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はじめに

　「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業」は、2年目の取組み

を終えようとしています。今年度も、本事業にあたたかい御支援・御協力をいた

だきました多くの皆様に改めて御礼申し上げます。

　この事業は、京都国立近代美術館が中核となって平成29年度に立ち上げたプロ

ジェクトです。今年度は、「平成30年度 文化庁 地域と共働した博物館創造活動支

援事業」の助成を受け、引き続き、視覚障害のある方との協働を核としながら、

「見ること」だけに依らない様々な方法によって、美術館での過ごし方や既存の

作品鑑賞のあり方を問い直す取組みを行ってまいりました。

　平成30年度は、当館が所蔵する作品そのものを用いて、様々な感覚を用いる鑑

賞活動の継続的な実施に力を注ぎました。とりわけ「さわる」ことに着目した鑑

賞プログラム、および京都府立盲学校と連携した特別授業では、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交流も促すこ

とが示され、一定の成果を挙げたと自負しております。また昨年度からの継続プ

ロジェクトとして、京都国立近代美術館の所蔵品紹介シート「さわるコレクショ

ン」の第2弾を発行し、全国の盲学校・ライトハウス等に配布しました。

　これら2年間の取組みを通して、事業の新たな意義も見出されています。それ

は、障害の有無を越えて様々な人が共に過ごすなかで、各自の感じ方の違いや感

覚の多様性への気づきを得る場として、美術館を位置づけることができるとい

う、新しい可能性です。美術館は、足を運ぶと、自分の知らなかった世界に出会

い、驚いたり戸惑ったりといった新たな感覚や思考が生まれるという、いろいろ

な「変容」が起こる場なのです。美術館がそうした新たな発見や出会いを生むプ

ラットフォームとして機能するという可能性が示されてきていることを実感して

おります。

　このたびの報告書は、平成30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。本書によって「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造推

進事業」の取組みの足跡を示すことで、本事業の意義を皆様に広く知っていただ

くきっかけになれば幸いです。

平成31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）

柳原 正樹
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「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.

概要

　京都国立近代美術館では、平成29年度から地域の視覚障害者、盲学校、大学等と連携し、

ユニバーサルな（誰もが楽しめる）美術鑑賞のあり方を探る事業を進めている。初年度は、

課題の洗い出しや事業の方向性を模索するためのフォーラムとワークショップを開催し、

また視覚障害者の来館を促すために美術館を紹介するパンフレットの制作を行った。こう

した活動を通して、視覚以外の感覚をもちいた美術鑑賞により、作品の魅力を従来とは異

なる角度から再発見できるほか、鑑賞者どうしの相互理解が促進されることが示された。

　初年度の成果や課題を踏まえて、平成30年度は2年目として主に以下の事業を実施した。

❶ 京都国立近代美術館の所蔵作品を活用した、視覚以外の感覚を用いる美術鑑賞の実践 

（1）所蔵作品や展示空間を活用したイベントの開催

　京都国立近代美術館の所蔵品（陶芸、金工、彫刻等の立体作品）を活用しながら、「さわる」

鑑賞体験を試行的に実施し、課題の洗い出しや成果の検証を行う。これは、すでに美術館に

親しんでいる晴眼者に対しても、新しい作品鑑賞の機会を提供するものであり、美術館へ

行くことの意義や、本物の作品の価値について再考するきっかけになるものと考えられる。

（2）美術館と盲学校との連携による授業の実施

　盲学校における美術鑑賞教育の充実に向けて、美術館と盲学校が連携し、高等部生徒を

対象とした特別授業を試行的に実施する。

❷ 鑑賞支援等

　平成29年度に引き続き、視覚障害のある方の美術鑑賞に対するイメージの展開をはか

り、来館機会を増やすため、京都国立近代美術館の所蔵品をもとにした触察ツールの作成

等を行う。

❸ 鑑賞プログラムの継続した運営と発展的展開のための基礎研究

　京都国立近代美術館を中核に、盲学校、大学、行政、周辺施設等のネットワークを強化し、

誰もが文化芸術活動に関わる環境整備に向けた課題整理、調査研究、具体的な方策の試行

を行う。さらに、2019年 ICOM（国際博物館会議）京都大会、2020年東京五輪・パラリン

ピックに向けて機運が高まる中、共生社会の実現に向けた美術館における具体的な実践例

として積極的に発信する。

●実 施 中 核 館：京都国立近代美術館

●その他の協力団体：愛知教育大学

　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　群馬大学

　　　　　　　　　　国立民族学博物館

　　　　　　　　　　三重県総合博物館（以上、50音順）

活動実績
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1-1

1-2

第 1回実行委員会　2018 年 9月 18日（火）
第 2回実行委員会　2019 年 3月 12日（火）
於：京都国立近代美術館 1階講堂

実行委員会の開催

●京都国立近代美術館オープンデー
　「美術のみかた、みせかた、さわりかた」
　2018 年 8月 10・11日（金・土）
　於：京都国立近代美術館
●手だけが知ってる美術館　第 1回　茶道具
　2018 年 11 月 11日（日）
　於：京都国立近代美術館 1階講堂
●手だけが知ってる美術館　第 2回　染織
　2019 年 3月 30日（土）
　於：京都国立近代美術館 1階講堂

イベントの開催

京都府立盲学校との連携による美術鑑賞授業
2018 年 12 月 20日（木）
於：京都国立近代美術館 1階講堂

盲学校との連携による授業の実施

制作期間　2018 年 8月～ 2019 年 3月
・内容検討　2018 年 8月～ 2019 年 1月
・印刷　2019 年 1月～3月

「さわるコレクション」検討および作成

●トーク＆ディスカッション「美術館のあたりまえって？」
　2019 年 3月 12日（火）
　於：京都国立近代美術館 1階講堂

研究会　第１回　2018 年 9月 18日（火）
　　　　第 2回　2019 年 3月 12日（火）
　　　　於：京都国立近代美術館 1階講堂

シンポジウム・研究会の開催



イベント2.

2-1 京都国立近代美術館オープンデー　美術のみかた、みせかた、さわりかた

日　　時｜2018年8月10日（金）、11日（土）

会　　場｜京都国立近代美術館3階企画展示室、4階コレクション・ギャラリー

■趣旨

　このイベントでは、個々の作品について理解を深めることを超えて、作品が置かれて

いる空間全体にも意識を向け、身体感覚で感じることをねらいとして、内容の異なる3つ

の鑑賞ツアーを行った。会場は2日間限定で、京都国立近代美術館の企画展示室に所蔵作

品を展示した空間を設けた。

　平成29年度の事業で実施したイベントの参加者や実行委員より「様々な感覚を用いた

作品鑑賞機会をより拡充してはどうか」との声が多数あがっていた。また、美術館を中

核とした事業であるという点から、美術館に特有の資源や専門性を活かした取組みへの

要望の高まりもあった。こうしたことを踏まえて、当館の所蔵品を用いた新しい美術鑑賞

を試行し、参加者の反応を見ながらその可能性や課題を探る機会を設けることとした。

　3つのツアーの内容は、研究員と一緒に作品を触って鑑賞する「美術のさわりかたツ

アー」、展示空間の秘密や作品展示に欠かせない要素について、展覧会のつくり手であ

る研究員が紹介する「美術のみせかたツアー」、言葉によって作品の印象等を交流させ

る「おしゃべりツアー」である。

　広報にあたっては、点字と墨字を併記したチラシ（p.58参照）を制作し、これまでのイ

ベント同様、障害の有無に関わらず広く参加を呼び掛けた。当日は、子どもから大人ま

で、また障害のある方も含めて延べ186名の参加があった。

■プログラム

●美術のさわりかたツアー（事前申込制）

　8月10日（金）①10：00～11：30、②13：00～14：30

　8月11日（土）③10：00～11：30、④13：00～14：30

●美術のみせかたツアー（先着順・当日整理券配布）

　8月10日（金） 15：00～16：00

●おしゃべりツアー（先着順・当日整理券配布）

　8月11日（土） 【A】14：00～14：45、【B】15：00～15：45

〈展示作品〉

    ピーター・ヴォーコス（1924 - 2002）《Hunya-Wa》　1993年、陶器

    森陶岳 （1937 - ）《三石甕》　制作年不詳、陶器

    豊田勝秋 （1897 - 1972）《鋳銅広口花瓶》　1937年、鋳造・銅

    岡部（加藤）嶺男 （1919 - 1990）《総織部大鉢》　1962年、陶器

    益田芳徳（1934 - 2010）《咬む》　1993年、ガラス、アルミニウム

    近藤悠三（1902 - 1985）《染付梅花大飾皿》　1975年、磁器、染付

    鈴木治（1926 - 2001）《馬》　1971年、陶器

    柳原睦夫 (1934 - ）《紺釉金銀彩花瓶》　1971年、陶器、釉薬、金銀彩

    バーバラ・ヘップワース (1903 - 1975）《春》　1966年、ブロンズ

    タジリ・シンキチ（1923 - 2009）《ひとえ結び No. 1》　1971年、アルミニウム

    鈴木昭男（1941 - ）《空間へのオマージュ》　2007年、セメントプレート10枚組、鏡

    宮永理吉（1935 - ）《海》　1973年、磁器

    いずれも京都国立近代美術館蔵

〈当日スタッフ〉

松原龍一（京都国立近代美術館副館長）

梶岡秀一（同・主任研究員）

牧口千夏（同・主任研究員）

大長智広（同・研究員）

平井啓修（同・研究員）

松山沙樹（同・特定研究員）
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ツアー会場風景

本橋 仁（同・特定研究員）

石川侑希（同・学芸課インターン）

馬屋原春香（同・学芸課インターン）

岡部由梨（同・学芸課インターン）

谷岡 彩（同・学芸課インターン）



美術のさわりかたツアー

参加者数｜① 24名（うち視覚障害のある方（以下同）4名）、② 23名（6名）

　　　　　③ 21名（11名）、④ 18名（3名）

■実施報告

　このツアーでは、京都国立近代美術館の研究員と一緒に所蔵品をさわって鑑賞するこ

とで、質感や大きさ、形、音、重さなどを体感した。

　今回取り上げた12点の作品はいずれも、手で触れることにある程度耐えうる安全性を

備えていることを前提に、「さわることによって、その特質がより深く理解できるも

の」「複数人で同時に体験することができるもの」という観点から選定した。また素材

の多様性にも配慮し、陶器、磁器、ガラス、銅など、さまざまな素材を選んだ。こうし

て、当館としては過去最大の作品点数で「さわる鑑賞プログラム」を開催することと

なった。美術館3階の展示室内に12点の作品を点在させるように配置し、展示にあたっ

ては、鑑賞者が手を伸ばして作品を上から下まで体験しやすいよう、通常よりも低い展

示台を用意した。また、コレクション展で普段使用するものと同じキャプションを作成

し、点字で、作家名・作品名・材質技法等を併記した。

　ツアー所要時間は1時間30分、各日とも午前・午後の2回実施した。参加者は合計86

名、うち24名は視覚に障害のある方で、これまで実施したプログラムの中で最も多い割

合である。

　当日は、ツアー開始前に身体を動かして簡単なウォーミングアップを行ってから、3階

の展示室へ移動。冒頭、美術館の研究員が簡単なレクチャーを行い、研究員（学芸員）

の仕事のひとつに「作品の管理」があり、作品（主に工芸や立体）の状態を点検する際

には、指先や手のひらで表面に触れたり、音を聞いて割れ等がないか確認したり、匂い

をかいで材質を調べる等、五感を柔軟に活用していることなどを紹介した。

　その後は参加者を4グループに分け、約

１時間かけて作品鑑賞を行った。昨年度

の実践から得た、「異なる個性や感性を

持つ人々が共に鑑賞することにより、多

層的な作品解釈が生まれる」という気づ

きを踏まえ、各グループに視覚に障害の

ある方が少なくとも１名は入るよう配慮

した。そして、研究員が各グループに入

り、参加者の反応に応じて作家や技法に

ついて解説したり会話のファシリテート

役（交通整理）を務めた。

　このツアーの目的は、１点ずつ丁寧に

さわりながら対話を深めることであった

ため、全ての作品を体験することは難し

かったものの、概ね５～８点ほどを鑑賞

できたようである。参加者の反応に関す

る全体的な傾向として、抽象的な形をした作品は、全体像を掴むために手を上下左右に

伸ばすなどして作品に触れている時間が比較的長い印象であった。また、釉薬による盛

り上がりや、砂が混ざった土の触感、表面を削り取ったことによりできた模様など、馴

染みのない触り心地をそなえた作品も、鑑賞者の好奇心をくすぐったようだ。

　さらに、視覚障害者との作品鑑賞を行うことが初めての晴眼者も多くいたが、見えな

い方が、手のひらの感覚をフル活用しながら徐々に作品の全体像を掴んでいく姿や、視覚

では捉えにくい作品表面の細かな手触りの特徴などを発見していく様子を間近で見るこ

とで、触覚中心的な作品鑑賞の方法やその醍醐味を実感する機会にもなっていたようだ。

98
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アンケート回答者数　81人

●性別：男性（20人）　女性（40人）　無回答（21人）

●年齢：９歳以下（3人）　10代（3人）　20代（5人）　30代（8人）　40代（16人）　

　　　　50代（10人）　60代（8人）　70歳以上（3人）　無回答（25人）

●主な感想

・いつもはガラス越しに見る作品をじっくりとさわれて、とても充実感がありました。作者はどんな風に
　作品を作り上げたのだろう？ 何を表現したかったのだろう？ と正解はわかりませんが思いめぐらしなが
　ら、他の参加者と言葉をかわしながらのワークショップはとても楽しかったです。（50代・女性）

・陶器が多い中、ガラスと素材をあっさり答えられた視覚障害の方がいて、見た目ではガラスだとは（黒
　い部分）思えなかったので驚きました。（中略）よく見ると光が透けてみえ、やっとガラスと思いました。

・実際に目の不自由な方の作品の接し方を見させて頂くのも発見が多かったです。立体作品はいつもぐる
　りと一周回って観る方なのですが、触れる、叩く、持ち上げる、なでる、つまむなど、より作品に近づ
　いた気分になりました。陶芸作品は、作者の手の大きさ、指の大きさ、厚みなども分かってとても嬉し
　かったです。（40代・男性）

・見るだけでは作品の手ざわりは分からないものですし、ふだん、見るだけで作品の事が分かると考えが
　ちなので「さわる」という体けんはよかったと思います。子どもに人気のあるような遊べるてんじ会の
　ようなものはよくありますが、ふつうはさわれないようなてんじをしているとうきをさわれる体けんと
　いうだけでみりょくがありました。（9歳以下・女性）

・今回は作品の数が多く、参加者はどちらかと言うと素材の質感に注目されたようである。その中である
　方が鈴木治の馬に触れた時の様子が印象的であった。最初は単に直方体の集まりのように思われ「馬と
　いわれたら馬か...（笑）」と納得出来ない様子だったが、ある人が首をひねってると指摘され、それに触
　発されて、触り直された瞬間、「ひねりを感じるとかわいくなる。」「このひねり気に入った」と発話
　された。触ることで作品とのつながりの深まった瞬間を目撃出来、よかった。（60代・男性）

・普段できない「作品にさわる」という経験をして、自分がどれだけ視覚によって美術鑑賞をしているか
　を知りました。「さわる」ことで「見る」ことにも変化が生まれそうです。（中略）ただ、もうちょっ
　と作品の生まれた背景とか、どういう作家なのかなど、作品の情報も知りたかった気もします。（「さわ
　る」事に集中して欲しかったから、あえて提示されなかったのかと察します）（30代・女性）

