
①代表的なホワイトルーム（ドイツ・フンボルト大学、バブルチューブ・プロジェ
クターの映像・ミラーボール）

②ホワイトルーム（オランダ）・ハルテンベルグセンター、ファイバーカーテン・リー
フチェアー・クッションチェアー）

③ホワイトルーム（ドイツの特別支援学校）（天井にパラシュート・ミラーボール・
プロジェクターの映像）

①

③②



④小さなホワイトルーム（英国）
⑤ゆったりとしたベッドとバブルチューブの置かれたプライベートな部屋（英国）
⑥大きなウォーターベッドとファイバーツリーカーテン（オランダ・ハルテンベ

ルグセンター）
⑦マルチセンソリールーム（英国）（すべてリモコンで操作）
⑧ホワイトルーム（オランダ・リニューアルしたハルテンベルグセンター）

④

⑥

⑤

⑦

⑧



⑨病院内のスヌーズレンスペース（日本）
⑩スターライトとウォーターベッド（オランダ）
⑪ホワイトルームのファイバーカーテンとソファー（韓国）

⑨

⑩ ⑪



⑫感覚を刺激する廊下と壁
面（光と温度の異なる廊
下、いろいろな素材でで
きた触覚ボード）

⑬触覚ボード（柔らかな素
材・固い素材などからな
る）

⑭見たり、触ったりでき、
音が鳴ったりするボード

⑮トゲトゲリングとトゲト
ゲボール（マッサージに
使用）

⑯さまざまな香りのダクト
⑫⑬⑯はオランダのハルテ

ンベルグセンター

⑫

⑬ ⑭

⑮ ⑯



⑰天井のパラシュートにカラーランプでライト
アップした廊下（デンマーク）

⑱プラックライトを照射したオーガンジーの空間
（日本の特別支援学校）

⑲ソフトプレイルーム（英国の Special School）
⑳子ども病院の中のスヌーズレンプール（カナダ）
㉑オミ・ビスタ・プロジェクターの映像（デンマー

ク、センサーで空間に入った物体によって映像がはじかれる）
㉒バブルチューブと電飾（ドイツの Special School）

⑰ ⑱

⑲ ⑳

㉑

㉒



㉓ブラックルーム（オランダ、蛍光
チューブ・鏡・床面の下に蛍光の植物）

㉔ボールプール（デンマーク、周りを
ソフトな厚手の面で囲っている）

㉕センソリーボード（オランダ・ハル
テンベルグセンター、ボードを触っ
たり、声や音を出すと反応して、ボー
ドが縦横に光ったり、音を鳴らす）

㉖光るボールプール（日本、プールの
下にいろいろな色を発光する LED ラ
イトを装着している）

㉓

㉔

㉖

㉕
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まえがき

わが国にスヌーズレンが初めて紹介されたのは、私が調べたところでは、
1989 年だと思われます。これは当時重症心身障がい児施設に勤務する職員の
ベルギーでの海外視察の研修報告書によります。それから今年で約 30 年の年
月が経過しました。この間に、代表的な機関として、1999 年に「日本スヌー
ズレン協会」が設立され、次いで 2015 年に「ISNA日本スヌーズレン総合研
究所」などが設立されました。

前者は、創始者の一人、アド・フェアフール氏（以下、アド）などを日本に
招聘して、セミナーの中で、主にスヌーズレンの歴史や理念、実践の紹介を行
い、日本社会にスヌーズレンの基本的な理解啓発を図り、普及させました。そ
の功績は大きいといえます。一方後者は、姉崎がISNA（国際スヌーズレン協
会）の創始者の一人、ドイツ・フンボルト大学教授のクリスタ・マーテンス博
士を招聘して、研修会等を通じて主にスヌーズレンの理論や実践方法について
の正しい理解を促し、スヌーズレン研修会や学会でのスヌーズレンシンポジウ
ムの開催や研究発表、機関誌「スヌーズレン教育・福祉研究」の発行を行って
きました。今日、全国的に見た場合、主にこの両団体が、毎年関東や関西地区
でさまざまな研修会活動などを展開し、全国のスヌーズレンの実践者や研究者
の資質向上に努めてきております。

