


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、平成29年度

に、地域の大学、盲学校、行政と連携して始動しました。これまで3年間、視覚

障害のある方の美術鑑賞について、そして触覚をはじめさまざまな感覚を用いる

鑑賞の可能性について、障害の有無を超えて皆で考えていこうという理念のも

と、取組みを継続してまいりました。今年度も、本事業に温かい御支援・御協力

をいただきました皆様に改めて御礼申し上げます。

　今年度は「平成31年度 文化庁 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支

援事業」の助成をいただき、さまざまな感覚を用いる鑑賞活動や盲学校と連携し

た授業の実施、さらには当館の所蔵作品について触覚を通じて知っていただく

「さわるコレクション」の制作を行ってまいりました。とりわけ「協働」に力点

を置き、地域の視覚障害のある方に参画いただきながら、イベントや教材の企画

段階から完成まで共に協議を進め取り組んで参りました。

　また国においては平成31年3月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する

基本的な計画」が策定され、障害者による創作、鑑賞などの文化芸術活動を促

進・強化するための具体的な方向性が示されています。特筆すべきは「地域にお

ける交流の促進により、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現」

と書かれた一文です。単に障壁を取り除くだけでなく、さまざまな違いを超えて

お互いが理解を深めながら共生しあうことの重要性が説かれています。本事業に

よる成果が、共生社会実現に向けた美術館からの具体的な実践例として、豊かな

社会を創造する一助となっていくことを願います。

　さて、本報告書は平成31年度・令和元年度の実施事業について、その成果を報

告するものです。本報告書により「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造

推進事業」の軌跡の一端を、皆様に広く知っていただく機会になれば幸いです。

令和2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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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に障害のある方、盲学校、大学等

と連携し、障害の有無にかかわらず誰もが楽しめるユニバーサルな美術鑑賞のあり方を探

るプロジェクトを進めている。これまで、所蔵作品をさわって鑑賞するプログラムの構築

や、盲学校との連携事業の立ち上げ、そして所蔵作品をさわって学ぶ触察ツール「さわるコ

レクション」の開発などを行った。

　この間、多様な感覚を用いた作品鑑賞については、過去 2年間を通じて認知が進み、誰も

が楽しめる作品鑑賞に対するニーズの高さがうかがえた。さらに、視覚障害のある方が共

に参加されることにより、見える・見えないにかかわらず「従来の鑑賞方法の問い直し」や

「美術館での過ごし方についての気づき」が生まれるという発見もあった。こうしたプログ

ラムの特徴を生かしながら、より多くの方が体験できる機会の拡充を行うとともに、新た

な試みとして、視覚障害のある方と共に触察ツールの初期段階から開発までを一貫して協

働で行った。

　今年度実施した主な事業は以下のとおりである。

❶ 鑑賞プログラム等の継続的な実施

　京都国立近代美術館の所蔵作品や建築を用いた「さわる鑑賞体験」等の提供を継続的に

行う。これまで実施したワークショップ等の成果に基づきながら、既存の方法とは異なる

美術鑑賞について、障害の有無を問わず一人でも多くの方が体験できる機会の拡充を目指

す。また、プログラムを一般化しながら事業終了後も持続可能な形で継続する方策を探る。

❷ 美術館と盲学校との連携による授業

　視覚障害のある児童生徒への美術鑑賞教育の充実を目指して、平成 30年度の試験的な

実施を踏まえながら、引き続き美術館と盲学校が連携して授業を実施する。

❸ 触察ツール「さわるコレクション」の発行

　視覚障害者と美術の世界をつなぎ、また美術館を身近に感じてもらうため、視覚障害者

と協働しながら、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を行う。

❹ 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

　美術館、盲学校、大学等が連携し、視覚障害者の文化芸術活動についての課題を共有・解

決するためのプラットフォームを形成し、共生社会の実現に向けた課題解決のために、美

術館が行いうる具体的な実践例として提示する。また国立美術館として、国内外のミュー

ジアムとのネットワークを活用し、本事業により構築した鑑賞プログラムの実践例につい

て積極的な発信を行う。

●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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第 1回実行委員会　2019 年 5月 29日（水）
第 2回実行委員会　2020 年 2月 28日（金）
於：京都国立近代美術館 1階講堂

実行委員会の開催

●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」
　2019 年 8月 20・21日（火・水）
　於：京都国立近代美術館 1階
●岡田利規、《The Fiction Over the Curtains》について語る
　2019 年 9月 23日（月・祝）
　於：京都国立近代美術館 1階講堂
●京都国立近代美術館オープンデー 2020「ひらきまつり！」
　2020 年 2月 7日（金）～9日（日）
　於：京都国立近代美術館

イベントの開催

●筑波大学附属視覚特別支援学校 修学旅行
　「岡崎公園の建築を楽しむプログラム」
　2019 年 5月 13日（月）
　於：京都国立近代美術館 1階、ロームシアター京都
●京都府立盲学校中学部との連携授業
　2019 年 12 月 12日（木）
　於：京都国立近代美術館 1階講堂

美術館と盲学校との連携による授業

制作期間　2019 年 6月～ 2020 年 3月
・内容検討　2019 年 6月～ 2020 年 1月
・印刷　2020 年 1月～3月

「さわるコレクション」検討および作成

「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.

1-1



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｜2019年8月20日（火）①10：30～12：00　②14：00～15：30

　　　　　2019年8月21日（水）③10：30～12：00　④14：00～15：30

会　　場｜京都国立近代美術館１階

定　　員｜各回10名（事前申込制・申込者多数の場合は抽選）

参加者数｜①12人（うち視覚障害あり3人）　②12人（うち視覚障害あり1人）

　　　　　③12人（うち視覚障害あり1人）　④11人（うち視覚障害あり2人）

■実施報告

　美術館の「音」を頼りに、「建築」を鑑賞するという本ワークショップ。本事業の１年

目にあたる2017年度に実施した活動を、今回、さらにアップデートした形で実施した。

「感覚をひらく」はこの3年間、つねに新たな美術鑑賞の方法を模索・挑戦するという方

向性のもとで行ってきたが、一定の評価があった活動については、むしろ積極的に繰り

返し継続して実施していくことで、課題の発見と改善というフィードバックをおこな

い、活動を深化させていく必要もあるのではないかと考えている。そのため、基本は同

じコンセプトを踏襲しながら、前回の課題をもとにアップデートをおこなった。本実施

報告では、その点で前回と重複する部分もあるが、全体の目的、また各ステップを振り

返るとともに、おもに改善点についても触れて、報告をする。

建築の「音」を聞く意義

　本ワークショップは、視覚に依らない美術鑑賞の方法として「音」をテーマとした鑑

賞の方法を模索していたなかで、美術館の建築それ自体を鑑賞しようと考え企画したも

のである。当館は1986年に竣工した建築であるが、花崗岩や大理石、またスチール、ア

ルミニウム、ガラスと多様な材料の組み合わせによって、外壁や内壁をグラフィカルに

演出しているのが特徴である。これは設計者である建築家の槇文彦も意識的であり、当

館の設計に寄せた文章のなかで、材料のマチエールによって視覚的効果を狙ったと述べ

ている。ここに、当館の建築的な魅力を鑑賞するために、美術館に意匠的に使われてい

る材料に意識的になることの妥当性がある。この美術館を通して、建築家がいかに材

料、またそれによるディテールに意識し設計をおこなっているかを、鑑賞者自身が理解

することを課題とした。

ワークショップの方法

　ワークショップは「学ぶ」「遊ぶ」「作る」の3ステップでおこなった。

ステップ1：建築は、どんな音がしますか？―学ぶ

　ステップ1では「学ぶ」を目的として、最初に研究員より建築と音の関係についてのレ

クチャーをおこなった。引き合いに出したのが、「雨」である。雨は、それ自体に音は

なく、雨粒が屋根の瓦にあたる、あるいは雨粒が窓ガラスを打つといったことで、音が

生み出されており、われわれはそれを雨音として認識している。そうした話から、じつは

何気ない生活の中に、建築の音を聞いているのかもしれない、という導入をおこなった。

　その後、さっそく音を聞くためのツールである、棒を参加者に渡した。この木ででき

た棒には、先に丸い球がついており、ここで美術館の建築を打楽器のように叩くことに

■趣旨

　石や鉄、ガラスの音を聞いたことがありますか？　カンカン・コンコン、どんな音が

するでしょう。多彩な素材であふれた美術館を、音を頼りに歩き回ります。お土産は建

築で実際に使われている素材を組み合わせてつくる建築楽器。建築が奏でる音を、一緒

に探して持ち帰りましょう！

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 講師）

〈協力者プロフィール〉

山田宮土理（やまだ・みどり）｜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、2014～2016年 早稲田大学創造理工学部建築学科助手、2016～2019

年 近畿大学建築学部建築学科助教、2019年より現職。専門は建築材料学。建築材料としての

土に関する研究をはじめ、天然素材の活用に関する研究を行っている。
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なる。ワークショップの流れをあらためて説明したのちに、ロビーに出て、活動をス

タートさせた。参加者は、そもそも建築の材料に馴染みがないと思われたので、一つ一

つの材料を説明した。当館のロビーの窓沿いだけでも、花崗岩やガラス、アルミニウム

といった素材が散りばめられている。それらの特徴とともに音を鑑賞することで、ガラ

スの音、石の音、金属の音をあらためて知るきっかけをつくった。

ステップ2：音だけを頼りに空間把握―遊ぶ

　ステップ２では、ステップ１で聞いた音を使っての遊びの要素を採り入れた。2017年

度のワークショップでは、目隠しをして音だけを頼りに、美術館の外を歩くという活動

をおこなった。今回も、参加者に目隠しは同様にしてもらったが、館内でゲーム形式の

活動をおこなった。具体的には、参加者同士でペアを組んでもらい、まず片方の人が目

隠しをする。その状態で、パートナーが手引きをおこなうという方法をとった。これ

は、運営スタッフの人手不足を改善するためでもあり、

また、見えない人の誘導を参加者自らが体験することで

気づきを得てもらうためでもあった。前半は大階段、後

半は階段室を活動の場所として、前半と後半で目隠しを

する役を交代した。

　パートナーの手引きのもと、目隠しをした参加者は活

動の場所に移動し、まずスタッフが、そこでどこか1箇

所の音を叩いて鳴らした。それを、目隠しをした状態で

音を探していった。前回は、目隠しをして歩き、叩くと

いう活動のみで、それだけでも新鮮な体験となったよう

であるが、結果として目的なく歩くことになってしまっ

たことは反省点でもあった。そこで、ゲーム性を持たせ

て目的をもって活動をおこなうことで改善を試みた。また、ペアになってもらったこと

で、その後の活動が、和んだ空気で行えたこともあり、次回はもうすこし目的をもった

活動にしても良いのではと考えた。また、参加者同士で知らない人とパートナーを組ん

でもらうことで、その後のステップ３での製作においても、和気あいあいとした空気を

生み出すことができたと考えている。

ステップ3：つくって鳴らそう建築楽器―作る

　ステップ３「作る」では、協力者の山田宮土理氏にリードをお願いした。美術館に使

われている材料を主としながら、あるいは使われていない材料も含めて、一般的な建築

に使われる建築材料を用意した。たとえば、今回のワークショップからは、鉄筋コンク

リートに使われている「配筋」なども用意した。これを、最近の木造建築やDIYなどでよ

く用いられるツーバイフォー（2インチ×4インチの角材）でつくった木の台に、思い思

いの音色になるように木琴の鍵盤のように並べて楽器を完成させた。最後に参加者全員

でリズムに合わせて合奏もおこなった。
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前回からの改善について

