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  2009 年 4 月から開始された、感性福祉研究センターにおける私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
―研究プロジェクト「ヘルス・システムの変容とヘルス・リテラシーに関する研究」：研究テーマ「ポ
ジティブ・ヘルスの視点に立ったヘルス・リテラシー向上法の開発」―が 2012 年 3 月をもって研究期
間の終了を迎えることになった。加えて、2003 年から始まった足かけ 10 年にわたる一連のプロジェク
トの一つの区切りともなるので、それらのプロジェクトの実施にあたって総括代表の責（仙台ウェルネ
ス・コンソーシアム代表 2003-2008、学フロ・プロジェクト総括班代表 2004-2008、戦略プロジェクト
総括班代表 2009-2011）を負った立場から、これまでの歩みを振り返ってみたい。
	
  その際、これまでの一連のプロジェクトが「どのような成果を上げてきたか」については、それぞれ
のプロジェクトの『事業成果報告書』や『研究成果報告書』に記載してあるので、ここでは「何を目指
そうとしてきたのか」の視点から回顧してみることにする。2004 年に、感性福祉研究所が、
「仙台ウェ
ルネス・コンソーシアム」
（SWC）プロジェクトと連携しながら、第Ⅱ期学術フロンティア推進事業（学
フロ）を開始するに際して、研究の課題が第Ⅰ期の基礎的研究から応用・開発研究に重点を移行するこ
とになるため、改めて研究所のミッションの再確認を行い、時代の変化が課す知的及び実践的挑戦に対
する一つの応答として、「21 世紀型（健康）福祉のあり方の探求」を掲げたのである（感性福祉研究所
年報 第 6 号 2005）。
	
  したがって、個々のプロジェクトは、「21 世紀型健康福祉のあり方の探求」にとって、健康福祉に関
わる基本概念にどのような改鋳が必要となるか、また、新たに再定義される諸概念はどのような方策を
通じて社会的実践に具体化されるかが、我々の側からの「応答としての挑戦」の中心主題となる。つま
り、10 年にわたる一連のプロジェクトでは、「健康」をキーワードとしており、それを最も抽象的に定
義すれば、「人間にふさわしい生」を生きるための、各人にとっての「生涯にわたる課題」となるが、
現代の時代的条件の下でその「課題」に真正面から向き合う方途の探求が、我々の挑戦の中心主題であ
った。
	
  ここで 10 年を回顧するにあたって、一連のプロジェクトが、その中心主題に則して、
「どのような成
果を上げてきたか」よりも、むしろ「何をどのように目指そうとしてきたか」を銘記しておくことの方
が、今後にとってより有用であると思うのである。

1． 一連の事業の事実経過	
 
一連のプロジェクトは、2003 年 10 月、経済産業省による「健康支援システム（EBH）に関するモデ
ル地域調査研究」の募集に対して応募することから始まった。このプログラムは、1990 年代のアジア
通貨危機に連動する日本経済の変調を背景に、経済財政諮問会議による「雇用創出型の構造改革」とい
う緊急提案を受けて設置された、政府の産業構造改革・雇用対策本部への、経済産業省からの提案「新
市場・雇用創出に向けた重点プラン」（2001）の中に「健康市場の創出」が書き込まれたことに端を発
し、
『健康サービス産業創造研究会』が設置され、2003 年 6 月、同「研究会報告書」が取りまとめられ
たのを機会に、そのフィジビリティ・スタディ調査として実施されたものである。
その公募に対して、本大学と仙台市とが連携を取りつつ、本大学が作業グループを立ち上げ、「新し
い健康づくりプラットフォーム構築のための仙台ウェルネス・コンソーシアム」の提案を行った。その
提案の趣旨は、我が国の医療サービスについて、早期発見、治療重視から健康増進、疾病予防への質的
転換が求められているが、その課題に取り組むためには、健康概念そのものの転換を必要とするのでは
ないかとの認識に立ち、新たな健康概念の練り上げによって、個々人が積極的に自らの健康をマネージ
することを可能とする健康増進プログラムを開発し、そのプログラムと支援サービスメニューを一体的
に提供できるシステムの設計を図るとするものであった。
この提案が、107 件の応募の中から採択された 13 件のうちの 1 つとして選ばれ、その年の 12 月 25
日に「仙台ウェルネス・コンソーシアム」
（SWC）が正式に発足し、
「新健康概念に基づく健康サービス
支援システムの設計」に基づく事業計画の策定作業に着手した。そして、実質二ヶ月という短期日のう
ちに、事業モデル案―調査報告書全 139 ページ―を作成した（教育学術新聞 平成 18 年 7 月 12 日（水））。
次いで、2004 年 3 月 18 日の経済産業省による「健康サービス産業創出支援事業」の公募に対して、
上記事業案をもって応募し、6 月 18 日に 152 件の応募中、選定された 12 件の 1 つとして採択通知を受
けた。この SWC プロジェクトは、実施に入る段階で、「フィンランド健康福祉センタープロジェクト」
（FWBC）との連携関係にもあったことから、「フィンランド型予防福祉・健康増進プログラム」と銘
打った副題を付したが、それは、各人が均しく自己実現の機会を確保し、だれもが安心して暮らせる環
境の確保を目標に、健康・医療サービスと社会福祉サービスの一体的運用のシステム作りを図ってきた、
かの国の経験に学び、各人が消極姿勢から積極姿勢へと健康観の意識変革を図り、健康増進プログラム
の実践がキャリア・アップとも連なって社会参加の機会を開き、それが健康増進を更に促進するという、
正の循環を組み込む健康サービス事業の開発と展開を眼目としたからである。
また、2004 年 2 月、感性福祉研究所が「私立大学学術研究高度化推進事業」の「学術フロンティア
推進事業」（学フロ）に研究プロジェクト「五感を介する刺激測定に基づく健康向上のための人間環境
システムの構築」（2004 年－2008 年度）を申請し、4 月に採択された。これは、「生命科学を基礎とす
る感性と環境の相互作用に関する学際的研究」を研究課題とする第Ⅰ期学フロ・プロジェクト（1998
年－2002 年度）を引き継ぐものであったが、研究の課題が基礎的研究から、
「健康」に焦点をあてた応
用・開発研究に重点を移行したのである。すなわち、このプロジェクトは、その目的を「超高齢化社会
へ向う我が国の現状を踏まえ、心身の健康維持・増進を図る目的でヒトと環境の相互作用を捉え直し、
それらの目的に有用な科学的指標と測定法を確立し、その上で、心身の健康の維持・増進を推進する環
境調整、環境創造を含む人間環境システムの構築に関して研究を行う」としたからである。
こうして、同一時期に、同じタイムスパンで SWC（―但し、経済産業省プログラムでは補助金は単
年度のみ―）と学フロの二つのプロジェクトが実施段階に入ることとなり、作業の細目とチーム編成に
関して調整を行い、学フロは研究開発、SWC は現場的な社会実験に重点を置くこととした。すなわち、

