答で同じような⼈

が質問し続けたり、質問したいという発声が重なり混乱するなど、円滑な質疑応答が⾏え

ていない印象を受けた。さらに、発表者からは参加者のリアクションが⾒えづらいため、

発表を聞いてもらう相⼿が特定できない中で、不安な気持ちのまま発表をしていた。こう

した間合いの掴めないコミュニケーションは、対⾯での学会発表よりも議論が深まらなか

った。 

 この状況の問題の⼀つは、対⾯で⾏っていたことをそのままオンラインの場に持ち込も
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うとしていることだ。対⾯では相⼿の顔や仕草、表情の⼀つひとつを⾒ることで、相互的

なコミュニケーションの間合いを図ることができていた。しかしながら、オンラインの場

では、⾳声のミュート機能やカメラのオフ機能などによって、その間合いを図ることが難

しい。このような相違があることを理解した上で、対⾯での取り組みをオンラインの場に

⼯夫しながら持ち込むべきである。そこで、筆者は対⾯のコミュニケーションにあった

「間接的ナラティブ」を⾒えるかたちで⽀援するツール「Conf-QR」を制作した。 

 

 

 

5．3．Conf-QR に施した仕掛けと反応 

 

 現在、オンライン学会などイベントで使われている Zoom では、コメントが時系列に整

理され、どの発表に対するコメントかが不明瞭になり、議論に繋がらないことが多かった。

また、Zoom のチャットでは、特定のユーザーに対してメッセージを送る機能を使い、個

別に質問をするケースもあり、これも議論につながらない⼀つの要因であった。また、

Slido では参加者に対して質問やアンケートを取ることができ、リアルタイムの反応を掴

みやすい機能があるが、⽴て続けに発表が進む学会のセッションにおいては、⾮同期の反

応・コメントが⽣まれやすい状況にあり、機能を有効的に利⽤しづらかった。 

 Conf-QR では、これらの既存サービスや、前節を踏まえ、単純に発表に対するコメント

を残せるだけではなく、コメントがどの発表に対するものかを紐付けできるようにし、投

稿されたコメントには「いいね」「私も知りたい」というリアクションができる仕掛けを

施した。これは、オンライン会議ツールではコメントが時系列に整理されるだけだが、ど

の発表かを明確にすることによって、コメントの前後の⽂脈が明確になり、対話をより深

めることができる、という筆者の気づきに基づいている。また、現在の発表でなくとも、

発表の紐付けにより後からでも気軽にコメントをすることができる。また、対⾯では頷く

ことで他者の理解に対しても共感していることを表明できるが、オンラインではそれが⾒

えにくいため、コメントにリアクションができることで、その場の熱量をオンラインでも

再現できるのではないかと考えた。 

 これらの仕掛けの結果、「知りたい」というリアクションがされたコメントに沿って質

疑応答ができたり、発表と発表の間の時間に「いいね」が多かったコメントをもとに参加
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者間のオンライン上での対話が⽣まれるなどが起きた（図 41）。 

 

 

 

図 41 Conf-QRを⾒ながら語らう様⼦ 

 

 

 

5．4．ツールによって場で起きていたこと 

 

 この語らう⽀援ツールでは、発表者・参加者の間接的ナラティブを⽀援することで、発

表者の発話にある物-語り・⾒えを参加者がじっくり味わってからコメントするという余

⽩をつくり出していた。また、そのコメントを⾒た他者が善き対話にすべくリアクション

で返し、リアクションによって起きたオンライン上の発話に対し、再びコメントするとい

う相互性を持ってナラティブが⽣まれた。こうした、プログラムの進⾏とは別に語らいの

場が現れたことで、互いの実践の現場を知ろうとするコミュニケーションが⾃然とできて

いた。 

 例えば、発表のアプローチに対して、他の発表のアプローチとの重なりを感じ、その関

連について質問していたり（図 42 上）、あるいは発表者が語り尽くせなかった実践の背

景にあった物-語りをコメントを通して補⾜する（図 42下）などしていた。他にも、発表
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と発表の間に気になったコメントを遡って確認し、語らう時間もあった。 

 

 

 

図 42 Conf-QRで発表 PA-5に紐づけられたコメント（抜粋） 

 

 