　先に述べたとおり、ステップ2の方法を少しアップデートしたことで、今回のワーク

ショップにおける場の雰囲気が非常に効果的なものになった。ペアとなって行う活動を

早めにおこなうことで、その後の活動での会話が引き出されたからである。

　なお課題も残されており、前回と異なり、階段を使った活動となったため目隠しをし

た状態で上り下りをすることになり、安全面での十分な配慮が必要であった。具体的に

は、決して焦って行わないことと、危険を感じたら、すぐに目隠しを外して構わないと

参加者に伝えることには細心の注意を払う必要はあるだろう。この安全面の改善だけ

は、今後も検討を続けていきたい。

　また、前回の実施報告では、検討課題として、建築のようなヒューマンスケールを超

えた大きさを理解してもらうような活動に至らなかったと述べた。これについては、前

回のワークショップ後に、当館の形を知ってもらうための「さわる模型」を、さらに美

術館の外形までも含めて製作したことで改善を図った。ただし、このワークショップの

中で、模型に触れてもらう時間がもてなかったため、今後はこの模型の活用も引き続き

考えていきたいと思っている。

さいごに

　2017年度の最初のワークショップを実施後に東京の盲学校に通う中学生から、この

春、修学旅行で関西を訪れた際に実施してくれないかという打診をもらい、同様のプロ

グラムを実施することが叶った。また、来年度にも視覚障害のある子供たちを対象に本

ワークショップを行ってほしいという依頼がすでに入っている。冒頭に述べたとおり、

ワークショップの継続を通してバージョンアップをしていき、またその方法も一辺倒で

はなく、参加者の興味関心や希望にあわせて多岐にわたるようにしてもよいと思ってい

る。このワークショップを通して、美術鑑賞の方法としての「音」、またそれ以前に美術

鑑賞の対象としての「建築」という観点を掘り下げていきたいと考えている。【本橋仁】

  参加者のアンケートから

思っている程、目かくしするとわからない。空間がとらえられないとしこうのさまたげとなることがわ
かった。普段から建築素材はよく見るほうだが、加工（やき仕上げのことなど）も話をきけたのでより
理解と見識が広がった。（50代女性）

アイマスクをして歩いたとき、床材の変化にどきりとしたことが予想していない発見でした。視力に障
害がある場合、床材があまりに変化することは快適性に欠けると感じた。また、アイマスクをしていると、
壁や窓、手すりの材質の違い、温度の変化に敏感になるばかりでなく、出入口付近で空気が変わったこ
とにも気づいた。人間の快・不快の感じとりかたに、様々な要素があることに、あらためて気づかされた。
（50代女性）

向かいにすわっておられた方が（見えない方）、見える方（アイマスク）を階段で案内しておられた。
それが自然と行われていていい雰囲気だと思った。建築は主に色のバランスで作られていると思ってい
て（モノトーンでまとめられているとか、色の対比とか）、材質も工夫されているとまで意識できてい
なかったが、今後は素材や空間に合わせた作り方になっていることなども意識できると思う。

目の見えないことを経験したことで、普段使っている感覚が明らかになった気がした。それは、目が見
えていないと、特にじゅうたんでは、平衡感覚が不自由になり、じゅうたんの凸凹が凄く大きい凸凹の
ように感じられた。ふねのような感覚もした。

見ることだけでなく、さわったり音を聞いたりして楽しめることを感じました。カベの途中で手ざわり
がかわったり、温度がかわったりするだけでもとてもおもしろく感じました。これからも素材のちがい
などを手ざわりや音などで楽しんでみたいと思います。（50代女性）

建物の中にいろいろな素材があることを知った。目で見て知ったつもりでいても音をきいてそのあと目
で見たときに「高い音」「ひんやりした音」など、楽器を作ってまた感じ方が変化しました。きく、みる、
さわる、考えるがすべて変化につながりました。とてもワクワク楽しいひとときをありがとうございま
した。（40代女性）

１つの建物の中でもこれだけの材が使われていることに驚きました。身近な建材でもさわりごこちだけ
でなく、音を鳴らすことで、場所や空間の状況で聞こえ方が違うというのは、大きな発見でした。（20
代女性）
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■趣旨

　京都国立近代美術館での企画展「ドレス・コード？――着る人たちのゲーム」展（会

期：2019年8月9日～10月14日）に映像演劇《The Fiction Over the Curtains》を出品し

た演劇カンパニー、チェルフィッチュ。本トークイベントは、同主宰の劇作家・岡田利

規氏を、また対談相手にファッションデザイン研究者の水野大二郎氏を迎え、《The 

Fiction Over the Curtains》のさまざまな鑑賞のあり方や、見えない人との作品鑑賞の体

験談、さらに身体とアーカイブをめぐるお話をうかがった。

2-2「ドレス・コード？――着る人たちのゲーム」展関連イベント
「岡田利規、《The Fiction Over the Curtains》について語る」

日　　時｜2019年9月23日（月・祝） 14：00～15：30

会　　場｜京都国立近代美術館１階講堂

参加者数｜30名

講　　師｜岡田利規（チェルフィッチュ主宰・劇作家）

聞 き 手｜水野大二郎（芸術博士（ファッションデザイン）、京都工芸繊維大学KYOTO Design Lab

特任教授）

協　　力｜京都国際舞台芸術祭実行委員会
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〈登壇者プロフィール〉

岡田利規（おかだ・としき）｜演劇作家/小説家/チェルフィッチュ主宰。2005年『三月の5日間』

で第49回岸田國士戯曲賞を受賞。07年デビュー小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わ

り』を新潮社より発表し、翌年第2回大江健三郎賞受賞。岡田が脚本と演出を務める演劇カンパ

ニー「チェルフィッチュ」の作品は、独特な言葉と身体の関係性を用いた手法が評価され、国内

外で高い注目を集める。代表作『三月の５日間』はアジア、欧州、北米にわたる計70都市で上演

された。近年は美術館での展示も手がけるなど、活動の幅を広げている。

水野大二郎（みずの・だいじろう）｜芸術博士（ファッションデザイン）／京都工芸繊維大学KYOTO 

Design Lab特任教授。英国の王立美術大学でファッションデザインの博士号を取得。2012年から

2018年まで慶應義塾大学環境情報学部の専任講師を務め、デザインと社会の関係性を批評的に考

察し架橋する多様なプロジェクトの企画・運営に携わる。2019年から現職。主な活動に

DESIGNEAST実行委員、社会的包摂を目指すインクルーシブデザインの普及・実践活動、蘆田裕史

とファッション批評誌『vanitas』の共同責任編集、共著書に『x-DESIGN』、『FABに何が可能

か』、『インクルーシブデザイン』、『リアル・アノニマスデザイン』、『fashion design for living』

などがある。

■実施報告

　京都国立近代美術館での企画展「ドレス・コード？――着る人たちのゲーム」展に関

連して、出品作家であるチェルフィッチュの岡田利規氏によるトークイベントを実施し

た。聞き手にファッションをはじめデザインを社会的な文脈から考察する研究プロジェ

クトを実践してきた水野大二郎氏を迎え、対談形式でおこなった。

　《The Fiction Over the Curtains》は、部屋の中央に半透明のスクリーンを吊り下げ、

そこに俳優たちが演じる映像を投影したインスタ

レーション作品である。岡田氏が「映像演劇」と

称するように、この作品では、あたかもスクリー

ンの向こう側で実際に俳優たちが会話を繰り広げ

ているかのように見える。「服をもらえません

か」といった登場人物の問いかけは、時にスク

リーン越しに作品を観ている私たちへと向けら

れ、しだいに観る側をも取り込んだ心理ゲームの

ように展開する。

　今回のトークに先駆けて、目の見えない人／見

えにくい人と、見える人が「ことば」を介して本

展を鑑賞するツアーが開催された（主催：ミュー

ジアム・アクセス・ビュー）。そこで、トークの

きっかけとして、このツアーの中で見えない人と

ミュージアム・アクセス・ビューによる鑑賞の様子

水野大二郎氏（左）、岡田利規氏（右）
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見える人がどのようにこの作品を経験したかを、記録映像をもとに岡田・水野両氏と振

り返りつつ、岡田氏の見えない人を対象とした過去の体験談、さらに金氏徹平氏との共

作による演劇公演《消しゴム山》の制作プロセスに導入された「ライフログ」という考

え方について話を伺った。

　鑑賞ツアーの記録映像を見た岡田氏からは、まず、見えない人にスクリーンを触って

もらうことで、空間の隔たりや心理的な境界線をより体感できたのではないかという指

摘がなされた（ツアーは開館時間内に行われたため、展示作品に手を触れることを想定し

ていなかった）。

　トークでは、見えない人のためにダンス・パフォーマンスの音声ガイドを執筆したこと

や、見える人と見えない人が会話を通して写真や絵画を鑑賞するワークショップでの経験

をふまえ、アートを語る際にどのような言葉で何を伝えるのか、何を共有するのかという

根源的な問題提起がなされた。例えば、岡田氏は「鉄パイプが傾いて置いてあると言って

も面白くないけど、これが何か踊ってるみたいな感じがすると言うと伝わる」と語ったの

に対し、水野氏は「われわれがそこに何を面白いと見出しているのかを言うこと」が重視

されていると指摘。二人の対談を通して、視覚障害の有無に関わらず、作品鑑賞の経験共有

においては、作品に対する主観的な見方、つまり誰かがある作品にその面白さを見出したと

いう経験自体を共有することに他ならない、ということに改めて気づかされた。【牧口千夏】

■趣旨

　今年度事業を締めくくり、今後の取組みの可

能性を探るため、3日間にわたるイベントを開

催した。「感覚をひらく」事業を通して構築し

た、“さわる鑑賞”のノウハウを生かした作品鑑

賞プログラムをはじめ、毎年制作している点字

入りのチラシのデザインについて考えるトーク

セッション、また音に着目したワークショップ

など、3日間を通して6つの異なるプログラム

を実施した。

　また、今後は視覚障害のある方だけでなく聴覚障害のある方も一緒に参加できるプロ

グラムの可能性を探りたいという思いから、2月9日には、聞こえない方と共に行うワー

クショップ、および「声」をテーマにした上映・シンポジウムを開催した。

2-3 京都国立近代美術館オープンデー2020「ひらきまつり！」

日　　時｜2020年2月7日（金）～9日（日）

会　　場｜京都国立近代美術館

■プログラム

2月7日（金）　14：00～16：00

17：30～19：30

2月８日（土）　10：30～12：00

13：00～15：00

16：00～18：00

2月９日（日）　10：00～12：00

13：00～17：00

ワークショップ「記憶の空間を旅しよう」①

（事前申込制／定員各回 5名・計 3回）

トークセッション「点字でチラシをつくるとは」

（当日整理券配布／定員 80名）

手だけが知ってる美術館 第 3回 ニーノ・カルーソの陶芸

（事前申込制／定員 20名）

ワークショップ「記憶の空間を旅しよう」②

（事前申込制／定員各回 5名・計 3回）

齋藤名穂講演会「五感と記憶がつくる建築・空間」

（当日整理券配布／定員 80名）

音のズームレンズ　Ontenna（オンテナ）を使って岡崎

まちあるき！（事前申込制／定員 30名）

萌えいずる声　百瀬文《聞こえない木下さんに聞いた

いくつかのこと》上映・シンポジウム

（当日整理券配布／定員 100 名）



①ワークショップ「記憶の空間を旅しよう」

日　　時｜2020年2月7日（金） 14：00～16：00

2020年2月8日（土） 13：00～15：00

会　　場｜京都国立近代美術館4階ロビー

参加者数｜計34名（うち視覚障害あり4名）

講　　師｜齋藤名穂（建築家・UNI DESIGN）

〈講師プロフィール〉

齋藤名穂（さいとう・なお）｜建築家・デザイナー、UNI DESIGN主宰。「ルート・ブリュック　蝶の

軌跡」展（2019）、「世界を変える美しい本―インド・タラブックスの挑戦」展（2017） 会場構成（共

にEurekaと共同）。「さわる小さな庭園美術館」、「五感と想像力で歩く建築ツアー」（2014 東京

都庭園美術館）。「さわる赤のコレクション」（群馬県立近代美術館）、東京国立博物館本館の触知図、

「Play, Paper, Scissor」（2007 アアルトミュージアム/フィンランド）など。

■趣旨

　音や香り、味や手触りとともに思い出す、あなたの好きな場所はありますか？－この

ワークショップでは、みなさんにそれら五感で味わうモノをご持参いただきます。フィ

ンランドの森にあった古い小屋から齋藤さんが制作したティーセットを使って、「記憶

の空間」へ旅にでるワークショップです。（チラシより）

■実施報告

　２日間にわたり、建築家でありデザイナーの齋藤名穂氏を講師に迎え、美術館の４階

ロビーを会場にワークショップを行った。

　本ワークショップの元になったのは、齋藤氏がフィンランドの大学で修士制作として

手がけた「Tea Party on the Border」（2008年）という作品。異なる背景をもつ３名の参

加者の「いえ」の空間の記憶を、味覚、聴覚、嗅覚を切り口に共有しながらお茶会を行

うというもので、フィンランドの森にあった小屋の材をもちいて齋藤氏が制作したテー

ブル・スツール・ベンチ、そして陶器のうつわを用いて行う。今回は「感覚をひらく」

事業の趣旨にあわせ、視覚障害のある方１名を含む５名でワークショップを進めること

とした。
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　参加者は事前に齋藤氏から手紙を受け取り、自分の「いえ（House）」の場所にまつわ