・いつもだったら素通りしてしまう作品も触ったりお話ししながら見ることでじっくり、とても楽しく見
　ることができた。私には気付かない作品の良さもたくさん気付かせてもらったし、こういう見方がある
　のかーといっぱい教えてもらった。自分の子どもと美術館にいくと、いつもお話しすぎて注意されてし
　まうのだが、今日は目一杯話せた。いつもこうだったらいいな。（女性）

・生まれてから全く目が見えない状況で生きてきた、私自身にとっては、「触るという営み」は、目が見
　える多くの人たちと比較して、より重要で日常的なものとはなっています。けれども、（中略）必要以
　上に一つ一つのものを丹念に触っているか、触ったものの様子や状態を、事細かくきちんと把握してい
　るかと言えば、決してそうではないように思うのです。（中略）解説を聴きながら鑑賞することで、普
　段いかに丹念に物を触っていないかに気づかされました。そして、丹念に触って発見できる、作品の細
　かな部分から、作品のより深い部分や背景にアプローチできることがあるのだということを、実感でき
　たように思います。（50代・男性）

  参加者のアンケートから 美術のみせかたツアー

参加者数｜50名（当日整理券配布）

■実施報告

　このツアーでは、立体作品12点が展示された企画展示室を巡りながら、研究員が、展

覧会をどうつくり上げるか（キュレーション）と展示空間・順路の関係について説明し

た。また、作品展示に欠かせない要素としての展示台、照明、キャプション、可動壁等に

ついて、その機能や秘密をギャラリートーク形式で解説した。さらに、会場内には作品を

吊るためのワイヤーやフック、また調湿材、切り文字、キャプションケース等の備品を、

参加者が自由に手に取ることができるコーナーも設けた。

　すでに述べたとおり、今回おこなった3つのツアーはいずれも、普段は企画展会場とし

て使用するスペースを活用した。これには次のような考えがあった。ふだん美術館で作品

を鑑賞する際、私たちは1点1点と向き合う一方で、実は隣に展示されている作品との比

較を行ったり、どのようなテーマに沿って展示されているかを考えたりしている。あるい

は、作品が展示される高さや照明の具合、他の作品との間隔など、展示空間の中では様々

な要素が関係しあっており、それらが少なからず私たちの鑑賞経験に影響を与えている。

「感覚をひらく」は、従来の作品鑑賞を問い直すことが目的のひとつであることから、作

品展示を成立させる上記の要素を１つずつ取り上げて検証してみることを通して、「美術

館の展示室で作品を鑑賞する」という振る舞いを多角的に捉え直す機会を作れないかと考

えた。

　当日の参加者アンケートからは、展覧会の作り

手からの話が聞けたことに対する前向きな評価も

あり、美術館の役割や展示が出来あがるまでの過

程といったテーマに対する関心の高さをうかがい

知ることができた。他方で、今回は主に音声を中

心とした解説になったため、例えば天井の高さや

空間の広さを身体感覚で体感するための工夫が不

足していた部分もあった。今後、より五感に訴え

かけるような内容を目指すことで、より幅広い来

館者に向けてひらかれたツアーに展開することが

できるものと考えている。
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おしゃべりツアー

参加者数｜【A】25名＋スタッフ 6名、【B】25名＋スタッフ 7名（当日整理券配布）

協　　力｜ミュージアム・アクセス・ビュー

■実施報告

　このツアーでは、見える人と見えない／見えにくい人とが、言葉による作品鑑賞を

行った。1回目のＡのツアーはコレクション・ギャラリーで開催中の「バウハウスへの応

答」展にて、2回目のBのツアーは京都国立近代美術館所蔵の立体作品12点が展示された

企画展示室にて実施した。

　今回のツアーコーディネーターを務めたミュージアム・アクセス・ビューは、目の見

えない人／見えにくい人と「言葉」を使った美術鑑賞ツアーを行っている団体である。

さて、このツアーでは、冒頭に４つの約束事〈4つの「しない」ルール：1．静かに鑑賞

しないこと、2．見える人は一方的な説明をしないこと、3．目の見えない人／見えにくい

人は、聞き役に専念しないこと、4．全てを分かり合おうとはしないこと〉を全員で確認

することからスタートした。グループ分けを行った後、グループごとに会場内を自由に

巡りながら鑑賞を行った。

　「さわりかたツアー」と異なり作品を直接手で触れることができないことから、まず

は晴眼の参加者が、作家名や材質といった作品の基本情報を共有することから始まっ

た。そして対話が進むにつれて、作品の形や色から受ける印象について共有したり、タ

イトルから膨らむイメージを話しあったりと、作品を囲んで活発なコミュニケーション

が行われた。たとえば岡部嶺男《総織部大鉢》の色合いについて全盲の参加者から問い

かけがあり、「とても深い緑色」「深海の色みたいな」「まだ明けていない朝の空」な

ど、晴眼者からさまざまな表現が飛び交っていた。同じ作品でもそれについて語る言葉

は人それぞれであり、視覚障害のある方はさまざまな表現を手がかりに、作品について

のイメージを膨らませているようであった。

アンケート回答者数　34人

●性別：男性（7人）　女性（11人）　無回答（16人）

●年齢：９歳以下（1人）　10代（1人）　20代（1人）　30代（3人）　40代（4人）

　　　　50代（1人）　60代（6人）　70歳以上（1人）　無回答（16人）

●主な感想

・普段は作品のみにしか注目せず、どのように照明があてられているかとか壁のしきりのしくみ、搬入の
　仕方など裏側を知ることができて、新たな楽しみ方が増えました。（50代・女性）

・今回は作品の「みせかた」というよりも「展示の仕方一般論」という内容でした。ある「作品」を「い
　かにして」「みせるか」というWSもまた企画されたらよいかと思います。（60代・男性）

・大学でも学芸員実習を受けているが、こういった一般の方向けのツアーに参加することで一般の人も展
　示の裏側に興味を持っておられることがわかってよかった。天井の見方、白い箱のおき方、展示ケース
　への入れ方など知らないこともあってこれからまた特別展を見るときに気をつけたい。（20代・女性）

・展覧会の裏側というのは、なかなか見る機会が無いのですが、今回はざっくばらんに会場作りのアウト
　ラインを教えていただけたという感じです。展示品のジャンルによって、扱いも随分違ってくると思い
　ますので、これからも2回、3回と展示の工夫や苦労話もご教示いただけると美術館での鑑賞にも味わい
　が深まるかもしれません。

  参加者のアンケートから
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手だけが知ってる美術館　第 1回　茶道具

日　　時｜2018 年 11 月 11日（日）  ①10：00 ～ 12：00、  ②14：00 ～ 16：00

会　　場｜京都国立近代美術館 1階講堂　参加無料

定　　員｜事前申込制、視覚に障害のある方・晴眼者、各回 8名ずつ

参加者数｜①午前の部　16名（うち視覚障害 有：3名、無：13名）

　　　　②午後の部　15名（うち視覚障害 有：1名、無：14名）

■趣旨

　京都国立近代美術館所蔵の茶道具をテーマに、視覚以外の感覚、特に「さわる」こと

によってその新たな魅力を発見するとともに、障害の有無を越えて作品をともに体感す

るプログラムを実施した。本プログラムは、８月に開催した「美術のさわりかたツ

アー」において、身体感覚を用いた鑑賞によって作品への理解がより深まり、一緒に鑑

賞をする他者とのコミュニケーションも弾むという成果を踏まえて行ったものである。

　当日のプログラムは、以下の4つのステップで進行した。

　●ステップ1　自己紹介

　●ステップ2　茶道の歴史について（レクチャー）

　●ステップ3　茶道具に触れる

　●ステップ4　視覚を使わない鑑賞

〈鑑賞作品〉

茶碗　　河井寬次郎《白磁碗》1949年頃

　　　　河井寬次郎《辰砂碗》1949年頃

　　　　河井寬次郎《辰砂碗》1953年頃

　　　　清水卯一《蓬莱風茶碗》2002年

　　　　清水卯一《蓬莱無茶碗》2002年

　　　　十五代樂吉左衞門《茶碗 France Loubignacに於いて造る》2007年

花入　　北大路魯山人《染付花鳥花入》1939年頃

　　　　十五代樂吉左衞門《焼締花入 France Loubignacに於いて造る》2010年

棗　　　黒田辰秋《赤漆捻四稜棗》1960年頃

　　　　赤地友哉《曲輪造平棗》1966年

茶入　　山本陶秀《大海茶入》1978年

香炉　　並河靖之《白地菊唐草文香炉》明治末期

　　　　五代清水六兵衞《大礼磁花鳥文香炉》1917年

2-2

アンケート回答者数　37人

●性別：男性（4人）　女性（22人）　無回答（11人）

●年齢：10代（2人）　20代（1人）　30代（3人）　40代（12人）　50代（6人）

　　　　60代（3人）　70歳以上（1人）　無回答（9人）

●主な感想

・見たまま言葉にするのはとても難しく、すごくもどかしさを感じましたが、見える人と見えない人関係
　なくみんなで作品の見方をつくりあげていくのが楽しかったです。

・普段何気なく話していますが改めて言葉の重みを感じました。一方的な説明をし、分かってもらおうと
　することも改めようと思いました。（70代以上、女性）

・視覚障害を持った方と美術鑑賞する時には形や色の説明にこだわっていたが、今日のツアーでは感じた
　ことをそのまま伝え、より深く作者のメッセージに至ることができたように思われる。（50代）

・静かに個で観るのではなく、他の人と対話しながら観る、他の視点を知ることで新しい発見をする。と
　ても面白かったです。（40代・女性）

  参加者のアンケートから
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　　　　河井寬次郎《青瓷繡花香炉》1924年
　　　　河井寬次郎《鉄薬四つ足香炉》1935年頃
香合　　五代清水六兵衞《色絵羽子板香合》1921年

　　　　五代清水六兵衞《色絵糸巻香合》1923年

水指　　岩田藤七《水指》1976年

　　　　三浦小平二《青磁水指「いるか」》1989年

釜　　　香取秀真《深口釜》1938年

　　　　長野垤志《鱗波文宝珠釜》1965年

　　　　いずれも京都国立近代美術館蔵

■実施報告

ステップ1：自己紹介

　作品鑑賞に入る前に、まず参加者による自己紹介の時間を設けた。さらに、日頃お茶

を飲む時に使う器（湯呑みやコップ）を各自で持参してもらい、その器にまつわる思い

出や普段どんな場面で使っているかなども紹介しあった。

　「感覚をひらく」事業では、作品を介して他者と対話をすることで作品の魅力を発見

し、鑑賞体験の新しい可能性に気づいていくというプロセスを大切にしている。しかし

茶道具は一般的に、その大きさから複数人が同時に体験することには不向きである。そ

のため、自己紹介によりお互いを知ることで参加者どうしの交流が生まれやすい雰囲気

を作るよう心がけたものである。

ステップ2：茶道の歴史について

　続いて研究員が短いレクチャーを行い、中国から伝わってきた茶道では、はじめは道

具を競って制作していたこと、千利休以降、シンプルな赤樂・黒樂茶碗が作られるよう

になり、茶会も四畳半ほどの狭い空間で行われるようになるなど大きく変遷をしたこ

と、そして明治時代に制度化された茶道文化が現代まで続いていることなどを紹介し

た。あわせて、茶道具をさわって鑑賞する上でのマナー（指輪等は外す、両手で丁寧に

触れる、作品を持ち上げすぎない等）も確認した。

茶道具を手で触れて鑑賞する

視覚と触覚の違いに、対話が盛り上がる

ステップ3：茶道具に触れる

　ここからは2つのグループに分かれて茶道具

を鑑賞した。用意したのは、茶碗、花入、棗

と茶入れ、香炉、香合、水指、茶釜の合計21

点である。用途だけでなく素材や表現の違い

も感じてもらうため、どの道具についても複

数点用意した。各机には研究員がつき、作家

や技法を解説したり質問に答えたりしながら

鑑賞を進めていった。

　視覚障害のある参加者のいたグループで

は、目で見た時と手で触れた時の作品の印象

の違いに自然と話題が及んだ。例えば、土で

作られた筒を外側から細い板で叩いて表情を

出した、十五代樂吉左衞門による花入は、視

覚情報では、いくつもの「面」が貼り合わさ

れてゴツゴツと硬い印象だ。しかし、両手で

底から上に向かって触ったり、側面に手を沿わせてゆっくり動かしていくと、柔らかな丸

みを帯びた形という全く異なる印象を受けるという。すると、そうした晴眼者の声を隣で

聞いていた全盲の方から、「全部見えているのに、分からない情報があるということです

か？」と鋭い投げかけが。この問いをきっかけに、視覚から得る情報が100％正しいとは

限らず、さわることで初めて得られる情報もあるという気づきが共有されていた。

ステップ4：視覚を使わない鑑賞

　最後は、視覚以外の感覚を使いながら1点の茶碗を鑑賞した。晴眼者はアイマスクを付

け、まずは「目を使わない」状況に身体を慣らし、自分の周囲の世界を触覚や聴覚、嗅覚

を研ぎ澄まして感じてもらう時間を取った。

　続いて、作品を一人ずつ順番にさわって感じたことやイメージしたことを語りあい、
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全員が一通り体験し終えたところでアイマスクを外して感想を自由に通わせた。中に

は、作品をさわりながら感じたことを語ることに慣れていないため、言葉が出にくいと

いう方もいた。そのため、研究員が「どこからそう感じましたか？」と質問をしたり、

他のメンバーの意見を聞いてみるなど会話のファシリテート役を務めた。

　晴眼者の気づきとして多かったのは、見ながら触る際は色や形といった視覚から入る

情報を中心に作品の特徴をつかんでいたのに対し、視覚を使わない場合は、掌の中に茶

碗が収まる感覚や重さなどに意識が集中したという発見であった。また視覚に障害のあ

る方にとっても、各自の経験や知識を使いながらイメージを広げて語るという活動は、

同じ作品から様々な感想が生まれるという点で新鮮に感じられたようだ。

手で触れた時の印象などを自由に共有しあう アイマスクをつけ、視覚を使わずに鑑賞を行う

全体を通して――成果と展望

　本プログラムでは、さわることによって理解が一層深まるものとして茶道具を取り上

げた。研究員の説明を聞きながら作品を手に取ってじっくり鑑賞し、質感や重さなどを

身体感覚を伴って体験することができたことで、参加者の満足度は比較的高かったこと

がアンケートから示された（「とても良い」との回答：85％）。こうしたことから、作

品鑑賞の機会を拡充したという点では一定の成果を挙げたと言えるだろう。

　一方で、所蔵作品を用いた鑑賞プログラムを行う際には、本物の作品に触れたことで

得られるある種の“満足感”だけで体験を終わらせないための工夫が必要ということも感

じた。これは今後の課題と捉えている。本事業では、多様な感覚を用いた鑑賞を通して

作品について新しい発見をしたり、対話によって他者の感じ方に触れて気づきを得たり

することを大切にしている。今回は視覚障害のある方との対話の中から、晴眼者が当た

り前と思っていた価値観が揺さぶられ、さわることの意義や視覚情報の曖昧さなどにつ

いての議論が生まれていた。今後も引き続き、彼らとの協働を核として、既成概念に捉

われない鑑賞活動を試していきたい。加えて、鑑賞の多様性や美術館での新しい過ごし

方を考えるという提案にまで至るための、効果的なプログラムやファシリテーションの

仕方についても、引き続き検討を行いたい。

アンケート回答者数　31人

●性別：男性（11人）　女性（20人）

●年齢：20代（1人）　30代（4人）　40代（12人）　50代（9人）　60代（1人）　

　　　　70歳以上（1人）　無回答（1人）

●主な感想

・（十五代樂吉左衞門《焼締花入 France Loubignacに於いて造る花器》について）、触っても四角に感じら
　れる模様が付けられているためなのか、それともまた違った理由があるのか、ことばで説明しても
　らっただけでは十分に理解ができなかったのですが、目が見える人がざっと見ると、四角い花器に見え
　ることがあるとのことなのです。けれども、じっくり触ってみると、この花器は円筒形に近い形のよう
　に思われましたし、目が見える参加者の方も、触ると丸い形だということが分かると口々におっしゃっ
　ていたようでした。目で見てこの花器は四角い形なのではと感じた人は、この花器を触ることで初め
　て、この花器が丸いあるいは円筒形に近い形だということを、感じ取ったり認識したりするのだとすれ
　ば、この作品は、目が見える人も、視覚的に見ることに留まらず、触ることで、よりそのものの本来の
　姿というかあり様というか、本質のようなものに近づけることがあるということを、証明してくれてい
　るのかもしれないなあと強く感じた次第です。（50代・男性・視覚障害あり）

