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はじめに 

平成 29 年度、京都国立近代美術館は「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造推

進事業」に、中核館として取り組んできました。この事業は、美術館を中心として、視覚障

害のある方と協働し、「見ること」だけに依らない様々な方法を用いながら、美術館での過

ごし方や作品鑑賞のあり方を問い直していこうというプロジェクトです。 

本事業が始まる以前、京都国立近代美術館では 15 年以上に渡って、視覚障害者と晴眼者

による言葉を介した作品鑑賞活動を受け入れてきました。この積み重ねの中で、視覚だけ

に依らない鑑賞が豊かな作品理解を生み出し、さらには鑑賞者同士の相互理解も促すこと

が示されてきました。また、近年、全国各地で「ユニバーサル・ミュージアム（誰もが楽し

める博物館）」の活動が広がりつつあります。 

こうした状況のなか、平成 28 年 4 月に「障害者差別解消法」が施行され、美術館におい

ても、障害のある方に対する合理的配慮が求められるようになりました。今後ますます、

設備面やサービス面で、より柔軟にバリアを取り除いていく努力が必要となるでしょう。

他方で、障害者の文化芸術活動の支援や共生社会の実現に向けて、美術作品を管理・展示

し、ユニークな建築や空間を持つ「美術館」だからこそできることも、きっとあるはずで

す。こうした思いから館内で議論を重ね、平成 29 年度より「感覚をひらく―新たな美術鑑

賞プログラム創造推進事業」を立ち上げる運びとなりました。 

 今年度は、「平成 29 年度 文化庁 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業」の助成

を受け、3 回のイベントを開催し、視覚障害者に向け美術館を紹介する点字・拡大文字によ

るパンフレットや、所蔵品紹介シート「さわるコレクション」を作成しました。これらの取

り組みを通して、少しずつではありますが、これまで当たり前と思われてきた美術鑑賞の

かたちに揺さぶりをかけ、また地域の視覚障害のある方とのつながりも生まれつつあるこ

とを実感しています。 

 本報告書は、平成 29 年度の実施事業について、その過程と成果を報告するものです。本

書が、「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業」の一年間の取り組みの足

跡をたどる一助となれば幸いです。 

平成 30 年 3 月末日 

新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業実行委員会 

委員長（京都国立近代美術館 館長） 

柳原 正樹 
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本書は、新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業実行委員会による、「感覚をひらく
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高橋 悟（京都市立芸術大学教授） 

谷口淳一（京都教育大学美術科教授） 

日野陽子（京都教育大学美術科准教授） 

広瀬浩二郎（国立民族学博物館准教授） 

監 事  南 孝徳（きょうと障害者文化芸術推進機構事務局長／京都府健康

福祉部障害者支援課課長） 
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1. 「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業」
について

1-1. 概要

本事業の目的は、京都国立近代美術館が、京都および周辺地域の盲学校、大学、視覚障害

当事者等と協働して、垣根を越えて、誰もが美術をより深く、より楽しく鑑賞できるプロ

グラムを構築することである。視覚障害当事者のニーズを取り入れた「さわるパンフレッ

ト」等を作成し、視覚障害者が自発的に美術館を訪れ、鑑賞を楽しむための基盤を整備す

る。さらに、視覚障害を持つ人たちを視覚以外の“感性の達人”と位置づけ、多様な感覚で美

術鑑賞を楽しむプロジェクトをおこなうことで、ともすれば「健常者」から「障害者」への

一方的な支援に終始しがちな「共生」のあり方に風穴を開け、美術館から真の「共生社会」

の構築に向けた実践例を提示するものである。 

平成 29 年度は初年度として、以下の事業を展開した。 

（１）視覚以外の多様な感覚を用いた鑑賞の方向性を検討するため、「感覚」と「コミュニ

ケーション」をテーマとしたフォーラムを開催して先行事例を収集、分析する。ま

た、京都国立近代美術館のコレクションを、視覚以外の多様な感覚を用いて楽しむ

プログラムを実施する。 

（２）地域の視覚障害者が美術館への来館を促すきっかけを作るため、美術館の基本情報

に加えて館内での過ごし方の紹介や触図なども掲載し、「さわったら行きたくなる」

をコンセプトとした京都国立近代美術館パンフレット、および所蔵品をテーマにし

た触図を作成し、積極的に配布、設置する。 

●実施中核館： 京都国立近代美術館 

●その他の協力団体：京都教育大学

きょうと障害者文化芸術推進機構 

京都市立芸術大学 

京都府立盲学校 

国立民族学博物館 

三重県総合博物館（以上、50 音順） 
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1-2. 活動実績

実行委員会の開催 第 1回実行委員会 2017 年 6 月 30 日（金） 

第 2回実行委員会 2018 年 3 月 6日（火） 

於：いずれも京都国立近代美術館 1階講堂 

イベントの開催 第 1回フォーラム 2017 年 10 月 7日（土） 

於：京都国立近代美術館 1階ロビー 

第 2回フォーラム 2017 年 12 月 16 日（土） 

於：京都国立近代美術館 1階ロビー・講堂 

ワークショップ 2018 年 2 月 11 日（日・祝） 

於：京都国立近代美術館 1階 

パンフレット・ 「さ

わるコレクション」

検討および作成 

パンフレット（制作期間 2017 年 8 月～2018 年 3 月） 

・内容検討 2017 年 8 月～11 月

・周辺施設バリアフリー調査 2017年9月28日（木）、10月

24日（火）、11月9日（木） 

於：京都市勧業館みやこめっせ、京都伝統産業ふ

れあい館、京都府立図書館、京都市動物園、

京都市美術館、細見美術館、ロームシアター

京都 

・印刷 2017 年 12 月～2018 年３月

「さわるコレクション」（制作期間2017年9月～2018年 3月） 

・内容検討 2017年９月～2018年２月

・印刷 2018年 2月～3月
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2. イベント

2-1. 第 1 回フォーラム

感覚×コミュニケーションでひらく、美術鑑賞の新しいかたち 

日時｜2017 年 10 月 7 日（土）14:00～16:00 

会場｜京都国立近代美術館 1 階ロビー  聴講無料 

定員｜先着 100 名  参加者数｜65 名 

■ 趣旨

近年、視覚に障害のある方の美術鑑賞を

支援する取り組みが広がっている。このフ

ォーラムでは、「みる」ことだけにとらわ

れない美術鑑賞を実践している美術館と

グループから講師を招き、その活動の内容

や成果などをご紹介いただいた。福祉とい

う視点を超えたユニバーサルな鑑賞のあ

り方を模索するこれらの取り組みを踏ま

え、「感覚」と「コミュニケーション」をキ

ーワードに、美術鑑賞の新しい「かたち」について、さまざまな立場からの考えを共有し、

議論を深めることができた。 

【プログラム】 

●14:00～15:10 事例紹介

1）28 年目の「美術の中のかたち」展―その取り組みと課題

橋本こずえ（兵庫県立美術館学芸員） 

2）盲学校とともに歩んだ 6年と、そこから生まれた“こと”

岡本裕子（岡山県立美術館主任学芸員） 

3）色とりどりのことばによる対話

たけうちしんいち／山川秀樹（ミュージアム・アクセス・ビュー） 

●15:20～16:00 質疑＋ディスカッション

モデレーター：日野陽子（京都教育大学准教授）
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■ 実施報告

冒頭、モデレーターの日野陽子氏が、美術館におけ

る視覚に障害のある方の鑑賞の歴史を振り返りなが

ら、本フォーラムの目的を再確認した。まず、ミュー

ジアムと視覚に障害のある方をつなぐ取り組みは、

1980 年代頃、まずは「さわる」というアプローチを通

して鑑賞の場を提案する支援的な形で始まったこと。

また 2000 年ごろからは、主に触れることのできない

作品を対象に、言葉によるコミュニケーションを通し

て鑑賞に挑戦する団体が生まれ始めたことについて、

簡単にその経緯が紹介された。さらに現在は、感覚と

コミュニケーションを融合させながら、アートという

土俵の上でだれもが対等に気づきを与え合う鑑賞を

目指す動きも広がっていると述べた。そのうえで今回

のフォーラムでは、先行事例である３つの団体が、長

年活動を継続するなかで得たフィードバックを共有

し、課題の再発見をおこなうことが確認された。 

続いて、発表者から順に事例紹介があった。 

事例紹介 

まず橋本こずえ氏から、「28 年目の「美術の中のか

日野陽子氏 

ひの・ようこ｜ 京都教育大学准教授。香川大

学講師、准教授をへて 2012 年より現職。専門

は美術教育学。近年の主な研究テーマは、視

覚障害がある人と共に行う美術鑑賞の方法や

支援ツールの開発、病院におけるアートの役

割と可能性等。 

橋本こずえ氏 

はしもと・こずえ｜ 兵庫県立美術館学芸員。

同館にて視覚中心の美術鑑賞を問い直す「美

術の中のかたち―手で見る造形」展を 1989 年

から開催しており、28 回目となる 2017 年の

企画を担当。 
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たち」展―その取り組みと課題」として、兵庫県立美

