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第１章　イントロダクション
Chapter 1  Introduction



三つ巴で連携しながら NPO がシステムマネジメントを担う「認知症
の方々の社会参画課題解決・日蘭国際交流プロジェクト」ローンチ
である（*1）。
　この取り組みは 2016 年度から 2017 年度（日本は 2018 年３月末）
の２年間、オランダ～日本の両国大学生 / 大学院生たちがパラレル
に研究しながら交流し、多彩な視点と刺激を交換しつつ、オリエン
テーションを経て４つのフェイズで展開した。1）調査 = 専門家の知
見や当事者の話を聞いたり、実際の現場に出向き問題から課題を設
定する。2）コンセプト立案＝課題に対していかなる点にフォーカス
しその解決をみるかの視座を立てる。3）提案＝解決策としてそれを
プロトタイプとして提案する。今回はその出口として「製品」「サー
ビス」「政策提言」の何れかに設定した。4）テスト＝その提案内容
のプロトタイプを実際に街や当事者という実社会の空間でテストし、
さらなる定量化を促す。1）- 3）を１年目に、4）を２年目に行い、
一部は当冊子制作時も継続中である。当プロジェクト期間中、両国
双方で複数回の合同プレゼンを実施。オランダからの学生の来日並
びに日本学生の渡蘭に関する費用は、国際交流基金、アルファロメ
オ、富士通 SSL、日本パーカライジング広島工場、エーザイを始め、
多くの企業団体様からの協賛金を原資とした。また費用の捻出のみ
ならず、期間中労を惜しまず、認知症関連団体や庁内複数部署に
跨る調整などを含む、多大なご尽力を頂いた川崎市・渋谷区両行政
職員の方々の協力が無ければ今私たちはここにいない。改めて関係
各社（者）・団体の皆様に心からの感謝の意を表したい。

　2012 年春に東京・渋谷で起業した弊社の活動の起点は、22 年前、
次男が脳性麻痺で生まれて来た時に遡る。当時から、医療や福祉・
行政サービスの受益者になって始めて見えて来たものがあった。障
害者に分類される少数派と健常者たる多数派に分けられる社会習慣
に起因する意識や心のバリアである。「かわいそう」「気の毒」「大変」
など、「できればそうありたくない」“スティグマ” と呼ばれるものに
近い。
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「本屋さんに何冊もの本を抱えて返しに行ったら、二度と来ないで欲
しいと言われた」。
2009 年のある日、叔母が涙を浮かべながらそう言った。

叔父が認知症と診断されて以来その症状は進行し、押し入れ一杯に
近所の書店から本を「持ってきて」いたそうだ。彼女は事あるごと
に叔父の所作を憂い、「ご近所に迷惑をかける」「誰それに迷惑が
かかる」と会うたびにそう繰り返すばかりだった。現在は特別養護
老人ホームに入所している叔父を、同居していた叔母、近隣に住む母、
そして我が家でその後の約６年をサポートした。認知症は当事者の
みならず家族の生活に大きな負担と不安を強いた。当時専門書を漁
り、連日ウエブを閲覧し、医療や福祉の専門家に聞けども、前向き
な気持ちになることは無かった。
　詳細の数字は後に譲るが、超高齢社会日本における認知症の問
題は、諸外国の高齢化傾向に比例する形で世界に及ぶ。
   2015 年９月。オランダ /TU Delft デルフト工科大学デザイン工学部
でのピープルデザインの集中授業が終わった日、同大学のヘルスケ
ア部門のチェアマン / リチャード グーセンス教授と長い時間この問
題について語りあった。気がつけば陽は暮れ、ロッテルダムのレスト
ランで、ディナーのコーヒーを飲むタイミングまでにまとめ上げたの
が当プロジェクトの企画骨子だった。帰国したその足で、DFJ（認
知症フレンドリージャパン・イニシアチブ）/ 富士通研究所の岡田誠
さんに相談した。「旅の言葉」（丸善出版 / 慶応義塾大学 SFC 井庭
崇教授と共著）でも知られ、国際的に認知症の課題に向き合う氏
が共催の立場で参加したいと快諾して下さった。    その後、弊社が包
括協定を締結している川崎市、そして渋谷区両行政の賛同を得て参
加大学を調整・決定。オランダ側に TU Delft デルフト工科大学デザ
イン工学部、日本サイドは慶應義塾大学大学院リーディングプログ
ラム、専修大学ネットワーク情報学部、青山学院大学教育人間科学
部・同大法学部の４大学 5 学部という座組に相成った。認知症を核
に、実に多様な大学・学部と国籍の学生が集い合い、産学行政が
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日本では小学校に上がる頃をめどに、学校教育の現場でも障害者と
健常者が学ぶ空間は分かれてしまい、双方の接触頻度は著しく低く
なる。それは双方共にそれぞれの属性に対する無知を誘引する。無
知の底流には恐怖が横たわる。故にその問題を無意識のうちに避け
ていくことになる。時にそれが差別や偏見に繋がることが多いのも
周知の通りであろう。
　昨今「心のバリアフリー」が叫ばれる一方、その為にはどうするか？
という具体的な方法論に選択肢は少ないと感じる。そこで私たちは