・作品に触れることで、作者と同じものに触れている体感を共有している気持ちになれた。視覚障害の方
　の話も、その感じ方の違いが知れて楽しかった。花入れの形状について、手で触れて感じる「円筒」形
　と目でみて認識する「四角」の違いに気づかされた。とても新鮮な気づきで、ガラスケース越しでは決
　して知ることのできないことだった。（50代・男性）

・普通では触れることのできないような雲の上の存在のような道具を実際にまぢかで見て、触り、お話を
　聞いて、とても豊かなひとときでした。目かくしをして道具に触った時に、自分の手の感覚が思ってい
　たよりも実際見た印象とちがっていたことに驚いたし、言葉で表現することの難しさを痛感しました。
　（40代・女性）

・茶道具という普段余り縁のないもののお話を聞けて良かったです。手で鑑賞することを十分に理解でき
　ていると思っていましたが、アイマスクをしての鑑賞では、普段目に頼りすぎていることで感じること
　に自信が持てない部分があり、大変気付きになりました。見えない方にも、見えていると思っているこ
　とで逆に見えなくなっている部分があると言われ、目からウロコでした。この体験をこれからの毎日に
　役立てていけたらと思います。（30代・女性）

・茶道具などを美術館で観るとき、いつも「手に持ってみたらどんな感じなんだろう」と思っていたの
　で、今日、貴重な機会をいただき、とても感謝しております。さわってみると、予想もしなかったよう
　な感覚にはっとする作品もあり、逆にアイマスクをして見えない状態だと、見ていたときには気づかな
　かったこともあり、いろいろと気づきがありました。視覚も触覚も、先入観にまどわされやすいものだ
　なと思うとともに、同じ作品をさまざまな角度で鑑賞できる楽しさも感じました。（50代・女性）

  参加者のアンケートから
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　「感覚をひらく」は、多様な感覚を用いて鑑賞することで作品について新たな発見をしたり、対

話をとおして他者の感じ方を知ったりと、これまでにない作品鑑賞のあり方を探るプロジェクトで

ある。今年度は特に「さわる」方法を取り入れ、参加者同士のコミュニケーションも促しながら、

各種のイベントを実施してきた。さらに今回の「手だけが知ってる美術館」は、初年度からの課題

であった「新しい鑑賞の場を継続的に設けること」を見据え、活動の進め方について一般化できる

方法を模索することも目指して実施したものである。

　今回とりわけ工夫したのが、触覚や聴覚に意識的に着目する活動を加えることで、単に美術館の

所蔵品に触れたという経験だけで終わらないようにした点である。具体的には、まずは作品を見な

がら手で触れて鑑賞を行った（ステップ３）後に、アイマスクをつけて茶碗を鑑賞するという活動

を導入した（ステップ４）。

　さて、プログラムを実施してみると、参加者の参加動機や過去の経験が当日の鑑賞体験に大きな

影響を与えていることが分かった。「感覚をひらく」のこれまでの催しへ参加経験がある方は、事

業のねらいを知っていたこともあってか、視覚障害者と晴眼者の感じ方の違いについて話題にした

り、自ら目を閉じてさわるなど、さまざまな感覚を使いながら作品と向き合おうとしていた。一方

で、本事業を初めて知った方や、貴重な茶道具に触れたいという動機で参加された方は、一人で

じっくり鑑賞に集中される傾向にあった。研究員に対して作品制作の過程や技法に関する質問を多

くされるものの、他の参加者との対話まではなかなか広がらない。なかには、十数秒で茶碗を机に

戻し「次はあれを見せてほしい」という方もおられた。しかし、アイマスクをつける後半の活動に

入ると反応がガラリと変わり、それまで鑑賞してきた作品についての印象の変化に対して大きな驚

きや気づきがあったようだった。

　終わってみれば、大半の参加者にとって「見ること」と「さわること」による作品の印象の違い

の発見や、鑑賞から膨らむイメージが異なることへの気づきは生まれていた。しかし、作品や作家

にまつわる既知の情報や先入観をいったん措いて、触覚をたよりに作品を鑑賞しようという意識の

変化やコミュニケーションを促すには、ステップ4を冒頭に取り入れておくべきであった。本プロ

グラムの実施は企画側にとっても大きな学びの場になり、同時に、「感覚をひらく」が、やはり美

術館だけでは成立しえない／成立させてはいけない事業であると実感する機会にもなった。

　「手だけが知ってる美術館」は今後もシリーズとして継続していく。今回の実施から得られた課

題をフィードバックしつつ、今後も、参加者の声を積極的に取り入れたり、あるいは企画段階か

ら、事業の趣旨が伝わる構成になっているかについて事前に意見を聞くことなどもしながら、より

よい鑑賞プログラムのかたちを探っていきたいと思う。

京都国立近代美術館特定研究員

松山 沙樹

〈手だけが知っている美術館 第 1回 茶道具〉実施を振り返って 手だけが知ってる美術館　第2回　染織

＊「京都の染織　1960年代から今日まで」関連プログラムとして開催

日　　時｜2019年3月30日（土）①10：30～12：30　②14：30～16：30

会　　場｜京都国立近代美術館１階講堂

講　　師｜野田睦美（作家・「京都の染織展」出品作家）

対　　象｜中学生以上、どなたでも

定　　員｜事前申込制、中学生以上どなたでも、各回15名ずつ

（本報告書の発行時はプログラム実施前であるため、概要・趣旨のみ掲載する。）

■趣旨

　本プログラムでは、「京都の染織展」の出品作家・野田睦美

氏を講師に迎え、視覚以外の感覚を用いながら、染織作品の魅

力を体感するプログラムを実施する。さまざまな繊維素材が使

われている大きな染織作品について、その素材や質感などに注

目しながら手で触れて鑑賞を深めたあと、アイマスクをつけて

ショートマフラーづくりに挑戦する。

　実施にあたっては、前回の「第１回　茶道具」から引き続

き、①従来の視覚中心的な鑑賞から離れ、五感を用いて作品を鑑賞すること、②参加者

同士でさまざまに意見交換をすること、の2つのポイントを参加者と共有するために、鑑

賞・制作の一部でアイマスクをつける活動を取り入れる。また、研究員も参加者と共に

活動に加わり、会話の交通整理（ファシリテーション）を行う。

　当日のプログラムは、以下の活動から構成される。

　●活動１　レクチャー：染織作品の魅力について

　●活動２　鑑賞：さわって、感じる、染織の世界　※アイマスク使用

　●活動３　制作：視覚を使わずにショートマフラー制作　※アイマスク使用

2-3

野田睦美

京都府生まれ。広島、京都、フランスを拠点に、日本の伝統的な染めと織りの技術を基に、新素材による繊維と染

色について研究し、デザイン、糸の開発、染色、製織、作品設置までを一貫して行った染織造形を制作している。

京都市立芸術大学美術学部、美術研究科（博士前期課程、博士後期課程）修了。現在、広島市立大学芸術学部准教

授。2012年より、文化庁新進芸術家海外派遣研修員に推挙されフランスに１年間派遣。その後、パリ国立美術高等学

校（ École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris）とパリ市立工房竪機タピスリー（Paris Ateliers‒Tapisserie 

de hautelice）において、創作と作品発表を行う。受賞、展覧会、文献、タピスリーや緞帳のデザイン及び監修多

数。近年の出品展覧会に、DOMANI展（国立新美術館／東京）、DIGITAL WORLD FESTIVAL「FUTUR EN SEINE

（Le CENTQUATRE-PARIS／フランス）、江陵芸術祭国際招待展（江陵市美術館／韓国）等。

Review

〈講師紹介〉

（のだ・むつみ）
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　美術館で白杖をもった視覚障害者に気づいた子どもが、

　「美術館は作品を見るところなのに、どうして目の見えない人がいるの？」

とあなたに尋ねた場合、あなたは、どのように答えるだろうか？

　子どもの親なら「そういえば最近はよく美術館でも白杖をもった人を見かけるようになったけど

何かイベントがあるんじゃない」とか、弁護士なら法律にある「合理的配慮」とか、美術館スタッフな

ら「ここの美術館は触ってみられる展示もあるから」とか答えるかもしれない。視覚障害者本人に尋

ねたら「美術が好きだから」とか「一度、美術館に来てみたかったから」とか答えるかもしれない。

　1980年代のイギリスでは、障害者がミュージアムに来館することは、慈善（チャリティ）ではなく、

「世界人権宣言」にもとづく「芸術を鑑賞する」権利として主張されたといわれる（Pearson, 1991）。日

本でも福祉か教育（学習権）か、という話はあったが、さほどの議論はされないまま、現在では、各地の

美術館で視覚に障害のある人や盲学校の生徒のためのプログラムやそのための触察資料などのツー

ルの準備が進められてきた。「障害者基本法（1970 年制定）」などの法的な整備も後押しして、国や自

治体の運営する公立美術館での活動や事業も活発になっている。

　美術館の現場では，最初は目の見えない人と一緒の文字通りの「手探り」状態だったが、今では経験

も蓄積され、受け入れシステムも整いつつある。美術、つまり、アートはもともと身体性に由来すると

いう見解もあるが、「視覚思考」としての美術活動を提唱したアルンハイム（Arnheim, 1990）も、見え

ないことは何かを失うことではなく、見える世界とは別の（alternative）世界を獲得することであり、

視覚障害者は社会に独自に貢献できるマイノリティーとして尊敬されなければならないとしてい

る。美術鑑賞を体験した視覚障害者による感想や意見などは、視覚以外の感覚を通して作品を身体で

実感することの喜びと、新たな作品解釈の発見をするきっかけにもなっている。こうした体験を積み

重ねるなかで、障害のあるなしに関わりなく、ボランティアを含めて多くの人が協働し交流する場と

しての美術館が注目されている。

　ただ、事業のシステム整備は、一面ではルーティンワーク化を伴う。ルーティン化では、目的よりも

方法を磨くことに傾注してしまいがちである。何のためにそれをするのかという目的を見失うこと

のないようにしたい。

　一方、本事業の「さわるコレクション」のように、現在それぞれの美術館が独自の触察資料を作成し

ている。特に絵画作品については，本物に触ることはできないので触察できる縮小図版は有効であ

る。実物のスケール感、錯視や遠近感などを含む絵画表現特有のイリュージョンの認知など、これら

の触察資料の実効性を検証する手立てを共同で開発する時期にきていると思う。エンボスや立体加

工された画像の線や面を触ることと視覚で認知することとの異同など、認知心理学や感性工学など

愛知教育大学名誉教授

藤江　充

〈協働〉の場としての美術館への期待 の専門家も交えて検証していく必要がある。

　また、視覚障害といっても、生来の全盲の人と中途失明の人、同じ中途失明でも失明した時の年齢

や失明後の年数などの違いによって、絵画作品についての言説を聴いたときに浮かぶ、色や形、遠近

感などのイメージは異なるのではないかと推察される（道田，1991）。目の見える人による説明や感

想という「言葉を通して」作品をイメージする際には、視覚障害者のそれぞれの個性がもちろん表れ

る。今後は、こうした違いを配慮した対応も求められてくると思う。そうした配慮のうえで十分な検

証を行った触察プログラムや言葉による鑑賞プログラムから、「無視覚」鑑賞の美術批評家のような

人が現れてくることも期待される。

○引用文献（引用順）

　世界人権宣言（1948 年 12 月パリ国連総会で採択）第 27条「すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び

　科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。」

　Pearson, N .（1991）Sight, disability and the museum, in Museum Economics and the community （ed. by S. Pearce）, The 　　

　Athlone Press. pp.65-88.

　Arnheim, R. （1990）Perceptual aspects of art for the blind. The Journal of Aesthetic Education, 24（3）, pp.57-65.

　道田泰司（1991）「盲人のイメージにおける遠近法的情報」『広島大学教育学部紀要』（第１部・39号）、 pp.121-126.

Essay
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盲学校との連携授業3.

京都府立盲学校と京都国立近代美術館による連携授業

日　　時｜2018年12月20日（木）9：30～14：00

会　　場｜京都国立近代美術館

対　　象｜京都府立盲学校高等部生徒11名（引率教員9名）

■趣旨

　現在、盲学校における美術教育はいまだ試行錯誤を繰り返している段階であり、140

年の視覚障害教育の歴史を有する京都府立盲学校においても同様である。こうした課題

に対する実践事例を提示するため、京都府立盲学校と京都国立近代美術館が連携して、

「盲学校での美術鑑賞教育の充実」を目指した授業を実施した。

　講　　師：広瀬浩二郎（国立民族学博物館准教授、本事業実行委員）

　　　　　　桑田知明（デザイナー、京都市立芸術大学非常勤講師）

　スタッフ：山下融子（京都府立盲学校副校長、本事業実行委員会副委員長）

　　　　　　土田豊（同校高等部教諭）

　　　　　　松山沙樹、本橋仁、牧口千夏、吉澤あき（京都国立近代美術館）

 　