これまで、わが国で出版されたスヌーズレン関係の書籍としては、以下の 5

冊があります（主タイトルのみ記します）。
①河本佳子氏の著書『スウェーデンのスヌーズレン』（新評論、2003 年）と

②『スヌーズレンを利用しよう！』（新評論、2016 年）の 2 冊、さらに、③姉
崎　弘の『スヌーズレンの基礎理論と実際』（監訳、大学教育出版、2009 年）、
本書は現在第 2 版復刻版（学術研究出版／ブックウェイ、2015 年）として入手
が可能です。④『スヌーズレンの基本的な理解』（編著、国際スヌーズレン協
会日本支部、2012 年）、本書は現在絶版になっております。さらに⑤『重度知
的障がい者のここちよい時間と空間を創るスヌーズレンの世界』（福村出版、
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2015 年）の 3 冊になります。これらの書籍が、スヌーズレンに従事する人々
や研究者、さらにスヌーズレンに関心をもつ人々の、いわば入門書として、大
きな役割を果たしてきたことは否めません。

私は以前、静岡県の養護学校(現特別支援学校)に十数年勤務しておりまし
た。1993 年当時、肢体不自由特別支援学校で重度・重複障がい児の教育を担
当していた時に、これまでの教職経験から、これらの生徒たちが、五感を適度
に刺激する「光と音楽の世界」が好きなことから、ディズニーの曲をバックに
用いた「夢の国へ行こう」という題材で、今日のスヌーズレンに当たる授業を
すでに実践していました。その後、大学に移ってから「スヌーズレン」という
用語を知った次第です。この授業の中で、生徒たちが、毎回の授業を楽しみに
待ち、興味を持って参加し、自発的な発声や体の動きがよく出ていたことを昨
日のことのように思い出します。

今日スヌーズレンの普及は目覚ましく、特別支援学校や障がい者施設、病
院、リハビリテーションセンター、個人宅などでもルームが徐々に設置され、
スヌーズレンの器材や用具を購入したり、手作りによる自作の用具を用いて、
さまざまな実践が推進されております。これには上述した両団体の活動やこれ
までに出版された書籍の他に、特に有限会社コス・インターナショナルと株式
会社ピーエーエスをはじめ、三笠産業株式会社、さらにマインドテクノ株式会
社などの企業によるスヌーズレン器材や用具の宣伝・販売活動及び製品開発が
大きな力になっております。

ところで、これまでスヌーズレン研修会の折などに、参加者から「スヌーズ
レンの実践の仕方がよくわかりません」「スヌーズレンの実践の評価の仕方を
教えて下さい」「器材を買うお金がない中で取組んでいますが、この取組みは
スヌーズレンと呼べるのでしょうか」などといった声を耳にすることがたびた
びありました。以前からこれらの実践現場でのさまざまな疑問に答える必要性
を痛感し、今回スヌーズレンの基本をわかりやすくまとめたテキストの出版を
企画した次第です。

そこで、初心者にもわかりやすいスヌーズレンの理論の平易な解説と、国内
外の学校・施設・病院などでのさまざまな実践を集めて、本書『スヌーズレン
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の理論と実践方法 ─ スヌーズレン実践入門 ─ 』を出版することにしました。
本書は、スヌーズレンの理論と実践を概説した、いわば実践を行うための主
にユーザーを対象にした入門書になります。執筆にあたっては、ISNA日本ス
ヌーズレン総合研究所のサポート研究員の方々を中心に、広く全国の優れた研
究者および実践者の方々に原稿を依頼し、20 名を超える皆様方が執筆に協力
してくれました。皆様方のご協力に心より感謝を申し上げます。