術館の「美術の中のかたち―手で見る造形」展につい

て報告いただいた。同展は、「フォーム・イン・アート

―触覚による表現」（1989 年）を皮切りに、阪神・淡

路大震災が発生した 1995 年を除いて毎年開催してい

る。橋本氏は、今年の企画「青木千絵展 漆黒の身体」

（会期：2017 年 7 月 8 日～10 月 15 日）を担当した。 

 同展が今日まで、画一的にならずに、毎年その方法

を模索しながらも緩やかに継続されてきた背景には、

特定の担当者を決めずに開催してきたことがあるの

ではと、橋本氏は語った。毎年、担当となった学芸員

が「視覚に障害のある人も、ない人も共に楽しめる展

覧会」というテーマに合わせて自ら課題を設定し、作

家や美術館スタッフ、ボランティアなど多くの協力者

とともに取り組んできた。こうした仕組みのおかげで、

美術館全体で企画に取り組んでいるという意識が共

有されているということであった。 

続いては岡本裕子氏に、「盲学校とともに歩んだ 6

年と、そこから生まれた“こと”」と題して、岡山県立

美術館と岡山県立盲学校との連携事業の歩みについ

て報告いただいた。「まずはやってみる」を合言葉に、

2011 年度から活動をおこなっ

ている。現在は「対話」と「五

感」をキーワードに、開催中の

展覧会の内容や生徒の実態に

合わせてプログラム内容を改

善しながら継続している。この

活動のなかで開発された盲学

校の生徒向けのプログラムが、

“見常”（見ることを常とする）

の生徒たち向けとしても定着

していった、という事例も紹介

された。 

またこの盲学校との連携を

きっかけに、誰もが楽しむこと

ができる、ユニバーサルデザイ

岡本裕子氏 

おかもと・ゆうこ｜ 岡山県立美術館主任学芸

員。「ひと
・ ・

ともの
・ ・

の関係」に注目して、文字媒

体を超えた本物
・ ・

体験プログラムに取り組む。

盲学校との連携をきっかけに、障害の有無に

関わらず使える「美術館教育素材」の開発と、

それらを活用したプログラムを実施。 
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ンの視点を取り入れた鑑賞空間を

構築する試みが始まるなど、美術館

運営のあり方にも変化が生まれつ

つあるという。 

最後は、「色とりどりの言葉によ

る対話」と題し、ミュージアム・ア

クセス・ビュー（以下、「ビュー」）

の活動について、代表代行のたけう

ちしんいち氏、スタッフで視覚障害

の当事者でもある山川秀樹氏から

発表いただいた。 

 ビューは、見えない・見えにくい

人と見える人とが「言葉」による美

術鑑賞をおこなっている団体であ

る。京都国立近代美術館でも、17 年

間に渡って鑑賞ツアーを受け入れて

きた。鑑賞ツアーでは、見える人が一

方的に説明する・教えることよりも、

作品の前でたくさんの言葉を紡ぎだ

し、感じたことを出し合い、作品の話

をきっかけにお互いの経験や思いを

共有していくことが大事とされる。 

 山川氏からは、「自分は色そのもの

を見た経験が無く、分かりづらいと

感じる場面もある。しかし、共有でき

ないことやお互いの違いを認識する

ことが時にとても刺激的で、そうし

た刺激と共感の両方を楽しめるとい

うことがビューの活動の大きな魅力

と感じている」との話もあった。 

ディスカッション 

後半のディスカッションでは、印象に残っているエピ

ソードなどにも触れながら、それぞれの取り組みについ

てより詳しく意見交換をする場となった。終盤では、美

たけうちしんいち氏（右）／山川秀樹氏（左） 

たけうち・しんいち／やまかわ・ひでき｜ 目が見えない人・見えにくい

人と見える人が共に美術を楽しむ緩やかな集まり、「ミュージアム・アク

セス・ビュー」で、たけうち氏は代表代行、山川氏はワークショップ講

師を務める。対話型鑑賞ツアーを中心に、美術鑑賞をより深く豊かなも

のとするための活動を継続している。 



10 

術作品にさわるという行為は、基本

的には美術館ではタブーとされる

傾向が強い。しかし、常識をくつが

えすというのが美術作品のもつ役

割のひとつであるならば、美術館自

身も「これまでの鑑賞の方法を疑っ

てかかる」ことが大事なのではない

か。そうした意見も出され、ディス

カッションは締めくくられた。

また、質疑応答の場面では、会場

から「さわる図録」（点などを用いて絵を立体的に表現

し、触って楽しむことができる図録）の制作が進むこと

を期待する声も上がった。今後の京都地域における“新

たな美術鑑賞プログラム創造推進”に向け、課題が共有

されたとともに、その経験を聞くことで様々な方法への

可能性が提示されたと考えている。 

ディスカッションの様子 

第 1回フォーラムの配布資料。拡大文字版と点字版も用意した 



11 

■ 参加者のアンケートから

アンケート回答者数 30 人（墨字 28 人、点字 2人）

Ｑ１. 本日の感想をお聞かせください 

とても良い（ 12 人）／良い（ 15 人）／普通（ 2 人） 

Ｑ２. 今回のイベントを何でお知りになりましたか？（複数回答可） 

ちらし（ 12 人）／知人・友人からの口コミ（ 11 人） 

当館ホームページ（ 1 人）／その他（ 7 人） 

Ｑ３. イベントにご参加された動機は何ですか？（複数回答可） 

内容に興味があって（ 26 人）／学習のため（ 12 人）／知人に誘われて（ 2 人） 

Ｑ４. 当館には１年間で何回程度いらっしゃいますか？ 

今回が初めて（ 12 人）／1～2回（ 8 人）／3～5回（ 10 人） 

Ｑ５. 性別・年齢 

●性別： 男（ 9 人）／女（ 17 人）／無回答（ 4 人）

●年齢： 10 代（ 1 人）／20 代（ 4 人）／30 代（ 6 人）／40 代（ 7 人）／50 代（ 5 人）

60 代（ 6 人）／70 代以上（ 1 人） 

Ｑ６. お住まいをお聞かせください 

京都市内（ 8 人）／大阪府（ 8 人）／その他国内（ 8 人）／兵庫県（ 3 人） 

滋賀県（ 3 人） 

Ｑ７. 職業をお聞かせください 

会社員・公務員・団体職員（ 15 人）／パート・アルバイト（ 4 人） 

学生（ 4 人）／専業主婦（ 2 人、うち 1人は点訳ボランティア）／無職（ 2 人） 

自営業（ 1 人）／その他（ 1 人）／無回答（ 1 人） 

■主な感想

・盲学校の子とかかわっているが、今回の事例は自分たちがとりくんできたことは間違っていない

ということと、これから美術館と学校がどう連携していくのかを改めて感じ、考えさせられる機

会となりました。（40 代・女性）

・美術鑑賞とは目で見るものだという前提が自分の中にあったことに気付かされました。触覚 ・嗅

覚など五感を使った鑑賞や、対話をすることで鑑賞するという方法があることを知り、そういった

鑑賞方法を自分も体験してみたいと思うと同時に、狭い枠組みにとらわれていたことを反省しまし

た。そうやって無自覚に美術鑑賞の場から視覚障害者を排除するのではなく、全ての人が鑑賞を楽

しむ方法を、美術館だけでなく日常の身近なところでも考えていきたいと思います。（30代 ・女性） 

・以前、盲学校に勤務していました。「障害は不自由ではなく不便なだけ」ということばを印象的

に思い出しました。誰でも不便に思うことが多いこの世界、でも便利だけがよいことかと考えて

しまいます。（女性）

・館の運営面ではこのような取り組みを１人だけの担当がやるのではなく、色々な学芸員、職員が

とりくんでいくことで、館としての受け入れの幅も広がりますし、長くつづけられる教育普及活

動になるのではと感じました。（40 代・女性）

・ 「見えにくい人」へのアプローチがあまり聞けず残念でした。見える・見えないの二分のようで、

少しギモンを持ちました。弱視の方や色覚障害の方といった、完全に見えないわけではないけれ

ど見にくいという方々へのアプローチの仕方にも今後取り組んでいただきたいです。（20代・男性） 

・ 「当然」「常識」「自明性」という言葉がキーワードのように出てきましたが、視覚障害者と見え

る人とが感覚の交流（対話）をすることで、お互いの自明性が変容する、豊かな気づきがある、

といった体験が印象的でした。（30 代・女性） 
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■ 講師の感想―フォーラムをふりかえって 

美術館は、コレクションを保存し、次世代に引き継ぐ役割を担っています。

そのため、作品保護の観点から、視覚中心の美術鑑賞となることが多いのです

が、「見えない人」や「見えにくい人」の鑑賞の機会が奪われてはいけません。

今回の「新たな美術鑑賞プログラム」は、この問題を多くの方が共有している

ことを提示しました。美術館だけではなく、様々なグループ、個人、視覚に障

害のある方、ない方というそれぞれの立場から取り組む多様な鑑賞方法を探る

機会にお招きいただきありがとうございます。 

（兵庫県立美術館学芸員 橋本こずえ） 

手で見る造形展事業を長年継続してきた館のお話、視覚障害者である当事者

のお話、双方からたくさんの「常識を点検」する機会をいただきました。ひと
・ ・

が持っている「情報をキャッチする術」と「情報を伝達する術」を駆使しなが

ら、「美術」を通して、「感じ方の違い」を楽しむこと
・ ・

を起こしていきたなぁ～、

という思いが強くなっています。「ひと
・ ・

ともの
・ ・

の関係」に注目して、文字媒体

を超えた本物
・ ・

体験づくりに取り組むことで、「すべてのひとにひらかれたミュ

ージアム」に一歩でも近づきたいです。 

（岡山県立美術館主任学芸員 岡本裕子） 

今回、フォーラムに参加して一番良かったのは、視覚に障害のあるスタッフ

の想いをみなさんに聞いてもらえたことです。タイトルの「色とりどりの言葉

による対話」も、過去にビューの鑑賞ツアーに参加した時の、彼の感想から引

用したものでした。見えない人が対話によって、どのように作品を解釈してい

るのか、少しでも伝わったのではと思っています。これからもこのような取り

組みが広がり、誰もが気軽に足を運ぶことの出来る美術館になれば、本当に素

敵なことだと思います。 

（ミュージアム・アクセス・ビュー代表代行 たけうち しんいち） 

 美術や美術鑑賞に関わってこられたり、関心をお持ちだったりするみなさま

の前で、自らのこれまでの拙い経験や、ささやかな活動のほんの一端を、自ら

のことばで語れたことは、初めての経験であり、とても大きく貴重な出来事で

した。 

 そして、わたしたちの発表やディスカッションを聴いてくださったみなさま

の、これまでのものの見方や考え方に、ほんの小さな波紋やゆさぶりのような

ものを、呼び起こすことができたのかもしれないとも感じています。 

（ミュージアム・アクセス・ビュースタッフ 山川秀樹） 
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 第 1 回フォーラムのモデレーターを務めながら、終始、脳裡に流れていたの