■実施までのプロセス

　授業は、京都府立盲学校と京都国立近代美術館が主体となって進め、講師を交えて授

業プランの作成や材料の準備等を進めていった。

連携体制について確認

日　　程：2018年2月2日（金）

参 加 者：広瀬浩二郎、本橋仁、中江祐（京都府立盲学校長）、山下融子

内　　容：京都府立盲学校における美術教育の現状についてヒアリングを行い、平成30

　　　　　年度内に、盲学校と美術館とが連携して授業を実施することを確認した。

授業のねらいの検討

日　　程：2018年10月11日（木）

参 加 者：広瀬浩二郎、桑田知明、松山沙樹、本橋仁、牧口千夏

内　　容：授業の目的が「鑑賞活動の充実」であることを共有した。また鑑賞体験と結

　　　　　びついた内容で制作活動を行うについても検討を進めていくことを確認した。

授業見学・打ち合わせ

日　　程：2018年10月25日（木）

参 加 者：山下融子、土田豊、広瀬浩二郎、桑田知明、松山沙樹、本橋仁、牧口千夏、吉澤あき

内　　容：盲学校で美術の授業見学を行った後、授業の具体的な方針について打ち合わ

　　　　　せを行った。

作品選定・プログラム作り

日　　程：2018年11月

内　　容：美術館スタッフが中心となって授業で扱う作品の選定を行った。また盲学校

　　　　　側と協議をしながら、具体的な授業プランの作成を進めていった。盲学校へ  

　　　　　の作品の持ち出しが困難であること、また盲学校側から「美術館の雰囲気全

　　　　　体も体験したい」といった要望があったことなどから、実施場所を美術館と

　　　　　することが決定した。

会場下見・打ち合わせ

日　　程：2018年11月29日（木）

参 加 者：土田豊、桑田知明、松山沙樹、本橋仁、吉澤あき

内　　容：会場や動線の下見と、当日の授業の流れや準備物についての最終確認を行った。

■当日の流れ

●ウォーミングアップ（30分）

　大きな抽象作品を手で触れて鑑賞しながら、感じたことなどを自由に話し合う。

●鑑賞ワークショップ（80分）

　鈴木治《掌上泥象　海廿種》（1987年、京都国立近代美術館蔵）を用いて、言葉と作

　品の関係を考えながら鑑賞ワークショップを行う。

●制作・共有（90分）

　冊子状の支持体に手触りの異なるさまざまな素材を貼りつけて、それぞれの「海」の

　イメージを表現する。
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■実施報告

　12月20日、高等部１年から３年までの生徒11名と引率教員9名が美術館を訪れた。生

徒のうち5名は全盲（点字使用）、6名が弱視である。また、生徒の約半数は当館への来

館が初めてであった。

　冒頭に一日の流れを確認したあと、講師の広瀬浩二郎氏から、「さわる鑑賞」によっ

て視覚では捉えきれない作品の裏側の様子も把握できるということや、さわることで過

去の経験が呼び起こされることなどについて話があった。また、盲学校に通っていた自

身の経験にも触れながら、今日のテーマが「作家や美術館に感謝する」「感激する」「感

覚をひらく」ことであると話し、授業はスタートした。

続いて準備体操として、生徒たちは抽象的な陶芸作品2

点（リチャード・スリー《かたむいた角》1987年、ベ

アテ・クーン《陶彫》1974年頃）を手で触れて鑑賞

し、感じたことを自由に語り合った。

●鑑賞ワークショップ

　ここからは生徒が3つのグループに分かれて、鈴木治の陶芸作品《掌上泥象　海廿種》

を用いたワークショップを行った。本作は、20点の小さな作品によって大きな1つの

テーマを表現した「連作」で、1点ずつにも「最初の波」「海のゆりかご」といった作品

名が付されている。今回はこの中の9点を用いて、次の3ステップで「言葉」と「作品」

の関係に着目しながら鑑賞を深めていった。

ステップ１　作品から言葉を紡ぐ

　生徒たちはまず、グループごとに3つの作品を鑑賞

し、さわって感じたことなどを箇条書きで書き出して

いった。「厚みがある」「つるつるしている」といっ

た、造形的な要素やさわり心地に言及したものから、

「コースターみたいな形」「両側を削った鉛筆みた

い」と、身近なものにたとえたつぶやき、さらには「投

げやすそう。水きりにむいてそう（ママ）」といった、手

の感覚をフル活用して鑑賞したことがうかがえる感想も

あった。他の人の感想を聞いて、同じ作品を体験しても感じ方は人それぞれであると実

感したようで、自分とは違う意見に興味深く耳を傾ける姿が見られた。

ステップ２　言葉から作品をイメージする

　続いて、ステップ１でキーワードを書い

た紙を隣のグループと交換。今度は、まず

は書かれている言葉を読み、作品の形や大

きさ、色について想像を膨らませた。そし

て実際に作品をさわって鑑賞しながら、言

葉からイメージした作品像と実物との違い

等について意見を交わしたり、「自分なら

こんなキーワードを書くと思う」という言

葉を書き加えたりと、思い思いに作品と向

き合った。

ステップ3　作品の秘密を知る

　ここで初めて美術館スタッフが、これまで体験してきた1つ1つが、あるテーマに基づ

く作品群だと伝えた。そのテーマとは何か、生徒たちに少し考えてもらった後に、答え

は「海」であると種明かし。さらに１点ずつの作品名も紹介した上で、生徒たちはもう

一度さわって鑑賞しながら、「この部分が波を表しているのかな」など、タイトルと造形

の関係性を考えた。中には、手のひらに収まるほどの小品と、広大な海のイメージとの

関連を想像することに難しさを感じる生徒もいたため、スタッフが「自分が米粒くらい

小さくなってこの作品を体験したら…」などと声をかけながら、鑑賞をサポートした。

作品から紡ぎ出されたキーワードを読む

作品をさわって感じる

《かたむいた角》でウォーミングアップ
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冊子の上に「海」を表現していくさまざまな感触の素材

●制作 ――「海」を表現する

　授業の後半は、さまざまな素材を切ったり折ったりして冊子状の支持体に貼り付け

て、「海」をテーマにした本を制作した。

　まずは構想を練るため、海についての印象や過去の体験を思い出しながら、「すいす

い」「プカプカ」「ばちゃばちゃ」などオノマトペを用いて海のイメージを膨らませた。

　続いて、さまざまな材料の中から制作に使うものを各自が選んだ。今回、桑田知明氏

に御協力をいただき、手触りの違う素材20種類を用意した。桑田氏は、音や手触りで楽

しめる絵本の製作や、視覚障害のある方を対象としたワークショップの経験があり、本

授業でも、触覚を刺激するという観点からユニークな素材が選ばれた。具体的には、ふ

わふわの伸びる毛糸、イガイガのモール、ガリガリした硬くて薄いスポンジ、モチモチ

柔らかいスポンジ、ペタペタしたシート、プチプチシート、ガサガサ表面の折り紙、コ

ルクシール、フサフサの芝生シール、シールゴム、綿、アルミホイルなどが用意され

た。これらの素材に触れるなかで、生徒たちの制作意欲が一気に高まっていった。

　各自が材料を揃えたら、いよいよ制作に入っていく。今回、生徒１人につき１冊ず

つ、見開きで３つの場面を構成できる冊子状の支持体を用意した。これは、鈴木治の連

作に関連して桑田氏が事前に準備したもので、1枚ずつ異なる色と手触りの紙で出来てい

る。生徒たちは、素材をちぎったり丸めたり伸ばしたり結んだりと色々な方法を試みな

がら、支持体に素材を貼り付けていった。制作のスピードには個人差があったが、教員

や美術館スタッフが適宜手伝いながら進めた。

　最後に、作品を交換してお互いの「海」を体験。「海のきらきらしたイメージを素材

のさわり心地や形を工夫して作った」「綿を波に見立てて表現し、ページを寝かせると

海、起こすと雲（空）の表現になるように工夫した」「泡が立っている様子をプチプチ

シートで表現し、貝や海藻を周りに貼り、海の幅広さを表現してみた」等々、各自が思

い思いの海のイメージを表現した見事な作品ができあがった。

●振り返って

　授業当日を迎えるまでは、美術への苦手意識がある子がいるのではないか、鑑賞や制

作をどの程度楽しんでくれるだろうかといった不安があった。しかし実際には、どの生

徒も非常にのびのびと取り組んでおり、和気あいあいとした雰囲気の中で授業を進める

ことができた。また今回は「手」を使うことをテーマに授業を進めたが、アンケートか

らも分かるように、全盲の生徒のみならず、普段は保有視力の活用に指導の力点が置か

れるという弱視の生徒にも、「さわる」ことの奥深さや視覚と触覚による捉え方の違いを

実感してもらえる機会になった。

　また今回は、作品を1点ずつ箱に入れることや、つぶやきを点字と墨字で書きとめる方

法など、細かな手順や支援の方法等について、盲学校側からさまざまなアドバイスを得

ながら進めることができた。美術館と盲学校の両者がお互いの強みを生かしながら連携

することで、生徒にとって無理のない授業ができることが示された。

　盲学校における鑑賞教育の充実のためには、生徒たちが美術の世界に触れる機会を継

続して創出しながら、彼らの鑑賞の力を育んでいく取組みが求められるであろう。今後

も引き続き、生徒たちの興味関心を踏まえつつ、美術館の所蔵品の特性を生かした授業

を実施していきたい。

おしゃべりしながら制作が進む 出来上がった作品
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　最近の私は、共生社会の中でアート（美術）が果たす大きな役割について、広義の美術教育とい