学フロは、
「健康スケールの開発とその健康福祉サービスへの応用」に関する研究、
「新たな健康福祉サ
ービス及びそのシステム化の社会的・制度的諸条件」に関する研究、「健康・福祉サービスの品質向上
とプラクティスの日常化を促進する器機・システムの開発」に関する研究、の三つの研究作業から編成
し、SWC は、「健康セルフモニタリング・システム」「健康サービスの開発」「情報プラットフォーム」
「コミュニティ型健康増進サービス提供」の事業内容で編成した。そして、両プロジェクトにとってカ
ギとなる「新たな健康概念に基づく評価スケール」をテーマに 7 月 28 日、
『健康スケールに関するセミ
ナー』を学フロと SWC の共催で開催することによって、実質的なキックオフとなった（感性福祉研究
所年報 第 6 号 66-67、2005）。以後、SWC は、8 月 5 日の『ウェルコム 21』のオープン（元気祭り）、
10 月 2 日からの『仙台元気塾』の開設によって事業を本格化したのである。
2008 年から、感性福祉研究所は、研究活動をさらに活性化するために、二つのセンター―『感性福
祉研究センター』と『健康科学研究センター』―から構成される組織編成とした。そして、『健康科学
研究センター』は、学術フロンティア推進事業を衣更えして新たに始まった、文部科学省の私立大学戦
略的研究基盤形成支援事業に申請し、採択による「児童青年期精神障害および高齢者関連疾患における
先進的個別化予防ケアシステムの構築に関する研究」（2008 年～2012 年度）を開始した。
『感性福祉研究センター』では、第Ⅱ期学フロ・プロジェクトが 2008 年度で終了するのを機会に、
その継続ともいえる「ヘルス・システムの変容とヘルス・リテラシーに関する研究」（2009 年～2011
年度）を私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に申請し、採択された。この研究プロジェクトは、「ヘ
ルス・システムの変容とヘルス・プロモーション及びヘルス・リテラシー概念の再考」「ポジティブ・
ヘルスの視点に立つヘルス・リテラシーの理論的基礎づけ」「各種社会集団対応のヘルス・リテラシー
向上法の開発」の作業グループ編成に基づいて実施され、2012 年 3 月をもって、3 年の研究期間を終了
することになったのである。

2． SWC と学フロ・プロジェクトの挑戦	
 
（1）	
  問題の認識	
 
2004 年度から同時に開始されることになる SWC と学フロの両プロジェクトに取り組むに際して、ま
た企画から実施への進行過程で遭遇した最初の問いは、現代の「健康」をめぐる世界に起っている現象
でどのようなことが顕著であり、そこにどのような問題が内包されているかであった。その視点からみ
ると、
「疾病構造の変化」
「少子高齢化」健康保険や年金の今後に関する制度破綻の懸念等が重なる「健
康不安」の増大、消費文化における「健康ブーム」、治療から予防に重点を移行させる政府の「健康増
進運動」が相互に複合しており、「健康」をどのように捉えるかや「健康」の維持・増進にどのように
取り組むかに関して、首尾一貫性の欠如やアンビバレンスを特徴としているようにみえたのである（阿
部、2006、2-4）。
	
  保健医療政策（英語の「パブリック・ヘルス」は歴史的には「公衆衛生」と対応していたが、その概
念内容が拡張してきて、「ヘルス・ケア」や「ヘルス・サービス」をも含むようになり、日本でも「公
衆衛生」
「保健衛生」
「保健政策」
「健康政策」
「保健医療」など無差別に使われている現状にあることか
ら、ここでは「保健医療」の用語を使うことにする）の上では、オタワ憲章以後の現代は、「ニュー・
パブリック・ヘルス」の時代（Ashton/Seymor, 1988）、あるいは、「第三次パブリック・ヘルス革命」
の時代（Breslow, 1999, 1031）に入っているとされる。しかし、同じように「ニュー・パブリック・ヘ
ルス」を著書の表題に使いながら、新自由主義的政治環境の下では、それは、基本において、我々が個

人的にも集合的にもいかに生くべきかについての処方を含む、道徳的企てであるとの批判もあった
（Peterson/Lupton, 1996）。
	
  また、オタワ憲章の「ヘルス・プロモーション」という概念は、従来の疾病予防に焦点をおいたアプ
ローチに対する批判に由来しているが、実際には、保健医療政策は、人々が暮らしている社会・経済的
コンテクストへの挑戦に責任を負うよりも個人や地域社会の能力附与を重視している（Strong, 1986）
や、健康の決定因に対する投資よりも医療的ケアになお焦点があてられている（Kickbusch, 2003, 387）
の評価、「ヘルス・プロモーション」の主要関心はエンパワーメントであるべきとする主張が受け入れ
られつつあるが、その受け入れは、政策や実践の形であるより、リップ・サービスの形であることがし
ばしばである（Tones/Green, 2004, 30）、との批判がみられた。日本の『健康日本 21』（2000）につい
ても、
「生活の質や人生の質の向上」という理念に対し、
「疾病や障害を予防することに重点が置かれす
ぎている」との評価（日本健康支援学会、2001、37）もあった。
	
  経済産業省の「健康サービス産業創出支援事業」は、「個人の選択」「根拠に基づく健康づくり」「健
康・予防重視」の三つをキーワードとする視点に立っていたが（島田、2004）、その三つのキーワード
はいずれも問題含みの概念といえた。我々を取り囲む健康関連の情報環境には、「健康」をどのように
概念化するか：ポジティブかネガティブか、全体論的か要素還元的か、生物医学的か社会・エコロジー
的かなどと、「健康」問題に対してどのように対処するか：予防か治療か、個人的か集合的かなど、に
関してさまざまな拮抗が見られたからである。
	
  とりわけ、現代においては二つの傾向が顕著であると思われた。一つは、「日常経験の医療化」と言
われるもので、医学的コントロールが疾病に対する正当な関わりを越えて、通常の人間経験をも包括す
るまでに拡張されることを「生活のメディカリゼイション」として批判した Illich(1977)の議論が大い
にあずかっていたが、三つの相互に関連する側面―人間のすべての不安と精神的・肉体的苦痛を医学的
問題として考えるように促されること、それらすべての問題から助け出してくれる専門家が存在すると
いう信仰、自らの健康や生きることに責任を負う自らの能力に対する自信の喪失―が含まれている
（Downie/Tannahill, 1996, 196）といわれる。
	