は、約 10 年前、富士ゼロックスの研究所で 2 泊 3 日に渡って行われた会議だ

った。それは、視覚に障害がある人々自身と、彼らと共に美術鑑賞を続けてい

る目の見える人々、美術館関係者、私達研究者等 40 人余りが集い、「見えない

人と見える人とで行う鑑賞」について日夜議論し続けるというものだった。

様々な意見が交わされて明確になってきたのは「視覚障害がある人と共に美術

と向き合う時、見える人による一方向的な支援が行われているのではない」と

いうこと、「むしろ見える人が見えない人から得ているものの方が大きい」と

いうことだった。 

年月を経て、同様の立場の方々が語り合った今回のフォーラムでは、最初か

ら二者の意識がグンと近く、平らかであったと感じる。20 年程前には、視覚

障害がある人々と共にゲリラ的に美術館の扉を叩いていたことが、今、京都の

ような芸術文化都市で公に議論されるようになったことに深い感慨を覚える。

美術の世界を視覚から解放する―歴史と権威を覆すようなこの出来事は、常

に静かでひたむきな人々の活動に支えられてきた。今後も豊かな展開を心から

期待している。              （京都教育大学准教授 日野陽子） 
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2-2. 第 2 回フォーラム

伝える・感じる・考える―制作者と鑑賞者の対話 

日時｜2017 年 12 月 16 日（土）13:00～17:00 

会場｜京都国立近代美術館 1 階ロビー・講堂 聴講無料 

定員｜先着 60 名  参加者数｜86 名 

■ 趣旨

このフォーラムでは、公開鑑賞

会とディスカッションを通して、

見える人と見えない人の鑑賞体験

の違いについて考えた。コーディ

ネーターは、「無視覚流鑑賞」を実

践する広瀬浩二郎氏。まず、視覚障

害の有無や年齢もさまざまな 11

名の協力者が、2 名のアーティスト

とともに作品を体験。その後、見え

ない人と見える人の作品鑑賞につ

いて、意見交換をおこなった。 

鑑賞した作品は、石原友明氏による点字を用いた絵画と、鈴木康広氏による《空気の人》。

ひとが「関わる」ことによって意味や価値が生成、変化していくこれらの作品を通して、

「見る」ことだけに依らない鑑賞体験の多様性について考えを深めることができた。また、

ディスカッション終了後は、一般来場者がアーティストとともに作品をさわって体験・鑑

賞する時間を設けた。 

【プログラム】 

●13:00～14:10 公開鑑賞会

●14:30～15:30 ディスカッション

講師：石原友明（アーティスト／京都市立芸術大学教授） 

鈴木康広（アーティスト／武蔵野美術大学准教授／東京大学先端科学技術研

究センター客員研究員） 

協力者：視覚に障害のある方と晴眼者、計 11 名 

コーディネーター：広瀬浩二郎（国立民族学博物館准教授）

●15:30～17:00 一般鑑賞会 
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■ 実施報告

今回は、作品のつくり手としての制作者と美術館で

作品と対峙する鑑賞者、その両者が触覚を使った体験

を通して作品の意味や価値について共に考え、また

「見る」ことだけに捉われない作品鑑賞の可能性につ

いても意見交換をおこなった。 

 なお本フォーラムには、京都府立盲学校や京都府視

覚障害者協会などから視覚に障害のある方 6 名と、近

隣の小学生から大人まで 5 名の晴眼者、合計 11 名に

鑑賞者としてご協力いただいた。 

＊ 

冒頭、コーディネーターの広瀬浩二郎氏より「今日

は、美術館の既成概念を壊すつもりで、からだ全体を

使い、積極的に対話をして鑑賞しましょう」と話があ

った。そして、会場全員で両手を挙げて揺らして体を

ほぐした後に、一斉に「エイッ」と勢いよく声を出し、

会場の緊張を和らげた。 

 その後、引き続き広瀬氏がマルセル・デュシャン

《泉》※を模した既製品の便器を用いながら「さわる鑑

賞」の簡単なデモンストレーションをおこなった。触

れてみてはじめて、表面のつるつるした質感や内側の

様子といった、視覚だけでは捉えづらい特徴が把握で

きる。また、触覚的な体験を通して、“便器”に関する

過去の経験が自然と呼び起こされるという話もあり、

会場が笑いで包まれ、和やかなムードの中でイベント

は幕を開けた。 

公開鑑賞会 

 最初の公開鑑賞会では、11 名の協力者

のうち、まず視覚に障害のある方が、次

に目の見える方が鑑賞するという流れで

進めた。 

 はじめに石原友明氏による点字を用い

た作品 3 点と、関連する小説作品「美術

館で、盲人と、透明人間とが、出会った

広瀬浩二郎氏 

ひろせ・こうじろう｜国立民族学博物館准教

授。13 歳の時に失明。専門は日本宗教史、触文

化論。「ユニバーサル・ミュージアム」（誰もが

楽しめる博物館）の実践的研究に取り組み、"さ

わる"をテーマとする各種イベントを全国で企

画・実施している。最新刊の『目に見えない世

界を歩く』（平凡社新書）など、著書多数。 

※1917 年にマルセル・デュシャンが展

覧会に出品した作品で、既成の男性用

小便器に「R. Mutt 1917」とサインを

し、《泉（Fountain）》とタイトルをつ

けたもの。 

全員で体を動かす 
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と、せよ。」（点字印刷物）を鑑賞。作品の額や

支持体にもまんべんなく触って質感や温度の

違いも感じ取りながら、２人１組でゆっくりと

鑑賞していった。以下に、それぞれの作品を鑑

賞者の感想について紹介する。 

① Untitled》1993 年  紙に鉛筆、点字、ガラ

ス／42.4×34.4×15.0cm）

本作は、鉛筆で一面を塗り潰した紙の上から

『いちばん みにくい ものが いちばん みた

い もの。』と点字で打ってあり、さらにその紙を厚みのある

透明ガラスで覆ったものである。 

 視覚に障害のある方は、まずはコンコンと叩いてガラス

であることを確かめると、「きっと耳を近づけて中の音を聞

こうとしていた。晴眼者の多くは、ガラスの中を見つめな

がら「鉛筆が打ってあるみたい。何て書いてあるんだろ

う？」と様々に推測をはたらかせていた。 

② Untitled》1995 年 真鍮に点字／37.0×30.0×

16.0cm） 

 続いては、金色の真鍮板の上から大きめの点字で わた

しを みて！ わたしを さわって！ と打たれた作品。 

 視覚に障害のある方は、真鍮板のひんやりとした触感

を味わいながら、通常よりも大きな点字に「こんなの初

めて！」と驚きの声を上げながら鑑賞していた。晴眼者

は、それまでに鑑賞した人たちの指紋の痕や、自分の顔

が金属板に映り込むことを発見していた。また、目を閉

石原友明氏の作品（左から

①、②、③）

ガラスの中身を想像する 

何が書いてあるんだろう？ 
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じて両手で金属の温度を感じる姿もあった。 

③ Untitled》1993 年 タイプ C プリントに点字、

アルミニウム、額縁／70.0×58.0×3.0cm）

 ３点目は、光を映した写真の上から薄いアクリルを

はめ、画面中央に『かたち。 いろ。 うごき。 おくゆ

き。 ひかり。 せかい。 わたし。』と点字で書かれた

作品。額装されており、点字に触れて読むことができ

る。 

 先の作品に比べて文章が長く、一般的な大きさの点

字で打たれているということもあってか、視覚障害の

ある方は点字の存在に気がつくと集中した面持ちで

読み始めていた。指を走らせるにつれて表情がどんど

ん明るくなっていくのが印象的だった。それとは対照

的に、晴眼者は手のひらで作品表面のあたたかさを感

じたり、点字の上に指を滑らせて触り心地を確かめて

いたが、「この点字は何と書いてあるんだろう」と“モ

ヤモヤ”とした感想を抱いたようだ。

④ 空気の人》2016 年 長さ 600×幅 280×高さ約

100cm） 

 続いて、鈴木康広氏の《空気の人》を鑑賞した。本

作品は、全長が約 6 メートル、透明のビニルに空気を

入れて膨らませてあり、頭の後ろで両手を組んで仰向

けに寝そべっている人の形をしている。 

今度は鑑賞者が作品を取り囲みながら、各自がそれ

ぞれの場所から、全身を使って鑑賞をおこなった。視

入念に点字を読んでいく 

鈴木康広氏の  空気の人》（④） 
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覚に障害のある方から、「これは…

…クジラの昼寝かな？」、「一周ま

わってきたらやっと分かってきた。

手枕をしているんやな！」と、全体

像が分かるにつれてその感想は変

化していった。続いて晴眼者も作

品鑑賞に加わった。複数で同時に

触ることにより、作品がへこんだ

り膨らんだりとまるで生き物のよ

うに動く様子も楽しんでいるうち

に、鑑賞者同士の間に自然とコミ

ュニケーションが生まれていった。 

 この作品を鑑賞しながら広瀬氏から「見える人と見えな

い人の作品鑑賞の違い」についてコメントがあった。見え

る人は、一目で作品の形や様子を短時間のうちに把握がで

きる。それに対して視覚に障害のある人は手や足を動かし

ながら鑑賞し、しばらくして「これが頭で、これが腕で……

ということは、足があるのかな？」と全体像がつかめてく

るという。さらに、後半のディスカッションに向けて、作

品に対するアプローチが違う者どうしが対話しながら共に

鑑賞することで、作品に新たな価値や意味が生まれてくる

のではないか、と問いを投げかけて、公開鑑賞会は終了し

た。 

公開ディスカッション 

 ディスカッションの冒頭では、広瀬氏

が「無視覚流鑑賞の極意」を紹介しなが

ら、視覚だけではなく手や体、口、心など

を動かしておこなう美術鑑賞には、美術

作品や美術館の既成概念を問い直す可能

性があるのでは、と話した。 

 続いて、先ほど鑑賞した作品について、

鑑賞者に感想を述べていただきながら、

石原氏、鈴木氏からもコメントをいただ

いた。 

石原氏のガラスで覆われた作品につい

さまざまな場所から触ってみる 

ディスカッションの様子 
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て、視覚に障害のある方から、ガラスの中には何が入っ