アドの話によると、今日世界の 6 か国（オランダ・ドイツ・スイス・韓国
など）において、スヌーズレンの資格を授与するセミナーが開催されています。
そこで、わが国においても、今後、世界に通用する質の高いスヌーズレン実践
を推進していくために、本研究所では、今後スヌーズレンの専門資格「スヌー
ズレン専門支援士（仮称）」を創設し、資格取得のためのセミナーの開催を計
画しております。そして有資格者を中心に、将来、全国の学校や施設、病院等
でルームづくりや利用者のニーズに応じたスヌーズレン実践が展開されていく
ことを切に願っております。本書はその資格セミナーで使用するテキストとし
ても企画しました。

本書では、スヌーズレンの実践を始める際に必要とされる理論や実践に関す
る必須知識を網羅するように努めました。具体的には、創始者たちのスヌーズ
レン思想やマーテンス博士の学説、海外の実践の紹介、脳科学に関する知見と
評価の仕方、代表的な器材・用具の使い方、実践の仕方のガイドライン、さら
に学校や施設、病院などにおける多くの実践事例を収録し、スヌーズレンの基
本的な考え方からその実践の仕方までを体系的に学べるように編集しました。
今後、本書がスヌーズレンを実践する際の基本テキストとして、各方面で活用
されることを念願しております。

特に、第6 章の「スヌーズレンの実践事例」に取り上げた学校・病院・施設
等におけるさまざまな実践は、職員が手探りの中で実践を模索し、より良いも
のにしていこうと努力された貴重な報告になっております。今後さらに、実践
から得られたさまざまな知見をもとに今の実践を見直すと共に、実践の基盤を
なす理論の研究や研修も同時に深めていくことで、利用者にとってより効果的
なスヌーズレンの実践が展開されると考えております。
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なお、本書に掲載した写真及び事例は、本人・保護者・関係機関の承諾を得
た上で掲載していることを付記しておきます。また口絵のカラー写真は、私が
海外のスヌーズレンルームを視察した際に撮影したものが主になっています。

最後に、本書の出版を快く引き受けて下さった株式会社大学教育出版の佐藤　
守社長と編集担当の渡邉純一郎氏には、本書の企画から編集、出版に至るまで
大変お世話になりました。ここに記して心からの感謝を申し上げます。

平成 30 年 9 月吉日
監修・編者代表

ISNA日本スヌーズレン総合研究所所長　姉崎　弘
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スヌーズレンの歴史・理念・思想
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第 1 節と第 2 節では、姉崎　弘監訳（2015）『重度知的障がい者のここちよ
い時間と空間を創るスヌーズレンの世界』（福村出版）の書籍の内容を参考に、
スヌーズレンの歴史と思想について述べることにします。

第1節　スヌーズレンの歴史

1．創始者たちの経歴

創始者のヤン・フルセッヘ（Jan Hulsegge、以下、ヤン）は、元小学校教
師で不適応児の教育を担当し管理職を経験しています。また音楽療法士です。
1974 年からオランダのエデ（Ede）にある知的障がい者入所施設のハルテン
ベルグセンター（De Hartenberg Centre）でアドと共にスヌーズレンの初歩を
開始したといわれます。同センターに知的障がい者による管弦楽団を組織し指
揮しました。またヤン夫妻は、ポーランドに年に数回定期的に通い、ボラン
ティアとしてスヌーズレンを作っていかれたパイオニアです。

一方、もう一人の創始者のアド・フェアフール（Ad Verheul、以下、アド）
は、初め農業・林業を学び、後にデザイン・芸術セラピー・芸術教育を学び、
1973 年からハルテンベルグセンターで作業療法部門のスーパーバイザーを
担当しました。1977 年に、ヤンと共にスヌーズレンの考えを初めて導入した

図 1　創始者のヤン（左）とアド（右）
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といわれます。アドは、オランダにあるSnoezelen WorldWideのスポークス
マンとしても活躍し、2002 年にクリスタ・マーテンス博士（Prof. Dr. Krista 

Mertens）と共に、ISNA（International Snoezelen Association：国際スヌーズ
レン協会）を共同で設立し、8 年間共同代表を務めました。現在、ISNA-MSE