る五感で味わう「もの」を１つ持参した。それらは、昔のセーターや、お気に入りの梅

ジュース、何度も読んだ小説や、子どもの頃に使っていたオルゴールなど多岐にわた

る。ワークショップは、長いテーブルの上にそれぞれの「もの」を並べ、齋藤氏と向か

い合うようにして参加者が座ったところからスタートした。

　まずは最初の参加者の「もの」を順番に、触ったり、匂いをかいだり、音を鳴らした

りして体験。続いて、持参した人にその「もの」と「いえ」についての話をしてもら

う。齋藤氏は聞き手となり、時に「それを使っていた部屋って、家の中のどんな場所に

あったんですか？」など、「いえ」についての話を引き出す投げかけをされた。そして

他のメンバーは耳を傾けながら、語り手の過去の記憶や暮らしについて自由に思いを馳

せた。これを５名順番におこない、全員が語り終えたところで、このワークショップを

デザインした意図や、フィンランドの木材を用いたしつらえについて、齋藤氏から説明

があった。

　「いえ」という身近なテーマ、そして大きな窓から平安神宮の大鳥居や東山連峰を見

渡せる開放的な空間での実施ということで、ゆったりとした雰囲気でのワークショップ

となった。参加者は、ただ話を聴くだけでなく「もの」を五感で味わうという体験も含

めて他の人と共有できたことで、それぞれの「いえ」について、より具体的に想像を膨

らませ、またその思い描いたイメージについての違いも楽しんでいたようだった。

2-3
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　一方で反省点として挙げられるのは、今回、限られた時間の中で多くの方に参加して

いただきたいという運営側の思いから、１回のワークショップ時間の設定が40分と短

かったことである。いざ実施してみるとややタイトで、終了後も集まって話を続ける参

加者の姿も見られた。ある方が終了後のアンケートで「何だったんだろうという感覚が

残」ったと書いているように、いかに良いプログラムでもそれを実現するためのデザイ

ンが適切でないと、参加者の経験はかえってネガティブなものになってしまうという危

うさがあるということを痛感した。

　今回のワークショップは、所蔵作品を鑑賞することを軸としたプログラムとは異な

り、それぞれの記憶や経験をもとにしながら進んだ。こうした活動の性質上、各人の

パーソナルな語りが自然と誘発されることとなり、それによって参加者同士の交流がこ

れまで実施してきた鑑賞プログラムに比べて深まっていたように感じられた。実り多い

内容とするための改善点は様々あるが、対話したり想像を膨らませたりという活動を中

心に置いたこの種のプログラムは、今後もぜひ実施していきたいと思う。【松山沙樹】

  参加者のアンケートから

思い出のある品物を見ただけでは想像もできなかった “家” にまつわる物語をそれぞれの参加者の皆さ
んからお聴きするのが楽しかったです。視力に障害のある方から「なぜ、このカップを見て “重そう”
と思うのですか？」と問いかけられ、視覚と経験が無意識に結びついていたことに気づきました。（50
代女性）

他の参加者の方のお話をきいて、家のとらえ方がそれぞれなのがおもしろいなと感じました。手ざわり
で記憶がよみがえることもあるし、もう少し感覚を敏感にして、生活してみようかなと思いました。
（30代女性）

事前に家にまつわる物を用意する様、今まで五感で楽しむ、考えるといったことをしていなかったため、
今回のワークショップで自分の身の回りの物を振り返り、考えることができた。ワークショップ中も自
分の話をすることで、持ってきたものにより親近感が持てた。（20代女性）

事前にメールまでいただいて準備をする、という導入があったのでどんな「旅」になるのか楽しみにし
ていましたが、（中略）皆の話が終わって「はい、ありがとうございましたー。」とだけで終わると、「まとめ」
みたいなものもなく、何だったんだろうという感覚が残るのは否めないと思いました。（30代女性）

参加者の話を聞いてその情景を思い浮かべて共有するのが楽しかった。それぞれ思い出がある場所があ
りよい時間だった。（50代男性）

視覚障害があるが音やにおい、思い出をみなさん持ってこられたのが意外。触感など、ふだんみなさん
日常をビジュアルよりもそうした感覚で感じてられるのが強い印象を受けました。（40 代女性・視覚障
害有）

参加者が持参した「もの」にまつわる話を聞いていると全く知らない事でも情景がうかんできて、一緒
にその空間にいるような感覚となった。会話からものに対する思いも感じられ、印象が強く残る感じが
した。（40代女性）

私は視覚障害があるので「触覚」や「音」の記憶が印象によく残っているのではないかと感じていたが、
同じグループの晴眼者の方が「音」や「香り・匂い」「手触り」で思いでの記憶を感じる方が多いのは
新鮮な発見であった。人が情報を得るのは 80% が視覚からだといわれているが、実は無意識にその他
の感覚で記憶してしまっているのではないかと思った。（50代男性・視覚障害有）

・

・

・

・

・

・

・

・
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②トークセッション「点字でチラシをつくるとは」

日　　時｜2020年2月7日（金）　17：30～19：30

会　　場｜京都国立近代美術館1階・講堂

参加者数｜39名

■趣旨

　「感覚をひらく」ではこれまで、視覚障害のある方にも晴眼者の方にも情報を届ける

ために、点字と墨字を使ったチラシデザインを試みてきました。このトークセッション

では、当事業のチラシ制作に関わられたデザイナーをお招きし、点字の入ったチラシを

デザインする中で何を考えたかについて、それぞれお話をうかがいます。続いて、視覚

障害のある当事者の立場からのコメントをいただきながら、点字を入れたチラシをつく

ることの意味を問い直します。（チラシより）

■プログラム

第1部｜話題提供

西村祐一（Rimishuna）、北原和規（UMMM）

坂田佐武郎（Neki inc.）

第2部｜ディスカッション

コメンテーター：広瀬浩二郎（国立民族学博物館）、福井哲也（日本ライトハウス）

〈登壇者プロフィール〉
西村祐一（にしむら・ゆういち）｜1985年生まれ。藤村龍至建築設計事務所（現・RFA）、neucitora
勤務を経て、2015年デザインスタジオ「Rimishuna」及びメディアプロジェクト「LOG/OUT project」
の活動をはじめる。2018年パブリッシングレーベル「Rimishuna Books」より『Medium Logistics』を
刊行。

北原和規（きたはら・かずき）｜1981年大阪生まれ。2012年京都にてUMMM設立。様々な美術を中
心に宣伝美術・企画・空間などを担う。近年の主な仕事として、KYOTOGRAPHIE、THEATRE E9 
KYOTOのアートディレクション。2018年KIWI BOOK vol.2 刊行。芸術計画 超京都 所属。京都造形
芸術大学 非常勤講師。

坂田佐武郎（さかた・さぶろう）｜1985年京都生まれ。京都造形芸術大学情報デザイン学科を卒業。
卒業後３年間、graf（大阪）にてデザイナーとして勤務し、2010年に独立。その後、Neki inc.を設
立。京都を拠点に主にグラフィックデザインの分野で活動。「ひらきまつり！」のチラシデザインを担当。

広瀬浩二郎（ひろせ・こうじろう）｜国立民族学博物館准教授。筑波大学附属盲学校から京都大学に
進学。同大学院にて文学博士号取得。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『触常者として生きる：琵琶を持たない琵琶法師の旅』（伏流
社）など、著書多数。

福井哲也（ふくい・てつや）｜1958年生まれ。生まれつき強度弱視で、10歳ごろ全盲となる。2001
年、社会福祉法人日本ライトハウスに入職。点字出版部門で点字図書の編集・校正に携わる。特
に、触る図を含む小・中・高校の点字教科書の製作に関わっている。触って楽しめる博物館などを
いつも探している（道具や機械のメカ、建築物の模型等に興味あり）。

2-3 ■実施報告

　これまで、シンポジウムやワークショップを行うたびに、広報のための「チラシ」を作

成してきた。「感覚をひらく」をはじめて３年間。視覚障害のある方により広く届くよ

う、美術館としても点字が入ったチラシの作り方については、トライ・アンド・エラー

を繰り返してきた。このトークセッションは、そうした点字の入ったチラシをどのよう

に作ってきたかを、デザイナーと振り返るだけでなく、そもそも点字が入ったチラシを

作る意義にまで立ち返る必要を感じて企画したものだ。

　一般に、多くの点字入りチラシは、点字と墨字（いわゆる目で見える印刷情報）が無関

係に１枚の紙のなかにレイアウトされているものが多い。これには、「感覚をひらく」を

進めるなかでも、つよい違和感があった。墨字と点字が無関係に入ったとき、それぞれ

別の層（墨字と点字）を読み取っているに過ぎないのではないか。それを手に取った受け

手は、同じデザインを共有していると言えるのだろうかという違和感であった。

　「感覚をひらく」において、チラシをデザインするにあたり、毎年、意識的にデザイ

ナーを変えてきた。１年目に西村祐一氏（Rimishuna）、２年目に北原和規氏（UMMM）、

３年目に坂田佐武郎氏（Neki inc.）。それは「感覚をひらく」という新規プロジェクトで

は、これまでの美術館の既成概念を取り払うことが必要であり、イメージを固定化させ

たくないこと。それに加えて、活動を積み重ねつつも、作り方も固定化せず、初心に立

ち返りながら進めていきたいと思ったからでもある。この３年間に活動をともにした３

名のデザイナーは、みなさん点字を入れたチラシのデザインは初めての経験であった。

とはいえ、点字の入ったチラシ自体、一般に出回っているものではないので、そもそも

経験をもつデザイナーはほとんどいないというのが日本の現状だろう。であるから、美

術館とデザイナーがそれぞれ、ノウハウのない素人の状態から、点字と墨字の併存を考

えるというプロセスを経てきた。

左から西村祐一氏、北原和規氏、坂田佐武郎氏

2017 年度 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」［デザイン：西村祐一（Rimishuna）］

2018 年度 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」［デ
ザイン：北原和規（UMMM）］

2019 年度 京都国立近代美術館オープンデー
2020「ひらきまつり！」［デザイン：坂田佐武
郎（Neki inc.）］
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  参加者のアンケートから

見える人見えにくい人見えない人同じ資料で同じ内容テーマで話し合うこと、そういう機会があったか
らこそ気づけたことがたくさんあったので、物の見方、捉え方はいろいろあること改めて発見した。（40
代・女性）

点字のコードの存在さえ知らなかったのでさまざまな制約の中で制作しなければならないことに気づき
チラシや点字を見る目が変わりそうです。

見えない方がどのように「感覚をひらく」のチラシをとらえているか、という話も、思ってもみなかっ
たことが多く、協働の重要性を感じました。（50代・女性）

西村さんのデザインについて、目が見える人には評価が高く、目が見えない人にとっては何の面白さも
ない、という生の反応が面白かった。これに対して、西村さんが「お手上げだ」と話したように、点字
の可能性の今後は、かなり難しさもあり、面白い未知なる領域に感じた。（20代女性）

いわゆる点字のチラシについては、パネラーの方もおっしゃっていたように、点字で伝える情報は、必
要最低限のものに絞って、目が見える人も、見えない・見えにくい人も、共に触って楽しめるようなも
のにしていくという選択肢は、十分検討に値するのではとは思います。（中略）詳しい情報はwebから得
てもらうようにするというあり方には、本当にそれだけでいいのかなあとも感じます。（50代男性、視
覚障害有）

“キソから応用” という言葉がお話を伺いながら浮かびました。突然トリッキーなことは普通はありえな
く、要素を組み立ててそのルールの中でいろいろなこと（アイデア）が作られていくと思います。（30代
女性）