  もう一つの傾向は、
「健康の商業化」といわれるもので、
「ヘルシズムが現代の消費文化の中心的な綱
領になり」（Burrow/Nettleton/Bunton, 1995, 1）、健康増進情報と健康に関するコマーシャル情報の間
の境界がますます不分明となり、健康と病気は今や病院の臨床的現場からさまざまな社会的、商業的領
域を通じて拡散し、
「健康の生産」と「健康の消費」の間の区別立てが崩れ（Nettleton/Bunton, 1995, 49）、
我々が「健康なライフスタイル」を消費する健康消費者として描かれる、とされることであった。
	
  こうした二つの傾向の挟み撃ちに合う中で、
「自立」や「自己責任」という言葉が盛んに使われるが、
「自立」のための条件、それを具備するための手立てがなければ、いくら「自立」といっても空念仏で
あり、また実利主義的にその時流に乗るだけの事業では、志しの質が問われるだけでなく、結果として
も無駄なコストの積み増しになりかねない。また、自己決定・自制・自己責任・自己開発などを包括す
る、目指されるべき一つの価値を表わす「オートノミー」という西欧的概念（Downie/ Tannahill/
Tannahill, 1996, 164-165）と対比すると、日本的文脈で強調される「自立」や「自己選択」概念の歪
みも見えてきたのである。SWC プロジェクトが実施にあたって作製したパンフレットに、
「フィンラン
ド型予防福祉・健康増進プログラムの目指すもの」を副題として掲げたのは、フィンランドをモデルと
するからではなく、日本における「健康」や「福祉」に関わる意識、サービスの実際、制度上の組み立
ての実情を映し出す鏡として使うためであった。

(2)	
  課題としての「健康概念の改鋳」	
 
	
  SWC プロジェクトが、
「新たな健康概念による自立型健康増進プラットフォームの構築」を事業課題
として設定し、学フロ・プロジェクトが「21 世紀型健康・福祉のあり方の探求にとって、健康・福祉に
関わる基本概念にどのような改鋳が必要となるか、そして、新たに再定義される諸概念はどのような方
策を通じて社会的実践に具体化されるか、さらに、それらを社会的サービスとして運用する組織論的・
政策的・制度的モデルはどのようなものになるか」を研究課題として設定したのには、今日の「健康」
をめぐる世界についての上のような状況認識が基底にあった。
	
  そして、「日常生活の医療化」と「健康の商業化」が交錯するなかで、健康の生産と健康の消費の間
の矛盾的関係（Evans/Stoddart 1990, Crowford, 2000）から脱しようとすれば、結局は、ポジティブな
健康活動の向上へと焦点を移すことになるのではないか、政府政策において、「疾病治療」から「病気
の予防」への重点シフトが図られているが、病気のリスクに対する主要手段としての予防戦略は、未来
の原理上の予測可能性を前提とする保険統計の見地と密接に関連する「予防的アフターケア」
（Giddens
1994, 182-183）であり、何が起こるか分からないリスクに向かい合ってゆくためには、ともかく、予
防を越えて、ポジティブなタームで定義される挑戦としての健康の増進へと強調点を移すことになるの
ではないか。
	
  さらに、医療の質と費用対効果を改善するために EVM（Evidence-based Medicine）が導入されたの
と同様、健康増進についてもエビデンス・ベースド・アプローチが推奨され、その主要な支柱として、
RCT（randomized control trials）の疫学的手法が使用されているが、それは方法論的に還元主義の立
場に立つもので、従って、健康についての不完全な見方、つまり、生物医学的な見方を補強するという
結果をもたらしているのではないか（Tannahill 1992, Green 2000）。
	
  こうしたことから、
「健康概念の改鋳」は、WHO 憲章によるポジティブなタームによる定義とネガテ
ィブなタームによる定義の対照のうち、前者に比重を置くことになった。しかし、現代の我々は、病気
の原因についての還元主義的思考によって特徴づけられる生物医学モデルに基づいて、何が病気を引き
起こすリスク要因なのかについてかなり知ることとなったが、それに比べ、前者の健康の追及に寄与す
る要因についての理解はむしろ薄くなっているように思えた。そこで、ポジティブな定義とネガティブ
な定義は古来あるが、ポジティブ・タームで健康を定義するということは、健康をどのような性格をも
つものとして捉えることになるのかを理解するために、健康理解に関するデュボス、ガダマー、アント
ノフスキーの洞察から学ぶところが多くあった。
	
  生命の過程を環境に対する無休の反応の連続だとして、健康を物理的・科学的条件に対する受動的な
適応以上のもの、個性の創造的な表現として捉え、健康は状態ではなく到達不可能な目標に達しようと
する努力、つまり闘いの中にあり、健康を作り出す仕事には、一種の英知と洞察力がいるとするレネ・
デュボス（1964,1970）、病気は打ち克たねばならない対象として自己を客体化する一方、健康は自分自
身を生成し続ける生命力によって自分の全体に組み込まれていながら常には秘匿されているとし、健康
と病気への対処は自分の人生を遂行することにいかに習熟するかの問題だとするゲオルグ・ガダマー
（1996,2006）、病気のリスク要因の観念から離れられず、ホメオスタシスを基本仮説とする「疾病生成
論」
（pathogenesis）から健康を助長するものに焦点をあてる「健康生成論」
（salutogenesis）への転換
を 主 張 し 、 人 々 は 健 康 人 か 病 人 か に 二 分 さ れ る の で は な く 、 健 康 と 健 康 破 綻 の 連 続 線 （ health
ease/dis-ease continuum）で移動しているのであり、健康増進の主要な仕事は、世の複雑さや不確実か
ら課される挑戦、つまりエントロピーとエントロピーの知覚を縮小し、それによって、理解可能・対応
可能・意味づけ可能からなる「人生の筋立てができるという感覚」（sense of coherence）を生成するこ

とだとするアーロン・アントノフスキー(1979,1984,1996)、そして彼らの考え方には、日本の伝統にあ
った「生老病死」や「養心・養生」の概念と通底するところがあるように思われたからである（阿部、
2006,6）。
(3)	
  健康概念の操作化	
 
	
  ポジティブ・タームで定義される「健康」に操作的定義を付し、測度を与えることは、場合によって
は疫学的方法が適用可能な、ネガティブ・タームで定義される「健康」の場合に比べ、極めて困難であ
る（Kemm, 1993, 129）。それは、ポジティブ・ヘルスの定義をめぐっては一致がないからだとされる
が（Bowling, 1997, 5）、ポジティブ・ヘルスは、「生きる」ということの全体を包括するホリスティッ
クな概念にならざるを得ず、より多次元的な性格を持つことになるからである。
	