 こうしたコミュニケーションが形成される背景には、「むだのデザイン」の場（図 43）

に参加する⼈びとに社会実践者が多いことも寄与している。社会実践者は、⾃らの実践の

験があることで、発表者が⾒ている現場を⽣活世界の⼀部として捉えられる⼈たちが多か

った。対⾯で実施される学会であれば、会話の流れに沿って応答が進むことで、お互いの

⾒えを知ろうとするはたらきが⾃然に現れる。しかし、オンラインでは他⼈の発話中にリ

アクションする⾳声が⼊ると、発話者の⾳声が聞き取りにくくなることがあるため、参加

者は⾳声をオフにして参加していることが多い。これによって、オンラインでは互いの⾒

えを知るための応答が起きづらくなっているが、この応答・リアクションを⽀援すること

で、参加者同⼠が互いの実践とリアクションを通し、物-語りに思いを馳せ、デザイン議

論や語らいをすることができた。 

 このコミュニケーションでは、発表者の語りに傾聴する参加者の姿勢によって、語りに

対する解釈を持ってコメントするというナラティブが⽣まれていた。また、発表者もコメ

ントに対して⾃らの実践の経験を持って発話するナラティブを⽣み出していた。これは、

3章で述べた「他⼈以上共同体未満」のような関係性であったのではないだろうか。つま 
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図 43 「むだのデザイン」の場にあつまった⼈びと 

 

 

り、発表者の語りによって、参加者は実践の物-語りを知りたいという気持ちを持ち、そ

の気持ちに呼応するように語らうことで、他⼈ではないが私に関係のある⼈という認識と

関係を Conf-QR を通したコミュニケーションによって持てたのではないかと考える。そう

した構図を図 44に⽰した。 

 

 
図 44 Conf-QRを通してナラティブを活かす構図 
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6．ナラティブがデザインの原初となるとき：結論として 
 

6．1．社会実践のそのあと 1：⽯⼭の⼈びととの関係性 

 

 本章では、3 章から 5 章で取り上げた筆者の社会実践のその後の物-語りについて振り返

った上で、本論をまとめたいと思う。 

 3 章で記述した「いしき展」の直後、筆者らは昼⾷のために OBさんが営む札幌軟⽯カ

フェを訪れた。その際に偶然にも昼⾷を取り終わった Sさんと Oさんとすれ違った。筆者

らは Sさんと Oさんと会話をしたが、ふと Oさんが「ぜひ今度⼀緒に何かやりたいです

ね〜」と⾔ってくれた（図 45）。ここで、筆者らは Oさんにとって他者ではない、けれ

ども共同体のような関係ではない、そんなやわらかい感覚に陥った。筆者らは後からこれ

に「他⼈以上共同体未満」という名前をつけたが、この時点で互いの中に共創の熱源を持

つことができていたと思われる。いきなり共創が⽣まれるわけではない、じわりとして、

温かい空気感が筆者の⼼の中を満たしていた。その後、Covid-19 の影響もあり、筆者らは

⽯⼭の現場に⽴つことが出来ていないが、Sさんや Oさん、OBさんと再会した時にはき

っと、カフェで感じたような空気がまた⽣まれるはずである。 

 そして、筆者らの実践を振り返ったとき、⽯⼭緑地という場所から⽯⼭に関する経験

や⾒栄を沢⼭得ていたことに気づいた。実は⽯⼭緑地は⽯切場をテーマに造成された公演

であり、アート集団による作品も置かれている。その⽯⼭緑地での筆者らの経験とそれに

伴う⾒えは、アート集団によるナラティブを活かした作品によって得ることができ、同時

に作品と筆者らがナラティブの営みをしていたのかもしれない。また、こうした気づきを

得られたのも、主査・副査とのデザインの語らいによるものである。語らうことを続ける

ことによって新しい⾒えが⽣まれるという可能性を、本研究を通してより実感している。 
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図 45 札幌軟⽯カフェでの Sさんと Oさんとの会話の様⼦ 

 

 

 

6．2．社会実践のそのあと 2：語らいを理論的に再構成する 

 