・

・

・

・

・

・

　トークセッションでは同時に、実行委員会委員でもある広瀬浩二郎氏と、たびたび点

字印刷の相談にのってもらった日本ライトハウスの福井哲也氏のお二人にも登壇をおね

がいした。お二人とも、全盲の当事者でもあり、「感覚をひらく」のチラシは常に見て

はもらっていたが、あらためてレビューをもらう機会とした。

　冒頭にこれまで制作してきたチラシを、それぞれのデザイナーから簡単に当時を振り

返りながら語ってもらった。西村氏からは、１枚の同じチラシであるが、弱視の方、全

盲の方、見える方の三者が、まったく違う情報の受け取り方を体験できるものにしたと

語った。それぞれの受け手の情報を混在させず整理したいという意図があると述べた。2

年目には、そもそも当館の要望にも少し変化があり、チラシと同じ情報量の点字冊子も

つけたいという要望をこちらが出す中で、北原氏はその冊子を綴じられるチラシにし

た。また、点字印刷所のエンボスのサイズは、A4が限界でありその技術のなかで出来る

方法を模索したと語った。また、3年目のデザイナーで、今回のイベントのチラシを担当

した坂田氏は、様々な読み取られ方が可能な図を入れるという普段のデザインを、さわ

るという視覚をとおしてチャレンジしたと述べた。

　こうしたデザイナーの試行錯誤を受けて、当事者である福井氏からは、見えない人の

図の認識の違いの話、また普段制作している点字印刷物の話題について、具体的な例を

多数お持ちいただきながら説明をしてもらった。また広瀬氏は主に、普段自らもチャレ

ンジしている、著書のさわれる表紙の取り組みについて述べた。

　以上をふまえて実施した全体の討議では、とくに「いかがわしい点字」の問題につい

て本質的な議論がなされた。バリアフリーが叫ばれるなかで、正しくない不誠実な点字

が世の中に溢れていることにふれられた。当事者としては、点字がデザイン要素として

不誠実に扱われてしまう懸念を、どうしても払拭できないこと。「感覚をひらく」のチ

ラシ制作の態度においても、どの程度当事者と向き合ってきたかを疑問にも感じるとい

う率直な意見も述べられた。この事業においても、とく

にイベントチラシにおいては、時間の限られたなかで、

チラシを制作することが多い。こうした点字をめぐる印

刷物の議論の場がもてたことと、それを会場で共有でき

たことは、非常に有意義であり、かつ運営側としての問

題点も痛切に思い知らされるものともなった。【本橋仁】

福井哲也氏（左）、広瀬浩二郎氏（右）



■趣旨

　イタリア現代陶芸の代表作家ニーノ・カルーソ（1928‒2017）の作品を、当館研究員

や参加者のみなさんと対話しながら手で触れてじっくり鑑賞します。作品の質感や大き

さ、制作プロセスをさわって学び、カルーソ作品の魅力を身体で感じてみませんか。視

覚に障害のある方のご参加も歓迎します！（チラシより）

■実施報告

　所蔵作品を活用した、あるいは企画展と関連させながら、本物の作品を“さわる”鑑賞

ワークショップ・シリーズ「手だけが知ってる美術館」。2018年11月の「茶道具」、

2019年3月の「染織」に続く第3弾として、今回は企画展「記憶と空間の造形　イタリ

ア現代陶芸の巨匠　ニーノ・カルーソ」（会期：2020年1月4日～2月16日）に関連した

プログラムを実施した。

　「手だけが知ってる美術館」は、視覚障害者と晴眼者が美術作品を介して活動するこ

とを通して、それぞれが「当たり前」と思っていた鑑賞のあり方や、美術館という場の

意味について問い直す機会にすることを目的としている。

　当日はまず、カルーソの作品の特徴や、彼が行っていた発泡スチロールを用いたモ

ジュール制作について、解説を聞くことからスタートした。続いて４・8・８人に分かれ

て３点の展示作品を手で触れて鑑賞し、感想を自由に交流させた。その後、カルーソの

制作プロセスの追体験として、発泡スチロールの立方体を縦・横に電熱線で切って4つの

モジュールに分けるデモンストレーションを音や匂いも含めて見学し、切り出された形

の複雑さや組み合わせたときの形の意外性などを体感した。最後に4名ずつ５チームに分

かれて、1つのキューブを４×４の16個のモジュールに切り出したものを組み合わせて

造形をつくる活動を楽しんだ。

　90分間と限られた時間ではあったが、鑑賞と制作が密接に関わり合う活動としたこと

で、身体感覚をフル活用して、ニーノ・カルーソの作品について理解を深めるプログラ

ムになったと感じている。

　作品鑑賞の際には、研究員が「縦に手を動かしてみてください」「全部でいくつの

パーツで成り立っているでしょう？」など、さわる上でのポイントや、対話が弾むよう

な投げかけを行い、参加者は手だけでなく身体を動かしながら鑑賞を行った。全盲の参

加者から「時間が足りなかった」というコメントがあったように、触覚情報を頼りに鑑

賞を行う見えない方にとっては、作品の全体像を把握し、その上で細部の意匠やパーツ

の積み上げ方について頭の中でイメージを形成していくには、もっと十分な時間が必要

であった。一方、晴眼者の中には、視覚によって“作品の全体像をすべて把握できた”と

思いこんでしまうためなのか、作品に手を伸ばすことに消極的な方もおられた。「手だ

けが知ってる美術館」は、普段はあまり意識しない「触覚」に意識を向け、視覚情報と

の違いやさわることの意味について考える機会でもあると考えている。さわることの意

義を伝えたり、さわり方についてのデモンストレーションを行うなど、参加者への働き

かけについてはさらなる検討が必要であろう。

　また、見えない人と見える人がそれぞれの得意分野を生かしながら協力しあっていた

点も、今回の成果の一つととらえている。この日参加された３名の見えない方は、過去

に本事業のワークショップに参加されたことがあり、そのためプログラムの趣旨につい

2-3 ③手だけが知ってる美術館　第３回　ニーノ・カルーソの陶芸

日　　時｜2020年2月8日（土） 10：30～12：00

参加者数｜20名（うち視覚障害あり3名）

会　　場｜京都国立近代美術館１階講堂・ロビー

講　　師｜大長智広（京都国立近代美術館学芸課 研究員）、諏佐遙也（ZOUZUO MODEL）
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て十分に理解されていた。ある方は、見える人たちの対話が盛

り上がっている中に「今のところ、もうすこし具体的に説明し

てほしい」と突っ込みを入れたり、「その感覚は見えない人に

はないなあ」など、晴眼者と視覚障害者の感じ方の違いを口に

することで、参加者の気づきを引き出すきっかけを作ってくだ

さっていた。

　また後半で使った縦4つ・横4つに切り出したモジュールに

は、ひとつひとつの側面に１番から４番までの点字シールを付

けておいた。これらを番号順に組み合わせていくことでカルー

ソ作品さながらの造形が完成するわけだが、点字が読めない晴眼者にとっては少々難しい

活動だろう。しかし見えない方がチームにおられたことで、「これは１で、これは3で

…」と見えない方がリードして分類したり、別のチームでは晴眼者が点字について教え

てもらいながらみんなで一緒にモジュールを分けていったりと、協力して活動を進め、

そのなかで自然と対話が盛り上がっていたのが印象的であった。

　「手だけが知ってる美術館」は今後も作品や展覧会を変えながら展開していくが、さま

ざまな感性の持ち主が一緒に活動するという特徴を生かして、見える・見えない双方に

とって新しい気づきが起こっていくようなプログラムになるよう心がけたい。【松山沙樹】
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  参加者のアンケートから

特別展の作品を直に手で触れることは、視覚障害者にとって貴重な体験でした。できればもっと多くの
作品をこのようなソーシャルビューイングの形式で鑑賞したいものです。また、ワークショップでは、
制作のプロセスを疑似体験できるように工夫されていて楽しむことができました。シンプルな線から作
られたピースを組み合わせることによって、変化に富んだ立体が造形されることに興味を覚えました。
（60代・視覚障害有）

作品の制作過程を知ることで、興味をひかれました。さらに、点字と竹ひご数字のついたパーツを自分
で組み合わせることで制作過程をさらに実感しました。点字の数字にふれられたことも見えない方に教
えていただきながら「協力しながら」パーツを組みあげたことも、おもしろかったです。（50代）

カルーソ氏の作品をさわって鑑賞するのと、見て鑑賞するのでは印象が違った。見て鑑賞した時は少々
形が違うものの同じふん囲気だろうと思ったが、さわって鑑賞した時は作品各々に個性があって全く別
のものかと思うくらい違いがあった。（40代）

作品を触れるだけのワークショップと思っていたので、自分たちで一部作品模型を制作して、ニーノ・
カルーソの気持ちになって作品を作る行程を経験できたことがとても楽しかったし、観るだけでは気づ
けなかった作品の特徴や組み合せる楽しさを体験できたことが一番よかったです。心が動かされました。
またワークショップで色んな人たちといっしょに創作できたことで色んな気づきがあり発見ワクワクが
あり楽しかったです。ありがとうございました。

とにかく形が複雑で、その形などをことばで説明するのが難しい作品を、実際に触りながら、見える人
と共に鑑賞できたことは、貴重な機会となりました。（中略）ただ、時間の制約もあるので難しいのか
もしれませんが、実際の作品を触って鑑賞する時間が、もう少しほしかったです。後30分か１時間くらい、
ワークショップの時間が長くても、集中力を切らさずに、しかもゆとりを持って、内容をこなすことが
できたのかもしれないと思うと、今回は時間が足らなくて残念でした。またぜひ、こうした内容の、実
際に作品を触って共に鑑賞するワークショップができれば嬉しいです。（50代・視覚障害有）

・

・

・

・

・
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　今回のワークショップで立方体をカットしたパーツを組みあわせてさまざまな形を作る活

