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トヨタ財団  2015 年度研究助成プログラム 研究成果報告書 
企画題目：『格差社会において様々な交換をアクティベートする実践的な分配の正義：共生人間科学に基づく

社会の新たな価値創出』（D15-R-0262） 
助成金額：６５０万円 
代表者：茂呂雄二（筑波大学 副学長・附属学校教育局教育長） 
 
【研究成果の概要】 
 本プロジェクトでは、パフォーマンス心理学に基づいて、貧困や格差に曝されて、学校や就労で苦戦してい

る、子ども達ならびに若者への介入研究実践を進めた。まず、パフォーマンス心理学の整備（理論的特徴の解

明と咀嚼ならびに普及、パフォーマンスアプローチの交換概念による拡張、パフォーマンス研究の記述的な研

究方法論の整備）を行った。次に、⑴東京都足立区の主婦等が運営する子ども支援団体（２団体）とこの団体

周辺に出入りする貧困の子ども達、⑵茨城県西部等のサポステ事業者とこれらの団体に出入りする就労に苦

戦する若者達を対象にして、現地でのフィールド研究を行ない、両地域の子ども達ならびに若者達を取り囲

む、社会物質的で心理文化的なアレンジメントの特徴を明らかにした。そして、その特徴を考慮しながら、介

入研究を行ない、どのようにしたら、これらの子ども達・若者達に、新しい活動の形態を経験させることがで

きるのかを検討した。 
 
【研究成果】 
１．本プロジェクトの問題と目的 
問題 
 本プロジェクト『格差社会において様々な交換をアクティベートする実践的な分配の正義：共生人間科学に

基づく社会の新たな価値創出』は、格差社会において貧困と格差に曝されている、子ども達に焦点をあてて、

社会関係資本の再分配に基づく価値創出を目指すものである。 
 ますます拡大する経済格差は、社会的な不和や人々の未来への不安をもたらしている。なかでも子どもと若

者への影響は重大である。経済格差は学習環境の差を作り出し、この差を通じて若者の学力格差をもたらすと

いわれるが、この学力格差は比較的見えやすい問題といえ、現在子どもの発達支援の多くリソースが、困窮家

庭の子ども達のための無料塾などのように、学力問題に注がれるという結果になっている。しかし、より深刻

なのは、社会的で文化的な資本の分配の偏りが作り出す、格差と不平等だと私たちは考える。社会的で文化的

な資本とは、子どもや若者の暮らす環境が作る、社会関係の豊かさであり、この環境の中でおのずと学ばれる

言葉づかいや身のこなし等の教養に類する蓄積を指す。この資本が無ければ、せっかくの持って生まれた才を

生かす場所にエントリーも不可能である。かつては学校が、社会文化的資本を再分配し階層の間の移動や流動

を作ろうとしてきた。しかし、学校がそれを保障できないことがあきらかになった今、学校の外に、かつての

私塾のように、社会的で文化的な資本を交換し再分配するような仕組みを作ることが必要だと考える。とく

に、市民の手でこの仕組みをつくり上げ、持続させるような仕掛けが求められているといえる。 
本プロジェクトでは、これらの問題に応えるために、パフォーマンス心理学に基づいて研究、実践を進める。 

 パフォーマンスは、これまでの心理学が前提にしてきた「行動」に対抗するアイディアである。行動は、平

均像を前提にして、平均への適応を旨とするが、平均と適応では、これまでの惰性的な制度を超えた新しい価

値創造は不可能である。パフォーマンスとは、自分の限界を突破して、あたらしい生の在り方の共同創造に着

目するアプローチである。人々は、条件が整えば、共同でパフォーマンス環境を作り出すが、この環境作りの

過程で、現在の生のあり方の限界を突破し、成長し発達すると、パフォーマンス心理学は仮定する。 
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 本プロジェクトに取り組む私たちのグループを『ジャパン・オールスターズ』と名付けたが、これは経済資

本の面では充分な分配を受けることのできない子どもでも、与えられた限界を突破して、輝くスターのように

広い世界に飛びたって欲しいという願いに由来する。私たちは、心理学をバックグラウンドにしているが、こ

の願いを一歩でも進めるために、パフォーマンス心理学に基づいて、社会的で文化的な資本を交換し再分配す

る仕組みをミッションとした。 
 
研究の目的 
本プロジェクトの目的を具体的にのべれば、以下の３点となる。 
① パフォーマンス心理学の整備 
② 発達支援を必要とする子ども・若者ならびに支援を提供する大人のニーズに関するフィールド調査 
③ 文化社会資本の再分配の仕掛け作りを目指した介入研究 
 