ているのか、そしてなぜこの作品を制作したのかという

質問が出た。これに対し石原氏からは、通常、作品が作家

の手を離れた瞬間に作家でさえも作品に手を触れること

は許されない。そして美術館で展示される場合は、極力

「見ること」に集中させられてしまう状況にある。こう

した美術館の制度に対する問題意識から、本作は、「見え

る人にとっても見えない人にとっても“分からない”こと

があるものを」という思いで作ったとの説明があった。 

 このコメントに対し視覚障害のある方からは「“分から

ないもの”の代表として点字が扱われることに、素朴な違

和感をおぼえる」という意見が出された。また、真鍮板に

通常より大きく打たれた点字について、障害当事者のあ

いだでも意見が分かれ「常識を超える驚きがあるのがア

ートだから、点字が大きくても良いのでは」、「やはり点

字を正しく使ってほしい」と、芸術の領域における点字

の扱い方についての様々な立場が示された。他方、晴眼

者からは、「アート作品をきっかけに、点字に興味を持つ

ことができた」という前向きな意見も出された。 

鈴木氏《空気の人》について、視覚に障害のある方は、

触りながら頭の中で過去の記憶を探り、イメージを作り

あげていくワクワク感や、見えない人どうしで対話をし

ながら鑑賞を深めていくことの楽しさがあったという。

その様子を見た晴眼者の一人は「探りあてながら鑑賞し

ていく様子が、とても楽しそうでうらやましかった」と

いう意見も出た。 

 鈴木氏自身は、作品の制作と展示を通して、自分にと

っての世界の捉え方が他者にはどのように感じられるの

かを常に考えているという。《空気の人》はこれまでさま

ざまな場所で展示してきたとのことだが、今回は、視覚

障害者という“触ることに長けた人たち”が鑑賞したこと

で、「お腹から空気が入っていく部分を触って、悩みをた

め込んでいる若者みたいだと思った」という感想や、ビ

ニールの継ぎ目についての質問など、これまで出会わな

かった新たな解釈や意味が、作品に次々に付与されてい

ったようだった。 

石原友明氏 

いしはら・ともあき｜ アーティスト。京

都市立芸術大学油画専攻教授。写真や点

字、小説などさまざまな素材や技法を用

いて、視覚芸術の根源や鑑賞体験の枠組

みへの問いを投げかける作品を次々と発

表している。主な個展・グループ展に、

「美術館で、盲人と、透明人間とが、出

会ったと、せよ。」（1996 年、キリンプラ

ザ OSAKA）、「美術館へのパッサージュ」

（1998 年、栃木県立美術館）、「生存のエ

シックス」（2010 年、京都国立近代美術

館） 

鈴木康広氏 

すずき・やすひろ｜ アーティスト。武蔵

野美術大学空間演出デザイン学科准教

授、東京大学先端科学技術研究センター

客員研究員。日常のふとした発見をモチ

ーフに、誰もが知っているものや当たり

前と感じていることを新鮮な感覚で捉え

直す作品を制作。代表作に《空気の人》、

《ファスナーの船》、《まばたきの葉》な

ど。 
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＊ 

 公開ディスカッション終了後は、フォーラム参加者も自由に

作品を鑑賞できる時間とし、作品を順番に触って鑑賞いただい

た。 

 今回のフォーラムの意義は、障害のある人とない人が、それ

ぞれの感覚や感性を生かしながら作品を鑑賞し、対話を通して、

作品についての印象の違いを共有した点にあったと考えている。 

 “ユニバーサルな鑑賞”というと、例えば全員がアイマスクを

着用して「視覚を使えない状況」の中で作品に触れる、といった

取り組みがイメージされがちだ。しかし今回、晴眼者は視覚に

加えて触覚も聴覚も使いながら、見えない人は触覚や聴覚を研

ぎ澄ませ、さらに点字の知識も活かしながら、自分なりの方法

で作品と向き合った。そして、こうした作品への異なるアプロ

ーチにより生まれた鑑賞経験の「ずれ」を前向きに捉えて、対話

を通してさまざまな「違い」を共有していった。結果的に、一人

では気づかなかった作品の特徴や意味に出合うことができ、多

層的な作品理解が可能になったのではないだろうか。こうした

意味で、今回のフォーラムは、従来の美術鑑賞の枠にとらわれ

ないユニバーサルな鑑賞の一例を示すことができたと考えてい

る。 

当日の一般参加者も作品を触って鑑賞した 
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■ 参加者のアンケートから

アンケート回答者数 34 人（墨字 33 人、点字 1人）

Ｑ１. 本日の感想をお聞かせください 

とても良い（ 15 人）／良い（ 13 人）／普通（ 3 人）／無回答（ 2 人） 

Ｑ２. 今回のイベントを何でお知りになりましたか？（複数回答可） 

ちらし（ 9 人）／当館ホームページ（ 5 人）／知人・友人からの口コミ（ 11 人） 

その他（ 11 人：視覚支援学校の案内、偶然、Facebook 等） 

Ｑ３. イベントにご参加された動機は何ですか？（複数回答可） 

美術鑑賞が好き（ 11 人）／内容に興味があって（ 26 人）／学習のため（ 10 人） 

知人に誘われて（ 1 人）／その他（ 1 人） 

Ｑ４. 当館には１年間で何回程度いらっしゃいますか？ 

今回が初めて（ 7 人）／1～2回（ 15 人）／3～5回（ 9 人）／6回以上（ 2 人） 

Ｑ５. 性別・年齢 

●性別： 男（ 11 人）／女（ 20 人）／無回答（ 2 人）

●年齢： 20 代（ 7 人）／30 代（ 7 人）／40 代（ 12 人）／50 代（ 4 人）

60 代（ 2 人）／無回答（ 1 人） 

Ｑ６. お住まいをお聞かせください 

京都市内（ 8 人）／京都府下（ 2 人）／大阪府（ 4 人）／兵庫県（ 2 人） 

滋賀県（ 2 人）／和歌山県（ 2 人）／その他国内（ 12 人）／無回答（ 1 人） 

Ｑ７. 職業をお聞かせください 

会社員・公務員・団体職員（ 24 人）／学生・大学院生（ 3 人） 

パート・アルバイト（ 1 人）／専業主婦（ 1 人）／無職（ 1 人） 

自営業・自由業（ 1 人）／その他（ 1 人）／無回答（ 1 人） 

第 2回フォーラムの配布資料。拡大文字版と点字版も用意した 
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■主な感想

・見るだけでなく身体全体を使って感じる鑑賞は、障害の有無に関係なく楽しめるものだと思いま

した。（30 代・女性）

・若い人の意見が聞けたこと、見る人 （視覚障がい者）、見せる人 （学芸員）、作った人 （作家）が

つながって互いの意見を交換していたことがとても興味深く、嬉しかったです。（20 代・女性） 

・目の見える人が 「アート」と定めたものを、「特別に」触ってもらうことで、視覚だけに頼らない

見方があることが分かるのと同時に、目の見えない障害者にも視覚芸術に近づいてもらえたとい

う、健常者のある意味勝手な優越感を感じさせる恐さも感じてしまった。（40 代・男性）

・もっとふみこんでほしかった。視覚にたよらないアートはありえるのか、ありえるとすれば、ど

ういう表現の可能性があるのか。アートと言われることなく、触ったものをアートとする基準は、

どこにあるのか、など。単に面白い、非日常なものであれば、エンターテイメントともいえてし

まう。（40 代・男性）

・点字の扱い方についての投げかけがありとっても色々な考え方があるのだと思いました。手話の

扱い方 （手話は言語である）に似たような… 社会参加に必要なツールである一方、それ （点字）

を大きくすることによって読みとく楽しさがある。五感をつかって楽しむアートこそユニバーサ

ルなのではないか…（30 代・女性）

・同じものを異なるとらえ方をするゆたかさ、視覚障害がある、なしにかかわらず、柔軟にうけい

れるアートのあり方を確認できた。全盲の方、先天盲の方はどのくらいいたのか、その方は同じ

なのか、気になった。（50 代・男性）

・さわることの出来ない作品を視覚障害のある人といっしょにみるということがありえるのか、そ

ういう話もきいてみたかったです。（30 代・女性）

・触る作品、特に絵画となるととても難しい課題ばかりで、そんなものが本当にできるのか不安で

す。しかし、美術館がこうして触ることに着目したプログラムを継続的にしてくださって、参考

にも励みにもなってます。（20 代・女性）

・話題となった透明をどう理解しているか気になった。もし、先天盲の場合、透明のモノとは、ど

うイメージされているのだろう。広瀬先生が、過去の記憶とつなげると言っていたが、その記憶

とイメージの関係に興味がつきない。（50 代・男性）
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■ 講師の感想―フォーラムをふりかえって