動を取り入れたことで、参加者はカルーソの作品制作のプロセスの追体験をすることができ

た。なかでも、視覚に障害のある参加者にとって、それぞれのパーツの凹凸や条線に沿った

高低のグラデーションを触って感じたリズムや、それらの感覚を総合して、全体の形（フォーム）

のイメージを作り上げていく「触覚型」の認知と表現のプロセスを体験することができたのは、

特に有効であったといえよう。

　また、実作品でなくても、作品に似せた雄型と雌型のように対応する凹凸のある模型を作り、

誰でも触れるようにすれば、多くの一般の来館者でも、より深く実感できる鑑賞体験ができ

るだろう。

* ヴィクター･ローウェンフェルド（Viktor Lowenfeld, 1903-1960) 。オーストリア出身で米国で活動した美術教育者。

その著作の翻訳である『美術による人間形成』（竹内・堀内・武井訳、黎明書房、1963 年）を通して、日本の美術教育にも大

きな影響を与えた。

　ワークショップの参加者は 20 名で、A～E の 5 つのグループに分かれた。最初に、担当学

芸員から、ニーノ・カルーソの作品について、その考え方と設置場所に応じて部分（パーツ）

を組みあわせて全体を造形するという手法が紹介された。次に、参加者はカルーソの作品が

展示されているギャラリーに出て、柱状の作品（図解）を実際に触って、それが凹凸のあるパー

ツが組み合わされてできていることなどを確認した。その後、発泡スチロールの立方体の二

面に引いた曲線に沿ってカットしてできたパーツ（写真 1）を、各グループで話し合いながら、

実際に組みあわせていろいろな形を作り（写真 2）、制作のプロセスを追体験するというのが、

当日の大きな流れであった。

　私は、各パーツの凹凸面を相互に組みあわせて全体の形を作っていくというカルーソの制

作プロセスに興味をもった。というのは、パーツを集積して全体を構成していくという手法は、

ローウェンフェルドがいう「触覚型」という認知・表現タイプの特色だからである。ローウェ

ンフェルドは盲児に美術を指導してきた経験から、部分を集積して全体のイメージをつくり

あげるプロセスを好むタイプを「触覚型」と呼んだ。その型は、盲児に多いが、目が見えて

いる児童にもみられるという。一方、一般的な絵の描き方で言われるような、まず、ぱっと

見て大きく全体をとらえてから、その中の細部へと進む手法（人物画では顔を卵型、首を円

柱としてとらえ、後で目鼻をつける）を、彼は「視覚型」と呼んだ。従来の美術教育では、「視覚型」

のみが称揚され「触覚型」は無視されてきたが、どちらも認知・表現のスタイルとして尊重

されなければならないと主張した *。

愛知教育大学名誉教授

藤江　充

ワークショップ「ニーノ・カルーソの陶芸」を見て

Review

作品図解（凹凸と条線） 写真２　パーツを組みあわせる

写真１　カットされたパーツ



■趣旨

　フィンランド視覚障害者協会の複合施設に制作した「目の見える人と見えない人が一

緒に読む地図」（2014年）が、私がミュージアムの仕事を始めたきっかけです。

　そこから、フィンランドと日本で、さわる地図やさわるコレクション、建築空間を

テーマにしたワークショップ、展覧会の会場構成と、様々な形でミュージアムのデザイ

ンに関わってきましたが、その根底には、他者と自分の空間認識は異なる、というさわ

る地図を通した発見があります。

　身体スケールやシークエンスを展示に組み込んでいくこと、作品と建築空間の関係性

など、建築家がミュージアムでデザインする時、それはアウトプットのスケールに関係

なく、持ち込める視点があると思って日々仕事をしています。それはつまり、ミュージ

アムでの鑑賞体験を日常空間へどうつなげていくかをデザインすることだと思うので

す。（齋藤）（チラシより）

■実施報告

　かつては、美術を「視る」場所であった美

術館も、昨今その役割を変えつつある。たと

えば八戸市新美術館（設計：西澤徹夫・浅子

佳英・森純平）が端的に示すように、視る場

所から集い、ワークショップだけでなくても

会話などを通して、コミュニケーションをす

る場へと変化しつつある。とはいえ、現状をすぐには変えられないハード（美術館という

建築）を、そうした現代の要請に適合させるためには、ソフトとハードとの緩やかな関係

性をもたせることが重要でもある。

　京都国立近代美術館も、1986年のまさに美術館が視る場所として位置づけられていた

時代のある意味、旧態のハードである。この美術館で、「感覚をひらく」の活動を展開

するうえで、どうしたらハードとソフトの双方を架橋できるのかを考えるにあたり、建

築家の齋藤名穂氏を講師に招き講演会を実施した。齋藤氏は、大学卒業後にヘルシンキ

に留学した経験から、見えない方と一緒に、建築の場所を把握するための、「さわる地

図」の制作をおこなってきた日本の第一人者でも

ある。これまで制作したものは、東京国立博物

館や東京都庭園美術館などに常設されている。ま

さに、これらの博物館・美術館もハードとしては

旧態である。齋藤氏のつくる、「さわる地図」

は、単なる触地図とは異なり、そこに展示されて

いる作品の素材や形をつかって楽しめるものと

なっている。これは齋藤氏の手作りの部分も大き

いが、また他のアーティストなどとの協働で作ら

れてきた部分も含まれる。たとえば、漆工を紹介

する部屋のパネルには、漆を職人に塗ってもら

い、仏像が展示されている部屋のパネルには、東

京藝術大学で木彫を学ぶ学生の協力を得たとい

う。

　齋藤氏は、こうした活動をおこなうにあたり大

事にしているキーワードとして、「他者と自分の

空間認識は異なる」と述べた。これは、先に実施

したワークショップ「記憶の空間を旅しよう」に

も通底するものであると感じさせるものであっ

た。齋藤氏の地図は、ひとりで読むことは想定さ

れていない。そこには、一緒に見る人がいて成立

する。つまり、地図を通して美術館の空間を共有

し、会話を通してコミュニケーションを図ること

が、企図されている。知るにとどまらない、コ

ミュニケーションを誘発させる装置となっている

わけだ。

　こうした美術館における先進的な取り組みは、

冒頭で述べた、美術館における主にソフト面の変

化に、変化が容易ではないハードを結びつける有効な手段である。「感覚をひらく」に

おいても、触図「さわるコレクション」を展開してきたが、これを見えない一人の人に向

かって送るのか、見える人と二人で読むことを想定するのかによって、その内容は全く

異なってくる。質疑では、そうした疑問についても齋藤氏とディスカッションを行うこ

とができた。この講演会は、今後の「感覚をひらく」を、この京都国立近代美術館とい

う場所で行うにあたっての方向性に、ヒントを与えてくれるものであった。【本橋仁】

2-3 ④齋藤名穂講演会「五感と記憶がつくる建築・空間」

日　　時｜2020年2月8日（土）　14：00～16：00

参加者数｜39名

会　　場｜京都国立近代美術館１階講堂

講　　師｜齋藤名穂（建築家・デザイナー）〈講師プロフィール〉p.16参照

30 31

東京国立博物館本館のさわる地図のサンプル

《さわる赤のコレクション》群馬県立近代美術館の
サンプル
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  参加者のアンケートから

ユニバーサルデザインは障害者のものだけでなく健常者にとっても共［通］のものだと思うので、中で
もすべての人々はそれぞれの［培］った感覚とイメージがあることなど改めて考えられてよかったです。
（50代）

覚える学びより気づく学びがあってとても刺激的な 2 時間でした。中高生にもこの様な学びの機会を与
えたらと感じます。今の点字や音声案内版がほとんど役に立っていなくかえってひとりにさせていると
いう事実に驚きでした。新しい視点まだまだ必要ですね。

手で触れて理解して創造して、それは目の見えない人だけでなく見える人にとっても大事な感覚だと思
いました。（30代女性）

齋藤さんのワークが単なる建築の仕事ではなく、むしろ空間の中でのコミュニケーション作りのきっか
けを作っているということがわかってくると、それこそ、美術館にとって必要な仕事だと感じた。

実際にその地図が、いつでも誰でも触れるような形で設置されているという、上野の国立博物館に、ぜ
ひ１度出かけて、その地図を利用してみたいと思いました。決して目が見えない人のためだけというの
ではなく、誰もがいつでも触れて、共に利用しながら対話できるというのは、たいへん重要で今後欠か
すことのできないあり方だと、たいへん強く感じています。（50代男性、視覚障害有）

・

・

・

・

・
■趣旨

　流れる水、踏む小石がもつ「音の形」を感じてみよう。音を振動と光に変換して伝え

てくれるOntenna（オンテナ）。日常に潜む音をひろってくれるOntennaは、まるで音の

ズームレンズです。開発者の本多達也さんに、開発の思いを伺いながら、一緒に岡崎公

園を巡ります。（手話通訳があります）（チラシより）

■実施報告

　美術の鑑賞を、「さわる／はなす」ことを手段として進めてきたのが「感覚をひら

く」の活動であったと振り返るならば、これまで対象としてこなかったのが、耳の聞こ

えない方とのワークショップであった。

　「ひらきまつり！」の3日目におこなったのは、これまで一緒に活動をしてこなかっ

た、聴覚障害の方とのはじめてのワークショップであった。講師には、本多達也氏を招

いた。本多氏は、富士通株式会社のなかで、オンテナ（Ontenna）というツールを開発す

るプロジェクトのリーダーをつとめている。このツールは音を、振動と光に変えるとい

うもので、端末が拾った音の強弱で振動の強さがわかる仕組みとなっている。耳の聞こ

えない方は、このツールを通して、音を目あるいは肌で感じることができる。ろう者に

とっては、たとえば太鼓の音などは、身体で音の振動をわずかに感じる程度であり、高い

音については、それを感じることもできないという状況であったという。オンテナは音が

振動になる、しかもそれを気軽に身につけることができるという画期的な装置である。

2-3 ⑤トーク＆ワークショップ「音のズームレンズ　Ontenna（オンテナ）を
　使って岡崎まちあるき！」

日　　時｜2020年2月9日（日）　10：00～12：00

参加者数｜34名（うち視覚障害あり6名、聴覚障害あり5名）

会　　場｜京都国立近代美術館1階講堂、京都市動物園、平安神宮

講　　師｜本多達也（Ontennaプロジェクトリーダー）
〈講師プロフィール〉

本多達也（ほんだ・たつや）｜1990年香川県生まれ。大学時代は手話通訳のボランティアや手話

サークルの立ち上げ、NPOの設立などを経験。人間の身体や感覚の拡張をテーマに、ろう者と協働

して新しい音知覚装置の研究を行う。2014年度未踏スーパークリエータ。2019年度キッズデザイ

ン賞　特別賞。2019年度グッドデザイン賞金賞。

協　　力｜坂本英房（京都市動物園 副園長）
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　ワークショップは、そうしたオンテナの開発ス

トーリーを本多氏に講堂で話してもらうことから

始めた。その後に、各自1台のオンテナを身につけ

て、岡崎公園にある京都市動物園と平安神宮をめ

ぐり、美術館に戻るという散歩コースを辿った。

　京都市動物園では、坂本英房副園長の協力を得

た。坂本氏の案内のもと、主にフラミンゴと、イ

ンコをめぐるコースを歩いた。フラミンゴの低い

声が、オンテナの端末で拾われると、参加者は思

い思いにフラミンゴのほうに向かってじっと、耳

を澄ませ、オンテナを向けた。オンテナは当然な

がら人の会話も拾ってしまうので、オンテナで音

を拾うときはおのずと、静かになるのが不思議で

もある。途中、なかなか鳴いてくれないシロテテナガザルのかわりに坂本副園長が声真

似を披露してくれるという一幕もあった。

　その後に、平安神宮へと向かった。平安神宮では、おもに砂利の音、また手水鉢の

音、さらには賽銭を入れる音をそれぞれ体験するという活動をおこなった。とくに賽銭

を入れる音は、わずかな振動ではあったが、お金がはねるリズムがあり、参加者も敬虔

な気持ちとなったことだろう。その後、美術館に戻り前日までに撮りためていたさまざ

まな動物の音も体験した。オンテナは、光も発している。ただ散歩をしている外部では

明るすぎてそれをみることができない。そのため、講堂を少し暗くして動物の声を、映

像を通して楽しんだ。

　以上をもって終了したワークショップであっ

た。本多氏も、まちあるきは初めての活動で

あったということ、またオンテナがどうしても

外の雑音や風の音を拾ってしまうこともあり、

場所によっては活動がうまくいかないところも

あった。そうした点は、参加者の不満にもなっ

  参加者のアンケートから

娘が難聴児で参加しました。（中略）人工内耳などで音を入れても健聴の人の音に対する感覚は分からな
いな…と思っていました。ライブで音ではないけれど、リズムやLIVE感を体験できることは、本当にびっ
くりでした！ （40代女性）

補聴器を使用していますが、高い音はまだ拾えないので、Ontenna をつかって初めてセミの鳴き声、フ
ラミンゴ、サルの声が振動を通してはっきりと伝わったことに感動しました！是非、福祉機器の対象に
なるように応援しています。子供の泣き声、猫の鳴き声も、Ontenna を使って聞いてみたい！と思いま
した！（30代女性）

普通に暮らす中にも、愉しみの方法として、このデバイスが普及することや、耳が聞こえない方と、そ
うではない方の共通体験として、生の振動を感じられることが、相互理解への歩み寄りを進めるように
思います。また、この取り組みを、「福祉」の枠組みではなく、「美術館」の中で行うことにも意義があ
るように思います。

音色による変化が私にはうまく感じ取れなかったのですが、耳が聞こえない方は「“音に表情がある” と
感じた」とおっしゃっていたのが印象的でした。最後に動画でセミの鳴き声を聞いたとき、私もセミの
鳴き声の表情を震動から感じ取ったのですが、それは「子供の頃、セミを手にもって、振動を感じたこ
とがあるからかもしれない」とも思います。過去に経験した振動の感覚と視覚。そこにOntennaの振動
が重なって表情を感じ取れたのかもしれないと感じました。（50代女性）