２．研究方法 
① パフォーマンス心理学の整備 
 パフォーマンス心理学とは、発達と学習に関する心理学である。これまでにやったことのないことにチャン

レンジすることがパフォーマンスであり、それが可能になる環境としてグループ、アンサンブル、コミュニテ

ィを、参加者が共同で製作する課程で、人々は成長し発達すると考える。本プロジェクトでは、従来のパフォ

ーマンス心理学を基礎としながらも、交換という視点から、パフォーマンスの概念をさらに先鋭化して、パフ

ォーマンス心理学の深化・拡張を図った。発達的環境とは、グループ、アンサンブル、コミュニティのメンバ

ー同士が互いにギブ（贈与）しあうことだという交換仮説に基づいて、交換論でパフォーマンス心理学の拡張

をこころみた。 
 この作業のため、パフォーマンス心理学に関する文献調査を行いつつ、一部の翻訳を進めた。またジャパ

ン・オールスターズ主催の研究会を開催しパフォーマンス心理学の咀嚼と発信に務めた。また、パフォーマン

ス心理学をニューヨーク市において議論ならびに介入研究に応用している研究者である、Dr. L. Holzman, Dr. 
D. Freedmna. Dr. C. Lobman を招聘して、研究協議を実施する他、国際ワークショップを開催した。 
 
② フィールド調査 
 本プロジェクトのフィールド調査ならびに介入研究の研究サイトは以下の通りである。 
 ⑴東京都足立区の主婦等が運営する子ども支援団体（２団体）とこの団体周辺に出入りする貧困の子ども達 
 ⑵茨城県西部等のサポステ事業者とこれらの団体に出入りする就労に苦戦する若者達 
 上記２つの研究サイトにおいて、以下の方法でデータを収集した。 
 ・参与観察によって得たフィールドノートデータ 
 ・関係者への半構造化面接法に基づくインタビュー 
 ・イベント等をビデオ撮影し関係者の相互行為ならびに活動の長期的な変化に関するデータを収集した。 
 
③ 介入研究 
 ⑴については、2016 年 10 月から、2017 年 1 月までの期間、「タレントショーづくり」を考案し実施した。

これはステージ上でダンスや歌などの特技を披露するイベントであるが、企画・運営・発表の過程で「専門性

を持つ大人」を必要とする場面をつくることができ、この場面において文化社会資本の交換が実現できると考

えた。「専門性を持つ大人」との交流は、前述のフィールド調査ならびに質問紙調査から、当該地域には様々
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なタイプの子ども支援が確認できたが、貧困の子ども支援活動は、学校外での子ども達への支援に関わり始め

た「専門性を持つ大人」を十分に活用できていないことが示されたからである。 
 ⑵については、2016 年 12 月から 2019 年 6 月間での期間において、「若者たちの固定化した生の在り方と

遊ぶこと」を目指した共同活動を組織した。上記フィールドワークで得た、茨城県西若者サポートステーショ

ン代表の「サポステに来る若者の多くは、何か新しい状況に直面した時、まずできない理由を探し、それにト

ライしない自分を納得させているように感じる」との発言にあるように、固定化した生の限界を突破する、新

しいパフォーマンスの開拓が重要だと考えたからである。 
 
３．研究結果 
 
3.1 パフォーマンス心理学の整備 
 本プロジェクトの基礎を作る、パフォーマンスは、まだ十分に我が国で理解されているとは言いがたい考え

方である。そこで最初に考え方の咀嚼を目指した。 
 
3.1.1 パフォーマンス心理学の咀嚼 
 上記の目標のために、まずパフォーマンス心理学の理解を徹底する作業を進めた。パフォーマンス心理学の

関連書籍情報を収集・整理し、代表的著作を翻訳出版するとともに、パフォーマンス心理学の代表的なシンク

タンクであるニューヨークのEast Side Institute 等を実際に訪問して関係者へのインタビューを行い、さら

に２回の国際ワークショップを東京で開催して、情報交換と議論を進めた。 
 その結果、パフォーマンス心理学が、複数の哲学的人間科学のトレンドから形成されてきたこと、特にソー

シャルセラピーあるいはソーシャルセラピューティクスと呼ばれる、批判心理的臨床論に支えられているこ

と、そして様々な若者・子どもの発達支援プログラムとして展開可能なことを明らかにした（茂呂雄二

（2018a）；茂呂雄二（2018b）；茂呂雄二（2018c）；茂呂雄二（2019））。以上の理論的な検討は、茂呂雄二(印
刷中)として刊行予定である。また、2018 年にパフォーマンス心理学とソーシャルセラピーに基づく、貧困支

