
〝社会が見えないという困難から、
「いまここで起きていること」を問う
先鋭のアンソロジー第2弾〟

Comic Market C91
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土曜日 東地区 U-48b
アキハバラ・アサイラム

文化とは何か、コミュニケーションとは何か。社会が見えないという困難から、
「いまここで起きていること」を問う。社会学者、精神科医、ゲームクリエイター、
アスペルガー者など多彩な執筆陣によるアンソロジーの第2弾。社会学や臨床精神
医学、哲学などハイブリッドな視点から、複雑化し加速する現代社会に生きる我々
の〝生きにくさ〟を解き明かす。「いまここ」でしか読めない思考的実践の書！

渡壁 典弘
captor1 発達障害者の社会適応と社会的役割の考察

―WolfensbergerによるSocial Role Valorization理念の今日的論考―

―E, GoffmanとN. Luhmannの議論を参考に―

―わたしからわたしたちへ―

―社会認識モデルの提案―

―明治期の和製漢語と統合失調症の言語新作を比較して―

captor2
長田 攻一

行為と自己表現

字義通り性から離脱するということ

社会が見えないとは?

正常な造語と異常な造語の違い

captor3
米田 衆介

captor4
空地 裕介

captor5
志村 信彦
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1. 役割を遂行するとはいかなる営みなのか: 役割論からみるア
スペルガー者の役割逸脱事例（青山陽子）／2. 自然化された了解
概念について（米田衆介）／3. アスペルガー者の社会性とコミュ
ニケーションの問題: 社会的組織における「信頼」と「規範」の考
察（渡壁典弘）／4. ゲームから見る文化現象の生成モデル（空地
裕介）／5. 「いまここで起きていることは何か」: 「空間実践」と
メタコミュニケーション（長田攻一）

1. 「ノーマルな外見」と感情（長田攻一）／2. ボード
ゲームにおけるコミュニケーションによるジレンマ
（吉津亮介）／3. 将来概念にもとづく状況と結びつ
いた役割について（空地裕介）／4. アスペルガー者
の社会性と役割理論の考察（渡壁典弘）／5. 社会的
不確実性の精神病理へ向けて（米田衆介）／6. 役割
距離の典型性と規範性（青山陽子）

複雑化していく社会のなかで、社会の変化　　の速度はますます加速しているようにも見
えます。このような状況のなかで、私たちは他者
とどうやってわかり合えばよいのでしょうか。世
間の様子を見ると、いつも新刊書店の店先には
人前でうまく話すための本や、ビジネスチャンス
をものにするためのコミュニケーション術といっ
た本があふれています。しかし、そうしたあまり
に実用的な語り口のなかでは「コミュニケー
ションとは何か」という本質的な問いは素通り
されてしまい、その作法やコツだけが書かれて
いるものばかりが多いことは、今も昔もかわりま
せん。そもそも、社会においてコミュニケーショ
ンはいったいどのような仕組みで成立している
のでしょうか、コミュニケーションを行っている
当人たちは何を知覚し、認識し、行動しているの
でしょうか。
　この問いについて考えるために、私たちはコ
ミュニケーション研究会という会を立ち上げま
した。そして一つの学問分野からアプローチす
るのではなく、社会学、哲学、言語学、精神医
学、認知科学など多角的な視点から考えること
にしました。 （Vol.1 No1.はしがきより）
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発達障害者の社会適応と社会的役割の考察
―Wolfensberger によるSocial Role Valorization理念の今日的論考―

渡壁 典弘
◦はじめに
◦発達障害者の社会適応努力
◦normalization について
◦「逸脱」について
◦役割を規定する「価値」の理論
◦役割について
◦Parsons の病人役割(patient role or sick role)と
逸脱
◦社会的役割を高めるための方策
◦役割遂行能力を高める試み
◦ディスカッション
◦まとめ
◦Appendix: 合理的配慮の社会的最適水準

行為と自己表現
―E, Goffman と N. Luhmann の議論を参考に―

長田 攻一
◦はじめに
◦E. Goffmanの状況的システムにおける自己表現
◦N. Luhmannのフォーマル組織における状況と環
境適応
◦状況システムにおける自己表現に関する問題の い
くつかのポイント
◦まとめ

字義通り性から離脱するということ
―わたしからわたしたちへ―

米田 衆介
◦相手の発話に対する理解の3段階

◦非言語的なものの臨床
◦非言語的なものへのアプローチ
◦言語の外側の相互作用から学ぶ
◦共有された目的、共有された仕事
◦模倣の重要性
◦自閉あるいは自己なき自己中心性
◦媒介としての集合知
◦わたしたちになるということ
◦わたしたちになることの科学へ

社会が見えないとは?
 ―社会認識モデルの提案―

空地 裕介
◦社会は見えるか?
◦自明さに覆われる複雑性
◦触れられない存在の認識
◦境界として統合されるパターン
◦存在の認識モデル

正常な造語と異常な造語の違い
―明治期の和製漢語と統合失調症の言語新作を比較して―

志村 信彦
◦序論
◦明治期における和製漢語の特徴
◦統合失調症における言語新作の特徴
◦考察:両者の違いはどこにあるか
◦課題
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