今回のフォーラムで、1993 年に制作した点字絵画を展示する機会を得るこ

とができた。これらの作品は、自分で書いた「美術館で、盲人と、透明人間と

が、出会ったと、せよ。」と題されたテキストと並行するかたちで作られたも

ので、当時も点字新聞に広報してもらったりして多くの見えない方々に来てい

ただいたのだが、その時を思い返すいい機会になった。 

 当時、重視していたのは、「想像する力」で、例えば、自分が見えなくなっ

た時にどんなものが作れるだろう？とか、その時に自分を取り巻いている世界

はどう変わるのだろう？とか、そんな「想像」をなんとか現実の「もの＝作品」

に縒りあわせようとしていたのだ。そんな昔の仕事なのだが、今回鑑賞しても

らっている時に、当時と同じ感覚がまったく新鮮な感触でよみがえってくるの

を感じることが出来た。それは、自分の、そして「美術」の「想像力」の及ば

なさである。この感覚を制作の根元にいつも抱えていなければならないなとあ

らためて思う。                      （石原友明） 

「感覚をひらく」フォーラムに参加する中で、作品との向き合い方が揺らぐ

感覚をおぼえた。見える・見えないにかかわらず、双方とも不確かな対象に向

き合う状況として作品鑑賞があることを再認識することができた。 

目の見えない人による「さわる」鑑賞は、常に対象の部分に触れていくこと

で全体像による把握がない。そこには、1 人１人に固有のプライベートな鑑賞

のプロセスが生まれていることがわかった。とりわけ印象に残ったのは、「さ

わる」鑑賞の中で体験者が思い思いに発したさりげないひと言が互いに大きな

影響を及ぼしていたことだった。そのとき触っている形と意味が常に不確かな

ものであり、自らの感覚でとらえた形が、他者のひと言でその全体が揺らいで

しまうことを目の当たりにした。一方で、見える人は個人的な感覚から対象を

探っていく間もなく、視覚による全体像の把握と先入観にとらわれることが多

いのではないか。むしろ情報や既視感から鑑賞が始まり、それを見破っていく

ことが体験としての鑑賞の醍醐味となる。しかし、普段から見えることで「視

る」意欲が特別に意識されることはなく、「さわる」鑑賞に比べるとずいぶん

受動的な行為に思えてきた。 

今回のように、見える人と見えない人が積極的に鑑賞の場を共有すること

で、テーマのみならず発表のフォーマットそのものが変容するという点で、作

家の意識に少なからず影響を及ぼすと思った。出品した《空気の人》は塩化ビ

ニールシートの透過と反射、触る部分によって異なる空気圧など、視覚と触覚

との間に幅をもった作品であることに気づいた。最近は、見た後や触った後に

体験者に残るイメージを扱う作品と考えている。フォーラムに参加し、目の見

える人と見えない人の間にある作品として、今後の展開を考えてみたいと思っ

た。 （鈴木康広） 
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コラム

触察鑑賞から無視覚流鑑賞へ 

広瀬浩二郎 

 12 月の京都国立近代美術館のフォーラムに参加するに当たって、僕は「無視覚流鑑賞の

極意六箇条」を執筆した。本稿では、まずこの六箇条について説明しよう。その後、フォー

ラムの感想、今後の課題などに関して、僕なりの意見を記す。来年度以降のプロジェクト

の継続・新展開に向けて、本稿が何らかの参考となれば幸いである。また、僕自身は、本プ

ロジェクトに協力することにより、「無視覚流鑑賞」の理念を国内外に広く発信していけれ

ばと願っている。 

無視覚流とは「思い遣
や

り」である。 

創る人（制作者）・操る人（学芸員）・奏でる人（来館者）の思いは、 

目に見えない。 

さまざまな思いが交流・融合し、「思い遣り」が生まれる。 

視覚は量なり、されど大量の情報には、かならず死角がある。 

視覚はスピードなり、されど迅速な伝達は上滑りで、記憶に残らない。 

無視覚流は「より少なく、よりゆっくり」を原則とし、 

作品の背後に広がる「目に見えない世界」にアプローチする。 

さあ、視覚の便利さ（束縛）から離れて、自然体で作品と対峙しよう。 

みんなの「思い遣り」は、視覚優位・視覚偏重の美術鑑賞のあり方を改変し、 

新たな「動き」を巻き起こす。 

1. 手を動かす＝まずは触角（センサー）を伸ばして感じてみる。

2. 体を動かす＝心身の緊張をほぐし、感性を解放する。

3. 頭を動かす＝触角がとらえた情報を組み合わせ、作品の全体像をイメージする。

4. 口を動かす＝作品の印象、感想を声に出し語り合う。

5. 心を動かす＝作品・他者との対話を介して、自己の内面と向き合う。

6. 人を動かす＝ミュージアムが発する能動・感動・連動の波が社会を変える。

自分の内部にある想念を外に出す、他者へ遣
つか

わすのが「思い遣
や

り」だといえる。美術鑑賞

は、思いを表出する一つの手段と位置付けることができる。美術鑑賞に根差す「思い遣り」

から新たな動きを巻き起こすプロセスを整理したのが、上記の六箇条なのである。この六

箇条の要点を確認する場として、12 月のフォーラムはきわめて有益なものだった。フォー

ラムの内容そのものの報告は主催者（京近美スタッフ）にお任せするとして、ここでは三

つのポイントに絞り、私見を述べることにしたい。 
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① 資料保存と触察鑑賞の両立について

不特定多数の人が美術作品に直接触れれば、作品の汚損・破損、劣化を惹起する危険が

ある。一般に、資料保存と触察鑑賞は相容れないものとされるが、この両者をしっかり意

識することにより、「さわるマナー」が成熟していくと考えられる。今回のフォーラム後半

では、視覚障害がある参加者は素手で、見常者は手袋着用で触察鑑賞するという対応が取

られた。これは資料保存に配慮した苦肉の策だったのだと思うが、「ユニバーサル＝誰もが

楽しめる」という観点からすると、疑問と不満を感じる。触察鑑賞では、素手による情報が

重要であり、多くの場合、手袋を着用すると情報量が減少してしまう。すべての参加者が

素手で作品に触れることができるのが理想だが、資料保存に力点を置くのならば、視覚障

害者も手袋を着用すべきだろう。配慮（優しさ）と排除（逆差別）は表裏一体であることを

指摘しておきたい。触察鑑賞のプラス面、マイナス面を検証・総括していくことが、来年度

以降の本プロジェクトの課題となるだろう。 

②「点字＝アート」をめぐる議論について

今回、点字を主題とする美術作品が出展されていた。アートとして、点字をどのように

用いるのかについて、視覚障害のある参加者の間で議論が交わされた。アートの存在意義

は、自由な発想で既存の価値観、常識を飛び越える所にある。その意味で「点字＝視覚障害

者用の文字」という狭い枠を打破できるのがアートの大きな魅力といえよう。一方、点字

は視覚障害者の社会参加のツールであり、点字の普及により、視覚障害者が「生きる糧」を

得てきたのは間違いない。たとえアートとはいえ、点字のルール、歴史を十分に理解しな

い見常者に、安易に点字が扱われることに対し、違和感を持つ視覚障害者が少なからずい

るのも事実だろう。他者尊重、異文化理解という点において、文化人類学には長年の蓄積

がある。いわゆる「未開」社会を研究対象とする際の作法と技法に関して、調査者・被調査

者の間で率直な意見交換がなされることにより、文化人類学は発展し続けている。文化人

類学の研究成果にも学びつつ、「点字＝アート」論は今後さらに深めていきたいテーマであ

る。 

③「制作＋鑑賞＝触察」の実践について

今回のフォーラムの最大の特徴は、制作者の立ち合いの下、作品を触察鑑賞した点にあ

る。作品を制作した人が眼前（顔前）にいれば、当然、その作品に対する接し方は丁寧にな

る。「さわるマナー」を実践的に学ぶ手段として、制作者との交流はきわめて有効だろう。

従来、美術館などでのワークショップでは、制作と鑑賞は別々に取り扱われてきた。しか

し、作品は手により制作されるのが一般的であり、その作品を手で鑑賞することは、制作

の追体験にもつながる。つまり、触察には制作・鑑賞の両要素が含まれているのである。来

年度以降の本プロジェクトにおいて、「制作→鑑賞」「鑑賞→制作」という流れを無理なく

体感できるイベント、制作と鑑賞を結合するユニークな触察ワークショップが実施される

ことを期待したい。 
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2-3. ワークショップ

美術館ってどんな音 つくって鳴らそう建築楽器 

日時｜2018 年 2 月 11 日（日・祝）11:00～14:00 の間（所要時間 90 分） 

会場｜京都国立近代美術館  参加無料 

定員｜事前申込制・先着 30 名 

参加者数｜35 名（視覚障害 有：11 名、無：24 名） 

■ 趣旨

当日は、参加者を 3 つのグループに分け、グループごとに開始時刻を 30 分ずつずらし

て、以下の 3 ステップでワークショップを実施した。 

●ステップ１「建築は、どんな音がしますか？」（30 分）

建築材料を切り口に、建築への興味をもってもらうことを目的に、壁やドア、床な

どを、叩いてその音に触れるという体験をした。 

●ステップ２「音だけを頼りに空間把握」（30 分）

目隠しをして、周りの環境の音、また材料を叩いたときに発する音だけで、自分が

どんな空間に立っているのかを、音を頼りに空間把握をするという体験をした。 

●ステップ３「つくって鳴らそう建築楽器」（30 分）

建築の素材を使って楽器を作った。コンクリートや木、鉄といった建設現場で使わ

れている本物の建築材料を用意して、作った楽器は持ち帰っていただいた。 

ナビゲーター：本橋仁（京都国立近代美術館 特定研究員）

松山沙樹（京都国立近代美術館 特定研究員） 

協力者：山田宮土理（近畿大学建築学部建築学科助教） 

やまだ・みどり｜博士（工学）。2008 年、早稲田大学理工

学部建築学科卒業、2014 年、同大学大学院博士後期課程修

了。同大学創造理工学部建築学科助手をへて、2016 年より

現職。専門は建築材料学。日本の伝統土壁構法に用いる壁

土に関する研究をはじめ、土、竹、柿渋などの天然素材の

活用に関する研究を行っている。 
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■ 実施報告―見ていたものの、「音」を聞いてみる