援をニューヨーク市で展開するL.ホルツマン博士ならびにD.フリードマン博士を招聘して、３日間にわたる

国際ワークショップならびに公開講演会を開催した（ホルツマンとフリードマンによる国際ワークショップ）。 
 
3.1.2 交換論によるパフォーマンス心理学の拡張 
 交換の観点が、人々の日常的な学習実践を理解する上で、非常に有効な概念であることを、これまで状況的

認知あるいは状況的学習論と呼ばれる研究トレンドと比較することで明らかにした。人々の学習が、状況のア

レンジメントのなかで、アレンジメントの構築で可能になるとする、考え方をさらに進めるためには、アレン

ジメントを可能にする人々の関心（経済的利害）だけでは不十分であり、感情や情動も含めた交流の在り方と

して交換関係が有効であることを理論的並びに状況論のレビューから明らかにし提案した

（Kitamoto,R.(2017)；北本遼太・茂呂雄二（2020）； Ueno, N., Sawyer, R., & Moro, Y. (2017)）。 
 
3.1.3 社会物質的アレンジメントによる状況の詳細記述方法論の開拓 
 本プロジェクトは、交換の概念に加えて、社会物質性の観点から、パフォーマンス心理学を具体化すること

にも貢献した。パフォーマンス心理学は、どちらかというと実践や介入研究に力点を置く研究方法だといえ

る。しかし、どのように実際の人々のパフォーマンスが新奇性を帯びたり、新しい交換の形態が創発したりす

るかに関する経験的データの提示方法の観点では、弱みもあると指摘しなければならない。そこで本研究で
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は、状況を構成する人＝モノ＝制度がいかにアレンジメントを形成し、このアレンジメントがどのような機会

に、どのように編成替えするのかを記述する枠組みに、社会物質性研究を採用して、質的な記述方法を開拓し

た（Hirose, T. and Moro. Y. (2019)；北本遼太・茂呂雄二 (2020 印刷中) ）。 
 
3.1.4 介入方法としてのパフォーマンス心理学の具体化 
 本プロジェクトでは、実際の介入場面で利用可能な、介入方法としての遊びの開発を行うとともに、代表的

な介入方法の一つである、インプロ（インプロヴィゼーション、即興遊び）の導入や普及を進めた。即興的に

新しい交換を考案する、交換遊びを開発し子ども達や、就労で苦戦する若者達への適用を試みた（Hirose, T., 
Kagawa, S., & Moro, Y. (2016)；Hirose, T., Otsuka, S., Kitamoto, R., Moro, Y. and Miyamoto, M. (2018)）
また、インプロ遊びの普及と深化のために、パフォーマンス心理学に基づくインプロ活用本の翻訳を行ない

（ロブマン，C． & ルンドクイスト, M．(2007/2016)）。また実際に著者のロブマン博士を日本に招聘して、

パフォーマンスと応用インプロに関する国際ワークショップを開催した（キャリー・ロブマン国際ワークショ

ップ・シンポジウム）。 
 
3.2 東京都足立区におけるフィールド調査と介入研究 
 これは、本プロジェクトの研究協力者の広瀬拓海を中心とした、一連の調査研究（広瀬拓海・茂呂雄二 
(2016)；広瀬拓海（2017）；広瀬拓海（2019a, b）；Hirose, T. and Moro. Y. (2019)；広瀬拓海（2020））によ