  操作的定義という観点から健康を定義すると、健康の決定因に注目することになるが、この場合も、
観察者の客観的視点に立つか、健康の維持・増進に取り組む行為者の主体的視点に立つかで異なるよう
に思われる。前者に関しては、個人と社会の健康に影響を与える広範な決定因についての膨大な研究が
積み重ねられ、概括的にいえば、今日では、パーソナルな諸要因と構造的な諸要因、つまり健康は複合
的な生物・社会的現象―例えば、健康といった生物・社会的帰結は、社会史と個人の履歴の独自的かつ
動態的な所産である（Bourdieu, 1990、Williams, 1995）、異なった社会的位置における人間の肉体は、
彼らが成長してきた社会的諸経験の結晶された反映である（Tarlov, 1996,84）、健康に向けたライフ・
スタイルはライフ・チョイスとライフ・チャンスの間の弁証法的相互作用によって形造られる
（Cockerham, 2000, 162）、ヘルス・キャピタルの決定因は、すぐれて個人的というより、世代的であ
り、個人の人生時間と社会史の時間上の動きとが結びついている（Blaxter, 2003, 81）―として捉えら
れるにいたっている。
	
  しかし、行為主体的視点に立つ場合に、Beattie は、健康増進に対するアプローチを、二つの二元論
的対比―介入のモードに関する権威主義と交渉主義、介入の焦点に関する個人と集合体―を組み合わせ
て、4 つに分ける概念図式を提示した（Beattie, 1991, 167-168）。すなわち、「健康説得技術」：上から
の処方指示的仕方で、個人の行動の方向を向け直すために、保健医療専門家の権威を用いる、「健康の
ための立法行動」：上からの処方指示的な仕方で、環境規制や租税などの処置を通じて健康を改善する
ために、保健医療の権威を行使する、
「健康のための個人相談」
：個人あるいは集団を自身のライフスタ
イルについて、またそれらを変える余地について内省し、吟味するよう誘う、「健康のためのコミュニ
ティ・デベロップメント」：健康に対する類似の関心をもつか、同じ境遇に置かれている人々が、健康
への期待を改善するために共同行動をとる、の 4 タイプに区分した。
	
  ここで、介入のモードに関する Beattie の二元的対比―上からの後見的・処方指示的形式と下からの
参加的形式を、保健医療行政の立場と健康の維持・増進の行為主体である個人の立場として対比してみ
ると、健康の決定因に関する構図の描き方が異なってくる。そして、保健医療行政の立場からすると、
健康の決定因に対する政策的関与の可能性という視点から、例えば Lalonde レポートの“health field”
概念―生物学的要因、環境、ライフスタイル、医療制度の相互作用―、あるいは、オタワ憲章の“main
action areas”―政策、環境、コミュニティ・アクション、個人の技能、医療サービス―からなるもの
となろう。
	
  そして、SWC 及び学フロ・プロジェクトの課題設定からすれば、健康の維持・増進の行為主体とし
ての個人の立場からのモデル設定ということになるが、それを健康に対する責任の所在の問題と混同し
ないことが重要である。新自由主義的政治的雰囲気の下で、かつ「ヘルシズム」の消費文化の下で、ラ

イフスタイル要因を疾病の主要な原因あるいは健康の生産のカギになるメカニズムと捉える健康増進
法が広く盛行しているため、それに対する“Victim-braming”だとする批判―例えば、「健康医療の標
準的アプローチは、健康行動やライフスタイルを個人の選択の問題として扱い、大方は、教育を通じて、
健康に有害な行動を変えることを目標としている（Cockerham，2000，160）や、「個人が、究極的に
は、自らの行動に対して責任があるように、そして、あたかもシステムの影響、社会・文化的文脈、行
動に与えられる社会的意味などの問題が存在しないかのようにみられている」（Frohlick/Corin/Potvin,
2001, 784）―が繰り返される。しかし、健康に対する責任の問題は、今日では逆説的な様相を呈して
おり、自分の生活習慣が自身の健康に直接影響し、自分の制禦の範囲内にあると感じながら、同時にま
た、自分の健康に直接関係する、自分の存在を囲み、規定する諸条件の環がますます拡がってゆくのを
感じている（Martin, 2000）からである。
	
  原因論と責任論、不可抗性と選択制などをめぐる古来の問題についてはひとまず措いて、個人を健康
の維持・増進の行為主体とする作業前提に立って設定したモデルは、個人と環境の関係を個人を中心に
置いて地図化する Dahlgren/Whitehead（1991）のモデルと人間行動の動機にとって基本的なニーズに
関する Maslow の理論を参照したものであった。前者は、第 1 層の個人の行動や生活習慣、第 2 層の社
会関係やネットワーク、第 3 層の社会的、経済的、文化的、環境的諸条件の構造的要因へと、ミクロと
マクロの決定因の相関関係と位置づけを指標化するもの（Marmot, 1996, 63、Jones, 2000、55）であ
った。また後者は、個人の行動を導くニーズに関して、包括的に五つのカテゴリー―生理学的、安全・
安心、愛情・所属性、自己に関する評価、自己実現―に分類するものであった（Maslow, 1970）。
（但し、
Maslow の理論は、ニーズの五つのカテゴリーの間にピラミッド的な階層構造があると描いたが、人間
が生命・生活・人生の三つの時間を同時に生きる存在であることから、各種ニーズの間の優先性は状況
依存的に動態的に動くように思われたが。）
	
  それに加えて、SWC と学フロ・プロジェクトが課題として設定した「セルフ・モニター型健康スケ
ール」を案出するためには、健康の決定因に関する包括的なモデルであると同時に、人々の健康選択や
行動に影響する主要な要因と動機づけを組み込む枠組みでもある必要がある。その点からいえば、例え
ば、
「ホリスティックな健康度診断」
（本宮,1995、日本ホリスティック医学協会,1989）、
「QOL 調査票」
（永田他, 1989、永田, 1992）、「ADL 指標」（芳賀, 1992、古谷野, 1995）などは、専門家の立場から対
象者に対する処方や介護法に導くための診断法という性格が強いのである。
	
  開発しなければならない「セルフ・モニター型健康スケール」は、個人が健康行動を採り、継続する
メカニズムに関する理論―例えば、Health Action Model（Tones/Tilford, 2001, 89-101）―を実践論の
視点から読みかえながら、スケールの適用対象と適用主体を同一人として設定し、そのスケールによる
自己点検作業が、健康の維持と増進に関わる知識や知恵の学習となり、自己評価が健康の維持と増進に
向けた行動の動機づけとなりうるスケールであった。別の言い方をすれば、今や紋切型になった感のあ
ある“victim-blaming”の批判を乗り越えるために、
「教育」の視点よりも「学習」の視点を重視し（島
内, 1989）、自身の健康を制禦するための能力強化（self-empowerment）に資するもの、したがって、
健康行動を採るために必要な知識の獲得だけでなく、問題解決のための技能（life skills）の自己開発に
資するもの、そのために、自らの日常の実感や行動に引照しながら、自らの現状の確認や自己評価と自
らの意志によって生活行動を変えることへの挑戦との間の弁証法的過程をとることを可能とするスケ
ールであった。
	