う立場から考えている。障害者や高齢者、異文化に属する人たち、経済的弱者、幼い子どもたちなど、

アートから遠い人たちを含めて、あらゆる人がアートを楽しむことができ、それによって文化的で

豊かな生活ができることを願って、「インクルーシブアート教育」* というスローガンをつくった。

この言葉には、狭い意味としては、現在の障害児を対象とした特別支援の美術教育が十分ではなく、

研究的な側面も含めて、障害のある子どもたちの主体的な学びを支える理念の共有と教育方法の工

夫がより必要だという意味がある。しかし、インクルーシブ教育の目的が障害者だけでなく、すべ

ての人が豊かに学び、真の自由な共生社会を実現するものであれば、「差異や多様性を活かし、想

像的・創造的かつ主体的な学び」を旨とするアートの教育はその基礎になれるのではないか？　アー

トの教育には狭義の美術や音楽などの教科学習だけでなく、人が生きるための術＝身体技法である

という、広い意味での美術／教育の理解を広げていきたいという意味がある。

　この「感覚をひらく－－新たな鑑賞プログラム創造推進事業」も共生社会の中で美術館の果たす

役割を考え、視覚に障害のある人たちの美術鑑賞がむしろ障害のない人に気づきを与え、すべての

人の生きる喜びとしての美術の活用（鑑賞）があることを気づかせる取り組みだと理解している。

　今回の京都府立盲学校高等部の生徒たちとの連携授業は、最初に全盲の当事者である広瀬浩二郎

氏が「無視覚流鑑賞」と呼んでいる、触覚を中心に全身の感覚を総動員して彫刻（オブジェ）を触

る鑑賞から活動がはじまった。

　広瀬氏は 30 年前には視覚障害者は美術館での鑑賞はできなかったことを振り返り、障害者に対

する美術館の対応の変化を述べ、最初にマルセル・デュシャンの作品《泉》を模した男性用便器か

ら鑑賞がはじまった。「グーでなく、パーで触る。美術鑑賞には答えがないのでとらえ方は個人の

自由であること。見た印象と触った印象は違うこと。触るときはやさしく丁寧に。持ち上げないで、

なで回すこと」などを伝え、生徒は 3 人組で触りはじめる。最初は、３～４本の指の腹でだまっ

て触る生徒が多かったが、だんだん慣れてきて、２つめのベアテ・クーンの作品《陶彫》では、「真

ん中はキノコの胞子？」「ポン・デ・リング？」のような言葉がどんどんと出はじめる。3つめの

リチャード・スリーの三角形の陶オブジェ《かたむいた角》でも、「ゴーヤ？」「とんがりコーン？」「穴

がある？」「表面の触り心地？」「キャベツ？」「ドラえもんのスモールライト？」など、とらえ方

の広がりが言葉からわかる。

　次は、前衛陶芸家集団「走泥社」の鈴木治《掌上泥象　海廿種》の小さいオブジェを、グループ

に分かれて机上で１つずつ触る活動である。前の３つの作品と較べて、小さいので触りやすそうだ。

群馬大学教育学部教授

茂木 一司

京都府立盲学校との連携授業を参観して

〈作品鑑賞について〉

・作品に触れることが日常にはなかなか無いので、「触れられて」よかってです。

・普段なかなか見ないもの触れないものに触れ、学校生活では養えない感覚を使えた気がしました。

・作品はいつも目で見てたけど、今日両手を使って触ったら、いつもと違った感覚を味わえて良かったです。

・見た目と触った感じが全然違った。

＊海についての作品を20個すべて見たかった（触りたかった）。

＊全体像（海？）を想像するのが、少し難しかったです。

＊１つ１つの作品をもう少し時間をかけて見たいと思いました。

＊海の作品を鑑賞して、これまで、１つのものを１つの作品として触ったことしか無かったので、同じ作

　品でも色々な表現のしかたがあると知ることができた。

＊鈴木治さんは、20種類も同じ海というテーマで制作されていて、すごいなと思いました。特に「月のな

　ぎさ」がとてもいいなと思いました。僕の中でのベストの作品です。

＊美術館は行ったことがあったけど、あまり良い印象ではなかったので、最初はちゃんとわかるかなと

　思っていました。でも、思ったよりは想像ができたところもあって良かったです。

〈制作について〉

・自分の頭の中のイメージを作った時とで少し違ったのですが、オノマトペをうまく表現できたと思いま

　す。ただ、時間が無かったので中途半端になってしまったのが、残念でした。

・オノマトペを考えて作っていたつもりが、つくっていくにつれて解らなくなっていたように思いました

　が、完成してよかったです。

・あまり時間がなかったけど、自分の思うがままに制作でき、とても楽しかったです。

・制作は海をイメージして材料を選び、自分で考えたオノマトペを組んで作ったけど、途中からぐちゃぐ

　ちゃになりました。けど楽しかった。

・ちょー楽しかった、時間が足りなかった。

＊色々な素材を使って、自由に制作することができて楽しかった。

＊自分の想像していることを表現することは楽しかった。

＊絵本の作成は今回が初めてでした。大きな画用紙に、いろいろな素材のかみや綿を張ることができて楽

　しかったです。

＊僕が予想していたよりも作成は楽しかったです。自由に僕が思う海を作れたかなと思っています。

生徒の感想（・は弱視の生徒、＊は点字使用の生徒の感想）

　最初は手探りで、生徒が意見を出せるかなど心配でしたが、導入部分で美術館の皆様が柔らかい雰囲気

をだしてくださり、広瀬先生からも「今日は学校とは違うんだ」といったお話があり、進行で生徒の発言

をうまく引き出していただき、思った以上の生徒の発現につながったと思います。制作は、心配な生徒が

何名かいたのですが、思った以上の作品ができたようで、生徒自身も驚いているのではないでしょうか。

全盲の生徒にも上手にアドバイスをいただいてうまく進行したように思います。鑑賞などじっくりできま

したが、制作にもう少し時間がとれたらよかったです。（中略）みんな「行って良かった」という感想を持

てたことが一番。実は今日の給食は「クリスマス献立」だったのですが、それと引き替えても良かったと

生徒は言っていました。事前に心配することが多かったのですが、案ずるより産むが易しで、やってみて

良かったと思います。企画していただいた美術館、桑田さん、広瀬先生はじめ皆様に感謝です。

教職員の感想

Review



3332

形やテクスチャーの小さなニュアンスが言葉になっていく。そのつぶやきを紙に書いて封筒に入れ

ることが指示される。全盲の子は点字で、弱視の子はテキストで記述する。隣のグループの感想を

読んで一番触ってみたいものを選ぶ。いくつかの鑑賞の後で、一連の作品の名前を考える場面では、

「食べ物？」「地球？」「冒険心？」「ヒントは？」「大きいモノ？」「触れますか？」というやりとりの後、

答えが「海」であることが伝えられた。

　制作の時間になり、講師が桑田知明氏に代わる。課題は、テクスチャーの違う色画用紙が綴じて

ある B4 大の冊子に、「海」をテーマに表現していくこと。行ったことがなくても思い浮かべてつ

くることやオノマトペを使うことなどが伝えられる。生徒たちはさまざまな素材を自由に取ってき

て、本に貼り付ける。試行錯誤しながら、さまざまな表現が生まれていく。見えない生徒も見えに

くい生徒も、やっているうちに自分のテーマが明確になっていくようだ。素材のテクスチャーや色

がヒントを与えているのがわかる。できあがったら、隣同士で交換し、説明し合う。「たくさんの

材料を使いたかったので、たくさん貼った」「半分が陸で半分が海」「うどんが気に入っている」など、

生徒たちの制作後の感想が語られた。

　授業の全体としてよかった点は、（美術）鑑賞と表現を分けない実践だったことだ。美術館では、

鑑賞が主な活動で制作が従という、より鑑賞学習にフォーカスしがちだが、視覚に障害のある人を

対象にした美術活動では認知的な（わかる）活動と感覚的な（感じる）活動の協調が重要である。

今回は、触る・みる＋つくるによって、美術学習が確かなものになったと思う。

　改善点については、少し内容が多すぎるので、活動を整理して強弱をつければ、本館が継続して

実施できる触るワークショップの起点になるのではないかと感じた。学校の授業では参加人数が多

いので難しい面もあるが、ひとりずつじっくり触る時間を確保すると豊かな時間が得られるだろう。

さらに、触り方（みかた）の工夫（学習）も研究対象になるだろう。指や掌のどの面でどのように

作品を触るのか。作品を持つ向きにも配慮したい。可能であれば、本物にこだわらずコピーを準備

して、全員で同じものを最初に触るという導入も考えられるのではないか。もうひとつ、ワーク

ショップのリフレクションの時間を取って、活動の確認と意見の共有をすることも有効である。そ

れによって、実施側が実践を検証できるシステムをつくることも大切だ。

　アートが「生きるための身体技法」を学ぶことだとすれば、見える人、見えない人が協働でつくっ

ていくのは（美術館における）よい鑑賞方法ではなく、新しい共生社会ということだと思う。

*『教育美術』（公益財団法人教育美術振興会）2018 年 5月号を参照。

　http://www.kyoubi.or.jp/publications/view/707

Essay

プロローグ　　さまざまなる「海」

　彼は全盲の視覚障害者である。現在、51歳。「老人」と呼ばれる年齢ではないが、時々彼は自分

の人生を懐かしく振り返るようになった。彼がヘミングウェイの『老人と海』を読んだのは中学生

の時だった。『老人と海』は、ヘミングウェイがノーベル文学賞を受賞するきっかけともなった不

朽の名作である。老漁夫と大魚の死闘を中心に、自然の偉大さ、その中で懸命に生きる人間の姿を

写実性豊かに描いている。中学生の彼には本書の魅力が十分理解できなかったが、「老人と海」と

いうフレーズはなんとなく頭に刻み付けられた。

　あれから約 40年。今回、彼は『老人と海』を再読し、あたかも主人公の漁夫のように、さまざ

まなことを想起した。自分の記憶、体験と結び付けて、名作の世界を楽しんだともいえよう。『老

人と海』を読み進める過程で、50代の彼の頭に浮かんだのは「盲人と海」という言葉である。海

には人間の友達もいれば、敵もいる。また、海は多くの恵みを与えてくれる一方、破壊的な災害も

もたらす。そもそも、海は生命の源泉であり、人類の故郷ということもできる。哲学的に考えるな

ら、個々の人間が心の中に各人各様の「海」を持っているのかもしれない。

　彼が構想する『盲人と海』が小説になるのか、ノンフィクションになるのか、はたまた研究論文

としてまとめられるのか。本人を含め、まだ誰にもわからない。『盲人と海』が一冊の本となるた

めに、彼の暗中模索は当分続くだろう。本稿では彼へのインタビューを元に、『盲人と海』の根幹

となるであろう部分を略述してみたい。具体的には「海」をキーワードとして、彼の半生からいく

つかのエピソードを拾い出してみることにしよう。

盲学校　　温かい海

　視力低下により、彼は中学部から東京都内にある筑波大学附属盲学校に進学する。盲学校入学は

1980 年である。彼の盲学校進学は、本人にとってハッピーなものではなかった。小学校時代、弱

視だった彼は地域の一般校に通っていた。先生・友人にも恵まれ、それなりに充実した日々を過ご

すことができた。当時の小学校は全体的にのんびりしており、彼には勉強面で苦労した記憶はほと

んどない。

　彼が周囲との違いを実感するのは体育・図工の授業である。サッカーやバスケットのボールが見

えず、「動きたいのに動けない」もどかしさを味わう。図工の時間で絵を描いてみると、どうも周

りの子どもたちのようにはできない。風景がぼんやりとしか見えない彼は、写生が苦手だった。ま

た、彼は幼児期から片目の視力がなかったので、遠近感を無視する（よく言えば前衛的な）絵画ば

かり描いていた。工作の際、先生が「このようにやってみてください」と実演しても、彼には「こ

国立民族学博物館准教授

広瀬浩二郎

盲人と海
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のように」がわからなかった。

　体育・図工の授業で多少の居心地の悪さを感じたものの、彼はクラスメートとともに地域の中学

校に進学したいと希望していた。しかし、６年生の時には教科書の文字がまったく読めず、自力で

ノートを書くこともできなくなった。中学で勉強するためには、点字を習得しなければならない。

点字を使うのなら、盲学校に行くべきだろう。自分には盲学校進学というチョイスしかないことは、

彼も頭では納得していた。でも、理屈では割り切れないやるせなさを抱えた少年の心には、不安と

不満が交錯していたのも事実である。

　彼は複雑な心境で盲学校初日を迎えた。「ここは俺のいる場所じゃない」「いつか、きっと目の見

える人たちの社会に戻ってやるぞ」。あれこれと思いを巡らす彼の机の上に、次々に点字の教科書

が配られていく。各教科の教科書を点訳すると、平均で５・６冊になる。電話帳のような厚さの点

字本がどんどん積み上げられる。ああ、この点字本をすべて読まなければ、中学校の授業にはつい

ていけない。点字教科書の厚みは、彼を現実に引き戻した。点字の読み書きをマスターしないと、

たいへんなことになるぞ。点字初心者である彼にとって、点字「で」勉強する以前に、まず点字「を」

勉強することが第一の課題となった。

　大量の教科書が順番に配布される中、最後に机に置かれたのが美術の教科書だった。美術の教科

書は、一般の中学校で使用されているのと同じものである。写真が掲載されたアート紙に触れても、

彼には何もわからない。「そうか、美術には点字の教科書がないのか」「美術とは、視覚的に情報を

伝え合う科目なんだ」。美術の教科書の冷たい表紙にさわり、彼は自分が障害者であることを再認

識させられた。

　たしかに、ひんやりして、つるっとした表紙の手触りには、「君たち視覚障害者は美術とは無縁

なんです」と、彼に厳然と宣告する説得力があった。一方、その表紙は、目が見える人たちの社会

と盲学校をつなぐ窓（出入口）のようにも感じられた。他の教科書はすべて点字だが、美術のみは

一般の中学生と同じ本を手にしている。たとえ、この教科書が自力では読めないにしても、もしか

すると美術は視覚障害者と健常者をつなぐ架け橋になるのではなかろうか。そんなことを彼はぼん

やり意識した。とにかく、いろいろな意味において、盲学校で配られた「読めない」美術の教科書

は、彼にとって衝撃的だった。

　盲学校では、視覚以外の感覚を活用する学習法が実践されている。小学生のころ、自分だけが点

字を使うことに、彼は恥ずかしさと強い抵抗感を抱いていた。ところが、盲学校では点字使用がス

タンダードとされる。誰にも気兼ねせず、点字の教科書を開き、堂々と点字でメモを取ることがで

きる。

　盲学校には視覚障害教育のノウハウが蓄積されており、その専門性を有する教員が指導に当たる。

同級生と切磋琢磨できるのも、盲学校の特徴である。「あいつにできるなら、俺だって」。こんな気

持ちで、彼は徐々に点字「で」勉強することに慣れていった。盲学校での６年間を経て、「目が見

えないこと」を自然に受け止めるようになった彼は、のびのびと青春を謳歌した。「目が見えない

こと＝障害」という図式は盲学校では成り立たない。「盲人とは単に目が見えないだけで、視覚『障

害者』ではない」という信念が彼の中で醸成された。

　盲学校の授業で一般校と大きく異なるのは、やはり体育と美術だろう。体育では、視覚以外の身

体感覚を総動員して多様な種目に取り組んだ。陸上競技、水泳、マット運動、球技、スキー……。

通常の学校よりも体育の授業はバラエティに富んでいたのではないかと彼は回顧する。盲学校の体

育の授業では安全確保という名目で、15～ 20人の生徒に対し、３人の教員がサポートに入る。

監視の目が厳しく、必然的に生徒はサボることができない。体育の授業で思いっきり身体を動かし

た経験は、「やればできる」という自信を育てた。この自信は、後年に彼が武道やブラインドサッカー

に挑戦する原動力ともなった。

　美術の授業で重視されるのは触覚である。貼り絵、エッチング、木彫などを手を介して学んだ。

盲学校の美術教育は、生徒にとっても担当教員にとっても、手探りを手応えに変える実験の繰り返

しだった。彼の中で、とくに印象に残っているのは、粘土による自由造形である。茶碗などの陶芸

作品も制作したが、彼が得意とするのは抽象的なオブジェを作ることだった。現在、彼は「触文化」

を提唱し、さわることの大切さ、おもしろさを各方面で訴えている。その原点は盲学校の美術の授

業にあったということができる。

　小学校の図工では、目が見えないこと、見えにくいことは明らかにハンディキャップだった。し

かし、盲学校では見える・見えないに関係なく、触覚を用いてユニークな作品を完成させることが

できた。自分の頭に浮かぶイメージ（妄想＝盲想）を形にする。彼はそんな楽しさにのめりこんで

いった。小学校時代、彼は周囲との違いに戸惑いを感じた。だが、彼は盲学校の美術の授業を通じ

て、「違っていていいんだ」「違うのが当たり前なんだ」という安堵感を得る。

　中学の卒業制作で、彼の学年は大量の粘土を使って大きなオブジェを作った。作品タイトルは「ホ

テルニューつくば」。ホテルとは思えない変てこな建物だったが、わざと指を押し付けて壁面を凸

凹にしたり、テラス部分をつるつるに仕上げるなど、触感のコントラストを楽しんだ。おそらく、

あの作品は廃棄されてしまっただろうが、「ホテル」の感触は彼の手に鮮明に残っている。

　盲学校は視覚障害者にとって「温室」であるといわれる。たしかに、同じ障害がある仲間、熱心

な教員に囲まれて生活できる盲学校は、全盲者・弱視者には居心地がいい。教育・学習が「見えな

い」ことを前提に組み立てられているのが、この居心地のよさの大きな要因だろう。彼が盲学校に

在籍していたころ、「一般社会はこんなものではない」「現実はもっと厳しいんだ」と、しばしば教

員に叱咤激励された。彼自身、この「温室」にいつまでもいることはできない、やがてはここから

飛び出していかねばならないという覚悟は常に持っていた。

　近年、インクルーシブ教育が国際的な潮流となり、盲学校の存在意義が問われている。日本でも

地域の学校に通う障害児が増えており、盲学校の生徒数は激減した。同級生がいなければ、切磋琢
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磨も難しい。共生社会の実現をめざすのなら、早い時期から障害者・健常者がともに学ぶ環境を整

備するのが望ましいだろう。彼はインクルーシブ教育の理念を尊重しつつも、自らが体験してきた

盲学校の体育・美術の授業の充実感・達成感を忘れることができない。

　障害児は成長段階の一時期、「温室」に身を置き、しっかりと「生きる力」を身につけるべきで

はないか。いきなり冷たい海に入り、そこで自己を鍛えることができる人もいる。他方、冷たさに

圧倒され、縮こまってしまう人も少なくない。まずは温かい海で実力を磨き、それから冷たい海へ

旅立っても、けっして遅くはないはずである。彼は中高時代の６年間を「温かい海」で過ごし、じっ

くり自己形成できたことに感謝している。

大学から博物館へ　　冷たい海

　さて、ここで余談を少々。彼はカラオケに行くと、かならず「およげ！ たいやきくん」を歌う。

彼の歌はまったく上手ではないが、「たいやきくん」には思い入れがあるようだ。盲学校から大学

に進学した際の彼の心境は、初めて大きな海に飛び込んだ「たいやきくん」に似ているのではなか

ろうか。1987 年、彼は京都大学文学部に入学する。大学院生時代に１年間の米国留学はあったが、

就職するまでの 14年間を彼は京都で過ごした。目の見える人々の社会へ復帰できる興奮と喜び。

待ちに待った彼のキャンパスライフが始まった。

　ところが、入学後の数か月はカルチャーショックの連続だった。一人で歩けるの、食事はどうす

るの、トイレは大丈夫……。周囲の健常者が、視覚障害について何も知らないことに驚いた。自分

の何気ない行為が時に過大評価、時に過小評価されることにいらだつケースもあった。

　考えてみると、大半の健常者は日常的に障害者と接する機会がほとんどない。子どもは知らない

ことに出合うと素直に質問するし、疑問はためらわずに口に出す。しかし、大学生ともなると、自

身の先入観、固定観念に依拠して「知らない＝できない」と決めつけてしまう。また、こんなこと

を訊いては失礼だという自己抑制が働き、質問を遠慮する傾向がある。彼は盲学校で「目が見えな

くても、○○ができる」という実体験を積み重ねてきた。だが、大学では「目が見えなければ、○○

ができない」と一方的に判断する社会の壁にぶち当たったのである。

　何ができて、何ができないのか。どんな手助け、支援が必要なのか。こんなことはいちいち説明

しなくても、盲学校では教員が柔軟に対応してくれる。でも、大学では各授業の担当教員に、「板

書する時は音読してください」「配布資料の電子データがあれば、事前に提供していただけませんか」

と、個別に依頼しなければならない。自らの学習環境を整えるために、自ら社会（健常者）にアピー

ルしなければならないのである。これは、まだ 10代だった彼にとって、大きな心的負担となった。

とはいえ、大学時代に「黙っていては、社会は変わらない」ことを身をもって知った経験が、今日

の彼の研究者としての姿勢につながっているのは確かだろう。

　温かい海から旅立ち、念願の大きな海に飛び込んだ彼は当初、その冷たさにたじろいだ。友人や

ボランティアにも支えられながら、彼は冷たい海を泳ぐ術を身につけていく。しかし、彼は就職活

動を通して、個人の力ではどうにもならない冷たい海があることを思い知らされた。客観的に、障

害者にはできないことがたくさんある。盲学校では「できない」を突き付けられる場面は少なかっ

たが、健常者中心の社会は、障害者を「できなくさせる」システムを内包している。このシステム

を改変していくために、彼は研究者の道を選んだともいえる。冷たい海でも、自分が積極的に動き

回れば、身体が温かくなる。少しずつでもいいから、自らの体温で冷たい海を温かくしていきたい。

こんな思いで彼は研究を続けている。

　2001 年に彼が着任したのが国立民族学博物館（民博）である。民博は博物館機能を持つ文化人

類学の研究機関であり、大学院大学も併設されている。就職が決まった時、彼には博物館で働くと

いう意識があまりなかった。日本史・宗教関係の研究を深め、論文や本を書くのが自分の仕事だと

考えていた。

　民博に着任する以前、彼の日常生活において博物館・美術館との付き合いはほぼ皆無だった。盲

学校時代も、遠足や修学旅行でミュージアムを訪ねた記憶はない。手で触れて鑑賞できる作品を集

めた「ギャラリー TOM」が開館したのは 1984 年である。彼は盲学校の教員からの情報で、視覚

障害者が楽しめるギャラリーができたことを知った。弱視の同級生を誘って、７・８名で渋谷の街

に出かけた。白杖を片手に、迷うこと１時間弱。やっとギャラリーにたどり着いた時の感激は大き

かったと彼は述懐する。盲学校の生徒が引率者なしで連れ立って外出するのはきわめて珍しい。そ

れだけ、「手で触れる」美術館が貴重だったということだろう。

　大学生時代も、たまに現代アートの展覧会で、さわれる作品が出ていると聞いて、美術館に足を

運ぶことはあった。だが、高校時代のように美術に気軽に触れるチャンスはなくなり、いつの間に

か彼は鑑賞・制作から離れてしまった。歴史専攻だった彼は、地方の博物館、郷土資料館などをよ

く訪問した。といっても、多くの場合は聞き取り調査をするのみで、展示物にさわることは認めら

れなかった。つまり、彼がミュージアムを訪ねても、展示から知識、感動を得ることはなかったの

である。

　「見学」という語が示すように、博物館・美術館の展示は「見る／見せる」ことを前提に構成さ

れている。元来、ミュージアムとは視覚優位の近代文明を象徴する文化施設である。偶然ではある

が、そんな博物館で全盲の研究者が働くことになった。彼は民博に勤務する強みを活かし、国内外

のミュージアムの実地調査を始める。彼の頭の中には次のような単純な等式があった。

　　「博物館－視覚障害者＝近代」

　　「博物館＋視覚障害者＝脱近代」

　上記の等式を証明するために、彼は以下のようなプランの下、博物館活動に注力している。

　　・視覚障害者が楽しめる博物館を創りたい。

　　・視覚以外の感覚で体感できる展示を増やそう。

　　・博物館を拠点として、視覚偏重の現代社会のあり方を問い直す。
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　「ユニバーサル・ミュージアム＝誰もが楽しめる博物館」を創造・開拓する彼の 10年余の取り