るものである。 
 
3.2.1 本フィールド調査の目的と方法論 
〔子どもの貧困〕 現代の日本社会における貧困の進行の中で、「子どもの貧困」への注目が集まっている。

最新の日本の子どもの貧困率は 13.9%であり、1990 年代から大きく上昇し、国際的に見てもアメリカ、イギ

リス、カナダなどに次いで高い位置にある。この状況で、子どもの貧困問題に対応する動きも生まれ、自治体

や、ボランティアの地域住民が提供する「無料学習支援」や「子ども食堂」の活動が開始され、「子どもの貧

困対策の推進に関する法律」が施行された。子どもの貧困は、現在の日本において喫緊の課題となっている。

このフィールド研究では、⑴この環境の中で、子ども達を取り巻く環境にどのような変化が生じ、子ども達は

そこでどのような影響を被っているのかを明らかにし、⑵この変化に対応するための子ども支援の方法論や、

社会のあり方のデザイン指針とは何かを目的とした。 
〔方法論〕 本論は状況論に依拠する。これは、伝統的な心理学では人間の内側にあるものとされてきた精神

の営みを社会、文化、歴史的な文脈、つまり人間を取り巻く環境とともに理解しようと試みてきた理論であり、

「実践コミュニティ」や、「活動システム」、「社会物質的アレンジメント」などの分析の単位を提案すること

で、特に人間の認知・学習を環境の全体とともに理解する道を示したものである。本論では、この状況論に依

拠し、社会-文化-歴史的な環境と切り離せない存在として貧困の子ども達をとらえ理解していく。とくに記述

の枠組みとしての社会物質的アレンジメント研究の視点を採用した。これは状況論において、近年注目を集め

ている立場である。主体・対象・能力・文化などとしてとらえられるすべての存在物が、「人間」と「人間で

ないもの（道具、制度など） 」が織り成すネットワークの効果として顕現すると考える。人間も、人間でな

いものも、“それ単体”としては存在せず、このネットワークつまり「社会物質的アレンジメント」と呼び、こ

のアレンジメントから顕現する人間の判断や、欲求、ニーズを「エージェンシー」と呼ぶ。 
〔研究サイト〕 足立区の２つのコミュニティづくり活動を対照にフィールド調査を行った。 
 第１は、コミュニティづくり活動Ｘである。代表は新聞記者の女性タナカ氏であり、貧困家庭の保護者と
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「ママ友」として、自宅の一部を解放し会場として、放課後を過ごす場所、勉強の支援、食事提供を週 1 回提

供する活動を展開していた。2008 年に開始され、 定期的な参加者の 7 割以上が母子家庭の子どもであった。 
 第２は、コミュニティづくり活動Ｙであり、代表のヤマダ氏：2017 年まで地域の民生委員・児童委員、地

域の学校で「開かれた学校」づくりの委員をされていた。2003 年より、地域の公的な施設を会場に月 2 回、

日曜に遊び場と食事提供の活動を行っている。参加者の約 7 割が家庭に経済的、生活面での困難を抱える家

庭であった。 
  
3.2.2 フィールド研究の結果 
⑴２つのコミュニティづくり活動の参与観察 
 コミュニティづくり活動ＸとＹへの参与観察から、参加する子ども達の３つ特徴「暇と語ること」「部活動

からの離脱」「無料の資源による活動の創造」を明らかにし、ついで特徴が見られる子ども達の位置づけを足

立区内の公立中学校における質問紙調査をもとに検討した。その結果、（1）活動に注目して部活動にも有料の

放課後活動にも参加していない子ども達について見てみると、公立中学校では 7.69％存在していた。就学援

助受給率（34.2%）を踏まえると（足立区、2017）、経済的に困窮する家庭の子ども達すべてが部活動から離

脱したり、有料の放課後活動に参加できなかったりするわけではない、（2）この 7.69％の子ども達の中には、

本論で注目する子ども達とは異なり、コミュニティづくり活動にむすびついていない子ども達が存在するこ

とも示され（3）（2）の子ども達は、主に家の中の資源を使って学校外の時間を過ごすための活動をつくり出

していることが示された 
⑵貧困の子ども達の具体的な社会物質的アレンジメントの記述 
 コミュニティづくり活動 X に照準して、子ども達へのインタビュー調査にもとづくアレンジメントの記述

とコミュニティビルダーへのインタビュー調査にもとづくアレンジメントの拡張を検討した。 
 まず、上記⑴の３つの特徴が顕著に見られる、子どもに注目して、インタビュー調査を実施し、貧困の子ど

も達に特徴的なアレンジメントを具体的に記述した。コミュニティづくり活動 X の活動場所の一室で、半構

造化面接の形式で調査。「普段学校が終わった後、何をしていますか?」、「X にはどうして参加しているのです

か?」などの質問をおこない、データを収集した。そのデータをカテゴリー分類し、「人、モノ、制度」のカテ

ゴリーが１３、「エージェンシー」のカテゴリーが６の合計１９のカテゴリーが得られた。このカテゴリーか

らストーリーラインを生成した結果、「子ども達の学校での振る舞いをもとに，【自分たちを理解してくれない

人物としての教師】が顕現し、その教師との関係から，部活動から離れたいというエージェンシーがさらに顕

現する」と解釈可能であることが示された。一方、それぞれの家庭は、調査協力者にとって、自分の家は楽し

みを得られない場所として顕現していることが示された。家庭という「人，モノ，制度」のカテゴリーとの関

係から，【暇であること】というエージェンシーが顕現しており、この【暇であること】は子ども達が「新し

い活動を求めること」，つまり「暇」な時間を過ごすための活動を見つけ出すことや，あるいは新しい活動を

つくり出すことをうながしていた。 
 次に、コミュニティビルダーへのインタビュー調査では、調査協力者は，学校，家庭，コミュニティづくり

活動に詳しい大人としてのコミュニティビルダーであるヤマダ氏とタナカ氏の 2 名であり，彼女たちからの

貧困の子ども達や、学校、家庭、コミュニティづくり活動の見えや歴史について質問をした。データから「学

校」のカテゴリーが３つ、「家庭」のカテゴリーが２つ、「コミュニティづくり活動」のカテゴリーが２つ、合

計で７つのカテゴリーが得られた。 
 ヤマダ氏の「学校でも〈そんな感じで〉食べ物を食べてないっていうのも、学校の先生たちが朝，もう，あ

の，おにぎり持ってきて食べさすようになったり、そう，飴をなめさせたり、とかっていうような〈ことも〉
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始まったのがほんと 10 年ぐらい前」という語りにあるように、教師は、貧困の子ども達のために学校の業務