という別の組織のInternational Board（国際理事）として活躍し、資格セミナー
の講師も担当しています。

2．スヌーズレンを始めるまでの経緯

ヤンとアドは、1974 年に「初歩の活動」（後のスヌーズレン）と呼ばれるレ
クリエーション活動を開始し発展させました。そして 1977 年に、2 人でスヌー
ズレンの考えを初めて導入しました。

1978 年に、ティルブルグにある知的障がい者センターのPiusoord（ピウ
ソード）に勤務していた同僚の仲間から、「アクティビィティ・テント」での
活動（音、光、風船、干し草などを利用したもの）で、利用者の積極的な反応
が見られたとの知らせを聞き、ハルテンベルグセンターのサマーフェアでも、
この「アクティビィティテント」を企画し創意工夫をして実践することになり
ました。この時、デイケア部門の多くの部屋を使用して、かなり広い部屋を一
時的に「スヌーズレンルーム」として設置しました。2 年目のこの活動（スヌー
ズレン）は、2 日間で延べ 400 人以上の利用者（オランダ国内の仲間たちがほ
とんど）があり、この取組みは国内外で発展していきました。

そして 1979 年に、ハルテンベルグセンターに常設のスヌーズレンルームの
建設計画を立て、1983 年に最初のスヌーズレンルームが完成しています。同
センターは、2017 年に約 35 年ぶりにリニューアルされています（口絵にその
写真をいくつか掲載してあります）。

3．アクティビィティ・テントでの実践

図 2 は、アクティビィティ・テント内の様子です（テーマ別に 5 つの部屋
に仕切られています）。これは、いわば、棒の上に屋根を乗せたテントをつく
り、プラスチックで廊下をつくり、丈夫な布で側面を覆い、スヌーズレンルー
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ムにしてあります。この迷路のようなスペースで一連の活動を行います。ただ
視覚的には仕切りましたが、残念ながら隣の音は聞こえてきてしまいます。

図 3 は、図 2 を真上から見た時の概略図です。左から次のような 5 つの部
屋があります。

①送風機で紙吹雪や風船を部屋中に飛ばす部屋、②布に映写して影絵を見た
り、ソフトなクッションや干し草の中に音の出るオモチャが隠してある部屋、
③鏡の壁と音響のコーナー、さまざまな楽器のコーナーとシャボン玉のコー

図 2　アクティビィティテントの中の様子
（1978 ～ 1979 年頃）（Verheul, 2006 p17）

図 3　テントの中の仕切りと各活動
（Verheul, 2006 p18）
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ナーのある部屋、④手でさまざまな触覚を楽しむコーナー、スライムや鏡の置
いてあるコーナー、⑤歩くとさまざまな刺激を足裏に感じるコーナー、匂いを
嗅ぎ食べ物を味わうコーナー、音の鳴るオモチャを吊るして、触れて音を楽し
むコーナー、からなります。また図 3 では、 ➡ は通路を表わし、最左端の部
屋から入って最右端の部屋から外に出られるようになっていて、いわば、一つ
の通路が作られています。この実践は、多くの利用者やその家族から大変喜ば
れ、大成功でした。

4．Snoezelen（スヌーズレン）の用語の創出

オランダのハーレンダール入所施設に勤務するレクリエーション部の 2 人
の若い職員、Klaas Schenk（図 4 の右端）とNiels Snoek（図 4 の左端）の 2 人が、
はじめに「スヌースレン」の用語を創出したといわれます。この 2 人は、オラ
ンダで軍務を拒否した人たちで障がい者の施設で働いていました。一方、図 5

は、ほぼ同時期にハルテンベルグセンターで組織されたスヌーズレンチームで
す。

このスヌース
4

レン（Snoeslen）という最初の用語は、その後「スヌーズ
4

レン
（Snoezelen）」という用語に整理され、今日もこの用語がオランダをはじめ、
世界中で使用されています。これは、スヌーズレンの中で利用者の行動に主に

図 4　1974 年当時
（姉崎，2015 p24）
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見られる「クンクン匂いを嗅ぐ（Snuffelen：スヌッフェレン）」と「ウトウト
居眠りをする（Doezelen：ドウズレン）」の 2 つのオランダ語の折衷からなる
造語です。このスヌーズレン（Snoezelen）という用語は、オランダ語やドイ
ツ語の辞書にも掲載されています。