組みについては、すでに多くの著作で紹介されているので、ここでは詳述しない。

　一つ強調しておきたいのは、ユニバーサル・ミュージアム運動を展開する中で、彼が作品制作を

再開した事実である。素人作品なので、一般公開できるレベルではないが、彼自身は高校生に戻っ

たかのように、制作に熱中している。彼は「触文化」を次のように定義する。「さわらなければわ

からないこと」「さわると、より深く理解できる事物の特徴」。いうまでもなく、「触文化」のエッ

センスを形にするのが彼の作品制作の狙いである。

　本来、彼は文字と言葉による表現を武器とする研究に従事しており、これからも研究者でありた

いと願っている。その一方で、彼は盲目の宗教者・芸能者などを対象とする長年のフィールドワー

クを通じて、文字や言葉だけでは表せない真理・心理があることに関心を寄せるようになった。今

回のインタビューの最後に、彼は苦笑しつつ語った。「『盲人と海』は著作ではなく、造形作品にな

るのかもしれない」。

　これまでの 20世紀的な博物館・美術館は、視覚障害者にとって「冷たい海」である。幸か不幸

か、彼は人生の後半戦でも冷たい海に身を置くことになった。今、彼は「視覚依存の博物館という

文化施設に、あえて視覚を使わない全盲者が入り込む」意義を実感している。盲学校で自分が受け

てきたような授業、触覚を活用する美術教育を再解釈・再評価して、ユニバーサルな（誰もが楽し

める）展示、ワークショップを練り上げること。これが彼の目標である。彼はこう言う。視覚に頼

らない自分だからこそ、従来のミュージアムの常識を乗り越えることができるのだ、と。

　『老人と海』の主人公である老漁夫は、「人間は敗北するようにはできていない」と述べている。

一般に、失明とは大きな苦難であるのは間違いない。しかし『盲人と海』において、彼は視力を失

うことによって、温かい海・冷たい海の存在を知り、二つの海を自在に往還するバイタリティを獲

得した。彼の人生そのものが、「人間は敗北するようにはできていない」ことを実証している。

　『老人と海』に登場する老漁夫は、苦闘の末に釣り上げた大魚をサメに食われてしまう。実利と

いう面で、最終的に老漁夫は何も手に入れることができなかった。でも、老漁夫の誇りと技術は助

手の少年に確実に継承される。ヘミングウェイが描きたかったのは、「海」を舞台とする小さな人

間たちのつながり、そこから生まれる生命の永遠性なのではなかろうか。50歳を過ぎた彼が、今

後どれだけのことを成し得るのか。広く深い「海」に比べれば、微々たるものかもしれない。彼一

人ができることには限りがある。だが、彼の主張に賛同する仲間の輪は少しずつ広がっている。人

と人のつながりを大事にしつつ、きっと彼は仲間とともに『盲人と海』を完成させるだろう。

エピローグ　　「海」の三層構造

　2018年 12月 20日、彼は京都国立近代美術館で開かれた特別授業（ワークショップ）に参加した。

京都府立盲学校高等部の生徒 11名のために、この授業は企画された。1980 年代、彼が盲学校に

在籍していたころには考えられない夢のようなプログラムである。「いい時代になったなあ」。彼は

時の流れを感じるとともに、夢のようなプログラムに立ち会うことができる幸運を喜んだ。特別授

業では、美術館の所蔵品の触察鑑賞に続き、各自が「海」をテーマとする作品制作に取り組んだ。

高校生といっしょに机に向かうのは少々気恥ずかしかったが、じつは当日の早朝から彼の頭の中は

「海」で満たされていた。

　「温かい海」と「冷たい海」の形はすぐにイメージできた。単純な話で、浅い海は人間が海水浴

を楽しむエリアだが、大きな魚は泳げない。逆に、深い海は大きな魚が自由に泳ぐエリアで、海底

に足が届かない人間は不自由を強いられる。このように、主役を人間にするのか、大きな魚にする

のかによって、「海」の解釈は変わってくる。同様の論理は障害／健常にも当てはまる。視覚障害

者にとって「温かい海」とは盲学校、福祉施設など、触覚・聴覚情報が尊重される世界である。一

方、「冷たい海」とは一般社会、たとえば大学や博物館ということになる。「冷たい海」では視覚情

報が重んじられるので、全盲者・弱視者は生きにくさを味わう。

　彼は手触りの異なる２種類の素材を選び、その対比により「温かい海」と「冷たい海」を表現し

た。ここで終わってしまうと、「温かい海」と「冷たい海」、障害者と健常者は永遠に交わることが

ない。大切なのは「温かい海」と「冷たい海」がつながっていること。人間と魚、障害者と健常者

が知恵を出し合えば、「海」はみんなのものとなる。もともと、海は万物を飲み込み、平等に育て

る「全生命体の子宮」である。「温かい海」と「冷たい海」の間には、「第三の海」が横たわる。「第

三の海」こそは、万物共生を体現する「生物多様性の現場」だといえる。

　彼は「第三の海」を作品としてどのように表せばいいのか、しばし思案した。悩む時間があるな

ら、手を動かせ。手を動かしながら考えろ。彼は台紙となる紙の全面にのりを塗った。そして、べ

とべとの紙に向かって、手当たり次第、布・厚紙・ビニール・ゴムなど、切り刻んだ素材を投げつ

けた。なんとも乱暴な制作である。投げつけるピースの中には、両面テープの切れ端など、ごみも

混在している。できあがった「第三の海」は、視覚的にはまったく美しくない。でも、万物共生の

「海」を彼流に形象化した作品であるのは確かだろう。細切れの素材を投げつける彼の表情は真剣で、

一つ一つのピースが生命を吹き込まれたかのように画面に躍っていた。

　視覚障害者は雄大な海の景色を見ることができない。しかし、波音や風の流れで海を感じること

はできる。海水に触れたり、泳ぐことは目が見える・見えないに関係なく、海を体感する方法とい

えよう。海の広さ、深さを考えれば、実際に健常者が見ているのは、大海のごく一部でしかない。

部分から全体を想像するという点で、障害者と健常者に大差はないだろう。大きな海を前にすると、

障害の有無などはたいした問題ではないような気がしてくる。

　彼が制作した荒々しい「第三の海」は、まさにカオス状態である。だが、ここから何か新しい胎

動が始まる予感がする。



①軟らかい紙で優しさを示す「温かい海」

②硬い紙で強さを示す「冷たい海」

③どこまでも続く「第三の海」

40

触図「さわるコレクション」4.

概要

　2017年度に引き続き、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、配

布した。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ことを目的としてい

るが、この触図だけで鑑賞体験を完結するのではなく、あくまでも美術館へ足を運ぶ

きっかけとなる役割を期待している。

　具体的には、当館のコレクションのなかから平面作品２点・立体作品１点の計3作品を

選択した。この点数とジャンルの取り合わせは昨年度と変わらないものであり、今後も

平面・立体や分野を問わない作品選定を目指していく予定である。今年度に取り上げた

作品は以下のとおり。なお、昨年度制作した３点につづき、通し番号を4番から振ってい

る。

　4．川端龍子　《曲水図》昭和16年（1941）年

　5．八木一夫　《距離》昭和49（1974）年

　6．上野リチ　《壁紙「そらまめ」》昭和3（1928）年以前

　発行部数と配布先

　各1,000部発行し、全国の盲学校・ライトハウス・点字図書館などに送付した。

41
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視覚障害者へのヒアリング調査①

日　程：2018 年 12 月 19日（木）

場　所：京都府立図書館・京都国立近代美術館

参加者：日野陽子、太田風人、方山慎太郎、坂本湧一、

　　　　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 名に触って

　　　　いただきフィードバックを得た。

視覚障害者へのヒアリング調査②

日　程：2019 年 1月 16日（水）

場　所：京都国立近代美術館

参加者：日野陽子、太田風人、方山慎太郎、坂本湧一、　

　　　　松山沙樹、本橋仁

内　容： 前回のヒアリングをもとに改善を加えたものを、視覚に障害のある 1 名に触っ

　　　　ていただき最終調整をおこなった。

　その後は、印刷会社とのやり取りをしながら、検討メンバー間でさらに検討を重ねて、

最終的な図を確定、印刷の工程に入った。

■制作のプロセス

　おもに京都国立近代美術館で制作を行ったが、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。

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）

制作協力　　　太田風人　（京都教育大学大学院教育学研究科・美術教育専修 1年）

　　　　　　　方山慎太郎（京都教育大学大学院教育学研究科・美術教育専修 1年）

　　　　　　　坂本湧一　（京都教育大学大学院教育学研究科・美術教育専修 1年）

昨年度の反省と方針の確認

日　程：2018年8月30日（木）

場　所：京都国立近代美術館

参加者：日野陽子、太田風人、方山慎太郎、坂本湧一、本橋仁

内　容：昨年度の反省をおこない、その後に本年度の作品選定と印刷の方針について検

　　　　討した。その後に当館の所蔵作品目録をもとに、具体的な作品の候補を挙げた。

作品選定と制作方針の確認

日　程：2018年10月7日（日）

場　所：京都国立近代美術館

参加者：日野陽子、太田風人、方山慎太郎、坂本湧一、松山沙樹、本橋仁

内　容：作品3点を選定した。その後に、印刷方法の方針の検討をおこない役割分担を設

　　　　定。京都教育大学学生が作図を担当することとし、次回までの課題とした。

立体コピー機をつかっての図の調整

日　程：2018年11月27日（火）

場　所：京都教育大学

参加者：日野陽子、太田風人、方山慎太郎、坂本湧一、

　　　　本橋仁

内　容：学生が制作した図を提示。立体コピー機（カプ

　　　　セルペーパーによる）にかけて、その場で図の

　　　　再調整をおこなっていった。各作品の触図案が京都教育大学学生より提出さ

　　　　れ、それをたたき台として、図のさらなる改善案などの検討をおこなった。

■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。

（１）触察シート

　このプロジェクトでは、作品ごとに何を伝えるべきかという根本的な問いに立ち返り、

シートと文章の作成をおこなっていった。そのため、印刷技術について、その方法をひ

とつに絞らずに、種々の技術から選択することにも重きを置いている。一般的に視覚障

害者に向けた印刷物に使われる技術は、あまり選択肢が多くない。しかし、印刷技術一

般に広げて考えれば、触察シートに使える、凹凸をつける印刷技術は様々にある。こう

した汎用技術では、点字を入れることができないなどの制約はあるものの、それを補う

別の手段をたてることで、より広い選択肢から、印刷の方法を選ぶことができる。

　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
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変えて取り組んだ。印刷技術は、どれも一長一短があり完璧な方法は存在しない。その

ため、表現によって印刷技術のレパートリーを増やすことが重要ではないかと考えてい

る。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。

　2018 年度は以下 3つの印刷技術を試行した。（番号は、上述の作品と一致）

4．UV 印刷（印刷：東美企画）＋カット紙（印刷：常磐印刷）

　UV 印刷は、紫外線をあてると硬化する樹脂製のインクをつかい、凸状の印刷を可能

とする。透明なため、文字やイメージの上にも印刷できることから、昨今のトレンド

ともなっている。一方で、点字を印刷できるほどの厚盛は費用もかさみ、また線がシャー

プになりにくいなどのデメリットもある。そこで今回は、あくまでも点字は入れずに

線だけの表現としつつ、凸の高さよりも、む

しろシャープになる限界の高さを印刷会社に

求めた。

　また、この作品に描かれている川べりの石

は、岩肌のような質感をもつカット紙を貼り

付けることで表現し、岩と魚が異なる質感を

持つハイブリッドなシートを目指した。

5．点図（印刷：日本ライトハウス）

　点字印刷にも用いられる印刷技術で、点の

連続により線を表現する点図の技術を用い

た。図は、こちらから示したイラストをもと

に、点字印刷所が制作した。点は大きさを選

ぶこともでき、それにより線の太さの表現も

可能である。点字印刷とその用紙は、視覚障

害者用に開発され発展してきたこともあり、

非常に明瞭な図と触り心地が実現できる。

6．エンボス印刷（2段階）（印刷：コスモテック）

　金属の型を制作して、紙の表現を押し出す、あるいは凹ませる技術。一般的な印刷

物でもよく使われる技術であるが、今回は２段階のエンボスに挑戦した。高さの違う

2 種類の版を用いて、2 段階を実現している。

費用が高くなる傾向にはあるものの、一般的

な印刷会社に依頼し、汎用技術を応用しても

らうことで、なるべく費用を抑えることがで

きる。ただし、校正ごとに版を作り変える必

要などがあり、その制作プロセスには、まだ

課題が残るのが事実である。

（２）点字シート（作品紹介）

　前述のとおり、触図シートはあくまでも形を表現したもので、点字による情報は付与

されていない。そのため、シートだけでは決して把握することのできない作品の色味や

構図、加えて制作の背景や鑑賞の方法などを文章で紹介した点字シートを、触察シート

と合わせてファイルに入れている。

（３）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、（２）の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

できる限り大きいものとした。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、同様の取り組みを行って

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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　昨年に引き続き、当館の所蔵品から 3 点を選定して触図と点字シートによる鑑賞ツール「さわ