の範囲を超えた自発的な支援を 10 年程前から地道に行ってきた。 
 また、同じくヤマダ氏 「・・・ええ，地域ー環境が，ものすごく悪いので，・・・先生方が，もうほんと

に 10 時，11 時まで残って，こう一生懸命指導をしても，おいつかない，現実が，あるので，もう，あのー，

足立区の教育委員会〈が〉いっぱいいろんなことを〈言って〉きたり，貧困対策が，一生懸命学校に，こう，

何かをやってくださいよっていう風に言って来ても，そんな時間の余裕があるかと，・・・で，なぜって言う

と，〈あのー他の〉自治体と比べると，えーとー，学校に依存している，保護者が，もうパーセンテージが，

〈もうもう〉全然違う，ものがある。」との語りが代表するように、一方で，近年になって教師には，貧困対

策実施のプレッシャーがかかっており，特に学力面での成果を示すことが求められていることがあらわにな

った。先の子どものインタビューと関連づければ、【自分たちを理解してくれない人物としての教師】は，単

純に子ども達を理解しない存在としてではなく，ネットワークの中で見ると子ども達への自発的なケアへの

思いを持ちつつも，行政からの貧困対策の要請に応えなければならない存在として現れていることが分かる。 
 また、【貧困対策の実施に関するプレッシャー】の背景には，新自由主義の影響を指摘する必要がある。新

自由主義の社会において，人々は経済的合理性を追求する「企業家」としてあらゆる活動を数に置き換えて分

析することが要請されており、貧困対策のプレッシャーは，新自由主義的な経済的分析と密接につながるもの

として，教師のもとに顕現していたと考えられる。 
 次に、家庭のネットワークについて、タナカ氏が「…が低学年のころ，学童保育が６時で終わってしまうの

にお母さんの帰宅は７時近くになるので，その時間が『さびしい』といってうちに何日か姿を見せたことがあ

りました。お母さんに話すと，『さびしくたって、しかたがない。がまんしてもらわないと』というのでした。

お母さん時間給で働いていたので仕事の時間を短縮すれば，それだけ収入が減り、ただでさえぎりぎりの生活

なのに，これ以上は切り詰められない。・・・」と述べるように、貧困の子ども達の保護者の多くは，非正規

雇用で働いており，子どものことを気にしていながらも，生活を維持するために長時間の仕事をせざるを得な

い状況にあることがわかる。このことから、子ども達のアレンジメントに顕現していた【暇な場所としての家

庭】は，保護者の置かれた就労状況から来る多忙さと密接に関係したものであったと考察された。 
 ２つのコミュニティづくり活動X とY は、いずれも最初から貧困の子ども達を支援する活動として存在し

ていたのではなく，「10 年ぐらい前（ヤマダ氏）」から，学校や家庭で十分なケアを受けていない子どもの参

加が目立つようになり，貧困の子ども支援が開始したこと、つまり貧困の子ども達との出会いから生まれてき

た活動であることが示された。 
 社会物質的アレンジメントから見た貧困をまとめれば、社会が新自由主義に向かって動いていく中で，その

影響を受けた人々（教師や，保護者）があらわれ，それらの人々との関係の中で，子ども達が「暇」を感じつ

つ，身近な空間の中を利用可能な資源を求めてさまよう状況として描くことができる。確かに貧困は学校生活

からの離脱や非行につながるリスクと言える。しかし，子ども達は単純に環境の犠牲者であったわけではな

く， 
自らの環境をつくり出すエージェンシーを発揮してもいたこの能動的な動きの中で，コミュニティビルダー

の大人との出会いや，大人による新しい貧困支援が生まれていた。つまり，貧困の子ども達は自身を取り巻く

アレンジメントを「変化」させ，さらにそこで活動を新しいものに「拡げ」ていく学習（すなわち，「活動の

変化・拡がり」としての学習）に取り組んでいたことが示唆された。 
 
3.2.3 介入研究 
⑴足立区内の子ども支援活動の現状と課題の検討：既に存在している学校外での貧困の子ども達に対する支
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援が，子ども達の「活動の変化・拡がり」としての学習にどのような貢献をするのか，またどのような課題を