5．スヌーズレンの実践

1960 ～ 70 年代前半の頃は、重度の知的障がい者たちの多くは施設に入所
していて、いわば「受け身的な世界」で暮らしていたといわれます。日本でも、
重症心身障がい児施設が 1960 年代に東京都と滋賀県に設立されています。オ
ランダにおいては、重度知的障がい者は、病人ではないにもかかわらず、一日
中ベッドに横たわり、まわりに白衣を着た看護師が身の回りのお世話をしてく
れるといった、何の刺激もない病院のような環境で暮らしていたといわれま
す。創始者たちは、この有様を見て、このような処遇は非人間的であると考
え、重度知的障害者の人間としての尊厳を守り、このような人たちも、日中興
味をもって楽しく活動でき、有意義な日常生活が送れるようにしてあげたいと
考えて、その簡単な方法を探っていて、スヌーズレンを考え出したといわれま
す。

図 5　ハルテンベルグセンターのスヌーズレンチーム
左端がアド、左から 3 人目がヤン（姉崎，2015 p24）
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1980 年代当時、オランダから始まったスヌーズレンは、アクティビィ
ティ・テントの成功と、利用者の保護者たちからの高い評価もあり、保護者た
ちの口コミでオランダからベルギーへ広がり、1990 年代には、イギリス、ド
イツ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、カナダ、オーストラリア、日
本、アメリカなどへ、広がり発展していきました。スヌーズレンは、ヨーロッ
パ中の多くの国や知的障がい者や認知症者のケアセンターで取り入れられ、毎
日のケアの「自然な構成要素」として徐々に溶け込んでいったといわれます。

当時の知的障がい者や認知症者に対するスヌーズレンの効果に関する研究で
は、非常に良い結果が得られていて、例えば、スヌーズレンを利用すること
で、利用者に対しては、①一般的に見られる行動（例えば、多動傾向など）が
極端に減少したり、②周りの環境に関心を持つようになったり、③職員とのコ
ミュニケーションが増えたり、④攻撃的な行動が減少したり、⑤薬物にあまり
頼らなくてもよいようになったり、さらに職員に対しては、⑥職員の病気が大
幅に少なくなり、職員の仕事の満足度も高くなり、職場環境の改善に寄与した
といわれます。

6．スヌーズレンの基本思想

「スヌーズレンとは何か」については、究極のところ個人的な体験でしかわ
からないものであるといわれます。私たちは、普段外界をあまりにも理屈っぽ
く見すぎています。自分自身のもつ五感を十分に活用していないことが多いと
いえます。例えば、トランポリンがあります。今日ではオリンピック種目にも
なっています。私たちは普通、それは飛び乗り、その上で上下に弾み、回転し
たりするものと捉えています。しかし、この見方を変えて、「そっとその上に
寝転んでみる」と、しばらくしてわずかな身体の揺れを身体のより深い所で感
じることができ、この時自分の身体が支えられていることを感じます。これ
は、普段感じることのできない、新しい新鮮な感覚といえます。

知的障がい者は、一般的に身体的には受け身の段階にあると考えられていま
す。例えば、匂いを嗅ぐ、食べ物を味わう、人や物を見る、音や声を聞くこ
と。こうした五感を用いた活動を通して、彼らは経験する感覚の世界にいて、
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快・不快の域を超えない体験をしています。そしてその自分の経験を多くの場
合、自分の言葉で表現することができません。私たちは、このような彼ら独特
の特性やその世界を理解し尊重するべきです。

そこで、最も重要なことは「人と人との触れ合い」であるといわれます。重
度知的障がい者の場合、主に触覚を通して外界を理解しようとします。その出
発点となる考え方は、スヌーズレンの時に感じる感覚を彼らと職員がお互いに
分かち合うということです。一般に、触覚よりも、視覚が優先されます。しか
し視覚と触覚の複数の感覚を用いて、同時に感じてみるとします。そうする
と、視覚のみで感じた時よりも、強烈な経験として脳に記憶されます。このこ
とは、知覚心理学の研究で実証済みです（北岡，2011）。

