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日本におけるキネステティク

檻の中のウサギ

クノーベル氏:いつキネステティクを知ったのですか?
只浦先生: 2004年だったと思います。病院で正看護師
として働いた後、大学の看護学部に働き始めました。
その同僚の一人がドイツで何かを学んでいて、私たち
は偶然同じ部屋で働いていたのです。ある日、彼女は
私に「キネステティクって知ってる?」 と尋ねたの
で、私は「ううん、知らない。」と答えました。当
時、日本の看護の教科書にはキネステティクに関する
情報も科目もなかったのです。彼女は私に「体験して
みたい?キネティクスの概念を応用した体位変換を少
し体験してみたい?」と言ったので、私は「やってみ
たい。」と答えていました。とても興味深く感じたか
らです。私たちは大学の学生の看護実習室に行き、私
はキネステティクを応用した体位変換の体験を初めて
しました。とても驚きました。感動しました。心に深
く触れるものがあったのです。 

クノーベル氏 :　それは何だったのですか？
只浦先生:  私は少し涙がこみ上げるような感じがした
のを覚えています。わたしが看護師だった時にこれを
知っていればどんなに良かっただろうかと思ったから
でした。走馬灯のように、わたしが最初に受け持った
患者さんの顔が浮かび上がってきて、その方は脳卒
中,失語症,全身に廃用症候群があり、長期臥床の末に
亡くなった方でした。また、他の患者さんたちの顔も
思い出されました。最期に一人では動けなくなって
いった人たちの顔が目の前に思い出されました。看護
師だった頃、私は、毎日患者さんのために最善を尽く
していたと思います。一人一人の患者さんに誠実に対
応し、できる限りのことをしました。しかし,当時の
看護テキストや経験豊富な看護師から学ぶ助言や実践
は,それらの患者さんたちに対してはいつも何かが足
りないという感覚がありました。

クノーベル氏:　そして、あなたはもっと多くのことを
知らなければならないと思ったのですね。
只浦先生:  はい。私はキネステティクについてもっと
知らなくてはならないと思ったんです。キネステティ
クを初めて体験したとき、一瞬で、キネステティクは
魂とつながることができることに気づいたんです。双
方の心が触れ合うような感覚がしました。それはただ
単に新しい体位変換方法であるということとは全く違
う次元のことだったのです。私はキネステティクにつ
いてもっと知りたいと思いました。

只浦寛子先生は15年間、運動・感覚に関する学問
について集中的に研究されてきました。先生は日
本人の教授で看護研究者です。先生は尊厳あるケ
アとそのメカニズムについて長年探求してきまし
た。

只浦寛子先生とステファン・クノーベル氏の対話
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只浦先生: 私は、少し長い話をする必要があります。
山形大学の学士課程の看護学生時代に,三年間の薬
理・生理学,それから生化学分野の研究を扱う基礎研
究室で,NO(一酸化窒素)、冠動脈拡張作用のある薬理
に関するin vivo,in vitroの研究に携わりました。学部生
ながら3年間朝から夜遅くまで研究していました。私
はこの時期、細胞やDNAなど、ミクロの世界の中を
常に見つめていましたが、修士課程では、別の大学に
進学し、東北大学大学院医学系研究科で、疫学を学
び、ビッグデータの解析を学びました。その後、大学
の教員になり、キネステティクに出会ったとき、これ
が自分の道だと直感で思いました。
クノーベル氏:　それで今あなたはキネステティクを
研究しているというわけですね。

只浦先生: 私は大学でキネステティクを研究する責任
を持つようになっていきました。2005年から2006年
くらいからドイツに行き始めました。ドイツとオース
トリアの病院の中でのキネステティクの実践的な学び
や、キネステティク学会での学びは大変興味深いもの
がありました。キネステティクとは何かを詳細に理解
するには、実践と研究を両方行うことが非常に役立ち
ました。キネステティクの国内での研究は,たとえば
2004年から3次元動作解析装置を用いたバイオメカ
ニクスに関するもので,キネステティクとは何かを理
解する上で大いに役立ちました.。例えば,床反力計の
データから力の分散を視覚的に読み取ることもでき
ました。後になって、キネステティクの動きは、3次
元解析解析装置を使って人間の自然な動きを再現す
ることをサポートしていることも分かりました。さ
らに,バイオメカニクス研究において,キネステティク
トレーナーの焦点化は,動きの支援などにおいて初心
者のそれとは異なることもわかりました。