鑑賞の対象としての「建築」 

視覚に依らない美術鑑賞の方法を目指そうという実験

的な取り組みとして、「音」をテーマとしたワークショッ

プを開催した。鑑賞の対象としたのは、美術館の「建築」

である。 

先行事例の紹介を通して、その試行錯誤のなかで得た

知見を報告した第１回フォーラム、そして、美術作品に

触れ、鑑賞後の対話を通して、見える人・見えない人の鑑

賞体験の違いを知る機会となった第 2 回フォーラム。こ

の 2 回のフォーラムでの経験を踏まえて実施される今回

のワークショップでは、見える人も、見えない人も、「音」

という共有できる鑑賞体験を通して、美術館の建築を鑑

賞してみようという試みであった。当日は 35 名が参加

し、全体を 3 つのグループに分けて実施した。鑑賞の対

象として当館の建築を選択したのには、そこに多種多様

な建築材料が用いられていることによる。 

ワークショップの舞台となった京都国立近代美術館の

建築は、1986 年に建築家・槇文彦氏の手により設計され

た。外壁に張り付けられた、ポルトガル産の花崗岩が美

術館の基色を成す。こうした、石材を多用するという設

計は、ほかの現代建築ではあまり見られない。一方で、現

代的な素材であるアルミで、グリッド状に窓枠を設け、

ガラスが嵌
は

め込まれている。また、内壁には大理石が張

り付けられているなど、さまざま

な材料が、手に触れられる位置に、

ふんだんに用いられている点で、

素材の違い、あるいは利用のされ

方を理解するには適していた。 

木の棒で叩いて素材の音を聞く 

スタッフが引率しながらツアー形式で実施
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ワークショップの方法

さて、ワークショップは、「知る・感じる・つくる」の

３ステップを通じて実施した。それぞれのステップを以

下、順に説明する。 

●ステップ１「建築は、どんな音がしますか？」

最初に、参加者に建築というテーマに実感を持っても

らうため、身の回りに存在する建築の

音をイメージしてもらうことからは

じめた。たとえば、雨が屋根や窓に当

たる音、あるいはドアをノックする音、

カーテンを閉める音など、建築の素材

が発する「音」を頭に思い浮かべても

らい、イントロダクションとした。 

その後、ロビーの窓際に移動し、横

一列になって、さっそく音を鳴らす活

動をおこなった。まず手触りを確かめ、

その後に、小さな球のついた木製の棒

で叩いて素材の音を聞いてもらいながら、

研究員が適宜、材料の説明を加えていっ

た。例えば、先述の花崗岩については、

別名を「御影石」といい、墓石に使われ

る石としてもよく知られている。しかし、

その仕上げによって墓石のようにツルツ

ルにも、当館の外壁のようにザラザラに

もなる。そうした肌理
き め

の違いを体感して

もらうことで、建築家がそうした材料の

使い方にまで、検討をおこなっているこ

とを理解してもらいたいと考えた。 

また本ワークショップにあわせて、１

メートルほどの大きさがある、触ること

のできる当館建築の模型も用意した。こ

れは、ABS 樹脂という、車のバンパーな

どに使われる素材で制作し、耐久性の高

いものとした。実際の建物に触れただけ

では分からない、空間の連なり方や、当

館の特徴でもある大階段の様子などを理

ロビーの窓際で音を鳴らす

さわることのできる模型（製作：諏佐遙也） 

当館の建築模型に触れる 
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解してもらうことを目的として、制作を進めたもので

ある。こうしたツールも補助的につかいながら、この

ステップでは「知る」ことを中心として進めていった。 

●ステップ２「音だけを頼りに空間把握」

一方で、このステップでは「感じる」ことに重点を

おいた。 

まずは、エントランス脇の階段室に移動して、素材

や大きさによる音の違いを、あらためて楽しんでもら

った。また、ロビーとは異なる、こぢんまりとした空

間での音の響きなど、空間の広さと音の違いも感じて

もらえたと考えている。さらに、丸い形にくり抜かれ

た壁や、4 階まで伸びる二本の柱についても紹介し、

建築のデザインについても身近に知ってもらった。 

その後、棒を手に、音だけで自分のいる空間をイメ

ージしてもらうという体験をおこなった。晴眼者には

アイマスクを配布して、見えない人も見える人も同条

件のもとで、美術館の外でこの体験をおこなった。館

内でアイマスクを着けた後、学生スタッフの手引きに

よって、外へと歩み出すわけであるが、目隠しをした

晴眼者は慣れない状態に、想像以上の恐怖心があった

ようだ。しかし、普段以上に自然と感覚が研ぎ澄まさ

れるという体験は、たいへん新鮮だったようだ。他方、

視覚障害のある方は積極的に手を伸ばして、音の違い

を楽しんだり、鋭く張りだした外壁の一

部をさわって驚きの声を上げたりしてい

た。 

また、館内に戻るまでアイマスクを外

させず、最後まで実際に歩いた場所も教

えなかった。それは単純な「答え合わせ」

となってしまうことを避ける狙いもあっ

た。そこでの経験はあくまでも、建築材

料の音に耳を澄ませて、普段とは異なる

建築のイメージを膨らませてもらうこと

にあったからだ。また、視覚に障害のあ

る方にとっては、そうした、機能的には

音と手触りで建築を体感する 

金属の高い音には驚きの声が上がった 
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不要な部分に、あえて触れるきっかけをもったことで、建築

における意匠の存在を知る契機となったようだ。 

●ステップ３「つくって鳴らそう建築楽器」

最後に、ワークショップで得た体験を、記憶に留めること

を目的に、各自が「建築楽器」を製作した。これは木の台に、

美術館でも使われている花崗岩やコンクリートなどの材料

を、３～４センチ程度の板状に小さくカットした建築材料の

ピースを貼り付けていく、木琴のような楽器である。なかに

は、額縁の端などを切ったものなど、建築材料に限らず用意

した。参加者のなかには、用意したコンクリートのピースを

叩いて割ってしまう方などもいたが、その意外な脆さを知っ

てもらうこともまた、新鮮だったのではないだろうか。 

こうした様々な種類のピースを用意することは容易では

なかったが、今回、近畿大学建築学

部建築学科助教の山田宮土理氏に

多大なる協力を得たことで、実現

することができた。実際に、近畿大

学学生とともにコンクリートのピ

ースを打設してくださるなどして

くださった。山田氏は、建築材料、

特に日本の伝統工法である小舞土

壁を専門としている研究者である。

土壁塗りのワークショップも実施

されているといった経験から、建

築の材料という少々専門的なテー

マについても、分かりやすく説明

してくださった。 

全体を通して 

以上、３つのステップを通して、ワークショ

ップを３回に分けて実施した。参加者の反応か

ら、普段あまり意識することのない「建築」と

いうテーマも、単純にレクチャーを聴くなどし

て学ぶのではなく、音を通して知るという能動

的な活動へと転換することで、その取っ付きに

くさを拭うことができたと考えている。素材だ

「建築楽器」の製作。右は協力者の山田宮土理氏 

参加者が思い思いの素材で製作した。 
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けでなく、その形によっても音が変わる

ということを知るだけでも、大きな驚き

があったようだ。同じ素材を、位置を変

えながら何度も叩いている参加者の姿は

印象的であった。 

一方で、課題もある。建築という、ヒュ

ーマンスケールを超えたその全体像を、

理解してもらうことには至らなかった。

前述のように、ワークショップに合わせ

て制作した「さわる模型」は、見えない人

に建築の全体像を理解してもらう補助的

な役割に、その制作意図があった。今回は、ひとりひとり

が、模型を手で触れながら、頭の中で、建築の全体像を作

り上げていくために十分な時間を取ることができなかった

と考えている。そもそも、いま、この模型のどこに立ち、

どちらを向いているかという、模型の中に自分を重ねると

いうプロセスは、介助者の説明なしには難しいと考えられ

た。その点は、今後の同様の活動をおこなうにあたっても

課題となるであろう。 

＊ 

以上のように、今回のワークショップは、実寸大の建築

と向き合う体験を提供するものとなったが、結果としてそ

れが建築の全体像を理解するに至ることができた訳ではな

い。しかし、いわゆる「建築ツアー」などの鑑賞体験が、

建築の歴史や特徴を言葉によって伝えるという一方向の経

験であるのに対して、今回のワークショップでは参加者自

身の主体的な体験へと誘うことができたことは、本事業の

枠組みであるからこその成果だったと考えている。課題を

抱えながらではあるが、今後も、新たな美術鑑賞の方法を、

挑戦を通じながら、少しでも拡張していきたいと考えてい

る。 

完成した楽器の一つ 
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■ 参加者のアンケートから 

アンケート回答者数 34 人（墨字 29 人、点字 5人） 

Ｑ１. 本日の感想をお聞かせください 

とても良い（20 人）／良い （9人）／普通 （1人） 

Ｑ２. 今回のイベントを何でお知りになりましたか？（複数回答） 

ちらし（ 9 人）／当館ホームページ（ 6 人）／知人・友人からの口コミ（ 11 人） 

その他（ 4 人：メーリングリスト等） 

Ｑ３. イベントにご参加された動機は何ですか？（複数回答） 

美術鑑賞が好き（ 9 人）／内容に興味があって（ 25 人）／学習のため（ 3 人） 

知人に誘われて（ 6 人）／その他（ 1 人） 

Ｑ４. 当館には１年間で何回程度いらっしゃいますか？ 

今回が初めて（ 7 人）／１～２回（ 12 人）／３～５回（ 5 人） 

６回以上（ 4 人）／その他（ 2 人） 

Ｑ５. 性別・年齢 

●性別： 男性（ 13 人）／女性（11 人） 

●年齢： ９歳以下（ 2 人）／20 代（ 4 人）／30 代（ 2 人）／40 代（ 10 人） 

50 代（ 2 人）／60 代（ 3 人）／70 歳以上（ 1 人） 

Ｑ６. お住まいをお聞かせください 

京都市内（ 13 人）／京都府下（ 1 人）／大阪府（ 3 人）／兵庫県（ 2 人） 

滋賀県（ 1 人）／奈良県（ 1 人）／その他国内（ 2 人） 

Ｑ７. 職業をお聞かせください 

会社員・公務員・団体職員（ 12 人）／自営業・自由業（ 1 人） 

パート・アルバイト（ 2 人）／専業主婦（夫）（ 1 人）／大学生（ 1 人） 

中学生・小学生（ 3 人）／無職（ 1 人）／その他（ 1 人） 

■主な感想 

・参加した目が見える人たちにとっては、今回の経験がどのように感じられて、これまでの経験や

考え方などと照らし合わせて、どのようなものだったのか、できるだけ詳しく伺ってみたり、お

互いの見方や感じ方を、少しずつでも共有したりしていけたらと感じている。（40 代・男性） 

・風と音の流れをとても感じることができました。手で広がりを知り、数センチ先の世界も未知に

あふれていました。その分感動が大きかったです。（20 代・女性） 

・みえると音がある程度想像できるが視覚の方に意識がいっていたのか、みえないときは音がとて

もクリアにきこえた。歩くのがこわかった。バチが杖の代わりになって空間をなぞることで少し

ずつ慣れていく身体感覚が面白かった。（30 代・女性） 

・発想はよかったと思うが、ちょっとものたりない感じがした。もっと音の出かたにバラエティが

あるとよい。たとえば中がつまっているものと中空のもの、おなじ材料でも長さや厚さがちがっ

ているものとか。これからの企画を楽しみにしています。（60 代・男性） 

・模型があったのはよかったが、説明が不十分だった。第２部で館内をあるいたが、そのときの説

明をかねるような解説があればと思った。全体的に説明が不十分、案内が不十分だった。楽器づ

くりはおもしろかったが、これも視覚障害に不慣れな担当者がやっていたので、要領をえづらか

った。（40 代・女性） 

・障害者の人との交流や感じ方を知ることができてよかった。手などをつかったオブジェ、文化財の

ハンズオン教材もあるとおもしろいかもしれない。（40 代・女性） 
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3. 京都国立近代美術館 点字・拡大文字パンフレットの制作