スヌーズレンは、知的障がい者のケアで発展した一つの活動です。1950 年
代以前は、軽度と中度の知的障がい者は、教育と作業療法の対象とみなされて
いました。ただし、重度の知的障がい者は教育と作業療法の対象からは除外さ
れていました。それは、重度の方には、教育と作業療法を行うことは難しいと
考えられていたからです。そして彼らは、入所施設では介護のみが必要とされ
る存在であると考えられていたことから、実質的に彼らは、皆から「取り残さ
れた人々」であると見なされていました。

重度の知的障がい者は、部屋の雰囲気やちょっとした変化にもとても敏感で
す。私たち健常者は、その理性的な判断から周りの物を理解して認知しようと
するため、自分自身の持っている本来の五感を使用したり、より純粋な経験を
することを妨げていると考えられます。スヌーズレンは、特にこの重度知的障
がい者を対象にして、特別に開発されたものであるといわれます。

遡ると、1966 年にアメリカの心理学者、クレランド（Cleland, C. C.）とク
ラーク（Clark, C. M.）は、その論文の中で、今日のスヌーズレンの部屋を「感
覚カフェテリア」と呼びました。これは、カフェテリアに行くと、自分が飲み
たいと思う飲み物や食べ物を好きに注文して飲食して楽しむことができるよう
に、感覚の部屋では、自分の好む光の視覚刺激や好きな曲の聴覚刺激など、好
きな感覚刺激を注文して、自分にとって楽しい有意義な時間を過ごすことがで
きることを意味しています。そして二人はこのような楽しい環境では、自閉ス
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ペクトラム症と知的障がいを併せ持つ人々の行動が変容する可能性があること
について、すでに論文の中で指摘していました。

創始者たちは、多くの重度知的障がい者が入所している施設で働きながら、
たえず施設の運営改善のための新しいアイデアを探していました。重度の知的
障がい者は、自分の持つ「触覚」を通して、より深い認知を得ていると考えら
れます。彼らは、一般的に、言葉を用いたコミュニケーションが難しく、その
ことから不満を抱いたり、無気力な状態に置かれやすくなります。そこで、こ
のような彼らの実態から、彼らに必要な活動の一つとして、五感を活用したス
ヌーズレンが生まれたといわれます。

7．スヌーズレンの理念

利用者の保護者たちは、スヌーズレンの中で自分の子どもたちが自分から主
体的に活動している姿を目の当たりにして、普段の施設での生活からは見られ
ない、子どもたちの生き生きとした姿に接して、子どもたちは「この環境から
何かを経験しているに違いない」「何かを学んでいるに違いない」と強く感じ
たといわれます。

スヌーズレンは、まず人間の環境を最適化する経験の一つです。それは、普
段見過ごしている感覚を使う機会を提供してくれることから、私たち自身に
とって、より良い環境の設定を可能にしてくれます。そこで大切なことは、私
たちが彼らに対して主導的にならないように、彼らの身体に触る必要がありま
す。そしてスヌーズレンは、何よりも彼らに「やすらぎ」をもたらす活動で
す。彼らは、時に見通しが持てないまま、いろいろな活動に受け身で参加する
ことが多くあります。そのため、たえず不安と脅威にさらされやすいと思われ
ます。そこで、彼らに必要なのは、まず心がやすらぐ活動である、と考えられ
ました。それはまた新しい作業活動でもあるといえます。

またスヌーズレンとセラピーには明らかな関連性があるといわれます。ただ
スヌーズレンはどこででも行えるものです。私たち職員が、彼らの感じ方を学
べばいい。それが大切です。施設での彼らの生活を見ていると、彼らは一つの
活動から他の活動に急かされていることが多く見受けられます。そこでは、彼



10

らにとって、活動のペースが速すぎる場合が多く、自分のペースで活動するこ
とができないでいます。ですから、彼ら自身の持つ「ペースを尊重すること」
は、彼らの持っている能力を最大限に引き出し、活用させるための必須条件と
いえます。