  そこで、まず、スケールの全体的な構図を、生命体の内部環境の調節、制禦に直接関わる「食」
「息」
「温」「眠」の生活行動、内部と外部環境との相互作用により関わる「動」「想」「性」の生活行動、そ

して、社会環境や自然環境の諸要因―それらは、云うまでもなく複合的な相互関連をもっている―から
なるものとして描いた。

自然環境

社会環境

食
動

温

息

想
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性

健康の決定因に関する生活行動パラメータの分類と社会/自然環境との関係

	
  次いで、「セルフ・モニター型健康スケール」は、ポジティブ・ヘルスの視点に立って細部項目が組
み立てられることになる、上記 8 カテゴリーと、ネガティブ・ヘルスの視点に立つ、リスク管理に関わ
るカテゴリーを加えて構成されることになるが、前者については、実行可能で、健康の維持・増進に導
くとされる知識や経験則からなる行動諸項目と機能状態に関する諸項目についての自己観察による評
価と実感的な評価（満足度）、後者については、未病状態を自己チェックするための機能諸項目につい
ての自己評価と、実感的な評価を組み込むことにした。そして、それらの諸項目に関する自己点検結果
を明示的に可視化するために、評価を尺度化し、結果をダイヤグラムで表すことにした。それによって、
点検者は二つの面から―全人的な視点からと行動・機能・実感の関係という視点から―自らを捉えるこ
とができる。さらに、複数回による点検結果を時間差分として定量化して表示することによって、健康
を動態的に捉えることができる（感性福祉研究所年報 7 号, 2005, 171～211、同年報 8 号, 2006, 181-187）。
	
  そして、この「セルフ・モニター型健康スケール」を『元気点検票』と命名することにした。それは、
古来の「元気」が、病気や怪我、被災や要介護状態などの困難に遭遇したときにも、それを乗り越えて
ゆこうとする、「生」に対する「意欲」と「能力」の源泉を指す概念であり、どのような境涯にある人
にとっても「健康」を挑戦の課題として捉える普遍性を有していること、
「健康」を動態的に捉えて、
「守
り」から前向きで能動的な「攻め」への姿勢の転換を表わしていること、そして、
「元気」は「与え」
「も
らう」相互作用的な社会性を有していたからである。
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3． 戦略プロジェクトの挑戦	
 
(1) 問題の認識	
 
	
  学フロ・プロジェクトの最終年度の 2009 年 2 月、それに次ぐプロジェクトを「私立大学戦略的研究
基盤形成支援事業」に申請するに際して、研究課題を「ヘルス・システムの変容とヘルス・リテラシー
に関する研究：ポジティブ・ヘルスの視点に立ったヘルス・リテラシー向上法の開発」として設定する
こととした。それは、SWC や学フロ・プロジェクトを開始した際の問題意識をさらに先鋭化させる必
要を促すような事態が、その間の健康をめぐる世界に起っていたからである。
	
  英国で長年にわたって「健康教育」の問題に取り組んできたある研究者たちが、2004 年に出版した
著書の第二版（2010）の序論で、「初版が出版されて以来、社会的市場化やヘルス・リテラシー等のい
くつかの論点がより突出し、今やより大きな注意が向けられている」と述べ、「健康増進運動は、オタ
ワ憲章で方向づけられた理想に忠実たろうともがいている」現状に注目する論文（Wills/Douglas, 2008）
を引用している。そして、「何よりも驚くべきことは、こうしたことが、歴史的に健康増進運動の最前
線にあった国々で起こっていることである」と続けている（Tones/Green, 2004、Green/Tones, 2010）。
	
  これに類似する現象は我が国の場合も例外ではなく「健康日本 21」と銘打った「健康増進法」
（2003）
は、2008 年の改正で「特定健診・特定保健指導」の義務付けへと到り、2000 年に始まる介護保険制度
は幾度かの改正を通じて「介護予防」の重視へと傾斜し、現在の保健医療・福祉制度は、「社会全体の
リスク管理」に重きを置いている。同時に、EBH を強調する健康サプリメントや各種健康増進方法の
氾濫といった、消費文化的ヘルシズムが社会全体にますます浸透している。
	
  これらの現象をどのように捉えるかについて、ある論者は、「メディカライゼーション」の用語を使
いながら、しかし、Illich が意味しようとした医学帝国主義ではなく、それを駆動するエンジンに変化
が起こったのだとする。その変化として三点―医療組織の政策が利用法からコスト・コントロールへと
関心を移し、管理されるケアとなること、バイオテクノロジーに総称される、医学知識の新領域が優勢
になり、医学的眼差しがより強まること、ヘルス・ケアがますます商品化され、市場の力に従い、消費
者が主要要因となる―を上げ、なかでも第 3 番目のエンジンがより強力で、「市場駆動のメディカライ
ゼーション」が進行するという（Conrad, 2009）。
	
  ここで注目すべきは、健康問題の個人化といいうるものである。人はすべて無症候的あるいは前症候
的に病気であると意識されること（Rose, 2000, 19）から、健康に対する潜在的リスクを細かに観察し
続けるよう促され、また、より以上の健康を作り出しうるとの意識によって、「健康」という付加価値
が付せられる製品やサービスのあふれ返る市場の消費者となるよう促される（Kickbusch, 2007,
147-152）。加えて、健康に関連する社会的規制の形態において、病気の時にいかに振舞うべきかや医療
的介入をいかに受け入れるべきかを告げられる、いわば外からのアプローチから、自らの健康を監視す
るよう促される内的アプローチへの変化が生じ（Nettleton, 2006, 243-244）、健康資格に対する責任や
咎が、医療クリニックだけでなく、各種のメディア、スーパーマーケットの陳列棚、インターネット等
で見つけ出せる大量の健康情報や忠告に気を配って行動するよう促されている個人に置かれる
（Nettleton, 2009, 635）からである。
	
  そ し て 、 現 代 は 、 健 康 情 報 に 対 す る 広 範 囲 に 及 ぶ ア ク セ ス の 時 代 に 入 っ て い る と い わ れ る
（Sakellarides/Pedro/Mendes, 2009, 165）。しかし、健康製品やサービスの利用者を標的とする、先例
を見ない大量の健康情報の氾濫する環境の中で、健康知識と健康行動の関係について、Giddens がいう
ところの“reflexivity of the self”に直面させられることになる。それは、「伝統の終焉」―伝統はなぜ
の問いを排除する真理の響きを持ち、疑う余地のない行動規範を提供するものを指し、近代以降の社会