抱えているのかを確認した。足立区において非営利活動団体として登録している，（貧困か否かを問わず）子

どもの支援に携わる団体を対象に質問紙調査を実施した。子ども支援団体以外も含む 160 の非営利活動団体

に質問紙を送付し，子どもを対象とした活動（事前に予想された団体数は，60 団体）を行っている場合にの

み返送を依頼し、46 団体から質問紙の返送（うち，子ども支援団体は 34 団体）があった。結果、非営利の

「貧困の子ども支援団体」はＸやＹ以外にも，足立区内に存在し，それらは貧困の子ども達の学習に対して，

安全な場所や人とのつながりを提供しているものの，学校外での子ども達の支援に関わり始めた「専門性を持

つ大人」という資源を十分に活用できていないことが明らかになった。 
⑵「専門性を持つ大人」とつながることの意義は、子ども達が利用可能な資源の豊富さは，そのまま「活動の 
変化・拡がり」としての学習において，子ども達が新しいエージェンシーや，活動が顕現させる可能性につな

がる。貧困の子ども達が現在の制約を超えて学習していく、つまり（アレンジメントを変化させていく）ため

には，彼らの周囲にさまざまな資源との出会いの機会があることが必要である。そこで、子ども達のアレンジ

メントに「専門性を持つ大人」をつなぐことに焦点を当てた支援の方法論について検討した。 
 本プロジェクトでは、支援のプロトタイプとして「タレントショーづくり」を考案した。これは、ステージ

上でダンスや歌などの特技を披露するイベントであり、企画・運営・発表の過程で「専門性を持つ大人」を必

要とする場面をつくることができるものである。なぜタレントショーづくりなのかと問われれば、例えば，フ

ィールド研究で、子ども達は普段のＹの活動の中で歌をうたったり，ダンスを自己流で楽しんだりすることが

あり、既存のアレンジメントの連続性を踏まえつつ，楽しい活動の中で子ども達と「専門性を持つ大人」つな

ぐことができるのが、タレントショーであるといえる。 
「タレントショーづくり」を通した介入は，Y において 2016 年 10 月から 2017 年 1 月までの期間行い、計

５回のショーを開催した。タレントショーづくりを継続的なものとして子ども達のアレンジメントに位置づ

けていくために，相談する場である「企画ミーティング」、子ども達がダンスや歌などの特技を発表する場で

ある「タレントショー」を年に 2 回のペースで実施し、その間に専門家とつなぐ「ワークショップ」を行っ

た。ワークショップの講師は、イラストレーター，ウクレレ演奏家，アカペラサークル，レンタル会社（照明・

音響）などであった。 
⑶企画ミーティングの分析から見たアレンジメントの変化 
 介入の中の子ども達のやり取りを記録したビデオデータ（合計１４時間２分）をもとにアレンジメントにど

のような「人・モノ・制度」がつながったのかについて検討した。その結果、「地域の関係者」（例えば，地域

の学校・児童・生徒，地域の子ども支援団体）や「専門性を持つ大人」（例えば，イラストレーター）などが

つながったことが示された。また，さまざまな「人・モノ・制度」を子ども達のアレンジメントにつないだこ

とで，「タレントショーを企画し，準備しようとするエージェンシー」が顕現していたこと、「専門性を持つ大

人」 は「タレントショーづくり」のための資源として位置づいていたこと、さらに後者の変化は，参加者の

子ども達が「会ってみたい大人」について最初はほとんど語らなかったことを踏まえると，大きな変化であっ

たことが明らかとなった。 
⑷インタビュー調査 
 つながった「人・モノ・制度」の全体から，どのような子ども達のエージェンシーや，その他のさまざまな

効果が顕現していたのかをより具体的に検討した。その結果、タレントショーづくりによって，「専門性を持

つ大人」を一部として含む多様な人々が集まる場がつくられ，その多様性の中で，子ども達は意見や振る舞い

の雑多さを調整することに困難を感じつつも，次第に楽しさや，仲間意識を顕現させ，さらに学校のアレンジ

メントで抱えていた息苦しさの発散や，（自分の）新しい価値を発見していたことが明らかとなった。 
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3.3 茨城県西部のサポステ事業を中心としたフィールド調査と介入研究 
 これは、本プロジェクトの研究協力者の北本遼太を中心とした、一連の調査研究（Kitamoto,R.(2017)； 
北本遼太（2019）；北本遼太・広瀬拓海・大塚 翔・茂呂雄二・浅沼秀司・悠々ホルン・大山光子・冠地 情・

香川秀太・松嶋秀明（2019）；北本遼太・茂呂雄二（2020）北本遼太・茂呂雄二 (2020 印刷中).）によるもの

である。 
 
3.3.1 パフォーマンス介入研究の目的 
 我が国では、2015 年時点でのニートの推定人数は 170 万人であり，15 歳から 29 歳のうち 10.1％がニート