 4章で記述した「京都MTG」、「プレゼミ活動報告会」の後、⽇本デザイン学会誌デザ

イン学研究特集号第27巻2号通巻102号「社会実践のデザイン学」に「ナラティブの理論

的再構成」を執筆した。そこでは、「語らうデザイン」でのグラレコなど、他者による実

践研究の発表・議論の図解資料を議論の場にいなかった筆者が、ムナーリの考古学的なア

プローチを⽤い、記録紙の情報を再構成するグラレココラージュによって読み解いた。そ

れによって、グラレコに潜む当事者しかわからないコンテキストを超えていく想像⼒と理

論でグラレコに残された情報を再構成することができ、その語らいの中にあるデザイン知

を理論的に再構成することができた（図 46，図 47）。これができたのは、4章における間

接的なナラティブを通して紡いだ⼀覧性⼤判ノートによるデザイン知が筆者の経験として

アウトプットできる状態にあったからである。実践から記述へと落とし込むためには、4

章のようなナラティブ的な活動が必要であると改めて感じた出来事である。。 
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 また、プレゼミ報告会に参加した後輩たちの中から 2 ⼈が現在、原初的デザインラボの

ゼミ⽣として筆者と共に活動をしている。デザインをわかろうとしていた後輩らが、今で

は共に実践しながらデザイン知を実際にわかろうとしている関係になっている。まさに、

他⼈以上共同体未満の関係から共同体に成る関係づくりを現在進⾏形で実践しているので

ある。 

 

 

 
図 46 「語らうデザイン」でのグラフィックレコーディングの記録紙（⼀部） 
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図 47 図 46の記録紙を読み解くために、図 46の 3-A〜3-Fの情報を再構成した 

グラレココラージュ 

 

 

 

6．3．社会実践のそのあと 3：ナラティブの先にある研究交流 

 

 5 章で記述した「むだのデザイン」では、ライトニングセッションの振り返りとしての

「もぐもぐタイム」（⼩腹を満たしながらのデザイン議論）の 1 つで筆者が座⻑を務めた。

その際に、Hさんの発表に対して Mさんが「私から⾒ると、Hさんの問いかけ⽅？受け答

えも興味深いです。」というコメントがあり、筆者もHさんとは同じ⼤学の同じコースで

あり、コメントも気になったので、Hさんにこのコメントについての返答を求めた。そう

すると、『相⼿が迷いや⼾惑っている様⼦を⾒たら「普段はこうしてる」というアドバイ

スをしたり、そっと⾒守ることもあったりするけど、私の意⾒を押し付けないように⼼が

けていました』と答えてくれた。その後、Conf-QR 上でも追加して Hさんはコメントを返

し、それに呼応するように Mさんは「また研究⾒せてください〜」とコメントを返した

（図 48）。むだのデザインの直後、Hさんは Mさんに連絡を取り、それから 2ヶ⽉以上

経った 2020 年 12 ⽉現在では研究を⾒てもらう関係にあるらしい。語らう⽀援ツールによ

って他⼈以上共同体をつくり出したことから、筆者の及ばぬところで研究を⾒る−⾒られ
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るという、他⼈以上共同体未満の少し先の関係性である研究交流が⽣まれていたのである。 

 

 

 

図 48 Mさん（茶⾊のアイコン）と Hさん（⾚⾊のアイコン）の 

Conf-QRでの対話（⼀部抜粋） 

 

 

 

6．4．実践に横たわっていたナラティブと、他⼈以上共同体未満という関係性 

 

 筆者が実践した、⽣活世界に根差し、⼈びとの⽣きる物-語りをさがし、物-語りと⽣活

界を⾒られるようになる視座をもったデザイン活動の中には、多くの直接的・間接的ナラ

ティブが存在していた。そのナラティブは、先の⾒通せない（Ill Defined Problem な）⽣活

世界の中を⾒ようとするデザイン活動の熱源となる。それと同時に、実践者との関係性や、

⽣活世界の住⺠との関係性を築くために、⽣活世界の物-語りを互いにわかろうする起点

となるコミュニケーションとして、ナラティブが存在していた。それは、表現活動と、そ

の表現活動を通した他者との更なるナラティブの活動を継続的かつ反復的にも⾏われてい

た。 

 例えば、3 章では様々な道具をつくる表現活動と対話を繰り返していたが、その中で対

話から⽣まれた表現や作品を呈⽰することで⽣まれる対話があることに気づき、語らう道

具を更新し続けようとしていた。4 章では他者の実践の物-語りを間接的なナラティブから

デザイン知を紡ぐために、筆者は⾃らのノートを描き改め、表現をナラティブによって更
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新していた。5 章では過去の筆者の経験からオンラインにおける実践知の交流の⽅法をア

