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認知症高齢者の暮らしを支える建築空間とデザイン
Environmental and Architectural Design for People with Dementia
石井	
  敏 1
Satoshi Ishii
1

1

東北工業大学
Tohoku Institute of Technology

Abstract: Dementia can’t be cured by medical power yet, but it can be cared by the power of physical environment and
settings. People with dementia, they do have an ability to interact with their environment surrounding with using five
senses of them. Eleven episodes of scene or behavior clearly show how their environment, especially physical
environmental design or settings are important and influence their activity and quality of lives.

1.	
 認知症と環境	
 
	
  認知機能の障害を伴う認知症においては、記憶の
障害や時間・空間の見当識障害は中核となる症状で
ある。その中で物理的な環境（生活環境、地域環境、
生活空間）は認知症にとってその生活を支えるもの
として非常に重要な意味を持つ。もちろん、なじみ
のない環境や状況におかれることは、認知症の方に
とっては大きな負担となるし、そこでのストレスが
認知症の症状を悪化させ、さまざまな周辺症状
（BPSD）を引き起こす要因ともなる。
	
  室伏が提示する「認知症高齢者への対応 20 か条」
（室伏、1985）を見ると、認知症のケアは必ずしも
医学的、また看護・介護的な側面からだけではなく、
環境や空間、場のあり方、作り方も含めてデザイン
していかなければ支えきれない疾病であることがよ
く分かる。
	
  疾病の状況から考えても、認知症の人は、与えら
れた環境や状況に対して弱い立場であることは間違
いない。しかし、認知症の方々の暮らしを観察して
いくと、必ずしも受け身で、環境に対して弱いだけ
の存在ではなく、自身で環境と対話しながら、その
与えられた環境と折り合いをつけながら暮らしを営
み、時間を紡いでいることがよく分かる。また、そ
こには必ずそれらを支えている「適切な環境」
（建築
空間やそのデザイン）が存在していることもわかる。
	
  ここで言う「環境」とは社会、組織、建築など私
たちを包み込んでいるすべての要素を意味し
（Cohen, 1991）、建築空間とはその中での物理的な
環境、言い換えれば空間やそこでの家具などのセッ
ティングやデザインなど広い意味での建築を示す。

表 1	
  認知症高齢者への対応 20 か条（室伏）
①なじみの人間関係をつくる
②高齢者にとっての頼りの人になる
③高齢者に安心の場（状況）を与える
④高齢者を孤独にし続けない
⑤急激な変化を避ける
⑥高齢者を尊重する
⑦高齢者を理解する
⑧理屈による説得よりも共感的な納得をはかる
⑨高齢者と生きている時代を同じにする
⑩高齢者の好き嫌いや得意なことをわきまえて対処
する
⑪高齢者のよい点を見出し、よい付き合いをする
⑫高齢者を生活的に扱う
⑬高齢者に対して感情的にならない
⑭高齢者を蔑視・排除・拒否しない
⑮高齢者の間違いを叱責・矯正し続けない
⑯高齢者のペースに合わせる
⑰高齢者と行動をともにする
⑱簡単にパターン化して繰り返し教える
⑲適切な刺激を少しずつでも絶えず与える
⑳高齢者を安易に寝たきりにしない

2.	
 環境との対話	
 
以下では、これまで筆者が行ってきた数々の行動
観察調査から得られた認知症の方々と環境との対話
の「場面」を抽出し、その場面を読み解くことで、
認知症と物理的な環境・建築や生活環境の重要性に
ついて考えてみたい。

2.1	
 【事例 1】ひとり（一人・独り）の中

2.3	
 【事例 3】状況の共有	
 

認知症の A さんがお気に入りの場所は、キッチ
ン・ダイニングの脇に設けられた３畳の小上がりス
ペース（写真 1）。ここに腰を下ろすと、施設全体の
雰囲気が感じ取れ、他者と直接関わらなくとも、つ
ながりを意識することができる。一人でいながらも
独りではない他者との距離感やそれを可能とする設
え、場のデザインがこの行為を可能としている。

認知症の 3 人。それぞれ言葉を発し、よいコミュ
ニケーションを取っているようにも見えるが、実は
相互には全く「言葉」では疎通していない（写真 3）。
お互いの言葉を理解しているわけではないが、時
に頷き、時に言葉を挟み、あたかも「会話」してい
るようである。言葉ではなく状況を共有していると
言える。落ち着ける場所、その場のセッティング、
なじみの関係が心と心でつながるコミュニケーショ
ンを誘発している。

写真 1	
  一人の滞在と他者との関わり

写真 3	
  状況の共有とそれを支える場

での他者	
 

2.2	
 【事例 2】発見される心地よい場所	
 

2.4【事例 4】時の共有	
 

認知症の B さんは床座での生活になじみがあった。
施設内で見つけたお気に入りの場所は、陽当たりの
よい廊下（写真 2）。目の前にはスケールのよい中庭
が広がる。五感を頼りに、心地の良い居場所を自ら
探し出し、選び滞在している。環境と主体的に、積
極的に関わっている姿がそこにはある。

認知症のお二人が玄関脇のベンチに同席する。示
し合わせたわけでもなく、引き寄せられるように両
者が滞在する（写真 4）。
お互いに言葉を交わすわけでもないが、同じ時を
刻む。お互いの気配を感じながら、玄関の扉越しに
見える景色を共有している。