クノーベル氏:　これらの研究は日本でも関心がもた
れたのでしょうか?
只浦先生: 2006年、私は日本の若手研究者の大きな
助成金をもらいました。私はたびたびドイツを訪れ
るようになりました。2008年には幸運にも長期の海
外研究助成を受けました。私はドイツのヴィッテン/
ヘアデッケ大学の客員研究員（のちに客員上級研究
員）として疫学の研究を始めました。サビーネ・バ
トロメイチク教授は私のスーパーバイザーでした。
ノルベルト・フェルドマン氏と彼の家族はこの研究
を支援してくれました。その後、この研究を発展さ
せ最終的には私の博士論文になりました。私はこの
研究に対するすべての支援にとても感謝しています。

クノーベル氏:　なぜキネステティクを深く探求した
のですか?
只浦先生: 一つ理由がありました。しかし、その理由
については後で説明することにします。2014年ごろ
の私は医療以外の世界で自分のメンターを必要とし
ていました。メンターの一人の須田先生は、格闘技
のトレーナーでした。彼は日本で8人の世界チャン
ピオンと20人の国内チャンピオンを育てた方で、私
は彼のクラスを受けたのですが、彼のクラスはとて
も真剣で、真実だけを認めるというものだったと思
います。この時期、自分の人生の目的は何かを見つ
けるために自分の心の奥底を見つめなければなりま
せんでした。

>

クノーベル氏:　 それから？
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只浦先生: それを説明するためには、ウサギの話を
しなければなりません。大学の看護学生だった頃は、
中学生の家庭教師のアルバイトをしていました。その
子のお母さんはいつも私を迎えに来てくれて、私たち
は車の中で20分ぐらい毎回話をしていました。その
お母さんはホームヘルパーとして働いていたのです
が、ある日、私に「今日ウサギを一匹助けることがで
きなかった。」と話したのです。私は「どうしたので
すか?」と聞いたのです。「私、精神疾患をもってい
る利用者の方の家に行って、そこで1匹のウサギを見
つけたのよ。そのウサギは体のジャストサイズの大き
さのケージに入れられていて、そのウサギのお尻の方
には山のように糞が積まれていたの。そのウサギは
まったく動けない状態で生かされているんだとわかっ
たのよ。でも怖くて、どうしていいかわからなくて、
そのままにして帰ってきてしまって。何かしなくては
ならないわよね。」私はその話を聞いてあまりにも
ショックを受けて、その時思わず号泣してしまったん
です。言葉なきそのいのちが助けを求められもせず、
ただ忍耐強く今も生きていると思うと涙が止まりませ
んでした。

クノーベル氏 :　その話がキネステティクと関係があ
るのですか？
只浦先生:  後になって、ウサギの話がキネステティ
クに関係していることに気が付いたんです。あのウ
サギのいのちへの尊厳と正義は全く尊重されません
でした。生きるものには自由が必要です。自由とは
生きるどのような喜びもの基本にあるものなので
す。どのような生きる喜びも、それが生まれるのは
自由からおこります。運動は感覚と結びついてい
て、感覚は自分自身や他のものとつながる鍵です。
人間だけのことではありません。自分自身、他人、
環境などとのつながりを感じると、魂は輝きます。
魂は自由の中で無限の可能性を必要としています。

クノーベル氏 :　キネステティクの動きの経験は自由な
感覚を作ることを可能にするのでしょうか?
只浦先生: つながること、創造性、不確実性。ウサギの

ケージは人体の代わりとして考えられます。多くの人
が檻の中に住んでいます。自分で自分を檻に入れ閉じ
て生きている状態です。機能不全となった患者さんの
体は魂のレベルでは檻の中のウサギの状態のようでも
あります。患者さんが自由な動きや感覚を生み出す
手助けをすれば、魂を救うことができるように思い
ます。本当の意味でのいのちへの愛と尊厳を具現化
するためには、身体によって制限された魂が自由に
動き、感じ、考え、学び、求め、許すことを、自由に
しなくてはならないのです。これが、個別の主体性
を創造するということなのです。

只浦先生:  これを満たすために生きること以上に大き
な人生の目的はないといえます。これを具現化するこ
とができれば、私たちはそれを「これがケアである」
といえるのではないでしょうか。キネステティクはこ
の分野をリードする強力な学問領域です。私たちがこ
の領域とつながっていると、とてもパワフルで、魂が
輝きます。ですから私はこの学問にとても関心がある
のです。