ップデートしようとし、語らう⽀援ツールを制作し、他者の実践の物-語りを互いに理解

し、語らおうとするコミュニケーションが⽣まれていた。 

 このように、筆者が他者と関わろうとすることによって、あらゆる表現や道具がデザイ

ンできた。そしてこの活動で、筆者はより⼤切なものをデザインしていた。それは、「他

⼈以上共同体未満」という関係性である。曖昧だけれども活動を強いることのない、共創

へとつながる⼀歩⼿前の関係性であり、実践という形の定まらない活動を互いにわかろう

とすることのできる関係性であった。3 章では Oさんと「その景⾊をお⾒せしたい」とい

う⽯⼭について相互に語らいたいという思いを抱くことができ、4 章では後輩たちと「⼀

緒にデザインをわかりたい」という気持ちを感じられ、5 章では社会実践者たちと「他者

の実践の物-語りを知りたい」というリアクションを通した語らいの関係性があった。明

らなパートナーではないが、次の活動への熱源となりうる「他⼈以上共同体未満」をかた

ちづくるためには、表 4 に⽰す 3 つのアクションがあった。そして、この 3 つのアクショ

ンは、本研究で取り上げた実践のいずれでも取り組んでいた。アクションと実践の活動の

内容を表 5に整理した。 

 

 

表 4 他⼈以上共同体未満をかたちづくる 3つのアクション 

❶ ⽣活世界を在りのままに⾒ようと／傾聴しようとする 
「問題を⾒つけよう」とするのではなく、その場にあるものを在りのままに⾒よ
うと、語らいを傾聴しようとする。 

❷ ⽣活世界から得た物-語り〈ナラティブ〉を⾃分なりに解釈しようとする 
出会った⼈びと、触れた作品など⽣活世界から得られる⽣きた物-語り〈ナラテ
ィブ〉を⾃他の経験、記憶、⽣きかたの違いを了解しながら理解する。 

❸ ⾃分なりに解釈した物-語り〈ナラティブ〉を語ろうとする 
実践での情感などを実践者同⼠が語らい、互いに⾒ていたものを想像し、回想
し、更なる解釈を語りあう。 
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表 5 3つのアクションと各実践における⼈びとの活動の内容 

 3章 4章 5章 

❶ ⽣活世界を在りのままに⾒ようと／
傾聴しようとする 

⽯⼭ 
ランブリング 

京都 MTG 他者の語り 
への傾聴 

❷ ⽣活世界から得た物-語り〈ナラテ
ィブ〉を⾃分なりに解釈しようとする 

語らう道具の 
デザイン 

⼀覧性⼤判 
ノートの制作 

Conf-QRへの 
コメント 

❸ ⾃分なりに解釈した物-語り〈ナラ
ティブ〉を語ろうとする 

⽯への 
いしき展 

プレゼミ 
公開報告会 

コメントが 
起点の対話 

 

 

 このように整理すると、アクション❷で⾃分なりに物-語りを解釈しようとするときに、

筆者は道具をデザインしたり、表現に落とし込んだり、あるいは参加者が記述したり、解

釈にはアウトプットすることを伴っていたことがわかる。このことから、アクション❷に

は、⽣活世界ベースのデザイン活動の知のはたらきがあったと⾔えるのではないだろうか。

⽣活世界を在りのままに⾒ようとして、解釈をその時々に表現して他者と共有しようとす

るのは、デザイナーの知り得たことを形あるものとして表現する技術によるもので、デザ

イナーならではの解釈の仕⽅である。そうした、⼈びとのところに出向いて現場で実践す

るデザイナーは、⼈々と同じ⽬線に⽴って、その場にいる様々な⼈びとの語りを得て、そ

れを表現することで、他⼈以上共同体未満の関係を形作ることを実践していたと考えられ

る。 

 こうして⽣まれた「他⼈以上共同体未満」の関係性の先には、本格的な共創を実現でき

る熱源がある。他⼈ではないが、まだ⼀緒には活動しない、そんな曖昧な関係性から⽣ま

れる共創には、⽣活世界を共に語らうための直接的・間接的ナラティブの⼒が再び必要と

なるはずである。語らうことで、互いの⾒えを想像し、回想し、これまでの語らいを思い

出し、共創が⾛り出す、そんな未来があるだろう。それを感じさせるのが、筆者の社会実

践であったと考え、今後も社会で実践することでデザインの裾野を広げられるような活動

を志したいと思う。 
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紡ぎながらまとめました。それらの実践の原初・熱源を⽣み出し、実践するデザイナーの