3-1. 概要

視覚障害のある方にむけて、京都国立近代美術館を紹介するパンフレットの制作をおこ

なった。制作したのは、点字版、拡大文字版の二種類である。現行の晴眼者向けパンフレッ

トは、あくまでも基本的な概要が掲載されているだけであるが、今回、視覚障害者向けパ

ンフレットの制作にあたっては、「当館がどのようなサービスを提供しているか」「美術館

を視覚によらずに楽しむ方法はなにか」等、本事業の目的に立ち返って内容を検討した。

そして、同館研究員が主体となって新たに原稿を作成し、検討メンバーで内容の精査をお

こなった。 

目次と各章の概要 

１．京都国立近代美術館とは 

美術館の歴史とコレクションの概要を示した。また、「鑑賞を深める対話」として、

美術鑑賞の方法のひとつである対話による鑑賞のヒントを紹介した。 

２．さわって楽しむ建築と屋外彫刻 

実際に触れることのできる美術館の建物について、その形の特徴を中心に示した。

また、館内に置かれている椅子のデザインや野外彫刻といった、視覚以外の感覚

を用いて鑑賞が可能な作品について、紹介をおこなった。 

３．琵琶湖疏水に面したカフェ 

展覧会鑑賞を目的としなくとも、美術館を訪れることはできる。岡崎公園の散策

の合間にカフェにも立ち寄ってほしいという思いをこめて、カフェの紹介をおこ

なった。 

４．魅力あふれる岡崎公園 

岡崎公園内の施設について、事前におこなったインタビュー調査にもとづき、沿

革や概要を掲載した。 

５．開館・チケット情報とバリアフリー案内 

京都国立近代美術館の基本的情報をまとめた。 

６．美術館に行くには（交通情報） 

当館までの道のり、および美術館の正面に到着してからエントランスまでのアク

セスを文章化して掲載した。

発行部数と配布先 

初版 1,000 部を発行。 

おもに、全国の盲学校・視覚障害者関連施設と近畿圏の美術館等に送付した。 



34 

3-2.制作のプロセス 

制作は、京都国立近代美術館が主体となって進めたが、必要に応じて会議を開き、実行

委員会委員、また外部協力者からの専門的知識の提供を受けた。 

 

検討メンバー・制作者 

●検討メンバー 広瀬浩二郎（国立民族学博物館准教授） 

鈴木康広 （武蔵野美術大学准教授） 

日野陽子 （京都教育大学准教授） 

坂本健次郎（京都府立盲学校実習助手） 

牧口千夏 （京都国立近代美術館学芸課主任研究員） 

松山沙樹 （京都国立近代美術館学芸課特定研究員） 

本橋 仁 （京都国立近代美術館学芸課特定研究員） 

吉澤あき （京都国立近代美術館学芸課事務補佐員） 

青山杏子 （京都国立近代美術館総務課事業係長） 

●表紙デザイン 西村祐一 （rimishuna） 

●点訳・印刷  社会福祉法人日本ライトハウス（担当：福井哲也、木村昌彦） 

 

 

 

 

京都国立近代美術館の紹介パンフレット（拡大文字版／左、点字版／右） 
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制作プロセス 

キックオフミーティング 

日 程：2017 年 5 月 31 日（水） 

参加者：広瀬浩二郎、牧口千夏、松山沙樹、本橋仁 

場 所：国立民族学博物館 

内 容：他施設の点字パンフレットや、さまざまな触察本などを実際にさわりなが

ら、今後の計画を練った。 

館内の調査 

日 程：2017 年 6 月 29 日（木） 

参加者：広瀬浩二郎、松山沙樹、本橋仁、吉澤あき 

場 所：京都国立近代美術館 

内 容：美術館の中や外を、さわったり音を聞いたり

しながら歩き回り、視覚に障害のある方が来

館された際、美術館でどのような過ごし方が

できるのかを検討した。その上で、パンフレ

ットの内容に盛り込みたい内容の洗い出しを

おこなった。 

日 程：2017 年 7 月 5 日（水） 

参加者：鈴木康広、牧口千夏、松山沙樹、本橋仁 

場 所：東京大学先端科学技術研究センター 

内 容：今回のパンフレットを、美術館に足を運んでもらうきっかけづくりとなる内

容としたいという要望を叶えるため、アーティスト・鈴木康広氏への協力を

仰いだ。 

パンフレット方針検討会議 

日 程：2017 年 8 月 19 日（土） 

参加者：広瀬浩二郎、鈴木康広、日野陽子、坂本健次郎、牧口千夏、本橋仁、吉澤あき 

場 所：京都国立近代美術館 

内 容：パンフレットに盛り込む内容を具体的に検討した。この会議で概ねの方向

性が決定され、目次を立てる前提が固まった。 

周辺施設へのバリアフリー調査 

日 程：2017 年 9 月 28 日（木）、10 月 24 日（火）、11 月 9 日（木） 

実施者：松山沙樹、本橋仁、吉澤あき 

場 所：京都市勧業館みやこめっせ、京都伝統産業ふれあい館、京都府立図書館、

京都市動物園、京都市美術館、細見美術館、ロームシアター京都 

鈴木康広氏へのパンフレット協力依頼 
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内 容：パンフレットに岡崎地域の施設について掲載するために、各施設を訪問し、

本事業の概要説明、および現在のバリアフリー対応の状況等についてのヒア

リングを実施した。

パンフレット内容検討会議 

日 程：2017 年 11 月 17 日（金） 

参加者：広瀬浩二郎、牧口千夏、松山沙樹、本橋仁、吉澤あき 

場 所：京都国立近代美術館 

内 容：8 月の検討会議を踏まえて、京都国立近代美術館職員で原稿の執筆を進め

ていった。その内容案を広瀬氏に事前に送付し、当会議にて内容の精査を

おこなった。 

館内の触知図の実地検証 

日 程：2017 年 12 月 23 日（土・祝） 

参加者：社会福祉法人日本ライトハウス職員（2 名）、松山沙樹、本橋仁 

場 所：京都国立近代美術館 

内 容：パンフレットの中に掲載する館内平面図の

作成を依頼した日本ライトハウスと、実地

での図の検証をおこなった。作成した図を

もとに館内を歩き、内容の不整合がないか

を確認した。 

3-3. 周辺施設との協働

京都国立近代美術館の位置する岡崎公園には、劇場や動物園、図書館といったさまざま

な文化施設が点在する。ここでは、美術館への交通案内のための周辺案内図を掲載するだ

けでなく、美術館への来館をきっかけに、他施設へも足を延ばしてもらえればという思い

から、周辺施設の情報も掲載した。 

この執筆に際して実施した周辺施設のバリアフリー調査は、当事業について周知する機

会になったと同時に、今後の岡崎地域における連携にむけたネットワークを構築すること

もできた。なお、調査に協力をいただいた周辺施設はパンフレット内に紹介文を掲載した。 

京都市勧業館みやこめっせ
（左）と京都伝統産業ふれあ
い館（右）での調査 
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掲載した周辺施設 

平安神宮・ロームシアター京都・京都市美術館・京都市勧業館みやこめっせ 

京都伝統産業ふれあい館・京都市動物園・京都府立図書館・細見美術館 

3-4. 館内設備の改善

パンフレットの内容検討は、京都国立近代美術館のバリアフリー状況を省みる機会にも

なった。今回のパンフレット制作を契機にして、以下２点についての改善もおこなわれた。 

●カフェ 点字メニューの設置

現在、カフェを運営する café de 505（カフェ・ド・ゴマルゴ）に協力を依頼し、点字

メニューを設置した。今後、メニューに合わせた継続的な更新をおこなっていく。

●視覚障害者誘導用チャイムの機器更新

当館の敷地隅に設置されていたチャイムの機器更新をおこなった。機器は 30 年ほど前

から設置されていたものの、内部の機器の不具合で近年は鳴らなくなっていた。設備

の更新に漏れていたことが、パンフレットの制作を機に発見された。
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4. 触図「さわるコレクション」

4-1. 概要

当事業のスタートとともに、京都国立近代美術館の所蔵品を紹介する触察シートを制作、

それを配布するプロジェクトを立ち上げた。美術館パンフレットとあわせて、視覚に障害

のある方に当館のコレクションを知ってもらう入口として、その形をさわって確かめるこ

とができる図を制作した。また、試作品の立体コピーを視覚障害のある方に触っていただ

き、そこで出た意見を取り入れながら改善を加えるというプロセスを取った。今後、毎年、

平面・立体作品から 3 作品を選択し、継続して制作していく予定である。 

今年度については、当館の代表的な所蔵品の中から、以下の 3 点を取り上げた。 

1．浅井忠  編み物》明治 34（1901）年 

2．福田平八郎  竹》昭和 17（1942）年 

3．河井寬次郎  打薬扁壺》昭和 37（1962）年 

発行部数と配布先 

各 1,000 部発行し、全国の盲学校に送付した。 

4-2. 制作のプロセス

おもに京都国立近代美術館で制作をおこなったが、以下の会議で委員、また外部協力者

からの専門的知識の提供を受けた。 
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●検討メンバー 日野陽子 （京都教育大学准教授）