に該当し、非正規雇用の若者（15 歳から 29 歳）は 238 万人存在し，就業している若者のうち 27％は十分な

賃金や社会保障制度を得ることが難しい非正規雇用で働いているという現状にある（総務省統計局（2016） 

『年齢階級別の正規・非正規雇用者間の雇用形態の移行』）。このとき、ニートとは雇用・教育・訓練のいずれ

も受けていない若者（15 歳から 29 歳）（OECD（2017）Investing in Youth: Japan, OECD Review on neets.）
を意味する。このような若者は当然貧困状況に在ることが多く、パフォーマンス心理学の観点から、このよう

な若者達に介入し、新しい活動を開始してもらうことは重要である。 
 そこで、茨城県のサポステ事業所と共同して、「若者たちの固定化した生の在り方と遊ぶこと」を目指した

共同活動を、介入を通して惹起することを目的とした。このサポステに来所する若者の背景には、元ひきこも

り、精神的な障害，発達障害などがあり、就労にたいへん苦戦している。 
 
3.3.2 介入の流れ 
⑴チーム作りの準備（2016 年 12 月 ～2017 年 11 月）：パフォーマンス心理学についてのワークショッップ

として、サポステの利用者や職員とインプロゲームやチーム作り活動の参加者の募集活動等を行った。 
⑵第一期 （2018 年 1 月 ～2018 年 4 月）隔週土曜日の対面でのミーティング，インターネット掲示板を利

用した議論を継続した。チーム名をRe:boot と決めて、チームの目的を農業を利用した、障がい者が働ける仕

事作りに設定した。 
⑶第二期（2018 年 5 月～2018 年 11 月）様々な関係者とのつながりの形成を行う期間であった。情報収集や

能智の貸借二向けて、近隣の農家とのミーティングを起こった。またRe:boot の広報チラシを近隣の若者支援

団体や他のサポステ事業所へ送付したり持ち込みしたりした。 
⑷第三期（2018 年 12 月 ～2019 年 6 月）近隣の農家と連携したイベントの企画・実施した。2019 年 1 月に

は、新年を祝う伝統行事でのボランティア活動を企画し、2019 年 6 月には障がい者支援施設のイベントとし

ての農作物収穫体験を企画、実施した。 
 この介入について、参加者、サポステ職員、関係する農家の人々等にインタビューし、そのデータを質的に

分析することで、アレンジメントと介入の意味の推移を明らかにした。 
 
3.3.3 介入の結果 
 介入の結果で、特に顕著だったのは、多くの参加者が離れたことであった。しかしこのことは、介入そのも

のの失敗というよりも、アレンジメントの編成の推移とそれがもたらした、アレンジメントの意味の変化とい

うべきものであった。 
 多くの参加者にとってRe:boot の活動は責任が重いものとなっていた。このRe:boot の活動への責任の重さ

は、第一期では、（実現するかは別として）やりたいことについて考えを出し合う気楽に参加できる面白みの



 9 

あるものであり、それほど責任を考える必要のないものであった。しかし、第二期以降、イベント開催のため

の関係者への協力要請等の事務が増えたことで、責任が多い「自分たちの手に負えないもの」と映るように変

化していった。この「責任」が新しいことへの挑戦を困難にしていたといえる。 
 Re:boot の活動の責任が重いため，多くの参加者は活動から離れたが、その一方で、農家との共同イベント

の企画・運営に挑戦した参加者が１名いた。この参加者は，イベントの企画・運営をした感想として，多義的

な「責任」を感じたことを語っている。 
 
 やらなきゃいけない責任と。進んで自分を身を投げる責任，その進んで自分を責任の中においてしまうって

いうの，の違いを今感じていて。この前の玉ねぎ堀なんかは進んで。そんなに大した責任があることではない

かもしれないんですけど。…自ら進んでそん中に飛び込んで行ったって言うのが，進んで。仕方なく感じる責

任とはまた違う感じで。楽しくできているのかなって。（収穫体験イベント終了後の参加者へのインタビュー

より） 
 
 これは、Re:boot の活動を通した「責任」の意味生成と意味変化が生じたと理解できる。一連の介入を通し

て、固定化した生の在り方と遊ぶこと画可能となり、自分たちの振る舞い方を制約する言葉（ここでは責任）

について新たな意味の創出が可能となった事例と解釈できる 
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Fujen University, Taipei. November 25, 2016. 

Moro, Y. (2017). Globalization and socio-historical arrangements of young people’s tracks: Japanese cases. 
A Paper Presented at Play, Perform, Learn, Grow: Exploring Creative Community Practices, at 
University of Thessaloniki, Greece, April 3, 4 and 5, 2017. 

Moro, Y. et al. (2017). The Politics of Play in a Culture of Fear. Paper Presented at International Society 
for Cultural and Activity Research 5th Congress, August 28th - September 1st 2017, Quebec, Canada. 