デザインの知を⽣々しくわかり得る場をつくり、かつ本研究を進めるにあたりご指導頂き

ました横溝賢准教授、そして授業以外にも様々な機会を通して協創の熱源や多くの⾒えを

呈⽰して頂き、かつご多忙の中副査をお引き受け下さいました福⽥⼤年講師に深く感謝を
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勝弘⽒、⽐内武光⽒、⽇本デザイン学会秋季企画⼤会にて筆者らの発表に対して⾒えを語

って下さった両⾓清隆⽒、細⾕多聞⽒、京都の対話の場で多くの実践の楽苦しさを語らっ

て下さった原⽥泰⽒、宮⽥義郎⽒、富⽥直秀⽒、塩瀬隆之⽒、上芝智裕⽒、三野宮定理⽒、

岩倉正司⽒、ナラティブの理論的再構成にて取り上げたグラフィックレコーディングのレ

コーダーである望⽉琴未⽒、⼭川千晴⽒、⽇本デザイン学会第⼀⽀部⼤会の開催にご協⼒

を頂きました柚⽊泰彦⽒、⽥中隆充⽒、菅原⾹織⽒、⽇本デザイン学会第⼀⽀部⼤会で

Conf-QR を活⽤頂きました本間しおり⽒、原初的デザインラボの活動に多くの⾒えと知恵、

実践の⾔葉を頂きました須永剛司⽒、元⽊環⽒、中島郁⼦⽒、誠にありがとうございまし

た。 

 そして、この 1 年半に渡って社会実践という⽣々しく、かたちの定まらないデザイン活

動をともに模索し、私-たちなりの⾒えを考え、ともにかたちにしようとし続けた、筆者

と同じく原初的デザインラボの佐藤あみか⽒、佐野弥詩⽒、樋⼝涼佳⼦⽒、中者睦望⽒に

⼼から感謝致します。 

 筆者はこれからも実践の知を持って恐れずに、⽴ち向かう世界での実践と省察を続けよ

うと思う。そして論述というデザイン研究のつらさを乗り越え、やってみたら実際はこう

だったと、そんなに簡単に共創は⽣まれないじゃないか、違うじゃないか過去の⾃分と、

そう楽しく⾔える未来に想いを馳せながら、いまの⾃分の実践を残していかなければなら

ないと思う。（知らんけど。） 
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注釈 
 

［注 1］Ill Defined Problem 

明確に定義されていない問題は、計画にジレンマをもたらす。とりわけ最終⽬的地

とその⽬標の内容・状態がわからない場合、もしくはそこに到達するための⼿続き

がほとんど知られていない場合は、どうやって解決への道筋を計画できるというの

か。⽬標到達⽅法やプロセスの評価によって培われた経験は、不明瞭な問題に対し

てほとんど役に⽴たない。個別の問題に対し、個別に計画を⽴てる必要がある。そ

の場合の計画は、不明瞭な問題を解決できるか、できないか、双⽅に転ぶ可能性を

孕んでいる。つまりやってみないとわからない計画となる。［Morris，2004］ 

［注 2］Well Defined Problem 

認知⼼理学の研究分野では⼈間がどのように計画を⽴てるのかについての研究はあ

まり⼿がつけられていない。近代科学の研究の多くは、予めよく構造化され、明確

に定義できる問題に焦点を当てて進められる。この場合、問題解決者は、解決に必

要なすべての情報を⽤意できる。それは例えば、⽬標への到達⽅法や問題の転換⽅

法、解決のルールなどである。［Morris，2004］ 

［注 3］産業社会 

産業社会とは、時間や空間、量や距離を数値化することで、仕事や学校、医療をサ

ービスとして制度化する社会のことである。制度上起こりうる様々な問題は構造化

され、解決⽅法のルールも整っている。この仕組みを技術化したことにより、⼈々

の⾐⾷住の⽣活⼿段に必要な商品やサービスを⽣産して流通できるようになった。

産業社会において⼈びとは⽣きるための⽅法や道具を⾃ら⽣み出す必要はない。⽣

活に必要なモノ・コトづくりは企業とデザイナーが代わりにおこなう。デザイナー

は、道具を作るという⼈間の⽣に関わる根源的な活動を⼈びとから奪い、その技術

と知識を独占することで専⾨家という⽴場を確⽴してきた。⼈びとを⾮専⾨家的⽴

場に追い込む社会は近代科学によって⽣み出されたと⾔われる［⽵⽥，2015］。 

［注 4］KJ法 

収集した多量の情報を効率よく整理するための⼿法。考案者の川喜⽥⼆郎⽒の頭⽂

字から命名された。KJ法は、収集した情報をカード化し、同じ系統のものでグルー

プ化することで情報の整理と分析を⾏う。ブレーンストーミングによって収集した
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情報を、KJ法を⽤いて整理することが多い［コトバンク，n.d.］。 