るコレクション」を作成した。作品は、川端龍子《曲水図》、上野リチ《壁紙　そらまめ》、八木一夫《距

離》である。選定当初の考えは、昨年は日本画、油彩、工芸品を扱ったので、今年は屏風、壁紙デザイン、

オブジェ焼き、と表現技法や表現形式の幅を広げる方向で話し合い、決定した。また、昨年は試行

的に点字シートの文案作成に本学の学生が協力したが、今年度は、本学大学院教育学研究科の 3

名の大学院生が、それぞれの専門性（絵画、デザイン、彫刻）に合った作品を担当し、触図と文案

の作成に携わった。2 年目を迎えた「さわるコレクション」は、昨年よりも一層、その目的と特徴

において、事業「感覚をひらく」全体の中での位置づけを明確にする必要に迫られた。昨年の流れ

から、この目的と特徴を再確認し、その後、今年度の制作過程で浮上した課題等を報告する。

●目的

　まず、昨年の流れから見た目的の要点は、全国の盲学校とライトハウスに発送することである。

長年、美術・図画工作科教育の内容と方法が困難を極めている盲学校で、国立の当館の作品を少し

ずつでも知り、楽しみ、美術の世界を広げていただくこと。ライトハウスにおいても同様である。

したがって、バリアフリーとユニバーサルを両輪とする事業「感覚をひらく」の中で、「さわるコ

レクション」の作成は、バリアフリーにウェイトをかける必要があろう。視覚障害がある子どもた

ちや人々の美術鑑賞の補助ツールとしての意味が重要である。

●特徴

　次に「さわるコレクション」の特徴として、作品に相応しい印刷技法の採用、立体作品の触図化、

点字シートの工夫、が挙げられる。

　①印刷技法

　他館で発行されている触図カタログの多くは単一の印刷技法が用いられているが、「さわるコレ

クション」では 3 点の作品それぞれに相応しい印刷技法を考え、採用している。これは、作品の

特徴をどのように採り上げ翻案するか、触れてわかりやすい翻案の状態は何か、ということを連動

的に考える作業で、その工程で必要事項の追加が発生し、印刷技法の変更が起きることもある。

　②立体作品の触図化

　触図は一般に、絵画作品を対象に作られることが多い。平面作品は触れる機会がほとんどないだ

けでなく、触ってもその内容を理解することが難しく、視覚障害がある人々にとって遠い存在になっ

てしまうからである。しかし、盲学校・ライトハウスへさまざまな美術のかたちを届ける、工芸品

京都教育大学美術科准教授

日野 陽子

平成30年度「さわるコレクション」作成について の収集に力を入れている当館コレクションの特徴を出す等の理由から、「さわるコレクション」で

は立体作品を一点含めることとした。また、立体作品は一般的にも鑑賞の方法や工夫を、より充実

させる開発余地の大きな分野である。1980 年代から国内の多くのミュージアムで、触察ツアーや

鑑賞会が行われるようになって久しく、立体作品は実物を触ることが理解への最短距離と考えられ

がちであるが、ここでは敢えて触察ツールにして全国へ届けることで新たな観点の発見も期待した。

　③点字シートの内容

　「さわるコレクション」の点字シートは、触図で伝えきれない内容を補足するだけでなく、見え

ている人にはどのように見え、感じられるのか、という鑑賞内容を伝えるよう努めている。視覚障

害がある人々にとって、作者や表現材料、表現技法などの情報はインターネットで手軽に入手でき

る時代となったが、見えている人の具体的な感じ方や印象を共有することで、作品を知るだけでな

く、一歩奥に踏み込むことができると考える。これは、鑑賞者の見方、感じ方を学びの第一歩とする、

近年我が国のミュージアムや学校に広く浸透している言葉による鑑賞の理念や、視覚障害がある人

とない人とで語り合いながら鑑賞する活動の内容と重なる。

　以上のように、当館の「さわるコレクション」の特徴は、教育的根拠によって自ずとユニバーサ

ルな側面も浮上し、バリアフリー性と融合することがわかる。

●今年度の制作と課題

　①印刷技法の工夫

今年度は既製の印刷技法だけでなく、支持体の形を作品に合わせたり、質感に特徴のある紙材

を用いたりする工夫を行った（曲水図）。また、エンボス加工では、高さの異なる版で 2回プレスし、

複雑な植物のデザインを識別しやすくした（壁紙　そらまめ）。

　②立体作品

　八木一夫の《距離》はオブジェ焼きと呼ばれ、彫刻に似た表現の面白さがあるが、触図と点字シー

トの制作過程でさまざまな疑問が生じ、その解決にも時間を割いた。

　印刷工程との兼ね合いから先に触図を作成したが、着手した当初、外枠と 4 本の脚が付いた写

真が提供され、それごと（外枠と脚も含めて）作品として制作を進めていって、まずは輪郭をトレー

スする点図の下絵が出来た。

　次に点字シートの文案の作成に入ったが、作品の写真を見ながらの作業となったため、作品がど

のように置かれている写真を見て文を書いているかということ、前後で長さの異なる脚が付いた外

枠の中に平たい台から突き出した両手があること、等、作品の核となる両手の説明や表情について

の語りに至るまでに、何重もの「外回りの」説明が必要となり、混乱を来した。

　そこで、美術館で改めて作品を確認していただいたところ、外枠と脚は八木一夫の手によるもの

ではないことがわかり、それらを取り外した平置きの写真が送り直されてきた。この作品は平置き
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にするのと、脚を付けて展示するのとでは、両手の向きが異なり、鑑賞者の立ち位置や見え方が全

く異なる。それでも当館では、2004 年の回顧展以来、外枠と脚を付けた展示や写真が多いという

ことだったので、この外枠と脚は一体誰によってどのような意図のもと作られたのか、最終的にご

子息の八木明氏に確認するに至り、当館が購入する前にコレクターの家を経由していて、その家の

規模や展示のためにコレクターが作って付けた、ということが判明した。これによって、外枠と脚

は八木一夫の表現や意志とは全く無関係であることが明確になり、脚と外枠を取った平置き状態に

基づく触図と点字文を作成し直すこととなった。

　元の作品を確認し、触図、点字シート、ファイル表紙の写真の全てが整合性を持ち、視覚障害が

ある人々が混乱しないように作りこむことと同時に、いかに誠実に作品と向き合うか、ということ

の大切さを学んだ。

　③点字シートの内容

　上記②の混乱の発端は、文案を作成した大学院生が一度も作品を見ることなく、写真を見ながら

文案を書こうとした事態に無理があったことである。平面の２作品についても同様である。美術館

では、所蔵品は他館へ貸し出していたり収蔵庫に厳重に収められていたりして安易に見ることがで

きない、ということだったので基本的に写真や資料を見ながらの作業となった。触図を作成する段

階で、このことは大きく影響しなかったように察せられる。昨年の流れからも、触図ではかたちを

伝えることに徹するとしていたので、カタログ写真等の資料からでも作成することができた。しか

し、点字シートは先述のように、「見える人にはどのように見え、感じられるのか」を鑑賞の要点

として視覚障害がある人々に共有してもらうことを目的としているため、写真を見ながらでは作品

そのものに内在する表現のダイナミズムを感じ取って言葉にすることができない。

　「さわるコレクション」の作成過程に合わせて作品を見せていただくことは、美術館に無理をお

願いすることになるかもしれないが、次年度は作成者がコレクション展で少なくとも一度は見る機

会を持つ等、なんとかこの課題を乗り越えたい。

　また、内容に関して、これまでは触図を補足する説明と鑑賞文とで「作品そのもの」を伝えよう

としていたが、触図の説明も添えた方がよい、という意見を、視覚障害のある方やライトハウスの

方からいただいた。何を見て文案を書いているのかを明確にし、利用者がこのツールによって作品

そのものにより近づくことができるよう努める必要がある。

5. シンポジウム・研究会

5-1 トーク＆ディスカッション 「美術館のあたりまえって？」

日　　時｜2019年3月12日（火）14：00～16：00

会　　場｜京都国立近代美術館１階講堂

参加者数｜79名

講　　師｜高嶺　格（美術家・秋田公立美術大学教授）

　　　　　光島　貴之（美術家・鍼灸師）

　　　　　広瀬　浩二郎（国立民族学博物館准教授）

■趣旨

　「感覚をひらく」事業では、視覚以外の様々な感覚をもちいた作品鑑賞に取り組みな

がら、これまでにない新しい鑑賞のありかたとその意義について継続的に考えてきた。

初年度は、美術館建築を音と手触りで体験するワークショップ、そして2年目（今年度）

は、当館所蔵の工芸作品や立体作品をさわったり対話したりしながら鑑賞を深めるプロ

グラムをおこなってきた。これらに共通していたことは、視覚障害のある方の介在に

よって作品の捉え方が一新されたり、当たり前と思っていた考えが揺さぶられたりと、

視覚経験を中心としておこなわれる美術鑑賞とは異なる、学びやコミュニケーションが

生まれていくということであった。

　こうした成果に基づき、来年度以降の取り組みとして、視覚に障害のある方やアー

ティストなど美術館の外にいる様々なひとたちを巻き込みながら共に新しい鑑賞プログ

ラムを構築できないかの検討を始めたところである。そこで、「障害のある方と共働す

ること」「当たり前を問い直す場のつくりかた」について考えを深めるため、仙台・秋

田で視覚障害者が観客をガイドする展覧会を企画した美術家の高嶺格氏を招き、視覚障

害のある方がガイドを務めるという展覧会の実践についてお話をいただいた。あわせ

て、仙台の展覧会でガイドを務めた光島貴之氏と、本事業の実行委員である広瀬浩二郎

氏も交えたディスカッションを行った。

■プログラム

14：00～14：05　趣旨説明

14：05～15：05　第1部　高嶺格氏によるトーク

15：05～16：00　第2部　ディスカッション

　　　　　　　　　（※実際の終了は16：30）



〈講師紹介〉

高嶺　格

1968年鹿児島県生まれ。美術家・秋田公立美術大学教授。現代社会に潜む諸問題をテーマに、映像や音響を用いた

インスタレーションやビデオ、写真、映像、造形物、パフォーマンスなど多彩なアプローチで作品を発表してい

る。2008年に開催した個展「大きな休息　明日のためのガーデニング1095㎡」（せんだいメディアテーク）では、

「全盲のガイドにアテンドされながらツアーで鑑賞する」という仕掛けを持ち込んだ。

（たかみね・ただす）

光島貴之

1954年生まれ。美術家・鍼灸師。10歳のときに失明。1992年から粘土造形を、1995年よりレトラライン（製図用

テープ）とカッティングシートを用いる独自のスタイルで「さわる絵画」の製作を始める。2002年、対話しながら

絵を鑑賞するグループ「ミュージアム・アクセス・ビュー」の結成に参加。国内外での展覧会・個展、ワーク

ショップ講師などを多数行っている。

（みつしま・たかゆき）

広瀬浩二郎

1967年東京都生まれ。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。『目に見えない世界を歩く』（平凡社新書）、『知のスイッチ―「障害」からはじまるリベ

ラルアーツ』（共編著、岩波書店）など、著書多数。

（ひろせ・こうじろう）

■実施報告

　本イベントは、「感覚をひらく」の2年間の事業の締めくくりとして実施した。本事業

がどのような理念で新たな鑑賞プログラム構築を進めていくべきか、もういちど原点に

立ち返って考える機会を持つこと、そして視覚障害者と共働するうえでの美術館として

の心構えについて、高嶺氏、光島氏、広瀬氏のそれぞれの話からヒントを得、会場とも

考えを共有することを目的に開催したものである。

●高嶺氏トーク

　2008年にせんだいメディアテーク（以下、仙台）での「大きな休息　明日のための

ガーデニング1095㎡」展と、2014年の秋田県立美術館（以下、秋田）での「手さぐ

る」展について触れながら、トークは進行した。2つの展覧会に共通するのは「廃材（不

要とされたもの）によって展示を構成したこと」、「視覚障害者のガイドによって会場を

巡ること」であった。会場には何の意味もなさない空間を設えようと試み、仙台では解

体された家の廃材や不要になった着物など、従来は美術館から“はじき出される”ものを

集め、それら全てが等価であると見えるように会場を構成したという。

　さらに会場内に置かれたものについて話をしながら「意味」を付与・生成してみると

いう仕掛けを考えた際、案内役として、同じく近代的な美術館のシステムから“はじき出

された”存在として、視覚障害者が頭に浮かんでき

たと話す。このように2つの展覧会は、歴史的に価

値付けされたものを展示し視覚的に理解する場所

という美術館のシステムから最も遠い所にある「廃

材」と「視覚障害者」という存在をあえて持ち込む

ことで、社会に対する異議申し立てをした試みで

あったと振り返った。

　また高嶺氏は、来場者が展示をどのように経験

するか、その反応にも気を配っていたという。す

ると、ガイドがわざと誤った認識をしているフリ

をしても、健常者は「気を遣って」間違いを指摘

できないという状況がしばしば起きていたことを

目の当たりにしたそうだ。そうした場面に何度も立ち会うにつれ、運転中にカーブミ

ラーに車が映っていないと認識していても、「本当は存在しているのでは？」と、自身の

固定観念が揺らぐような不思議な感覚に襲われたという自身のエピソードも語った。

●ディスカッション

　続いて、光島貴之氏と広瀬浩二郎氏を交え、それぞれの立場から「障害者と共働する

こと」などをめぐる考えをお話しいただいた。

　冒頭に光島氏が、視覚障害者が美術鑑賞に関わるいくつかのケースについて言及した

（①見えない人と見える人が言葉で鑑賞する、②鑑賞に対する晴眼者の意識を刺激するた

めに、作家が見えない人をアテンドとして“利用”して鑑賞を行う、③見えない人がナビ

ゲーターとなり、従来とは異なる方法としての「さわる鑑賞」を提案する）。続いて仙台

でのアテンドとの比較事例として、同氏が2017年夏に京都芸術センターで展示された

オ・インファン《死角地帯探し》でのドーセント（案内役）に関わった経験を紹介した。

本作は、来場者がドーセントに主体的に声を掛けた場合のみ案内を受けられることなど

高嶺氏の作品との相違点はあったものの、いずれも「自分自身が作品の中に入り込んで

いく」という興味深い体験であったと振り返った。

　この話を聞いていた高嶺氏は、自身の展覧会の終了後、「自分は視覚障害者を搾取し

ているのではないか」という罪悪感や申し訳なさに駆られたと当時の心境を吐露した。

私たちはそれぞれが“うまくいかないこと”を抱えており、そうした意味では社会の中に

障害の有無を示す明確な線引きは存在せず、皆が障害のグラデーションの中のどこかに

位置すると考えている。しかし仙台・秋田の展示において「見えない」ことを際立たせ
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る行為は、線引きをするという一般的な認識を利用していることに他ならない。自分は