写真 2	
  心地よい居場所の発見

写真 4	
  時と場所の共有

2.5	
 【事例 5】人生の延長線上としての暮
らしの場	
 
施設入居まで畑作業を仕事としてきた C さんは、
施設入居後も時間さえあれば、庭の手入れをしてい
る（写真 5）。もしこの施設に十分な庭がなかったり、
居住スペースが接地していなかったりしたらどうな
っていたであろうか。その人のライフヒストリーを
紐解くことで、その人らしい暮らしを支える環境の
あり方は見えてくる。

2.7【事例 7】五感に働きかける環境	
 
重度の認知症の方々ではあるが、目の前にキッチ
ンがあり、音や匂いに誘われて自発的にキッチンカ
ウンターに歩み寄る。包丁を手に自然と手が動く（写
真 7）。	
  五感がその人に働きかけ、一つ一つの行為
を引き出す。認知の機能に障害があるからこそ、認
知に頼らない空間のつくりやデザインが求められる。

写真 7	
  五感に訴えかける環境と設え
写真 5	
  ライフヒストリーと空間

2.8【事例 8】行為を誘発する空間デザイン	
 

個室の居室に持ち込まれた亡き夫の遺影。この写
真を目印に自室であることを認識し、一日に何度も
部屋に戻っては、遺影に話しかける（写真 6）。
人とモノとの関係は時を超えるものであり、また
モノは時を紡ぐ。認知症になってもその関係は変わ
らない。むしろ、時を超えたモノや環境との関係性
の中に生きているとも言える。

場所と行為はつねにセットで考えなければならな
い。認知症の人は座った先に見えるもの、座った先
で感じられるものやことと素直に対話する（写真
8,9）。直観的に空間や場所と関わり合うことができ
る設えや状況のセッティングが重要となる。
認知症の方の暮らしを支える環境づくりにおいて
は、いかに場所や環境の仕掛けが重要であるかがわ
かる。逆に言うと、認知症の方は、その場所が持っ
ている質を引き出し、価値を与えることができる。

写真 6	
  モノと人との関わり

写真 8	
  廊下にしつらえられたベンチ

2.6【事例 6】その人にとってのモノ	
 

写真 9	
  行為を誘発する場所と環境

写真 11	
  仏壇により生まれる空間利用

	
 
重度の認知症の D さん。発話にも困難があり、会
話もままならない状態ではあるが、新聞を手に囲炉
裏のある和室に来て着座する（写真 10）。新聞をめ
くりながら「読んで」いる。新聞や囲炉裏、目の前
に広がる景色や陽光、そこに流れる時間。すべてが
この行為を生み出している。行為は環境によって誘
発されることを示している事例である。

2.9【事例 9】なじみの地域で暮らすこと	
 
町の中心に位置する元旅館を活用した高齢者施設
（写真 12）。それまで遠くの施設的なデイサービス
センターに通うことを拒否していた近所の認知症の
方は「ここなら行きたい」と言い出したという。誰
もが知っている町の資源。デイサービスという機能
に拒否をしていたわけではない。なじみのない無味
乾燥の施設空間に拒否反応を示していたのだろう。

写真 10	
  モノと場所により誘発される行為
写真 12	
  なじみのある風景や景色との対話
仏壇が置かれる前、E さんは言っていた。
「ここは、
男性の空間だからね。格式があって。なかなか使え
ませんよ。」しばらくして仏壇が置かれる。スタッフ
が促すことなく、自発的に朝のお参りが始まる。起
床後、一人、また一人とここに集い、手を合わせる
行為が生まれる（写真 11）。
これもまた空間やモノが行為を生み出した事例で
ある。認知症の人は、その空間が持つ本質を感覚的
に認識し、また空間を使うことができる力を持つ。
逆に言うと、空間のデザインに強い影響を受けてし
まうとも言えるだろう。

2.10【事例 10】環境との対話	
 
毎日、夕方のある時間になると自分のユニットを
出て散歩に出かける F さん。行く先で待っていたの
は、まさに沈もうとしているきれいな夕日だった（写
真 13,14）。スタッフによると、きれいな夕日が見え
るこの場所を自ら見つけ出したのだという。
まさに環境との対話である。主体的・能動的に生
きる認知症の方の姿がそこにはある。美しいもの、
心地よいことを直感的に見つけ、生活の中で大切に
する。それが認知症である。
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写真 13	
  ある認知症の方が見つけた意味ある場所

写真 14	
  沈む夕日を臨むベストポイント

3.	
 環境と対話しながら主体的に生
きる認知症の姿	
 
ここまで見てきた 10 の事例と、その中での認知症
の方々と環境・場所との対話、環境の中での立ち居
振る舞いは何を教えてくれるのだろうか。
これらの事例からは、認知症という病を抱えなが
らも自ら環境に働きかけ、対話する認知症の方の姿
が見て取れる。適切な建築空間やデザインがそれら
を可能にしている一要素として見えてくる。
	
  意味のある空間や場所をつくること。これが認知
症の方の環境づくりに必要な「デザイン」である。
	
  また、それは過去の記憶に訴えかけることだけで
はなく、人間が持っている五感を最大限活用できる
ような配慮を生活空間の中に作りこむことでもある。
「よい環境」
（質の高い建築空間やデザイン）は認知
症の人にとって意味のある場所となる。認知症の
方々の感性に訴えかけ、行為を引き出すことができ
る暮らしの環境づくりの大切さをあらためて意識す
るとともに、人と環境との関係を映し出す鏡として
認知症の方々の暮らしをとらえていくことの重要性
も認識していきたい。