［注 5］地域アセスメント 

地域アセスメントには、①社会資源の把握、②地域の⽣活⽀援ニーズの把握という

２つの要素があります。⾼齢者などの⽣活⽀援に活⽤できる地域内の社会資源を把

握することにより関係者のネットワークづくりやマッチングが可能となり、さらに

住⺠ニーズを把握することにより今後どのような住⺠・福祉サービス開発が必要な

のかが⾒えてきます［北海道，n.d.］。 

［注 6］道具 

本研究での「道具」という⾔葉について、イリイチを参照しながら定義しておく。

道具は、モノとしての道具だけでなく、技術やインフラ、学校や医療などの社会的

システム、空間や共同的な作業などまで含めた、とても広い概念として「道具」と

いう⾔葉を使っている。 

イリイチ［2015］はこの道具について次のように述べている。「道具は社会関係にと

って本質的である。個⼈は⾃分が積極的に使いこなしているか、あるいは受動的に

それに使われているか問わず道具を⽤いることで、⾏動する⾃分と社会を関係づけ

る。彼が⾃分の道具によって⽀配されている度合いに（程度に）応じて、道具の形

態が彼の⾃⼰イメージを決定するのである。⾃⽴共⽣的道具とは、それを⽤いる各

⼈に、おのれの想像⼒の結果として環境を豊かなものにする最⼤の機会を与える道

具のことである。」 

即ち、道具は程よく⽀配しながら使うことが⼤切であり、私-たちがその道具を程よ

く⽀配＝主体的に使っている間はよいが、ある時点から知らずのうちに私-たちはそ

の道具に⽀配されるようになり、いつの間にか道具を使わ“されている”ような状況が

⽣まれる。いくつかのその時点を指してイリイチ［2015］は「⼆つの分⽔嶺」と⾔っ

ている。 

［注 7］エクリチュール 

内⽥によると、バルトは「エクリチュール」を『⾃分の選んだ語法が強いる「型」

にはめこまれてしまうもの』と定義しているという。その語法はあくまでも選択が

⾃由であるが、選択した時点である集団に帰属し、⾔語の運⽤に限らず⽣活や⽂化

習慣、嗜好、⾝なり、⾝のこなしに⾄るまで、集団の原理という名の圧⼒に従うよ

うに振る舞いをはじめてしまう。同時にバルトは、あまりに広く受け容れられたせ
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いで、特に「どの集団固有のエクリチュール」とも特定しがたくなった語法の持つ