嘘をついているのではないかという思いが拭い去れないのだと、高嶺氏は語った。

　これに対して光島氏は、「自分は楽しんで関わっていたし、搾取されているとは全く

感じなかった」と明言した。広瀬氏は高嶺氏の率直な思いを受け止めながらも「どうぞ

搾取してください」と朗々と述べ、「飯を食い、お酒を飲んで、搾取する」という一句

を披露すると、会場は笑いに包まれた。

　一方で、「見えない人は自分とは圧倒的に違う能力を持っている」という高嶺氏の考

えに対しては、光島・広瀬両氏がそれぞれ「目が見えない人は超能力を持ったスーパー

マンではない」とコメント。とはいえ光島氏は、長年美術鑑賞に関わる中で、晴眼者と

の違いを際立たせたり障害者を持ち上げたりすることによって、美術鑑賞において気づ

きが大きくなったり「面白くなる」ことがあることも分かってきたという。

広瀬氏は、見えない人と見える人の共働の歴史の中で特筆すべき事例として、1988年に

晴眼者からの発案で始まったダイアログ・イン・ザ・ダークに言及し、高嶺氏の活動

は、「晴眼者が既存の価値観を疑うために発信する」という点で同じ流れの中に位置づ

けられると述べた。さらに、前者は非日常（暗闇）の中での体験が日常（明るいとこ

ろ）にどれほど影響を与え得るのかという点が懸念されるのに対し、高嶺氏の展覧会は

自然なかたちで見えない方に案内されるという仕組みになっており、より先進的だと評

価した。晴眼者がこうした場を主体的に設けているという点でも画期的であり、今後も

ぜひ継続して取り組んでほしいと高嶺氏にエールを送った。

　さらに、本事業が3年目に視覚障害者や作家と共働したプログラム構築を検討している

ことを踏まえて、「感覚をひらく」の実行委員という立場からも見解を述べた。一点目

は、視覚障害者もぜひ参加したいと思えるプログラムにすること。見える・見えないに

かかわらず、だれもが楽しめ、気づきを得られる内容を目指すべきであり、運営側の心構

えとして、少数派である障害者への細やかな配慮も欠かせない。もう一点は実施の枠組

みに関して、アーティスト（Artist）、視覚障害者（Blind person）、学芸員（Curator）の

三者（ABC）が共働することの意義である。ABまたはBCの共働関係は前例があるもの

の、ABCがそろってプログラムを構築するという事例は少ない。そこで「感覚をひら

く」ではぜひともABCが知恵を出し合いながら、オリジナリティのあるプログラムを創

造したいと、期待感を込めて語った。

　今回のトークでは、「感覚をひらく」の今後について、高嶺氏・光島氏からの具体的

な助言を引き出すことができず残念であった。しかし、展覧会を作るという方法によっ

て美術館という制度自体に疑問を投げかけ、そこを訪れる人と共に考えようとする高嶺

氏の真摯な姿勢には、利用者と共に美術鑑賞の概念を拡げようという本事業と通じるも

のがあったことは、共有されたのではないだろうか。また、障害のある方の力を借りる

ことへの罪悪感や葛藤を常に抱いているという作家としての率直な思いと、それに対し

て光島氏、広瀬氏の2名の障害当事者から前向きな発言があったことも興味深い。

 広瀬氏からABCの共働について言及もあったように、本事業では今後、さまざまな人が

集まりそれぞれの経験や感性を生かして新しい美術鑑賞のありかたを模索していく。そ

の中で美術館として考えが及ばない／経験が至らない部分は、視覚障害のある方やアー

ティストや専門家など、外にいる人たちと積極的に対話をしながら、最適な方法を探っ

ていきたいと考えている。
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概要

　本事業の中核となる “視覚に依らない鑑賞プログラムの実践” について、実施したイベ

ント等で得られた成果や課題を整理し、その後の事業展開を議論する場として「研究会」

を開催した。各種イベントや盲学校との連携事業等の実施後に、当日の映像を見ながら

実践内容や参加者の感想等を振り返り、実行委員の間で意見を交わした。

■第 1回研究会

日　時：2018 年 9月 18日（火）15：00～ 16：30

場　所：京都国立近代美術館 1階講堂

［議題］イベント「美術のみかた、みせかた、さわりかた」を振り返って

［内容］

〈イベントの意図〉

　本イベントでは、同じ美術作品を、視覚だけではない複数のアプローチで鑑賞するだけ

でなく、作品を鑑賞する空間を全体として体験してほしいというねらいがあった。結果と

して参加者には多様な鑑賞体験を提供することができたが、一方で、一つの作品を徹底的

に深く鑑賞し、次の機会につなげるという展開も考えられる。

　今後、こうした作品鑑賞の場をどのようなかたちで設けていくかは、それによって美術

館が何を伝えたいのかという最終目標の設定にかかわる。本事業の実施中核館である京都

国立近代美術館としては、一過性の事業ではなく、館の所蔵作品を利用した継続した取り

組みを形づくることが当面の目標であることが示された。

〈さわる鑑賞の方法論〉

　「美術のさわりかたツアー」では、各グループについた研究員が各自の専門性に基づい

てさわり方や作品情報を示していた。しかし、本事業で「さわる鑑賞」を行う際には、作

品に触れる際の基本的な注意点を伝えるだけで

なく、ある程度決まった方法を共有する必要が

あるのではないかという指摘があった。作品を

どこから、どのようにさわるかによって鑑賞者

の経験や理解が変わってくる。作品についての

共通認識を持ったうえで、参加者一人ひとりが

自分の感覚で作品を体験し、さらに理解を深め
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アンケート回答者数　30人

●性別：男性（10人）　女性（19人）　無回答（1人）

●年齢：20代（5人）　30代（5人）　40代（10人）　50代（7人）　60代（2人）

　　　　無回答（1人）

●主な感想

・視覚障害者と健常者の「つながり方」はたくさんあるが、あえて美術館という場やアートという媒体を
　もちいることでどのような相互理解が得られるのか、その意図がよくわかった。一方で、質問でも出て
　いたように、美術館以外の場で両者がどのようなことをできるのか、つまりより広いフィールドでお互
　いの感覚をひらくような経験が必要だと思う。（20代・男性）

・“見える”ことが“健常”と考えることから“見えない人”へ何かしてあげなければならないと思うことが当た
　り前のようである中、“見えない人”にアテンドしてもらう逆転の鑑賞は非常に興味深い。（芸術セン
　ターで、“声を掛ける”ことから“始める”というこだわりは、鑑賞者の逆転の発想への問い掛けであるよう
　に思える）暗室内での鑑賞は“見える”からこそ感じる恐怖があり、“見える不自由（？）”を体感すること
　が、逆転の発想を自由に行き来できる鍵になるのかな、と思えました。“見えない人の気持ちがわかりま
　した”は、発想が逆転していないですね。（40代・女性）

・ディスカッションが行き先の見えないようなトーク内容だったので、いくらか話の深まりに欠けてし
　まったように感じました。今回の表題になっているような「美術館のあたりまえって？」の内容を深め
　られる対話活動になっていたら、更におもしろい話が聞けたのではないかと思います。物足りないなと
　思うこともありましたが、全体としてはとても貴重なお話が聞くことができました。（20代・男性）

・視覚的に経験される世界（あるいはその一部としての芸術作品）と非視覚的に経験される世界を比較
　し、気づくというのは、それまでの概念にしばられた知覚から離れた美的経験になりうるものだと感じ
　ました。一方で、見える人と見えない人が、言語によってお互いの経験を交換する（意見を交わす）場
　合、言語が持つ意味（概念）は見える人によって経験された世界の記述であることに大きく制約されそ
　うです。非視覚的美的経験を作品において実現するためには、かなり仕掛に工夫が必要であり、高嶺氏
　やオ氏の作品をその実例の一つとして拝見しました。高嶺氏が今回紹介された作品制作において敢えて
　意味を持たせなかったというのは、そして案内係の人に詳しい説明をしなかったのは、視覚にとらわれ
　た経験を改めて外界に向けて開くという意味において、有効だったのではないかと考えます。（50代・
　男性）

  参加者のアンケートから 5-2 研究会



るために言葉による解説で情報を補うという３段階のアプローチが議論された。

　また、さわる鑑賞に適した作品のジャンルや素材をどう選ぶかには、丁寧な吟味が必

要であるが、今回、陶芸作品に関しては、研究員の解説を交えてさわることで参加者は作

品が出来上がるプロセスを追体験することができ、さわる鑑賞に親和性があることがわ

かった。

〈作品理解を補う言葉とツール〉

　「おしゃべりツアー」に関しては、対話による鑑賞で作品情報をどう取り扱うかが議題

の中心になった。参加者どうしの感覚を手掛かりにする鑑賞の際にも、展示の内容によっ

ては理解が難しい場合がある。作品や展示の説明を加えることは、鑑賞の意味にもつなが

る重要な情報である。また、絵画を対話で鑑賞する際には、視覚障害のある人が触察シー

トを活用することも、情報を意味につなげるために有用である。本事業でも進めている触

図の開発によって、よりよいアプローチを見出していくのが今後の課題である。

〈視覚障害者との対話から生まれるもの〉

　視覚障害のある人との対話によって、作品を記述する言葉が晴眼者から引き出されるこ

とから、作品への分析的な見方が生まれより深い理解が共有される。主観的な印象を語り

合う対話型鑑賞を超えて、視覚障害者との協働による新たな鑑賞の試みの可能性が提案さ

れ、今後の事業の方向性への大きな示唆となった。

■第２回研究会

日　時：2019 年 3月 12日（火）11：00～ 12：00

場　所：京都国立近代美術館 1階講堂

［議題］盲学校との連携事業について

［内容］

〈事業の意義〉

　鑑賞と制作の両方を行い盛りだくさんであったが、鑑賞という受け身の活動だけでなく

いろんな体験をしてもらうことを成功させ、継続につなげたいという意図で、多くの活動

を盛り込んだ授業になった。一方、ワークショップという形式は成功体験を問うよりも、

むしろ教育のためのツールを開発するための一つの実験場としてとらえ、そこから引き出

されたものを次へのヒントにしていくとよいという議論があった。

〈鑑賞と制作の接続について〉

　鈴木治作品の鑑賞と、紙での制作が連結されていないのではないか、鑑賞活動が制作へ
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と還元されていたかが主な論点となった。本授

業では、生徒が扱いやすい素材で作品を完成さ

せたいという意図があり、鈴木作品が「海」の

連作であることを、本のページごとに海を表現

した場面づくりに落とし込んだ活動になった。

しかし、鑑賞した作品について、同じ素材や技

法で再制作を行うことで、作品が制作された行

為のプロセスを知り、作品が本来もっている、

言語化しにくい複雑な情報も含めた、より深い作品理解が可能になる。そのプロセスをポ

イントを押さえて伝えられる翻訳者（たとえば作家）を介して、鑑賞から制作へつなげる

という方法もある。また、鑑賞して感じたことをじっくり考えて制作につなげていくこと

も大事であるという指摘があった。

　一方、本授業では作品を触って得た感覚を言葉に置き換え、他者と共有するプロセスを

重視して進めたが、自分と他者が得たイメージのずれや、多様な言葉を共有することで、

本来の作品の意味をどう理解するのか、たくさん出た言葉をどう形にするかの検討も必要

だろう。そのうえで、ミュージアム・アクセス・ビューが行ってきた、対話や視覚以外の

感覚により生まれたイメージを温めながら制作の中で表現していく活動も参考になる。

〈授業の継続に向けて〉

　美術館としては作品の扱い方をどうするかなど様々な葛藤があるが、取り組みの中でそ

れらを言葉にしながら問題を共有していきたい。一方、学校にとっては、生徒たちが「良かっ

た」という体験の中で、何が彼らの心の中に残ったのかを探っていくことが重要だという

指摘もあった。盲学校の日々の教育活動の中で一日授業の枠を確保するのは難しいことで

はあるが、継続できるよう取り組んでいきたい。

　また、現状として、〈われら＝美術館〉〈彼ら＝盲学校〉という対置の関係性がある。本

事業は一回やって成功かどうかを判断するものではなく、活動を通じて〈われら〉対〈彼ら〉

の関係性が崩れて、“ごちゃまぜ” になるまで継続させることが重要だという意見もあった。
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広報活動6.

　今年度は本事業の各イベントのチラシの発行・配布のほかに、「感覚をひらく」の事業

の取り組みの内容を広く知ってもらうために、館内に活動紹介コーナーを設けるととも

に、本事業のコンセプトや活動内容が一覧できるリーフレットを作成した。

■イベントチラシ

美術のみかた、みせかた、さわりかた（2018 年 8月 10日、11日実施）

■活動紹介コーナー

　2018 年 4 月 24 日から美術館 1 階ロビー（無料エリア）にて、平成 29 年度に制作し

た美術館パンフレットやさわるコレクション、さわる模型（製作：諏佐遙也／ ZOUZUO 

MODEL）を展示し、実施したイベントの様子を写真や映像で紹介している。また、美術

館パンフレットとさわるコレクションは、本コーナーを通じて希望者に対し継続的に配

布している。

第1期（2018 年 4月 24日～ 5月 27日）

（写真：河田憲政）

トーク＆ディスカッション（2019 年 3月 12日実施）

第2期（2018 年 6月 12日～ 2019 年 3月 24日）

さわる模型（製作：諏佐遙也／ ZOUZUO MODEL）A4判・表裏

（デザイン：北原和規［UMMM］）

墨字版・点字版

（A4変型判、点字はエンボス印刷）
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■ウェブサイト

　平成 29年度にひきつづき、京都国立近代美術館ウェブサイト内の専用ページで、本事

業の取り組みの内容を紹介している。白黒反転・文字拡大機能をつけ、イベント開催の

周知・実施報告や作成したツールの紹介などを行っている。

イベントの様子を動画も交えて紹介

平成 29 年度作成した「さわるコレクション」の紹介

■リーフレット

　本事業のコンセプトを示す広報媒体として、リーフレットを作成した。仕様について

は、巻物状にページを開いていくと1人、10人…、と場面が展開していく構造にし、見

開き左がキーワード、右が具体的な実施例という構成を取っている。

　この事業では1人でも、10人でも、100人でも、美術館を新しい方法で楽しめるよう

な方法を提案・実施しており、ユニバーサルな（誰もが享受できる）事業であるという

ことを視覚的に分かりやすく伝えるための媒体として制作を行った。

（デザイン：北原和規［UMMM］、イラスト：多田玲子）
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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とき又は欠けたときは、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 30 年 4 月 2 日から施行する。

おわりに

　「感覚をひらく」事業の 2 年目も、実行委員の先生方、講師や協力者の皆様、

イベントに来てくださった方々に支えていただきながら無事に終えることができ

ました。改めて、心より感謝を申し上げます。

　今年度は「所蔵作品の活用」を軸に、手で触れたり、音を聞いたり、他の人と

対話したりする活動を交えながら、新しい鑑賞プログラムの構築と、その継続的

な実施に向けて取組みをすすめました。とくに、夏のイベント「美術のみかた、

みせかた、さわりかた」は、美術館としてこれまでにない実施規模・運営規模で

の開催となりました。当日は、年齢も背景も異なる人たちが展示室に集い、作品

を囲んでさわり、言葉を交わします。そして、見たときと触ったときの印象の違

いに、見える／見えないを超えて盛り上がったり、他の人の何気ない一言によっ

て、さっきまで何の興味も持てなかった作品に急に愛着がわいてきたりと、さま

ざまな発見や変化がまるで化学反応のように次々と起こっていました。その日初

めて会う人と一緒に活動するという緊張感と、「どんな体験になるのだろう」と

いう期待感とが入り混じった空気。ある種の熱気を帯びたその雰囲気は、自分の

中でまだ言語化できていませんが、「感覚をひらく」だからこそ生まれてくるも

のだと強く感じたことを覚えています。

　イベントを継続することで、参加者のいろいろな反応や意見に触れる機会も増

え、美術館としても多くの気づきを得た 1 年になりました。たとえば、さわるこ

とでより理解が深まり、なおかつ対話が弾む作品はどれなのか。触図にすること

で全体のイメージがつかみやすくなるのはどんな特徴をもつ作品か。リピーター

の見えない方も徐々に増え、「いろいろ疑問が出そうだね」「もっと抽象的な作品

の方が鑑賞が盛り上がるかな」と、参加者の顔を思い浮かべながらプログラム作

りをするようになったことも、美術館としての成長のひとつです。

　来年度はここからもう一歩踏み込んで、視覚障害のある方や作家さんと一緒に

アイデアを出し合いながら、新しい鑑賞のあり方を提案していきたいと目論んで

います。少しずつ、少しずつ、「感覚をひらく」の輪が広がっていくことを目指して、

“わたしたち” の取組みはこれからも続きます。

平成31年 3月 26日

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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