「心のバリアフリーをクリエイティブに実現する思考と方法論」を "
ピープルデザイン " と定義し、NPO として、街を媒体としながら活
動を始めた。障害者・LGBT・認知症を核とする高齢者・子育て中
の父母・外国人の６属性のマイノリティの社会課題を入口に、モノ
づくり・コトづくり・シゴトづくり・ヒトづくりの４領域において、
ダイバーシティ（多様性に寛容な）社会の実現をゴールに据える。
　従来の医療や福祉•行政の専門性とは別の角度から、当プロジェ
クトもその一環として展開した。次世代が自らの時間と身体を使っ
てマイノリティ当事者や社会問題に触れ、異なる国や文化を背景に、
クリエイティビティと新たな選択肢を顕在化させるアプローチとも言
える。今後、誰も経験したことの無い前人未到の超高齢社会をサバ
イブする上では、先人たちの叡智に触れながらも、専門家や過去の
文献・事例のみに頼らない「超福祉」（*2）の新しい視座が求めら
れよう。違いのある多様な人々が混ざり合っている当たり前な日常を
目指して。なによりそれは、日本のみならず国際社会のサスティナ
ビリティ（持続可能性）の向上に寄与し、時としてイノベーションの
発露にすらなり得ると信じるからだ。
　今、２年間に渡るオランダと日本の大学生 / 大学院生たちのチャ
レンジの記録が纏まろうとしている。未だ道半ばな点も多々ある一方、
ここに至る膨大な資料と時間を載せきれないのは残念だ。現在、専
修大学の佐藤慶一准教授を主に、デルフト工科大学に滞在中の専修
大学栗芝正臣准教授と弊社の手で書籍化に向けた準備も進めてい
る。今後予定されているウエブでの公開時には、翻訳ツールなどを

活用し、世界各国の方々の目にも触れることだろう。
　当冊子がいつの日か書店に並んだ折には、ぜひ書店の方々と一緒
に新しい地域社会の “習慣” を立ち上げたいと思う。万が一、認知
症の方が支払いをせずに「本を持ち帰って」しまい、後日ご家族が
それを返しに来ることもあるだろう。その時、書店の店員さんはにこ
やかにこう言うはずだ。

「わざわざありがとうございます。またお待ちしています。」と。
「迷惑をかける」ことに怯えなくてよい未来。

困りごとへの解決策が多様な未来。また明日から、次世代の皆さん
と共にそんな未来をつくり出していきたい。

（*1）連携図

（*2）超福祉

NPO 法人ピープルデザイン研究所が提唱する概念。従来のノーマライゼーショ

ンの視点に見られる「マイナスからゼロに引き上げようとする」のではなく、

全員がゼロ以上の地点にいることを前提とする。テクノロジーやデザインなど

の力によって、社会的にマイノリティがマジョリティを凌駕し、「カッコイイ」「カ

ワイイ」「ヤバイ」と憧れられるような未来を目指す。「意識 / 心のバリア」を「憧

れ」へ転換させる意識のイノベーションを “超福祉” と定義している。

専修大学 慶應義塾大学 青山学院大学 デルフト工科大学
国際交流・課題解決方法の抽出

知見の提供・各種協力

企業 関連団体 介護施設等

川崎市 渋谷区

全体調整・システムマネジメント

テーマの設定・フィールドの提供

ピープルデザイン研究所
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　認知症を取り巻く社会的課題の背景には、社会を構成する私たち
の不安と無関心があります。その不安と無関心が、認知症に対する
社会の負の先入観を助長しています。
　しかし、ステレオタイプな議論を繰り返しても答えは見つかりませ
ん。認知症にやさしい社会とは「自分には何ができるのだろう」と考
えるコミュニケーションが社会に当たり前に組み込まれている社会
です。コミュニケーションを通して変化を創造していく社会です。
　今回のプロジェクトでは、4 つの大学の学生が、2 年にわたり、「自
分たちには何ができるのだろう」と、自らの視点から認知症という社
会的な課題を捉え直してくれました。かならずしも医療・福祉系とい
う背景を持たない彼らが、プロジェクトを作り、情報やリソースを交
換し、試行を繰り返したことにこのプロジェクトの価値はあります。
コミュニケーションを通して変化を創造しようとしているのです。
　新しいコミュニケーションはデザインの力で拡がります。たとえ
ば、英国のヨークでは、絵はがきほどの黄色いカードカードを使って
います。認知症の人たちが、自分が話したいタイミングで、この黄色
いカードを使って発言するのです。この小さな黄色いカードは、「自
分はここに『参加』しているだけではなく『参画』しているのだ」とい
う思いを伝えています。同様に、今回のプロジェクトでも、デザイン
がとても重要視されています。