では、科学もその位置を占めてきたが、現代では、日常生活が伝統のしがらみから抜け出し、また、科
学の発展が逆説的にその方法的懐疑の徹底化によって専門知識を修正可能なものとし、科学的発見さえ
鵜呑みにできず、また、決定的な科学的証拠が出そろうまで待つというわけにもゆかない―の文脈で、
個人は日々の生活において意思決定が求められる事態を指した（Giddens, 1994, 56-109）が、現代の健
康をめぐる世界にもっともよくあてはまるように思われるからである。
	
  大量の健康情報に取り囲まれて、健康とその決定因についての知識や自らが行っていることへの気遣
い、そして、思慮ある生活の仕方への傾倒が増大しているのであろうか、むしろ、健康に関する細切れ
の情報によって、健康という課題がどういうことかを全体的に理解することを見失っているのではない
か。そうした疑問が、この戦略プロジェクトを企画する際の問題意識の基にあった。
(2)	
  課題としての「ヘルス・リテラシー概念の改鋳」	
 
	
  オタワ憲章を起点とする健康増進運動の推進役の一人であった Kickbusch は、それから 20 年経った
段階で、
「1986 年に心に描いたものをはるかに越えてしまった」、
「我々が今日生きている、健康をめぐ
る世界（health society）は、二つの主要な社会過程―健康の領域の拡大と健康についての reflexivity
の拡大―によって特徴づけられ」、
「今日の健康システム（健康に対するアプローチの組み立て）を構成
する 4 つのドメイン―行動、政府施策、医療的介入、製品とサービスを通じて、健康が「なしうるもの」
と提示される、パーソナル・ヘルス､パブリック・ヘルス、メディカル・ヘルス、ヘルス・マーケット
―のすべてが拡大し、ますます境界が流動的となっている」と述べる。
	
  そして、「こうした事態が市民にとってもつ重大性は、健康選択の拡大とヘルス・システムの複雑さ
がかつて以上の洗練と参加を、個人の側に要求することである。ヘルス・リテラシーが死活的に重要と
なり、健康情報だけでなく、アドバイス、技能開発、知識の周旋の提供とそれらに対する需要が増大し
ている。・・・より多くの、かつ新たな健康情報、製品、サービスが入手可能となるに従い、健康決定
をし、ヘルス・システムを航行することが難しい挑戦になり、新たな健康不平等が出現しうる」とする
（Kickbusch, 2007, 89-80）。
	
  Kickbusch にとっては、より長い歴史的展望からみると、健康の決定因が変化し、健康についての理
解が医学的よりも社会的となり、狭い医療の世界を越えた「ヘルス・ソサエティ」の概念を登場させる
に 到 る 状 況 へ の 対 応 が オ タ ワ 憲 章 で あ っ た が 、 Giddens や Beck の 近 代 化 の 徹 底 が “ reflexive
modernization”だとする論理と同様に、その趨勢の徹底化によって、健康がもはや所与ではなく、作
り出され、維持され、高められるもの（do-ability）となり、健康だと今日考えられるものが明日にはそ
うでないかもしれないような事態、つまり“reflexivity of health”が今日のヘルス・ソサエティの実相
と映る。そして、ヘルス・ソサエティのダイナミックスがヘルス・リテラシーの向上（積極的で批判的
な消費者）と新たなヘルス・ガバナンスの構築という挑戦を我々に課している、というのがその所論の
主旨といえる（Kickbusch, 2007, 6、2009）。
	
  Kickbusch は、積極的で批判的な消費者というモデルは、実際には少数の人々だけが達成できるにす
ぎない、一つの理想であり、ヘルス・ソサエティはエンパワーメントの多くの機会を提供しながら、健
康を通じて、指図的な社会的規制を行使する社会にもなりうるから、ヘルス・ソサエティの内部で、健
康に附せされる社会的価値についての絶え間ない民主的対話があるべきだが、そうした議論はめったに
始まってこなかった、と述べている（Kickbusch, 2009,17）が、これは、この戦略プロジェクトの問題
認識と共通している。しかし、それらの問題に立ち向かうためには、「ヘルス・リテラシー」や「ヘル
ス・システム」の概念自体の改鋳が必要ではないか、とするのが、この戦略プロジェクトの課題設定で

ある。これまでは、「ヘルス・リテラシー」を「健康に向けた知と技能」と捉え、学フロ・プロジェク
トでは日常生活場面における自己省察と自己再生の演習を通じてヘルス・リテラシーの向上を図る一つ
の道具として『元気点検票』を開発してきたが、健康の維持・増進に向けた個々のプラクシス（知と技
能）の向上だけでなく、我々が置かれている、健康をめぐる世界はどういう世界であるのか、その中で
健康という課題はどういうことになるのかを全体的に理解することが、今日的に要請されるヘルス・リ
テラシー概念に含まれるべきではないか。加えて、そのためには、「ヘルス・システム」の概念にも改
鋳が必要となるのではないか。「ヘルス・システム」の概念は、健康をめぐる世界に関する操作的定義
といえるが、これまでは、Lalonde 報告の“health field”やオタワ憲章の“action areas”、そして、
Kickbusch の“health system”にしても、健康の決定因の確認とそれらに対する対処主体、つまり、
健康を作り出す生産者に対する介入の視点からの定義といえるが、介入に対するデマンド・サイド、直
接的な生産者（個人とコミュニティ）の視点に立った操作的定義を案出する必要があるのではないか。
これらが、この戦略プロジェクトが設定した課題の主題であった。
	
  そうすると、ヘルス・リテラシーの中に含められるべき、健康をめぐる世界についての理解、そして、
様々に提供される健康情報・製品・サービスをそれぞれの特性にそって位置づけることができるような
健康世界の概念化、つまり、ヘルス・システム概念はどのようなものになるであろうか。恐らく、それ
は、健康という課題の性質をどのように捉えるか、その課題はどこを名宛とするものか、課題に取り組
むための方策の特質は何か、それぞれの方策の成果を評価する方法として何が適合的か、などの間に整
合的な論理関係が設定可能となる概念図式から組み立てられることになるのではないか。
	