街歩きの移動の際には視覚や聴覚に障害がある方が多数おられたので、もう少し配慮した方が良いと感
じた。通路の渡り方、歩くスピードなどとても気になった…。

・

・

・

・

・

ただろう。オンテナは、まだ開発中であり、本多氏は今後オンテナが選択的に必要な音

だけを取り込むこともできる仕組みを考えているという話をしてくれた。たとえば、赤

ちゃんの声だけに反応することができれば、耳の聞こえない母親の役に立つツールとし

て使えるようになるだろうという未来への展望を示してくれた。

　このイベントは、まだ開発の途上であるオンテナを、途上であることも含めて楽しむ

ことができる、非常に先駆的な活動になったと考えている。【本橋仁】
Ontenna 開発者の本多達也氏



⑥萌えいずる声　百瀬文《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》
　上映・シンポジウム

日　　時｜2020年2月9日（日）　13：00～17：00

会　　場｜京都国立近代美術館1階講堂

参加者数｜123名（うち視覚障害あり 若干名、聴覚障害あり13名）

主　　催｜京都大学大学院人間・環境学研究科 岡田温司研究室

共　　催｜新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業実行委員会、京都国立近代美術館

登壇者：岡田温司（京都大学大学院教授）

木下知威（日本社会事業大学）

黒嵜想（批評家）

百瀬文（映像作家）

本橋仁（京都国立近代美術館）（司会）

〈登壇者プロフィール〉

岡田温司（おかだ・あつし）｜1954年生まれ。京都大学大学院教授。専門は西洋美術史。著書に『映

画と黙示録』（みすず書房）『映画と芸術と生と』（筑摩書房）『もうひとつのルネサンス』『ルネサ

ンスの美人論』『モランディとその時代』（以上、人文書院）など。訳書にG・アガンベン『スタン

ツェ』（ありな書房）、J・クレーリー『知覚の宙吊り』（監訳、平凡社）など多数。

木下知威（きのした・ともたけ）｜1977年生まれ。日本社会事業大学非常勤講師。専門は建築計画

学、建築史、視覚文化論。幕末から明治・大正期にかけての盲唖学校（盲人・聾唖者が通学する学

校）の建築空間・社会・文化を通じて、盲人と聾唖者について考察している。著述に「点字以前」

『伊沢修二と台湾』「指文字の浸透」など。

黒嵜想（くろさき・そう）｜1988年生まれ。批評家。音声論をテーマとし、多様な活動を展開してい

る。活動弁士・片岡一郎氏による上映会「シアター13」企画のほか、声優論『仮声のマスク』（批

評誌『アーギュメンツ』）、Vtuber論（『ユリイカ』2018年7月号）など。『アーギュメンツ#2』で

は編集長、『アーギュメンツ#3』では仲山ひふみと共同編集を務めた。

百瀬文（ももせ・あや）｜1988年東京都生まれ。アーティスト、映像作家。ビデオを通して身体と声

の関係性を問いかける。近年の主な個展に「I.C.A.N.S.E.E.Y.O.U」（EFAG East Factory Art Gallery, 

2019年）、主なグループ展に「六本木クロッシング2016展：僕の身体、あなたの声」（森美術館、

2016年）などがある。
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■趣旨

　わたしたちの生活は声とともにあります。会話をはじめ、映画・アニメーションや歌

謡のように、声は人間の表現・意思と深い関係を築いてきました。その一方で、記録技

術のさらなる発達によって、ほかの声がかき消えるほどの大声が響き渡る場、強制的に

声を発せられている場も身近に感じられるようになりました。そこには、声をめぐる静

かな絶望も横たわっています。

　このように、声はますます複層的な姿を現しています。そこで、声と身体・意思のあ

りようを新たな角度で検証することを目的に、上映とシンポジウムを開催します。

　まず、ろう者（手話を主なコミュニケーション方法とする人たち）と聴者が声によって

語り合う映像である、百瀬文《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》を上映し

ます。つぎに、作家と３名のコメンテーターによる指定発言と討議を行います。（手話通

訳、文字通訳があります）（チラシより）

■実施報告

　「ひらきまつり！」の最後のイベントとして、映像の上映とシンポジウムを、京都大学

大学院人間・環境学研究科 岡田温司研究室との共催で実施した。上映した映像は、アー

ティストの百瀬文氏による《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》という作品で

ある。ろう者と聴者が語り合うこの作品をめぐり、おもに「声」の問題を扱うシンポジ

ウムを、岡田温司氏（西洋美術史）、木下知威氏（建築計画学、建築史）、黒嵜想氏（批評

家）、百瀬文氏（アーティスト）の四人を登壇者として行った。

　最初に登壇した百瀬氏は、本作を制作するにあたって木下氏と接触し、制作に対して

抱いた問題提起を、パフォーマンスを交えて話した。黒嵜氏は、声と人格の問題につい

て、アニメなどの事例の紹介を交えて語った。岡田氏からは、閾としての声である喃語

という問題など、哲学的な先行研究をもとに「声」の定義をめぐるテーマが語られた。

また木下氏は、作品を分析しつつ、またろう者が記録された、あるいは声がテーマと

なった映画のなかに、今回の映像を位置づけた。その後の討議は、会場からの質問に答

える形で進められた。

2-3
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　今年度は、「美術館でどんな音　つくって鳴らそう建築楽器」（2019 年 8 月 20 日）、京都

国立近代美術館オープンデー 2020「ひらきまつり！」（2020 年 2 月 7～ 9 日）の 2つのイベ

ントを参観した。国連の障害者権利条約（2014 年批准）以降、社会のさまざまな場で障がい

者のアクセシビリティの問題が注目される。普通は美術館に縁遠い視覚に障がいをもつ人等

が美術館に来やすくなるよう、見える人といっしょにできる新しい鑑賞プログラムを創出す

るという本事業も、共生社会構築に美術館はいかに貢献できるのかという課題の一翼を担っ

ている。このことは図らずも昨年9月の国際博物館会議（ICOM）京都大会で示された、ミュー

ジアムとは過去の文化遺産の保存展示だけでなく、文化の多様性を保障し、それらをつなぎ、

社会課題を解決するよう、市民の対話の場＝人々のウェルビーイングを支える場になるとい

う近未来の目的を本事業は実践しているとも言える。この3年間の実践も実験的・挑戦的な試

みであり評価できる。しかしながら、今後の継続を見据えて､根本的なことを含めていくつか

問題点・改善点を指摘しておきたい。

　第 1の問題点は、視覚障がい当事者（以下、当事者）の関与・参加が十分でないという点である。

私は最近、参加型評価という事業評価プログラムを研究している。その理由はさまざまな資

金の活用において強いアカウンタビリティ（説明責任）が求められる社会になり、そのために

は事業の参加者全員が企画段階から大きな理念（ロジックモデルにおける最終アウトカム）を

共有し、その共同体における合意形成を図って事業を進めることが必須だからである。「ひら

きまつり！」のシンポジウム「点字でチラシをつくるとは」において、広瀬浩二郎氏から最

近出版した『触常者として生きる』（伏流社）の点字付きの表紙デザインを、時間をかけてデ

ザイナーと協働制作したことが紹介されたが、点字・墨字の混合デザインの事業も試みにと

どまり方向性を見いだすまでには至らなかったのは残念だ。障がいをテーマにする際はその

前提として、「丁寧さ」が核であることの自覚が必要だ。単年度予算であるのでどうしても目

に見える結果が優先されるが、事業計画作成に十分な時間をかける配慮をしたい。本年度の

触図「さわるコレクション」制作事業において、はじめて企画段階から当事者が制作に関わ

れたことは意味のある事例になった。制作プロセスの開示・検証は次の発展を支えるのでそ

の実現が望まれる。

群馬大学教育学部教授

茂木 一司

Review

わかりあえないというコミュニケーションを
どう実践していくのか？
――京都国立近代美術館の取り組みを参観して思ったこと

  参加者のアンケートから

百瀬の今回の作品は、鑑賞体験としてとても不思議な感覚でした。（中略）私は普段ろう者の方と接する
機会がないので今回シンポジウムの構成も含めてとても新鮮で興味深かったです。（手話の同時通訳など）
きこえる・きこえないに関わらず、人と人とがコミュニケーションを取ること、人からどのようにメッ
セージを受け取るかなどシンポジウムが始まる前に比べたら身近な話題のように感じられました。（20
代）

百瀬さんの作品上映と字幕でのプレゼンテーションが特によかったです。私は司会の仕事をしているた
め、特にイベントの最初にどのような調子で話し始めるかということに気を付けているのですが、手話
でのコミュニケーションにもそのような表現の在り方があるのだろうか？などと考えながら伺っていま
した。（50代女性）

「唇は声、表情を見せることでことばになる」というフレーズが今日の収穫です。聴者にとっても「ことば」
は「意味のある音の連なり」以外の部分も含むものです。「百瀬さんが変わった声になったところで、
ミューズになった」という発言で、映像の中で「木下」の表情（目つき）が変わった訳が分かりました。
その意味で四者の発表の方法が、聴者3名の方に文字で綴られ「表情」がなく、木下さん朗読に「表情」
があったことに、偶然かもしれませんが一連の「作品」を感じました。（50代女性）

・

・

・

　この上映会・シンポジウムでは当館としては初めて大々的な情報保障を取り入れた。

登壇者、また来場者のなかに、ともにろう者がいるという状況のなかで、学術手話通訳

者を4名配置するとともに、また文字通訳としてコミュニケーション支援アプリ「UD

トーク」をつかったサポートもおこなった。木下氏の協力も得ながら、現状考えられる

万全の情報保障をあえて取り入れたのも、このシンポジウムが、「声」というテーマを

扱ったことによる。そのことを強く意識させる場面が、このシンポジウムのなかであっ

た。それは、木下氏が発表の最後に、自らの「声」をつかったことだ。ろう者である木

下氏の発した声を、通訳者の手を止めさせて発した声を来場者が受け止めるという場面

を生み出すことで、会話あるいは音声といった現象的な「声」の定義とは異なる、

「声」とはなにかという根源的な意味を問いかける機会となった。

　当館での事業では、これまで視覚障害のある方との活動を続けてきたが、あらためて

美術を通してこうした身体感覚に関する根源的なテーマに立ち返るイベントの重要性を

感じるものであった。本シンポジウム終了後も各方面から感想、批評が述べられるなど

波紋を起こしている。【本橋仁】
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　2つめは、多くをワークショップでやっているその方法に関する理解についてである。ワー

クショップとは参加協同型学習と呼ばれ、美術館以外でも多くの場で実践されている。ワー

クショップ * は設定された目標の達成ではなく、活動のプロセスに起こる関係性の変化に注

目し、そこで意味生成をする学びであり、コミュニティ（仲間づくり）のための「他者理解と

合意形成のエクササイズ（練習）」と定義される。ワークショップの成否は「協働」ができて

いるかどうか、つまり個人（参加者）が参加共同体（コミュニティ＝社会）の中で十分自己承

認ができるなどの、「（自分が物事の発信源になる）自己原因性感覚」を持てているかどうか

で成功の可否が決まる。ワークショップづくりは別名「学習環境のデザイン」ともいう。つまり、

参加者が主体的にその場に参加できるよう人・活動・道具・空間をデザインし、他者との関

わりを通して、自分が今まで気づかなかったことなどに気づき、学び直し（アンラーニング）

ができる場づくりである。

　参観した「建築楽器」は京都国立近代美術館を構成するさまざまな建築素材を音で鑑賞体

験し、その後木琴のような打楽器をつくるワークショップであった。この建築楽器ワーク

ショップでは道具のデザインの修正が必要であると感じた。木琴で重要なのは、音を調節す

る木の内側のくり抜きであり、この点に前回（2017 年度）の実践から改善がなかったことは

反省点である。ワークショップにおける道具は言語に代表されるようにコミュニケーション

の要であり、活動が促進される重要な動機になる。また、ワークショップでは通常 TKF モデ

ル（上田信行）と呼ばれる「つくって、かたって、ふりかえる」がスパイラルに発展する学

びに特徴があり、特にやったことを省察し言語化することによって、自己を客観的に見つめ

る時間を取ること（メタ認知）が大切である。時間の制約の中で十分な省察をすることはなか

なか難しいが、最後にゆったりした時間を設けることによって参加者の満足感を高めること

ができることを付け加えておきたい。

　最後にまとめとして、美術館におけるアクセシビリティの理念構築と具体化において、こ

の取り組みが一過性のイベントに終わらないように、成果として常設展に視覚障がい者がい

つも鑑賞できる「触れる作品」の設置をお願いしたい。一昨年フィレンツェ・ウフィツィ美

術館で見た、予約なしで当事者ができる「触れる彫刻の鑑賞」を京都で最初に実現できたら

すばらしい。障がい者対応の事業がみな健常者の観点から企画実行されていることは透明化

して意識しにくい。一方的な美術館側の思い（意図）を参加者がこなしているだけにならない

ように、常に自己評価や外部評価の目を持つことが必要だ。答えのたくさんあるアートを通

したコミュニケーションは今後の多様性の社会にはとても有効である。問題点は、やはり「わ

かりあえないというコミュニケーションをどう実践していくのか」ということになろうか。

*ワークショップに関する説明は、茂木一司代表編集『協同と表現のワークショップ　第 2版』（東信堂、2014 年）を参照。

■趣旨

　筑波大学附属視覚特別支援学校の中学部の生徒が、関西方面への修学旅行の日程の一

つとして当館を訪れた。当日は、本事業で2017年度に実施した〈美術館ってどんな音　つ

くって鳴らそう建築楽器〉の内容に基づきながら、音をテーマに美術館の建築に親しむ

ワークショップを実施した。また、当館と同じ岡崎公園内にあるロームシアター京都にも

ご協力をいただき、大きな劇場空間を体感する活動も行った。

スタッフ：本橋仁、松山沙樹、牧口千夏、吉澤あき、北山明乃、手塚朱映（京都国立近代

美術館）
協　　力：宮崎刀史紀（ロームシアター京都）

■実施報告

　五月晴れのこの日、来館してくれた12名の生徒たち。京都・大阪への修学旅行という

ことで、行き先の地域やそこでの活動は生徒たち自身が話し合って決定した。実施した

活動内容は以下のとおりである。

イントロダクション

　この日の活動の紹介のあと、美術館の建

築やそれに使われている素材について簡単

なレクチャーを行った。そして木琴のバチ

のような棒を１本ずつ渡し、「建築の音を

聴くには、友だちの身体をとんとん叩くよ

うに、やさしく叩こう」と伝え、みんなで

身体や机、椅子などを叩いて音の違いを味

わった。

美術館と盲学校との連携による授業3.