クノーベル氏:　ええ、それはいい説明です。
只浦先生: 私はいくつかの国際会議でこのウサギの話
をしました。尊厳あるケアは私のキネステティク研究
の主題です。ドバイとローマでは、いろいろな国から
来た教授や研究者たちが、ウサギの話を聞いて心を動
かされたと言ってくれました。視点を変えなければな
らなりません。多くの国とその学校の教科書では、主
に身体を小さくたたみ、移動することに視点があり、
機械的な方法を用いて、ある場所から別の場所へ身体
の物理的移動をすることにもっぱら焦点が当てられて
います。しかし私たちは物やロボットではありませ
ん。

クノーベル氏 :　 人間を人間として扱うことは重要で
すか?
只浦先生: ええ、そうです。ローマで開催された世
界会議では、私は聴衆に、いのちの支援とは何かを
理解してもらうために、ウサギのイメージを引き合
いに身体を物理移動することと、身体の中のシステ
ムを支援することの違いについて話しました。身体
拘束は患者さんをケアするうえで助けにはなりま
せん。

>

クノーベル氏:　それがあなたの人生の目的ですか?

クノーベル氏: それであなたの人生の目的は何
だったのですか？
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クノーベル氏： :しかし、それはまた、ケアが物事の
表面だけを扱うべきではないことをも意味しています
よね..。
只浦先生: 私はいつも精神的なことを学ぶようにして
でいるんですが、生きるとは何かとか、魂とは何かを
理解するにはいい方法だからです。精神領域の研究で
は、感情は女性性のエネルギー領域に偏重することを
学びました。私たちの体の構造は、男性と女性ではと
ても違います。男性の場合は筋肉量が多いなど、女性
より硬い構造ですが、女性はとても柔らかいです。体
の構造が感覚を捉えるシステムに関係しているとも考
えられています。その理由は、たとえば親和性と適応
性の特性を持つためには、やわらかい構造が必要だか
らです。また、このような構造にすることで、例えば
赤ちゃんの世話や他人の世話、自分の世話などがしや
すくなるとも見る人もいます。しかし,このようなやわ
らかい構造は,硬度や安定性とは真逆の不安定な性質を
もっています。女性性のエネルギーが強過ぎると、外
の情報や影響を受けすぎてバランスを崩してしまうこ
ともあるので、周りが気になり精神的に不安定になる
こともあります。エネルギーと体の構造に関する性質
についての専門家の見解について話しています。例え
ば、いくつかの研究では、感情が苦手な男性もいると
報告されています。あくまでエネルギーの違いについ
て話しています。男性はその身体構造と男性性のエネ
ルギーの特徴から、上を目指し、勝負し、時には闘争
するようなエネルギー性質があるといわれていて、そ
のようなエネルギーは、努力と集中力を可能にしま
す。しかし、力を出すために身体の中で力を作り続け
ると、結果、感覚が鈍麻するので、バランスを崩す要
因にもなります。それが、例えば多くの日本人男性が
自殺する理由の一つかもしれないともいえます。生き
ていることを感じることができないとその檻の中の魂
は満たされません。やわらかさはオープンシステムを
可動化します。女性でも男性であっても、性別に関係
なく、自分の中で女性性と男性性のエネルギーを統合
することはとても重要だと思います。中心が必要なの
です。それがパワフルです。これは、キネステティク
の学問のなかの前面と後面と同じ考え方です。両方必
要です。コンビネーションが必要です。

クノーベル氏：ケアにはそんなバランスが必要です
か？
只浦先生: はい。これは、しかし、世界的な問題だと
思います。私は一方通行の世界ではいつも問題が起こ
ると思いますね。そこでは双方向の相互作用は失われ
ます。彼らが自分自身や他者をその閉ざされた世界の
中で感じることはできないのです。そこでは相互作用
を起こすことができません。エネルギーは行き来でき
ないわけです。エネルギーが流れない。昨日、精神的
なセミナーの中で話を聞いて面白かったのです。男性
のエネルギーは垂直方向に向かい、女性のエネルギー
は水平方向に向かう傾向があるという話がありまし
た。私はその話からインスピレーションを得たので
す。その両方の組合せが、自然界ではDNA(デオキシ
リボ核酸)構造のようならせん方向をつくる。スパイ
ラルは、それらの力学を必要とします。