  その際、特に、健康及び健康増進（維持を含む）の概念規定に含まれる固有の教育及び知識や技能の
種類は何かを明確にするという見地から、理念型的に、ヘルス・システムは、健康という課題に取り組
むための方策に関する 4 つの概念連関モデル―個人を価値の単位とする㋑「ネガティブ・ヘルス概念に
基づく予防的・医学的モデル」と㋺「ポジティブ・ヘルス概念に基づくエンパワーメント・モデル」、
社会を価値の単位とする㋩「古典的な公衆衛生モデル」と㊁「拡張された健康決定因に基づくコミュニ
ティ・エンパワーメントモデル」―から構成されるのではないか。
ヘルス・システムに関する概念図式	
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＜健康の定義＞	
 
	
  健康は、WHO 憲章の古典的定義―身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態―を引くまでもなく、
多次元的な性格をもつことから、どの側面に焦点をあてるか、また、どのような視点から捉えるかによ
って、多様な説明あるいは定義がありうる（Stainton-Rogers, 1991、Blaxter, 2004）。そして、様々に
異なる定義の間で、共存する場合もあれば対立する場合もあるが、単一で万能の定義というのは存在し
ない。ここで求められるのは、健康をめぐる諸問題を包括的に捉えることができて、かつ問題への取り
組みの特徴を規定し、逆に取り組みの特性から、その取り組みが前提にしている健康の捉え方を理解し
うるような定義という点から、古来の一組の定義―ポジティブなタームによるか、ネガティブなターム
によるか、WHO 憲章の「ウェルビーイング」と「病気や障害のないこと」にあたる―を採用すること
にした。但し、両者は、同一次元の対極を占める二値的反対物ではなく（Downie/Tannahill/Tannahill,
1996, 20-21）、しかし、非対照的であるが全く独立というわけではない（Pelikan, 2007, 78-79）。また、
価値として健康を捉えた場合も、他の目的に対する手段とも、また、目的それ自体ともなりうる、ダイ
ナミックな性質をもっている。
＜価値の主体としての個人と社会（集合体）＞	
 
	
  上の図式における個人対社会という対比は、健康の決定因に関する個人対社会、すなわち、パーソナ
ルな要因と社会や自然の構造的要因、あるいは「下流」と「上流」（Tones/Green, 2004,73）の対比で
はない。また、いわゆる“victim-blaming”論にみるような、健康に対する責任の所在に関する区分で
はない。かつて、福澤諭吉が「国の元気、国民の元気」といったことがあるが、健康は個人にとっても
社会にとっても課題であり、そうした課題の名宛、つまり、価値の主体に関する区分である。しかし、
この場合にも、個人対社会という区分には、健康の決定因に関して相互作用関係があり、責任論におい
ても共働する相補関係にあるのと同様、社会の健康と個人の健康という課題の設定においても、リバタ
リアニズムとコミュニタリアニズムの古典的な対立におけるのと同形の、対立と弁証法的関係がある
（Beattie, 1993, 268-269）。
＜取り組みにおける「リアクティブ」と「プロアクティブ」＞	
 
	
  課題としての健康に取り組む活動の領域や方法に関しても多様で、それを分類するモデル化も様々で
あるが（例えば、Tannahill, 1985, 168、Jones/Naidoo, 2000,82-83）、健康という課題の名宛に関する
区分と課題の性格に着目した定義の区分を組み合わせると、その課題に取り組む視点がより明確に設定
できる。その上で、4 つの視点を通じて設定できる、課題に対する取り組みの仕方における区別は、時
間軸上の区分、つまり、
「リアクティブ」と「プロアクティブ」、あるいは「守り」と「攻め」の区分（Nutbeem,
1996,320-321、Levin/Ziglio, 1996,37-38、Pelilan, 2007,80-82）となろう。
	
  しかし、この区分に関しても、
「予防のパラドックス」と指摘されてきた問題が伏在している（Rose,
1992, 12-13、Tones/Green, 2004,51-52）。同様に、「トップダウン」よりも「ボトムアップ」のアプロ
ーチという点から、「エンパワーメント」の概念を使っているが、健康の決定因との関連で「エンパワ
ーメントは誤信ではないか」の批判に晒されてきたし（Nettleton, 2006,242-243）、それは健康という
課題にとって、「到達点なのか、手段なのか」の問題（Tones/Green, 2004,10-11）もある。さらに、レ
ベルの違いによって、例えば、個人とコミュニティの場合には、夫々内容が異なり、かつ、コミュニテ
ィのエンパワーメントは個人のエンパワーメントの単なる総計以上のものとなるが、両者の間には弁証
法的な関係がある（Wallerstein/Bernstein, 1988,1994）。

＜健康増進、健康教育、ヘルス・リテラシー＞	
 
	
  「健康増進」は「健康教育」より新しい概念であり、
「最近の数 10 年間の間に出現してきた、医学優
先、個人焦点のヘルス・システムに対する反動を表わすもの」（Nutbeam, 2002, ⅷ）であり、「健康教
育におけるポジティブなアプローチ、つまり、病気の予防に焦点を当てるよりも健康を高め、健康の潜
在力を作り出すことの必要に対する認識と、健康教育は構造的諸方策による支えがなければ十分にその
潜在力を発展させることができないことが明白になってきた」
（Kickbusch, 1986）ことから生まれたと
される。他方、「健康増進に対する関心の拡がりが健康教育から学ばれるべき教訓を適切に考慮に入れ
るのでなければ、健康増進は、変革のためのより強力な力となるよりも、健康教育の単なる化粧張りや
不適切な横領であることが露見するであろう」と指摘されていた（Downie/Tannahill/Tannahill, 1996,
27）。実際には、「教育」という概念が広い範囲の経験の学習をカバーし、「健康教育」は、健康行動を
改善し、健康とクオリティ・オブ・ライフを高めるために、個人とその社会環境に影響を与える広い戦
略と考えられていた（Sutlerland, 1979、Glanz et al, 2008）からである。
	
  しかし、1980 年代以降「健康増進」が前面に出て人気の用語になるに及んで、その意味が明確さを
失って多様に解釈され、「パラダイムの眞のシフトであるよりもタイトルにおけるシフト」（Rawson,
1992）であるような様相を呈している。したがって、上の概念図式の構成においては、健康を維持・増
進するためにはどのような諸過程が用意されねばならないかの視点から、Tones/Green の所論―健康あ
るいは病気関連の学習を作り出すために設計された、意図されたいかなる活動をも健康教育と捉え、健
康 増 進 は 健 康 教 育 と 健 康 政 策 の 函 数 で あ る と 要 約 す る （ Tones/Green, 2004, 24, 14 ） ― と 、
Green/Kreuter の所論―健康に導く自発的な行動を助長するために設計された、経験学習のいかなる組
み合わせも健康教育であり、健康に導く行動と生活諸条件を支える教育的・環境的支えのいかなる組み
合わせも健康増進であると捉え、実践的必要・政治的便宜・哲学的託身の混じり合う健康教育がなけれ
ば、健康増進は操作的な社会工学的企てとなるであろうとする（Green/Kreuter, 1999, 27,19）―を採
用することにした。そして、「ヘルス・リテラシー」は、前の学フロ・プロジェクトでは、自らの健康
をマネージする上で、健康行動を採るために必要な知と技能と定義したが、ここでの文脈では、健康教
育が改善を目指しているもの、そして、健康学習の成果となりうるものとなろう。
＜効果の評価とエビデンス＞	
 