スヌーズレンを彼らが自分一人で行っているのではなく、私たち介護福祉士
の介助者と一緒に行っていると彼らに感じとらせたいと願っています。ただ
し、彼らに必要以上に干渉したり、彼らの行動を正したりするべきではありま
せん。これでは、彼ら自身が自らの活動を心から楽しめなくなるからです。こ
こで大切なことは、彼らが「私たちをスヌーズレンの仲間と感じるようにした
い」ということにあります。そのため、時には、「強い抱擁をしてあげること」
が大切です。それは、私たちの存在を彼らに身体的に感じとらせるためにも極
めて重要なことです。

特に、スヌーズレンの中では、彼らが「安心していること」が大切です。こ
のことは、介助者側にも同じようにいえることです。介助者自身が、何よりも
安心しながらスヌーズレンを行うことが大切です。また私たちが彼らの活動に
干渉しすぎると、スヌーズレンが日課になってしまうので、ここは注意する必
要があります。

また器材の購入予算が不足している時は、部屋の中に置かれた「クッション
のコーナー」は多くの可能性があります。つまり、クッションを見て、彼らは
まずそこに横になりたいと思います。そのすぐ横に介助者もいっしょに横にな
ります。そしてお互いに心地よさを感じます。次に、枕やクッションを用意し
たり、ほどよい刺激量のライトを点け、心地よい音楽をかけたりすると、とて
も居心地のよい空間になってきます。このようにして、初めからスヌーズレン
のルームや器材がなくても、徐々にスヌーズレンに近い心地よい環境を設定し
ていくことは可能なのです。

居住施設におけるスヌーズレンのねらいは、「利用者の選択とペース」を考
慮した魅力的な環境を設定して、主要な刺激を選択できるようにすることにあ
ります。そしてスヌーズレンは、常に小規模な活動になっています。個人で行
うか、3 ～ 4 名くらいで行うのが理想です。スヌーズレンルームの使用は、彼
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らの自発的な行動によるべきです。そこに強制的に連れていくようなことは決
してしません。また火気の安全性の面では、特別な注意が必要になります。

8．スヌーズレンルームと器材・用具

スヌーズレンルームの中では、長めのコードの使用を極力減らす必要があり
ます。これは、コードに足が引っかかったり、破損の原因にもなるからです。
そこで、リモコンの使用が推奨されます。リモコンを用いることで、職員もス
ヌーズレンの実践に集中して取り組むことが可能になるからです。またくつろ
げるように、柔らかな床面が必要です。床面に一つの大きなクッションを置く
こともできます。これを見たら人はすぐに座りたくなるものです。またクッ
ションのカバーがはずせて洗濯しやすいことも重要です。カバーのデザインと
触覚の有用性のバランスが効果をもたらします。そして外部の好ましくない雑
音などの不快な刺激をできるだけ排除した、静かな部屋をつくることが大切で
す。

スヌーズレンを行う上で、できれば調光器を使用して、ルームを少しずつ暗
くしたり、少しずつ明るくしたりできるとなおよいです。まったくの暗闇は、
人には怖いものです。また心地よい家具（ソファーやベッド等）はルームでは
必需品になります。

ヘッドフォンを使用することで、音声や音楽を集中して聞くことが可能にな
ります。彼らは、音だけではわかりにくいので、目で「音」を「光」として見
えるようにすることで、より深い理解が得られます。このように、音と光の組
み合せを提供することで、刺激を彼らが効果的に知覚することができます。

ライトオルガンは、音が鳴ると電球が光るという器材です。音を鳴らす頻度
を多くし、音量を上げることで、電球がより明るく光ります。音楽は、リラク
ゼーションの一つの形でもあります。利用者の中には、自ら大きな声で叫ぶこ
とで強い光効果を作って楽しんでいる人もいます。音は、聴覚ばかりではな
く、触覚、たとえば、音の振動としても感じられます。振動する床では、私た
ちは音も知覚することができます。フットチャイムは、人が床面を歩くと、音
が鳴り、しかも光るように作られています。
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スヌーズレンでは、ルーム全体を映写面として利用することから、天井
や壁、床面を白くします。これがホワイトルームです。そして床面は柔ら
かなマットで覆うようにします。理想的なスヌーズレンルームは、縦・横約
6.7 m、高さ約 5.5 mです。映像の映写には利用者の行動を考慮して、より大
きなルームが必要です。そして部屋には、鋭角の角がないこと、背もたれをま
わりに置くことが重要です。