クノーベル氏：スパイラルには2つの異なる方向が必要
なんですね。
只浦先生: はい。垂直方向および水平方向の移動。コン
ビネーションはDNAの構造を作ることができますが、そ
のような自然の基本構造を作るエネルギー過程には大き
な秘密があると思います。キネステティクでは、スパイ
ラルな動きパターンとパラレルな動きパターンが区別さ
れます。DNAの構造と現実は密接に結びついているはず
です。

>



03 | 1738 praxis

只浦先生: それらはいつも一緒です。キネステティク
はこの関係を理解するのに役立ちました。私はずっと
キネステティクを深く理解したいと思っていました。
しかし、実践がなければそれは不可能でした。日本で
キネステティクに精通し、高い実践レベルを持つメン
ターを見つけようとしましたが、私は誰も見つけられ
ませんでした。それで、もっと勉強するために海外に
行かなければならないと決めたのです。思考で考えた
ことはありませんでした。私はいつも私の心の直感に
従ったんです。なぜならそれが私自身に正直であるこ
とだからです。ただ、そうしました。いろいろな方法
で、深く、キネステティクを学ぶことができました。
すべての学習がキネステティクを理解するのに非常に
役立ちました。

クノーベル氏：なぜ今までトレーナーの資格を取らな
かったのですか?

只浦先生: 科学者が公平な研究をすることは非常に重
要です。研究者のポジションは事実を発見するために
中立でなければなりません。科学者はキネステティク
とは何かを研究するために距離をもって観察すること
が必要です。これが私が長い間トレーナーになりたく
なかった理由でした。しかし今、私は次の段階に進む
ことが必要だということがわかったので、それで11
月からリンツでトレーナーコースに進みます。

クノーベル氏：あなたはそれによって科学と実践を一
緒にするのですね。
只浦先生: まず2007年に徳永教授と日本におけるキネ
ステティクの学術研究会を作りました。日本にキネス
テティクに関する最初の論文誌を発表しました。論文
誌を作成したことは世界的にとても評価できることだ
と思います。組織は約8年続きましたが、残念ながら
成長しませんでした。深い理解は何か成熟したものを
生み出すことができるのは、実践分野も科学研究分野
も同様です。実践的な教育を日本に持っていくことも
しはじめました。数年後には、私は新しい科学グルー
プを作りたいですね。国際的で様々な科学分野のメン
バーが一緒にいるべきです。このような分野の科学を
発展させるためには、その方がずっと効果的に発展す
るだろうと思います。

クノーベル氏：では、まず、キネステティクの理解を
実践に取り入れることが重要なのですか?
只浦先生: はい。私の主な焦点は、ウサギの物語から
何も変わりません。私は常にケアとは何かを探求し
ています。その領域とつながり触れることによっ
て、ほぼ物事は解決するでしょう。とてもパワフル
です。ですから、私はこの点について学び続けてい
ます。それがすべてです。私は魂に触れるというこ
とに焦点をあてています。
クノーベル氏：ええ、ホリスティックな見方ですね。
只浦先生: 感覚や経験は誰にとってもとてもわかりや
すいものです。視覚化と科学的知識も人々が理解する
のに役立ちます。それが私が科学と実践活動の両方を
する理由です。両方必要です。キネステティクは目に
見える範囲では見られないエネルギーを扱います。霊
性と科学は正反対に存在します。そして今、対蹠地は
キネステティクでつながっていると言えるでしょう。

クノーベル氏: 5~10年後の次のステージについて、
どのようなビジョンをお持ちですか?
只浦先生 科学者から違う何かを期待しているかもしれ
ないですが、私は「わからない」と言わなければなら
ないでしょう(笑)。目の前に何かがやってきたら、そ
れをするだけです。それが面白くて、私の心が動くな
ら、私はただする。キネステティクと同じです。今の
ところ何が起こるかわかりませんが、その不確実性の
中で自由に創造することが大切です。たくさん考えて
も何の役にも立たないのです。感じることと実行する
こと、それは人生でとても重要なことなのです。

クノーベル氏：お話をありがとうございました。

>
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クノーベル氏：科学的事実と人生経験は一体となると
いうことでしょうか?
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生きるものが生きる自由を奪われるこ
とに面することは、とても耐えられま
せん。(...。)生きるものには自由が必要
です。自由は、あらゆる活力と尊厳に
とっての基本です。自由とは生きる喜
びの基礎にあるものです。動くことの
自由は感覚と結びついています。感覚
は、自分自身や他とのつながり、自分
が生きている感覚とつながる鍵なので
す。

教授　只浦寛子
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