茂呂雄二（2017）．子どもも保育者もパフォーマンスで発達する．いわき短期大学研究紀要, 50, 174-183.  
茂呂雄二（2018a）．「人間の学習」茂呂雄二他編著『スタンダード学習心理学』サイエンス社 
茂呂雄二 (2018b). パフォーマンス心理学と恊働実践の意味．第 11 回日本保健医療福祉連携教育学会学術集

会， 基調講演．茨城県立医療大学． 
茂呂雄二 (2018c).  この場で発達を作る－パフォーマンス心理学による社会療法．臨床心理学，特集『発達

的視点を活かす』第 18 巻，第 2 号． 
茂呂雄二（2019）．「パフォーマンス心理学とはなにか」茂呂雄二他編著『パフォーマンス心理学：共生と発達

のアート』新曜社 
茂呂雄二他編著（2019）．『パフォーマンス心理学入門：共生と発達のアート』新曜社 
茂呂雄二（2019）．「即興パフォーマンスと発達」赤木和重編著『ユーモア的即興から生まれる表現の創発―発

達障害・新喜劇・ノリツッコミー』クリエイツかもがわ 
Moro, Y., Hamamoto, S. & Raisaka, H. (2019). Developing School Teacher’s Alternative Performances: 

Performatory Psychology in Progress. APCESP-0116. Paper Presented at Asia-Pacific Conference on 
Education, Social Studies and Psychology, March 20, 2019.  

茂呂雄二（印刷中）．『成長と発達の心理学：ソーシャルセラピューティクス入門』新曜社 
Ueno, N., Sawyer, Moro, Y. (2019). Reconstitution of Socio-Technical Arrangements: Agency and the Design 

of Artifacts. Mind, Culture and Activity. 24(2), 95-109. DOI: 10.1080/10749039.2017.1296467 
 
【翻訳による成果】 
ロブマン，C． & ルンドクイスト, M．(2007/2016)．『インプロをすべての教室へ：学びを革新する即興ゲー

ム・ガイド』（ジャパン・オールスターズ訳）新曜社 
ニューマン, F. (1994/2019)．『みんなの発達！ニューマン博士の成長と発達のガイドブック』（茂呂雄二他訳）

新曜社 
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ニューマン, F. & ホルツマン, L. (1996/出版準備中)『パフォーマンスと発達・成長のアート：科学から離れて』 
 
【成果：国際ワークショップ・国際シンポジウムの開催】 
⑴キャリー・ロブマン国際ワークショップ・シンポジウム 
◯国際ワークショップ『インプロとパフォーマンスによる発達支援の考え方と実際』 
 講師：キャリー・ロブマン（ラトガース大学Graduate School of  Education 准教授） 
 日時：2017 年３月 11 日（土曜日）14:00 から 17:00 会場：国士舘大学  
◯国際シンポジウム『共生人間科学の展開』Performatory Science of Living Together in Progress 
 日時：2017 年３月 12 日（日曜日）13 時から 18 時、会場：筑波大学東京キャンパス 
 基調講演 キャリー・ロブマン『パフォーマンス・アクティビズムと人々の共生』 
     コメント：今井裕之（関西大学）小川園子（筑波大） 
◯パネル・ディスカッション『日本におけるパフォーマンス心理学の展開と共生』 
   有元典文（横浜国大）・郡司菜津実（国士館大）「パフォーマンスで発達を定義する」 
   香川秀太（青山学院大学）「台本のないゼミの実践：創造的評価の試み 」 
   広瀬拓海（筑波大学）「タレントショーの運営を通した交換関係の再編成がもたらす中高生の発達」 
   Steven Parr（New International School）「A Transformative Activity-based Model for Learning」 
 
⑵ホルツマンとフリードマンによる国際ワークショップ 
◯講師：ロイス・ホルツマン（East Side Institute of Short and Group Therapy 研究所長） 
    ダン・フリードマン（All Stars Project, Inc. 付設Castillo Theater 芸術監督) 
◯ジャパン・オールスターズ国際ワークショップ 2017『日本におけるパフォーマンス心理学の未来』 
  日時：2017 年８月 16 日～18 日  
  会場：筑波大学東京キャンパス 
◯プログラム 
 １日目：ホルツマンによるワークショップ、フリードマンによるワークショップ、“Yes, and“ カフェ 
 ２日目：平行シンポ①「交換とパフォーマンス」、「パフォーマンスで発達環境をデザインするプロジェクト」 

  公開講演会① ロイス・ホルツマン 「ヴィゴツキーの考え方入門」 
  公開講演会② ダン・フリードマン 「パフォーマンス・アクティビズム入門」  

 ３日目：Performance of A Lifetime パフォーマンス、“イェス、アンド”カフェ：全体リフレクション 
 