松山沙樹 （京都国立近代美術館学芸課特定研究員） 

本橋 仁 （京都国立近代美術館学芸課特定研究員） 

吉澤あき （京都国立近代美術館学芸課事務補佐員） 

参考事例調査 

日 程：2017 年 7 月 29 日（土） 

場 所：香川県立盲学校 

参加者：日野陽子、松山沙樹、本橋仁 

内 容：長く触察シートの研究をおこなっている香

川県立盲学校教諭の栗田晃宜氏を訪ねた。

同校でおこなってきた美術教育をはじめ、

海外の事例等も実見することができた。 

対象作品の選定と役割分担の決定 

日 程：2017 年 9 月 30 日（土） 

場 所：京都国立近代美術館 

参加者：日野陽子、松山沙樹、本橋仁 

内 容：触察シートにする作品の選定方針を検討し、具体的な作品の選定もおこな

った。立体や絵画を含む 3 点とすること、また上述の３つの作品を今年度

触図にすることの方針を固めた。 

進行確認のための会議 

日 程：2017 年 11 月 2 日（木） 

場 所：京都国立近代美術館 

参加者：日野陽子、太田風人（京都教育大学 4 回生）、松山沙樹、本橋仁 

視覚障害者へのヒアリング調査 

日 程：2018 年 1 月 18 日（木）、2 月 9 日（金） 

場 所：京都国立近代美術館 

参加者：日野陽子、松山沙樹、本橋仁 

内 容：制作途中の触察シートを立体コピーに起こし、視覚に障害のある 2 名の方

に触っていただきフィードバックを得た。 
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以上のプロセスを経て、印刷の工程に入った。 

4-3. 構成

「さわるコレクション」は、触察シートだけではなく、シートを収納するポケットファイ

ルや作品の紹介文など、以下の 3 つの構成をもつ。また、それぞれに必要な仕様と印刷方

法を用いている。 

●触察シート

このプロジェクトでは、各作品の表現方法にあった印刷技術を選択することにも重きを

置いている。というのも、一般的に触察シートの制作には、さまざまな印刷方法が試みら

れているが、どれも一長一短があり、完璧な方法は存在しないと考えられるからだ。 

そこで、触察シートは A4 サイズという共通仕様だけを設定し、積極的に印刷方法を変え

て取り組んだ。来年度以降も、継続的にさまざまな印刷方法を試し、それを配布し、使って

いただくことで、さまざまな意見のフィードバックを得ていきたいと考えている。 

2017 年度は以下 3 つの印刷技術を試行した。（番号は、前述の作品と一致） 

1）「バーコ印刷」（印刷：株式会社商工印刷社） 

熱によって膨らむ樹脂パウダーを印刷面にふりかけて、印刷する方法。艶のある手

触りをもち、細い線も表現することができる。作品の主題である編み物の毛糸玉や、

女性のふんわりとした衣服を表現するために、この印刷方法を選択した。 

2）「熱入り型押し」（印刷：有限会社コスモテック） 

金属の型を使って、紙の表面を押し出す、ある

いは凹ませる。福田平八郎の描いた竹の平坦な

印象を伝えるために、平滑な平面が得られるこ

の加工を選択した。 

3）「エンボス印刷による点図」（印刷：社会福祉

法人日本ライトハウス） 

壺の不思議な形を伝えることに焦点を絞り、

いくつかの角度から見たときの形を表す図と、

図の方向性を点字で紹介することが重要であったため、この印刷方法を選択した。 
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●点字シート 作品紹介）

形をさわるだけでは理解しづらい、作品の色

味や構図、制作の背景などといった情報を文章

で紹介し、エンボス印刷により点字で表した。 

文章執筆：日野陽子（京都教育大学准教授） 

太田風人（京都教育大学 4回生） 

●ポケットファイル

上記の 2 つのシートを収納する紙製のポケッ

トファイルを制作した。ファイルの裏面に、作品紹介文を墨字で掲載し、弱視の方も無

理なく読めるよう、文字サイズは 18 ポイントとした。さらに、触察シートの印刷方法と

印刷会社についても明記した。これは、触察シートに使うことができる印刷技術を、同

様の取り組みをおこなっている、あるいは検討している方々と共有したいと考えたため

である。 
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5. 広報活動

本事業期間中、以下の広報物の発行と、ウェブサイトでの情報発信をおこなった。

・第１回フォーラム チラシ 8,000 部発行（印刷：欧文印刷株式会社）

・第２回フォーラム・ワークショップ チラシ 8,000 部発行（印刷：欧文印刷株式会社）

・ウェブサイト http://www.momak.go.jp/senses/senses.html

京都国立近代美術館ウェブサイト内に専用ページを開設した。

（掲載内容）事業概要 

イベント開催概要

イベント実施報告
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チラシ

第 1回フォーラム案内チラシ／表面（A4、点字は UV印刷）［デザイン：西村祐一（rimishuna）］
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第 1回フォーラム案内チラシ／裏面 
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第 2回フォーラム ・ワークショップ案内チラシ／表面 （A3 二つ折り、点字は UV印刷） ［デザイン ：

西村祐一（rimishuna）］



46 

第 2回フォーラム・ワークショップ案内チラシ／裏面 



47 

ウェブサイト

全ページにおいて、白黒反転機能・文字

拡大機能をつけ、イベントの実施報告で

は活動の模様を動画でも紹介している。 
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おわりに 

「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業」の立ち上げから、一年が経ち

ました。平成 29 年度事業にご協力いただいた実行委員の先生方、講師や協力者の皆様、そ

してイベントに足を運んでくださった方々に、この場を借りて御礼を申し上げます。 

この一年、「多様な感覚で作品を味わうことの意義とは」、「誰もが楽しめる作品鑑賞のあり

方とは」という問いをめぐって、さまざまな試みをおこなってきました。とりわけ、見える人

と見えない人がさわる鑑賞をおこなった第 2 回フォーラムと、音をテーマに美術館建築を味

わったワークショップは、障害という垣根を越えて、さまざまな個性や感性をもった人た

ちが作品を介して気づきを与え合う場となりました。この取り組みを通して、少しずつで

はありますが、利用者の方たちと一緒に美術鑑賞の枠組みを拡張しつつあること、そして、

人ともの、人と人とをつなぐ美術館の可能性がひらかれつつあることを実感しています。 

また、点字・拡大文字のパンフレットの制作では、既存のリーフレットの点訳で終わら

せたくないという思いから、館内を歩き回って体験した上で構成を固めました。ある視覚

障害者の方から、「自分たちのために書いてくれた、というのが伝わってきて嬉しい。」と

のコメントをいただいた時の喜びは、今でも忘れることができません。それは、話し合い

を重ねて方針をじっくり練り、ひとつずつステップを踏んで完成に至るという“過程”もま

た、「感覚をひらく」事業に欠かせない姿勢だと、実感した瞬間でもありました。 

さて、私たちの挑戦はまだまだ続きます。障害の有無に関わらず、誰もが「今日、美術

館に行こう」と、ふらりと足を運ぶことができるように。作品を見たり、さわったり、匂

いをかいだり、絵の前で対話したり、その人らしい方法で美術館を満喫することができる

ように。そして、さまざまな人が集い、作品を介して感じ方の違いを共有するなかで、お

互いへの理解も自然と深まっていくように。美術館がそんな、誰にとっても豊かで居心地

の良い場所になることを願って……。 

平成 30 年 3 月 

新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業実行委員会 事務局 

松山沙樹 
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【付録】新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業実行委員会規約 

（名 称） 

第１条 本実行委員会は、新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業実行委員会（以下「実行委員会」

という。）と称する。  

（目 的） 

第２条 実行委員会は、美術館の特性を活かしながら、美術館、特別支援学校、大学等のネットワー

クを構築し、障害の有無に関わらず誰もが楽しめる新たな美術鑑賞プログラムを創造推進すること

を目的とする。

（事務局）  

第３条 事務局は事業中核館（京都国立近代美術館）に置く。 

２ 事務局に事務局長を置く。 事務局長は、中核館（京都国立近代美術館）総務課長がその任にあたる。 

３ 前２項に定めるもののほか、事務局の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。  

（事 業） 

第４条 実行委員会は、第２条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（１）新たな美術鑑賞プログラムの構築に向けた各種行事の開催に関すること。

（２）障害者に向けた美術館活動、文化事業等についての調査・研究。

（３）新たな美術鑑賞プログラムの構築に向けた情報発信に関すること。

（４）その他、第２条に掲げる目的を達成するために必要な事業。

（所掌事務） 

第５条 実行委員会は、第２条に掲げる目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を行う。 

（１）事業の企画及び実施に関すること。

（２）事業に必要な資金についての計画及び調達に関すること。

（３）事業における関係団体との連絡調整に関すること。

（４）事業の検証・評価に関すること。

（５）前各号に定めるもののほか、設置目的を達成するために必要な事務。

（組 織） 

第６条 実行委員会の構成は、別表のとおりとする。 

（１）実行委員会に、委員長、副委員長、事務局長、監事を置く。

（２）委員長は、事業中核館の代表者（京都国立近代美術館）をもって充てる。

（３）副委員長、事務局長及び監事は、委員長が指名する。

（４）委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

（５）副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は欠けたときは、その職務を代理する。

（６）事務局長は、実行委員会事務局を総括する。

（７）監事は、委員会の会計及び事務を監査する。

（補 足）  

第７条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が定

める。  

附 則 

この規約は、平成 29 年 4 月 3 日から施行する。 
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