3-1 筑波大学附属視覚特別支援学校 修学旅行「岡崎公園の建築を楽しむプログラム」

日　　時｜2019年5月13日（月） 10：00～13：30

会　　場｜京都国立近代美術館１階、ロームシアター京都

参加者数｜筑波大学附属視覚特別支援学校中学部3年生 12名

（点字使用生徒6名、弱視生徒6名／引率教員4名）



ステップ１：建築はどんな音がしますか？

　まずは美術館1階ロビーから活動をスタートさせた。大

理石の壁、窓ガラス、花崗岩の床など、それぞれの音の

違いを、みんなで感想を交わしながら確かめていった。

自分の意見を積極的に発言する生徒が多く、大理石の壁

のすべすべした感触に歓声が上がった。

ステップ２：大階段を身体で体験

　3階までの吹き抜けのある美術館の大階段には、ステンレス、アクリル、大理石など

様々な材料が使われている。階段をのぼり、手すりや壁、柱をたたいて音を聴きなが

ら、その形や感触を確かめた。また美術館の建築模型をさわり、建物全体の形や自分た

ちのいる空間を確認した。

　そのあとは美術館の外に出て、外壁を叩き、柱に施された溝や段差、花崗岩のザラザ

ラ感などを、音や手触りで確かめた。特に、スロープの床面のギザギザをこすった音は

「洗濯板みたい！」と大人気だった。
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ステップ３：ロームシアター京都を触察

　続いて美術館からロームシアター京都まで歩いて移動。ここではまず外側のタイルの

音と手触りを確かめた。そして劇場の中に入り、ロビーや階段に使われたさまざまな素

材を叩きながら、メインホールの中へ。ホール内では、ふかふかした座席や、音を吸収

する布が貼られた壁など、美術館とは違った素材に触れ、その音や手触りを体感した。

ホール空間ならではの音の反響も体験することができた。

ステップ４：つくって鳴らそう建築楽器

　美術館に戻り、花崗岩、鉄、大理石、コンクリート、タイルなど、さきほど触れてき

た建築の材料のパーツを組み合わせ、「建築楽器」を制作した。できた楽器はお互いに

鳴らしあい、音の違いを楽しんだ。



＜ステップ1～ 3（建築を叩いて体感する活動）について＞
美術館を叩こうだなんていう概念がなかったので改めてすごい体験をさせてもらっていると実感しまし
た。コンクリートやガラスまたは高い場所と叩くところを変えることで音の違いや響きの違いがとても
分かりやすく伝わってきました。どこかの冒険をしてるかのようでとても楽しかったです。
触りごこちや物ごとにちがう音がたくさんあっておもしろかったです。ロームシアター京都では、ほと
んど人がいないホールに行き、普段味わえないふんいきを味わうことができました。
一番楽しかったのは、いろいろなものをたたかせていただいたことです。普だんならたたいていたらす
ぐに止められるようなものをたたかせていただき、ありがとうございました。
私は今までそれぞれの建築材料によって音がどれくらい違うのかということについて考えたこともあり
ませんでした。今回のワークショップを通じてさらに他の材料についても調べてみたいと思いました。
私がこの体験を通じて印象に残っていることは、石や金属でも叩く場所や種類によって奏でる音がまっ
たく違ったということです。金属でもアルミなら「カン」と乾いた音、鉄になると「キン」と高い音に
なることが分かりました。
棒でたたいて音を聞くのは初めてだったので、とてもいいけいけんになりました。たくさんのところを
あるいて、つかれてしまいましたけど、ホールにいったとき、すごく大きくて感動しました。広い所で
は音はひびき、私的にはとてもきれいに聞こえました。ほんとうに楽しかったです。
階段や壁をたたく体験では、コンクリートの柱をたたいたときの音が一番面白かったです。
普段美術館やホールをたたかせていただけることがないので、とても貴重な経験でした。一生に一度の
経験をさせていただくことができて本当によかったです。
建築素材について興味をもったことがあまりなかったので、よい勉強にもなりました。ロームシアター
では、劇場をゆっくりさわる機会がなかったのでおもしろかったです。
一番印象に残った発見は、同じ素材でも中身が空洞かなどによって音にかなりの違いがあることです。
音によって素材の状態が確認できるのではないかと思いました。僕は技術に興味があるので、この体験
で知識を深めることができました。
あんなにモノを叩いて音を楽しむということをしたのは、たぶん幼稚園生以来だと思います。あまり建
物のここはこれでできていると意識したことがなかったので、いい経験になりました。

＜ステップ4（建築楽器の制作）について＞
建築物を使っての楽器づくりは思いがけない発想だったので「どんな音が出る楽器になるんだろう」と
ドキドキ、ワクワクしたような気持ちで取り組むことができました。
修学旅行の思い出になるいい作品を作ることができました。この体験を、これからも大切にしていきた
いと思います。
数が多くなかなか全部入りませんでした。でもどれもいい音がでていておもしろかったです。
建築楽器の作成ではそれぞれが違う音を奏で、その瞬間に世界に一つだけの楽器を作ることができまし
た。大切にします。
手のひらサイズの大理石やコンクリート、タイルなどをじっくりさわることができて良かったです。こ
れからもものに触れる体験を大事にしていきたいと思います。
工作が好きな僕にとっては、楽器作りはとても楽しかったです。また、スタッフの方がついてくださり、
とても充実した時間を過ごすことができました。僕はこの企画がとても面白かったので、もっと多くの
方に広まってほしいと思っています。
建物に使われている素材の音を聞き、打楽器を作るという発想がとても面白いと思いました。素材の硬
さによって音が変わること、素材をたたく位置によって音が変わることがわかりました。できるだけ材
料を打楽器に乗せようと工夫しながら作るのも楽しかったです。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

●
●

●

●

●

〇

〇

〇
〇

●

●

●
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実施を振り返って

　筑波大学附属視覚特別支援学校では毎年、生徒自身が修学旅行の行き先や体験内容に

ついて話し合って決めているという。今年の生徒たちの間では、「京都の有名な寺社仏閣

に行っても、十分に理解できるか分からない。自分たちでも楽しめる活動がしたい。」と

いう意見がでていたそうだ。それを聞き、偶然にも「感覚をひらく」の活動を知ってくだ

さったＴ先生が当館のことを生徒に紹介したことで、今回の来館につながった。

　実施内容については、2017年度に行った「建築の音をテーマにしたワークショップ」

を元にしたが、修学旅行でせっかく京都に来るのだから美術館の外でも何らかの活動を

行えないかと、ロームシアター京都にも協力を要請したところ、快く受け入れてくだ

さった。

　過去に実施歴のあるプログラムであったが、今回は参加者全員が視覚障害のある生徒

ということで、活動がスムーズに進むかどうか、建築の音や素材の手触りを本当に味

わってもらうことができるのかと、不安もあった。しかし、そうした懸念はおおきく裏

切られた。感想文にあるように、美術館の建物をたたいて体験する活動は生徒たちに

とって大変新鮮だったようだ。しかし、生徒たちの様子に戸惑いや迷いはほとんどな

く、むしろ、未知の世界を恐れずに友だちと協力しながら積極的に探索しようとする能

動性にあふれる姿があった。同校では、日頃の授業のなかでも手でじっくり触ることで

情報を得たり、他の人と意見交換をしながら学ぶことが日常的に行われているそうだ。

そうした環境のなかで培われた探求力や思考力が、今回の活動においてもおおいに発揮

されたのではないかと感じた。大理石の手触りやスロープの表面で生み出された音と

いった、彼らが見つけてくれた体験のポイントは、今後このプログラムを行う際にぜひ

盛り込んでいきたいと思う。

　また今回、美術館側からのオファーではなく、見えない・見えにくい人自身が「ぜひ

美術館で過ごしてみたい」と来館を決めてくれたということは特筆すべきことであると

考える。京都国立近代美術館では、1990年代以降、利用者が美術館の資源を自分たちな

りに活用しようとすることを歓迎し、それを「学習支援」というスタンスでサポートす

ることを重視してきた。今後、障害のある方からもこうした要請が増え、美術館と一緒

になって活動内容を考えていくということが当たり前に起こってくれば、本当の意味で

“美術館が様々な人に開かれている”と言えるのだと思う。今回はその第一歩であり、こ

の成果を全国の特別支援学校に向けて積極的に発信していきたい。【松山沙樹】

生徒の感想（○は弱視の生徒の感想、●は点字使用の生徒の感想）



3-2 京都府立盲学校中学部との連携授業

日　　時｜2019年12月12日（木）9：30～14：00

会　　場｜京都国立近代美術館１階講堂

参加者数｜京都府立盲学校中学部生徒11名

（Ａグループ：重複障害のある生徒5名、Ｂグループ：単一障害の生徒6名／引率教員8名）

※Ｂグループのうち４名は全盲（点字使用）、２名が弱視

作品選定・プログラム検討

日　　程：2019年10月末～11月末

内　　容：美術館スタッフが中心となり、所蔵作品のうち、安全にさわることができる

もので、なおかつ異なる素材が使われているもの、そして形や手触りから想

像が膨らみやすいという観点から鑑賞作品３点を選定した。さらに染織作家

の野田睦美氏のご厚意により、手の感覚を知り、さまざまな素材のさわり心

地の違いを楽しむことができる教育普及ツールとして、《華燭》を制作いただ

いた。同時並行で盲学校側と協議を重ねながら、「さまざまな手触りの作品

と出会うこと」「美術館で作品がどのように管理されているかを知る」という

2点をねらいとすることと決め、具体的な授業プランの作成を進めていった。

●鑑賞作品

・伊藤慶二《沈黙シリーズ「仏足」》2004年、陶

・マルセル・デュシャン《帽子掛け》1917年（1964年再制作）、木製帽子掛け、レディ

　メイド

・ベアテ・クーン《陶彫》1974年頃、陶

・野田睦美《華燭》2019年、ポリエステル糸、毛糸、

　原毛、真綿、モール、ネット、金属テープ、針金／

　綴織、輪奈織

さわる図の制作

日　　程：2019年11月

制　　作：飯田花織、北山明乃、手塚朱映、山本結菜（2019年度京都国立近代美術館イン

ターン）

内　　容：当日鑑賞する作品４点について、生徒が事前にその形の特徴を大まかに把握

し、本物の作品への想像を自由に膨らませてもらうことをねらい、「さわる

図」を制作した。A3サイズの台紙に触り心地の異なる紙やクリアファイル、糸

を貼りつけるなどしたもので、事前授業での教材として活用していただいた。

■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、

2018年度より「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ている。高等

部と連携して実施した2018年度授業の成果と課題を踏まえ、今年度は中学部と連携し、

授業に取り組んだ。

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）

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）

和田史（同校中学部教諭）

松山沙樹、本橋仁、牧口千夏、吉澤あき（京都国立近代美術館）

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社より4名

■実施までのプロセス

　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、授業プランの検討等を進

めていった。

授業見学・打ち合わせ

日　　程：2019年10月21日（月）

参 加 者：岡田幸治（京都府立盲学校中学部総括主事）、和田史、松山沙樹、本橋仁、

牧口千夏、吉澤あき

内　　容：重複障害クラス（Ａ）、単一障害クラス（Ｂ）の授業見学を行った後、今回の連

携授業の具体的な方針や活動内容について打ち合わせを行った。盲学校側か

ら、Ａ，Ｂクラスが共に活動できる内容を検討したいこと、また生徒が活動の

見通しを持つために事前授業を実施する可能性について提案がなされた。
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野田睦美《華燭》



会場下見・最終打ち合わせ

日　　程：2019年11月28日（木）

参 加 者：和田史、松山沙樹、本橋仁、牧口千夏、吉澤あき

内　　容：美術館のレイアウトや動線の下見、当日の流れについての最終確認を行った。

■事前授業――「美術館から届いたおたより」

　事前授業は美術館での活動の見通しを持つことをねらいとして、盲学校にて、Ａグ

ループ・Ｂグループそれぞれに実施した。美術館での鑑賞活動の予習として、作品の基

本情報（作品名、作家名、サイズ、材質技法）および美術館が制作した触図を手がかりに

しながら、作品の大きさや形について自由に想像を膨らませた。鑑賞する全４作品のう

ち、事前授業では1人につき1点を割り振り、その触図を各自が重点的にさわって体験した。

Ａグループ（重複障害クラス）

　触図をさわって、どんな印象を持つか、実物はどんな作品だと思うかなど自由に発言し

た。マルセル・デュシャン《帽子掛け》の触図をさわった生徒は、その形を「クラゲみた

い」「泳いでいるみたい」とコメントしていた。後半は、美術館での立体作品の梱包につ

いて、段ボール箱と生卵、エアキャップ（通称：プチプチ）を用いながら学んだ。

Ｂグループ（単一障害クラス）

　こちらでは、まず作品情報を明かさずに触図のみを渡し、さわりながら自由に感想を言

い合った。続いて４つの作品についての基本情報を紹介し、どの作品の触図がどれである

かを推理した。

■実施報告

　事前授業の数日後、生徒たちは美術館を訪れ、「作品鑑賞」「梱包されてみよう」「制

作しよう」という3つの活動を行った。

作品鑑賞

　冒頭、ゲスト講師の広瀬浩二郎氏から「さわ

る鑑賞」の意義と方法について話があった。

デュシャン《泉》を模した男性用小便器に顔を

突っ込んで声を出し、その響きを感じてみるな

どユニークな方法を交えながら、全身の感覚
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を使って作品を体験してみようと生徒たちに呼びか