　今回のプロジェクトの成果は、少しずつ社会に影響を与えるでしょ
う。認知症フレンドリージャパン・イニシアチブ（DFJI）は、2015年
に、慶應義塾大学と共同で「旅のことば」というプロジェクトを行い
ました。認知症の本人・家族・周囲の人たちから「認知症になっても
よりよく生きるヒント」のことばを受け止め、それを新たな視点で表
現したプロジェクトです。今回のプロジェクトと同様、いわゆる医療・
福祉を専門としない学部の学生との協働プロジェクトです。その成果
は日本の各地で使われ始めています。使われ方はさまざまです。町田
市ではごく普通のカフェで、認知症の本人が自分の気持ちを表現す
るきっかけとして使われています。今回のプロジェクトでも、数年後
には、「あのプロジェクトがきっかけです」というエピソードが語られ
ているかもしれません。
　今回のプロジェクトは、活動が大学に閉じていないという点にも大
きな特徴があります。川崎市・渋谷区という二つの行政がこのプロ
ジェクトを本気で応援しています。認知症フレンドリージャパン・イニ
シアチブ（DFJI）は、私たちの暮らしを構成する企業・自治体・NPO、
地域に住むみなさんなど、様々なセクターの人が集まるネットワーク
ですが、医療・福祉系ではない複数の大学の学部と複数の行政と
が、今回のような形で長期に渡り関わることは、世界的に見てもユ
ニークなことなのです。
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活動が大学だけに閉じていないことはとても重要です。社会とかか
わることで学生の側にも様々な視点が生まれます。
　新聞やニュースでは2025 年には認知症の高齢者の人の数は700万
人を越えるという数字が流れてます。65 歳以上の高齢者の中で認知
症とともに生きる人の割合が約13％であるという推定があるからで
す。川崎市・渋谷区という具体的で身近な地域で地域の人と具体的
に関わることで、単なる数字が大学生である彼ら自身の問いへと変
化します。
　認知症フレンドリージャパン・イニシアチブでは、2015 年に認知症
の当事者の方に、「地域の誰に認知症のことを知ってほしいですか」
と尋ねました。駅員、郵便局、スーパーの人とほぼ同じ比率で、63 % 
の人が一般住民と回答しました。そこには当然、学生である彼らも含
まれているはずです。川崎市・渋谷区というリアルな生活圏で、「自
分たちから変化を起こすにはどうすればよいのか」を学生である彼ら
が具体的に考えることには、とても価値があります。
　今回のプロジェクトでは、アイディアをできる限り具体的な形で示
し、実際に街で試してみることに強くこだわっています。考えたアイ
ディアが、地域の人たちとの関わりで変化すること、街に暮らす人に
とっても学生との関わりで変化が生まれること、その双方に意味があ
ると考えたからです。
　人々のコミュニケーションが変わることで、人々の「当たり前」が
変わります。社会の風景が変化します。そのためには、そのような行
動をごく自然に促す製品やサービスあるいは政策提言は不可欠で
す。
　想像してみてください。少し前までは、携帯電話もインターネット
も当たり前ではなかったのです。今回のプロジェクトで生まれたアイ
ディアの萌芽は、認知症に関する明日の当たり前かもしれません。彼
らのアイディアの中に明日の当たり前の風景を探してみてください。
　

このプロジェクトの大きな目的は、「自分には何ができるのだろう」
という視点から生まれたモノやサービス、あるいは政策提言によっ
て、人々の行動に変化を起こすこと（行動変容）です。その変化の予
兆は、彼らの取り組みの中にはっきりと描かれています。



This project was a unique cooperation between Delft University 
of Technology (TU Delft) and the People Design Institute. In the 
period from February 2016 until February 2018, within the con-
text of design education, Industrial Design Engineering (IDE) 
students worked on assignments formulated by the People 
Design Institute and approved by TU Delft. Prof. Richard Goos-
sens and Dr. Magdalena Chmarra were actively involved in the 
project by co-supervising the students and managing coopera-
tion between TU Delft and Japanese partners. 

The students worked on assignments in the following three 
courses: Joint Master Project (start February 2016), Advanced 
Concept Design (start September 2016), and Bachelor End Proj-
ect (start May 2017). 