危険性を警告している［内⽥，2002］。 

［注 8］テクスト論を説いたバルト 

内⽥によると、バルトは『物語の構造分析』に収録されている「作者の死」の中

で、作品の根拠を作者ではなく、作品それ⾃体に求めることで「読者が主体的に作

品を創造する」ことの重要性を説いており、こうした考えを指して「テクスト理

論」と定義している［内⽥，2002］。 

［注 9］エスノグラフィックリサーチ 

エスノグラフィックリサーチについて、藤⽥ら［2013］はこう述べている。 

「⼀つめの調査⽅法論としてのエスノグラフィーは、参与観察（participant 

observation）を基本としている。参与観察とは、調査者が研究テーマに関わるフィー

ルドに⾃ら⼊って、⼈々の⽣活や活動に参加し、観察を⾏なう調査法である。調査

者は、数カ⽉から数年にわたって、フィールドで観察したり、活動に参加したりす

る。また現場にいる⼈々から個別に話を聞く機会を設けてインタヴューを⾏なうこ

ともある。そして、フィールドで⾒聞きしたり考えたりしたことを、フィールドノ

ートに⽇々記録し、これをデータとして分析に⽤いる。フィールドとなる場所は、

学校、会社、病院などの組織や、コミュニティやストリートなど、研究テーマに応

じて多種多様だ。たとえば社会学者のスディール・ヴェンカテッシュは、⼤学院⽣

のときにシカゴのゲットーに通い、⿇薬売⼈ギャングの若者たちの仲間となって

（参加する）、彼らの活動や⼈間関係について⾒聞きし（観察する）、論⽂を書き

上げている。⼈々の⽣活や関係、組織の仕組みなどを理解しようとすれば、実際に

そのものを⾒たり体験したりしてみないとわからないことも多い。そこで現場に⼊

っていく⽅法が 必要となるのである。参与観察は、実際に経験し、また内側から観

察することによって、現場を包括的に理解することを⽬指す⽅法だといえる。」 

また、⼩⽥［2010］はエスノグラフィーについて次のように述べている。 

「エスノグラフィーとは、⼈びとが実際に⽣きている現場を理解するための⽅法で

す。」 

［注 10］語らうデザイン（Designing Narrative） 

社会実践の物語を持ちより、参加者と語らうことから、デザイン学研究の新たなか

たちを⾒出す、社会実践型ラボラトリーの活動の⼀つ。社会実践型ラボラトリーに
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ついては第 1章「デザイン実践研究のかたちを探る」を参照。これまで、2019年 6⽉

28⽇（語らうデザイン 01）、2019年 8⽉ 7⽇（語らうデザイン 02）の 2回開催して

いる。語らうデザイン 02のレコーダーは、望⽉琴未⽒、⼭川千晴⽒（常葉⼤学 In & 

Out Lab所属・記録当時）の両名が務めており、「ナラティブの理論的再構成」では

両名が記録したグラフィックレコーディングの⼀部を取り上げた。 

［注 11］グラフィックレコーディング 

清⽔、須永によると、「グラフィックレコーディングとは、⼈々が何かについて話

し合う際に⽣まれる発話を、1枚の⼤きな紙に、図や⽂字や絵を組み合わせたグラフ

ィックで、リアルタイムで描き出す⼿法のこと」である［清⽔ほか，2019］。 

［注 12］ムナーリの考古学的なアプローチ 

ブルーノ・ムナーリの視覚⾔語研究の 1つである「空想のオブジェの理論的再構成」

［注 13］を参考にした。雑誌のアートディレクターとしても活躍していたムナーリ

は、この作品で考古学の復元作業のようなコラージュの表現をしている。例えば、

楽譜の⼀部を切り取り、それに繋がるような線を引くことで、その作品に潜む物語

を推察させるような表現をしているのだ。 

これを、グラレコというビジュアルコミュニケーションデザインを読み解く際にも

参考にできると考えた。ムナーリは線を描いているが、グラレコには情報同⼠の繋

がりが描かれている。その情報のつながりをムナーリの考古学的なアプローチを⽤

い読み解くことで、グラレコに潜む当事者しかわからないコンテキストを超えてい

く想像⼒と理論でグラレコに残された情報を再構成することができるのではないか

と考えた。 

［注 13］「空想のオブジェの理論的再構成」 

Bruno Munari『Ricostruzione Teorica Di Un Oggetto Immaginario』

1984 

「空想のオブジェの理論的再構成」の 1つ。このシリーズは

1984年から 1985年にかけて制作され、全ての作品が 1つの

コラージュ的作品となっており、個々の作品名はない。 

（写真：Danese Milanoより 2020年 3⽉ 16⽇採録、

https://www.danesemilano.com/it/productDetails?idProduct=142） 
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［注 14］半ば構造化 

デザインを語らうという複雑な事象に出会ったときに、筆者はその事象との出会い

を振り返り、⾃らの経験を⽤いながら、語り⼿のナラティブを頭の中で整理し、⾝

体で表現しようとする。そこには全てに共通するフォーマットはなく、語り⼿の様

⼦を⾒ながら、その場にいる⼈の空気感や、聞きながら書く内に頭に残った記憶や

情感を頼りに更なる表現をしていた。加えて、筆者は無理して全てを明らかにしよ

うとせず、不完全な情報を複雑なままに残す。そこにルールに則り適切に構造化し

て理解されたものはなく、半ば構造化された状態で記録される。その記録は、複雑

で半ば構造的なものであるからこそ、ノートの読み返す時に残された記録を通し

て、⾃らの解釈と推察を加えることでそこにある情報を再構成することが可能とな

る。 
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