	
  WHO のジャカルタ会議（1997）における基調講演で、Kichbusch は「健康増進に『エビデンス・ベ
ースト』といった臨床医学の用語法を適用するのが正しい道だと確信しているわけではない」
（Kickbusch, 1997, 267）と述べたが、バンコク会議（2006）に提出された『健康増進用語解』では新
たに定義された用語の一つが「エビデンス基盤型ヘルス・プロモーション」であり、2000 年以降に書
かれた「健康増進」を主題とする書物の中では、いずれも「評価」問題にかなりのページが割かれてい
た。それは、「リフレキシブ・モダニティーが最も集約的に現れる、生命・健康・死の政治、教育、社
会福祉のような社会領域では、評価問題がより以上に頻繁に起る」
（Dahler-Larsen, 2012, 149）からで
あろう。
	
  しかし、健康増進運動は“エビデンス”を提出すべきだとする挑戦を受け（Nutbeam, 1999, 99）、
「エ
ビデンス基盤型の健康増進政策と実践の開発に関する決議」を採択した第 51 回 World Health
Assembly（1998）の当時、
「エビデンス基盤型の実践についての議論の多くの主要焦点は、効果に関す
る適切な測定をめぐってであり、理論の役割はそれほど注意を引かなかった」（Green, 2000, 125）や、
「健康増進は、もしも厳密に科学的タームで評価を追求しようとすると、かなりの挑戦に直面すること

になる。・・・健康増進の研究と実践における『エビデンス』と『エビデンスのルール』をめぐっては
重大で解決されない三つの論点―『エビデンスのルール』はディスシプリンに結びつけられるが、健康
増進の実践は多専門的アプローチを包含するプロジェクトである、エビデンスの『階層』についての一
致はない、多専門的介入の複雑性は、エビデンスに関する単一の、普遍的なルールを擁護できない―が
ある」
（McQueen, 2005, 95-96）と指摘された。しかし、それから 10 年経た段階においても、なお、
「実
験的あるいは擬似実験的な研究からのエビデンスにより大きな比重が置かれているのが実態である」
（Green/Tones, 2010, 242）と指摘されている。
	
  他方、今日の社会・文化的諸条件の下では、専門家のアドバイスに従うという意味で、健康の知識や
技能が高まるとされるのであれば、新たな形のパターナリズムや新たな依存主義を作り出すのではない
か（Abel, 2007, 60）の懸念だけでなく、ヘルス・リテラシーに関して最も困難なことは、様々な健康
へ の 取 り 組 み と 結 び つ く リ ス ク を ど の よ う に 理 解 し た ら よ い か （ Tulloch/Lupton, 2003 、
Petersen/Wilkinson, 2008）の問題もある。
	
  したがって、評価やエビデンス問題には、何をもって実効性があると定義するか、そのパフォーマン
スの諸指標をどのように設定するか、どのような時間スケールで測定するのかなどの一種の方法論的・
技術的な問題以上に、健康の概念定義に含まれる課題の性質、従って実効性の意味、そして評価すると
いう作業自体の意味と性質の間の適合的な関連という理論的問題があるように思われる。
	
  ヘルス・システムを様々な健康の維持・増進法からなるものと捉え、健康という課題の定義、課題の
名宛、課題への取り組みと評価の特質の間の関連からなる概念図式とその概念図式に含まれるであろう
諸論点について、試案的にスケッチしてみたのは、健康をめぐる今日の世界を混沌とみるのではなく、
その世界の中を航行するためには、何らかの構造的連関からなっていて、かつ我々の行動選択とも相互
規定関係をもつ地図を描いてみることが、このプロジェクトが課題として設定した「ヘルス・システム
の変容とヘルス・プロモーション及びヘルス・リテラシー概念の再考」の取り組むべき最初の作業のよ
うに思われたからである。別の言い方をすれば、健康と病気への対処を、ガダマー流に、自分にとって、
自分の人生を遂行することにいかに習熟するかの問題とするならば、「ヘルス・リテラシー」は、その
実践の過程における知と技能となるが、実践の認識論として今や古典になってしまった Schön の“The
Reflective Practitioner”
（1983）の議論を、専門家（professionals）だけに限らず、自分が自分の人生
の「専門家」であるという意味で、拡張して借用すると、現代の時代条件の下で思慮ある人生の実践家
になるためには、
「実践のなかでの省察」だけでなく、
「実践についての省察」をも「ヘルス・リテラシ
ー」概念の中に、何らかの形で組み入れる必要を感じたからである。
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今後に向けて	
 
	
  感性福祉研究所は、2004 年、第Ⅱ期学術フロンティア推進事業を開始するに際して、改めて「21 世
紀型健康福祉のあり方の探求」をそのミッションとして掲げたが、その後の約 10 年にわたるプロジェ
クトが一つの区切りを迎えることになったことをもって、その挑戦が終わるわけではない。しかも、こ
の 10 年にわたるプロジェクトは、
「健康」という問題に焦点をあて、その挑戦の一部を担っただけであ
り、また「健康」という問題に関しても、個人を価値の主体とする取り組みに的を絞ったもので、社会
あるいはコミュニティを価値の主体とする取り組みについては挑戦課題として残されたままになって
いる。
	
  そこに、2011 年の 3・11 に起った東日本大震災は、我々の挑戦に新たな課題を附加することになっ
た。東日本大震災は、生活基盤に関わるほとんどの諸条件と、家族や地域社会を崩壊させる複合大規模
災害であったため、健康や福祉に関しても、諸施設の消失や諸制度の機能停止だけでなく、それらを支
える諸条件も崩れたことによって、従来の研究が所与の定数としてきたものが変数化した。加えて、被
災地における健康福祉システムの再建は、被災前の現状が様々の諸課題を内包していた上に、被災によ
って新たな諸課題が附加される一方、課題対応のための人的・物的及び社会的資源が大きく減殺されて
いることから、原状への復帰ではありえない。そうした事態に直面して、健康・福祉に関する理論の上
でも、理論を実践に具体化する諸システムの上でも、今次の大災害がもたらしたインパクトを真正面か
ら受け止め、理論と諸システムの根本的な再検討を通じた、地域の健康福祉システムにおける新たなモ
デルの構築という、緊急の挑戦課題が我々に課されているように思われる。