The order of the different courses was aligned with the design 
cycle of Discover, Define, Develop and Evaluate. The purpose was 
that, during the 2-year period, each project would start with the 
insights from the previous projects and build upon their results. 
In this way, we hoped to obtain more knowledge, in an iterative 
way, in the field of people with dementia (PwD) and the prob-
lems that arise in their context. Also, the design proposals from 
the students served as an intervention in the context that they 
could be evaluated with the users in so called “research through 
design cycles”.

The design for healthcare track at TU Delft, called Medisign, 
attracts students (and staff members) that want to make a real 
contribution to society by designing meaningful and valuable 
products and services for patients and their families. Since many 
of the future developments for healthcare will be based on appli-

Foreword
Richard Goossens  Delft University of Technology
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cation of new technologies, this will lead to a further increase in 
the demand for highly skilled designers and engineers. 

Healthcare is one of the most dynamic and fastest growing areas 
of both the western society and developing countries, covering 
the entire spectrum of the medical field. Because of demograph-
ic changes, such as ageing, changing family structures and ethnic 
composition, and the transition from cure towards (home)care 
and, eventually, prevention, the field of healthcare will face many 
challenges in the near future.  Whereas demographic changes are 
predictable, many challenges based on future expectations can 
already be found in literature.

Currently, every year professionals in healthcare make use of 
many different products and services, varying from very simple 
instruments to high-tech equipment that is embedded in a com-
plex context with many different stakeholders (patients, health-
care professionals, insurance companies, hospital boards, family 
and friends) that are especially designed for them to improve or 
alleviate their tasks. 

Ever y year, thousands of new medical products enter the 
market, and existing products change because they are rede-
signed, restyled or even renewed completely. All products and 
services have in common that they aim at the improvement of 
the quality of healthcare. This improvement can vary from safer 
healthcare, more efficient use of available resources, improve-
ment of the quality of life of patients and their families, improved 
usability, to better training and introduction of new procedures 
and techniques. 

Magdalena Chmarra  Delft University of Technology  
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As often happens in innovations, and especially in the healthcare 
sector, these inventions lack the input of stakeholders and, 
therefore, are just isolated efforts of improvement that often 
reveal many disadvantages once they are implemented. For 
example, it is well known in the healthcare sector that unneces-
sary errors with equipment lead to many casualties in the hospi-
tals each year. 

Since industrial designers literally play a central role in the pro-
cess of creating future environments for users, based on the 
study of key stakeholders including the innovating firm, custom-
ers and suppliers, available technology and users insight and 
wishes, the challenge for academic designers is to guide the field 
by means of the design future healthcare systems based on the 
above input. This will lead to innovations in healthcare processes 
and optimize the quality. 

Because of the costs of care, and the demographic changes in 
countries, there is currently a shift towards care at home by sup-
porting the ability of people to care for themselves with minimal 
professional support and with the use of their social network. In 
this domain, a transformation is needed from supply-driven to 
demand-driven design.

The aim of this project fully matched those wishes and, there-
fore, (almost) all the projects were done by dedicated students 
and staff members, and were well evaluated by them. It was also 
much appreciated that Shinji Sudo, Makoto Okada, and Masaomi 
Kurishiba were available to give them feedback on the projects, 
in real life or via skype.

From a design point of view, care offers a double context. 
Namely, the more or less well defined professional context of a 
hospital or nursing home, in which professionals are well educat-
ed to use the equipment and procedures to provide care. On the 
other hand, there is undefined private context of the patient, in 
which care is partly provided by non-professionals. It is well 
known that, currently in the private context, the prescribed med-
ication and/or provided equipment are often not being used. 
This domain is currently covered by informational ergonomics, 
but offers many contact points for other disciplines, such as 
mechatronics and cyber physical systems, as well as new busi-
ness development.

The design projects from the students had a large variation in 
the amount of detailing of the idea. Some of the students only 
presented renderings of first product ideas, whereas others 
came up with working prototypes that could be tested. But on 
the average, the students came up with surprisingly new ideas 
and insights. Looking from a helicopter point of view, it could be 
noticed that some of the ideas could be combined and integrat-
ed into a more holistic approach to the problem.

Some of the super visors of the student projects were also 
researchers in the healthcare domain. Therefore, with some of 
the students’ groups these researchers tried to generate results 
that could be published in a conference or scientific paper. Espe-
cially, in the Advanced Concept Design projects, there was a 
sub-project called Applied Ergonomics Exploration that forced 
the students to structure their report and project according to a 
scientific paper: Introduction, Methods, Results and Conclusion.

Prof. dr. ir. Goossens, R.H.M.

Professor of Physical Ergonomics, 
Head of Industrial Design Department,
Delft University of Technology

Dr. Magdalena Chmarra 

Researcher and Tutor,
Mechanical, Maritieme, and Materials Engineering,
Industrial Design Engineering,
Delft University of Technology
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