多くの重度知的障がい者は、特定の嗜好を持っています。もちろん嫌いな
物もあります。たとえば、触覚素材に匂いを結びつけることが考えられます。
フェルトに匂いの液体を 2 ～ 3 滴落とすと、よい匂いがします。また匂いの
詰まったチューブを持ち上げて、好みの匂いを嗅ぐことができます。彼らは、
匂いに対する感じ方が私たちとは異なると考えられます。

ボールプールは、経験的に 1 つのボールの直径が 6 ㎝のものが最もよいサ
イズで、深さは 60 cmが最もよいとされています。鏡をボールプールの周り
の壁や天井に付けると、さらに魅力的に映ります。ただし、定期的な掃除が必
要で、2 週間に 1 回はクリーニングする必要があります。水のオルガンは、オ
ルガンの音量の高さが噴出水の高さを決めています。

スヌーズレンの真の音楽は存在しないと考えられています。つまり、お店で
スヌーズレンの音楽を購入することはできないといわれます。しかしスヌーズ
レンの音楽のための基準はあります。これまでも述べましたが、周りの刺激の
適切な選択と不要な刺激の削減により、彼らの世界から「混沌と脅威を少なく
したい」と考えます。彼らの世界は、しばしば緊張にさらされていることから、
彼らをまずリラックスさせてあげたいと考えます。そのためにそのような音楽
を選択する必要があります。

（姉崎　弘）

引用・参考文献
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Cleland, C. C. & Clark, C. M. (1966) Sensory deprivation and aberrant behavior among idiots. 

American Journal of Mental Deficiency, 71 (2), pp213-225.
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第2節　創始者たちによるスヌーズレンの思想

1．スヌーズレンの基本となる考え方

スヌーズレンでは、私たち職員も、彼らと一緒にスヌーズレンに完全に参加
することから、彼らの観察はどうしても主観的なものになるため、彼らの客観
的な観察は難しくなります。特に、スヌーズレンでの彼らの行動の観察では、
普段と比較して彼らの行動は変わるのか、あるいはより静かになるのかなど、
をよく観察することです。この時に観察した記録データの定期的な評価は必ず
必要です。これは、スヌーズレンのさらなる発展のために不可欠なものです。
彼らが、ルームの特定の物や場所を気に入っているのかどうかを見いだすこと
も大切です。そして何回自分から進んでルームに来たのかを記録することで
す。

スヌーズレンルームを設置する場合、次のようなアウトラインを作成するこ
とが大切です。

①利用者の人数、②利用できるスペース、③安全要件、④メンテナンス（毎
年の維持費等）、⑤財政面（安全面と衛生面は決して節約しないこと）。

私たちは、彼らのレベルに降りて、彼らとコミュニケーションを取る他の方
法を見つけなければなりません。それは、私たちには彼らの普段の行動の理解
が難しいからです。そこで、彼らのレベルに降りていってコミュニケーション
を取るには、折に触れて彼らを抱きしめたり、彼らの側に寄り添って一緒に
マットの上に横になったり、ソファーに座ったりする必要があります。

その際、私たちの彼らへの影響は、最初は最小限でなければなりません。私
たちは、彼らから送られてくるサインをたえず受け入れなければなりません。
そして私たちは、彼らのコミュニケーションレベルに降りることで、はじめて
彼らと親しくなることができます。私たちはもはや、彼らの指南役ではなく、
彼らといっしょの活動に完全に参加する、平等なパートナーといえます。

彼がなぜそこに座るのか？　最初はよくわかりませんが、注意深く見ると、
そこに何かあるように見えます。たとえば、大きなスポットライトが数時間照