けた。

　まずは《沈黙シリーズ「仏足」》《帽子掛け》《華燭》

の3点を鑑賞。あらかじめ「さわる図」によって大まか

な形を把握していたためか、実際の作品に触れてすぐ

にどの作品か分かったようだった。一方で、作品の大

きさや表面の質感、温度、持ちあげたときの重さや作

品の裏側の形といった新しい情報に出会った瞬間は、

自然と笑顔や驚きの声が出ていた。

　デュシャン《帽子掛け》は、帽子を掛ける部分を

握って傘の柄を連想したようで、「6人用の相合傘」を

イメージした生徒もいた。また野田睦美《華燭》は、

モールや針金、ネット、原毛など異なる手触りの素材が

織り込まれており、生徒たちは指先でつまんだり、手の

ひらで撫でたり、作品の裏側で針金を引っ張ったりと、

好奇心の赴くままに手を動かしていた。

 最後の1点ベアテ・クーン《陶彫》の鑑賞はそれまで

の3点とは異なり、箱に入れた状態から体験を始めても

らった。これは、後半の「梱包されてみよう」の活動

への接続として、美術館での作品保管について知って

もらえればと考えて行ったものである。

生徒たちは協力して箱の紐をほどき、蓋

を開け、ウレタンの緩衝材を取ると、中

から作品の一部が顔を出す。「わあ～」

という声とともに一気に作品に手が伸び

た。箱や梱包材の触感や重さを身体感覚

で体験することで、箱の中にぴったりと

作品が収まっていることや、緩衝材にも

様々な素材があることを知ってもらえた

のではないだろうか。



梱包されてみよう

　続いて、今度は生徒たち自身が、普段は作品梱包に用いるプチプチや薄葉紙で身体を

くるまれ、彫刻作品用の木箱に入るという“梱包される”体験を行った。ここでの作業

は、美術品の梱包・輸送を専門的に行うスタッフが担当し、「膝の部分は出っ張ってい

るからしっかり包んでおくね」など、慣れた手つきでくるんでいった。

制作しよう

　梱包体験と同時並行で進めたのが、「さわる図」に様々な素材を貼り付けて作品を制

作する活動だ。具体的なテーマは提示せず、この日の体験を自分なりに表現することを

ねらいとして、各自の創造性とペースに任せて自由に制作してもらった。

　準備した材料は、モールやネット、フワフワのタオル、不織布、コースターの紙、衝

撃防止のためのぷっくりしたシール、アルミホイル、毛糸、ラインテープなど。生徒た

ちは、さわり比べながら気になる材料を選び、それらを糊やテープを使って貼り付けて

いった。「さわる図」を元にしたものもあれば、裏側に新しい表現をした生徒もいた。

以下に一部の作品を紹介する。
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実施を振り返って

　京都府立盲学校との連携授業は今年度で2年目。昨年度は高校生対象ということで、鑑

賞活動に加えて、体験から得た印象を言葉で伝え合う言語活動にもウェイトを置いてい

た。また反省点として、活動内容が多く授業全体の目的が不明瞭になった点が指摘され

ていた。今回の対象は中学生であり、さらに単一障害・重複障害の子どもたちが一緒に

活動するという状況のため、なるべくシンプルな内容にしようと心がけた。結果的に

「色々なさわり心地の作品に出会う」「美術館の役割を知る」という２点にねらいを

絞ったことで、生徒もスタッフも落ち着いて活動に臨めていたように思う。

　また当日の生徒たちの積極的な様子から、作品をじっくり触って対話を重ねながら鑑

賞を徐々に深めていく活動も行ってみたいと感じた。「感覚をひらく」事業では、鑑賞

者が作品と関わったり、作品を媒介として他者と交流したりすることで、作品の印象や

自身の価値観に変化が生まれ、さらにそれに自ら気づくという経験を大切にしている。

一般向けのプログラムでは、このことが参加者と共有できるような場づくりや活動内容

の検討を進めているが、今回は子どもたちが美術館の雰囲気になじんでくれるかが不安

であった。しかし実際には鑑賞時間が足りなくなるほどの盛り上がりがあり、見えな

い・見えにくい中学生とも、時間をかけた鑑賞活動が行える可能性を感じることができ

た。引き続き、生徒たちの潜在的な発想や表現力をうまく引き出しながら、多様な感覚

を用いた鑑賞能力を育むための実践を探っていきたいと思う。【松山沙樹】

出来上がった作品

「無題」（《陶彫》の上に制作）

フェルトボールと２種類のモール（作品上に思いのまま配

置縦と横の交わりを表現した）、緩衝シール（丸くプクッ

とした形が点字のようだったので、シールで自分の名前

を点字で表現した）

「迷いの道」（《華燭》の裏面に制作）

段ボール（点字ブロック）、スポンジ、壁紙（平均台のような物）、

発泡材と芝（のり巻きおにぎり）、毛糸（木）、星形シールとキラ

キラテープとビーズ（流れ星）
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包まれて、木の箱に収納されて暖かかった。気持ち良かった。
便器に顔を入れたこと、普段便器を触ることがないので、不思議な感覚になった。
包まれて手に汗をかいた。デュシャンの作品は６人用の相合い傘のようだった。
帽子がけをひっくり返して被ったのが面白かった。
事前で触っていたベアテ・クーンの作品は実際に触った時どんなのかなと思ったけど、予想より複雑な
印象を受けた。
美術館で触った帽子かけは、事前で触った形そのままだった。
帽子かけを触りました。傘みたいでした。たくさん触って、たたいて音を聞きました。箱に入りました。
作品作りでは、ボンドで木を貼りました。
私はプチプチに包まれた状態で手を長いこと上に上げているのがしんどかったけど、トイレの便器の中
に顔を入れながら『もののけ姫』と『わたしの時計』とクリスマスの歌を歌っていました。

・
・
＊
＊
＊

＊
〇

〇

＜活動について＞
普段できないことを体験できたことが良かった。（便器に顔を入れる、触る、梱包体験）
制作の時間がもう少し欲しそうな生徒もいたように思った。
物を触ってどのような物かを理解できる生徒には今回の内容は合っているとは思います。しかし、触る
ことに興味が無い生徒にとっては参加が難しい活動内容だったのでは。参加が難しいと予め予想される
生徒に対して代わりの活動をどのように用意するかを検討する必要があるのではないかと思います。
便器を触るという体験が身近な物だったのでイメージもつきやすくとても楽しそうでした。
包まれる体験も楽しそうでした。
作品に大胆に触れさせていただけたのが、とても有難かったです。

・
・
・

・
・
・

＜生徒たちの様子について＞
興味をもって、積極的に作品に触れる生徒が多かったと思う。
担当の生徒は触れるのが苦手でしたが、よく頑張ってくれました。デュシャンの作品を触って「カサ」
と言ったのは驚きでした。
事前学習からの実際の活動で、見通しが持ちやすかった。AB一緒に活動できたのが良かった。
写真を撮られるのが大嫌いな I 君が、包まれる体験をした際に、近くの先生に「写真撮ってー」と自分
から言っていたのが衝撃的でした。それだけ楽しい体験だったのだと思います。

・
・

・
・

＜今後に向けて＞
A グループ B グループともに一緒に楽しめる活動は多くないと思うので、無理に一緒にする必要は無い
のではと思います。別の行事で一緒に活動するなら、「音」を聴いて楽しむような場所だと全員が楽し
みやすいのではないかと思います。
緩衝材を着けるのではなく、（作品の箱に）入るのも面白いと思います。

・

・
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生徒の感想（・は弱視の生徒、＊は点字使用の生徒、◯は重複障害の生徒の感想）

教職員の感想

触図「さわるコレクション」4.

■概要

　2017 年度から取り組んできた、「さわるコレクション」も３年目を迎える。この活動は、

毎年の制作とフィードバックを取り込んでの継続的な実施を重視している。本年も引き

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

けで鑑賞体験が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。

　本年は、これまでの 2 年と制作のプロセスを大きく変更した。制作の初段階である作

品選定から、見えない方との協働をおこなった。これまでは、制作したものを途中で、

テストとして触ってもらうに留まっていたが、今年度からは一緒に制作をおこなった。

例年よりも、より丁寧に進めながらも、これまでは当事者不在の状況で憂慮していた部

分にも、積極的にさまざまなアプローチを議論することができた。

　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例年と変えていない。今年度に取り上げた作品は以

下のとおり。なお、これまで制作した作品３点につづき、通し番号を 7番から振っている。

7．棟方志功《二菩薩釈迦十大弟子》より〈文殊菩薩〉・〈優婆離〉昭和 14（1939）年

8．井田照一《Weekday》昭和 43（1968）年

9．リチャード・スリー《かたむいた角》昭和 62（1987）年

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。また、

館内・当館ウェブサイトでも案内し、希望者に送付している。
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■制作のプロセス

　京都国立近代美術館、京都教育大学、ミュージアム・アクセス・ビューの三者で制作

を行った。

検討メンバー　日野陽子（京都教育大学 准教授）

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）

制作協力　　　太田風人、方山慎太郎、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２年）

山川秀樹・北口俊彦・戸田直子・鳥養庸子・光島貴之・山元智子・中川

綾・丸山美代子（以上、ミュージアム・アクセス・ビュー）

第１回検討会議：作品鑑賞と候補作品の選定

日　　程：2019年6月2日（土）

場　　所：京都国立近代美術館

参 加 者：日野、牧口、松山、本橋、太田、方山、坂本、山川、北口、戸田、鳥養、光島、

山元、中川、丸山、土山里子（京都国立近代美術館総務課特定研究員）、飯田

花織、北山明乃、手塚朱映、山本結菜（以上、2019年度京都国立近代美術館

インターン生）

内　　容：3グループに分かれ、開催中のコレクション展にて、言葉による作品鑑賞を行

いながら、「さわるコレクション」にしてみたい作品を各グループ3点ほど選

定した。

第２回検討会議：立体作品の鑑賞と作品の決定

日　　程：2019年7月15日（月・祝）

場　　所：京都国立近代美術館

参 加 者：日野、牧口、松山、本橋、太田、方山、坂本、山川、北口、戸田、鳥養、光島、

山元、飯田、山本、吉澤あき（京都国立近代美術館学芸課事務補佐員）

内　　容：美術館があらかじめ選定した立体作品3点を、全員で触って鑑賞した。その

後、第1回検討会議で候補となった作品について、詳細な情報を踏まえなが

ら、各グループ1点ずつ、「さわるコレクション」にする作品を決定した。あ

わせて、文章の方向性や印刷方法についての意見交換を行った。

個別検討会議《二菩薩釈迦十大弟子》

日　　程：2019年8月7日（月・祝）

場　　所：京都国立近代美術館

参 加 者：日野、本橋、方山、山元、中川、丸山

内　　容：棟方志功の作品を実見しながら、印刷方法や文章の方針について検討を行った。

個別検討会議《Weekday》

日　　程：2019年8月13日（火）

場　　所：京都国立近代美術館

参 加 者：本橋、坂本、光島、手塚、山本

内　　容：井田照一《Weekday》を見える人が鑑賞した際に感じるさまざまな印象につい

て調べるため、美術館職員へのインタビューを実施しその内容を記録した。

当日は作品の触図案を用意するとともに、作品と同サイズのプリントを壁に

貼って聞き取りを実施した。

個別検討会議《かたむいた角》、《二菩薩釈迦十大弟子》、《Weekday》

日　　程：2019年10月27日（日）

場　　所：京都国立近代美術館

参 加 者：日野、本橋、松山、山川、戸田、太田、方山、坂本、

吉澤

内　　容：教育大学の学生が製作したサンプルの図と文章を持

参し、さわりながら、内容が伝わるかどうか、図の

表現方法はこれで良いのか等、改善点の洗い出しを行った。ここでの意見・

反応を踏まえ、教育大学の学生を中心に図と文章の最終案の制作を行った。

第３回検討会議：最終確認

日　　程：2019年12月15日（日）

場　　所：京都国立近代美術館

参 加 者：日野、松山、本橋、土山、太田、方山、坂本、山川、

北口、戸田、鳥養、光島、山元、中川、丸山

内　　容：メンバー全員が集まり、グループごとに、それぞれ検討会議を経て完成させ

た図と文章をお披露目し、全員で体験して意見を出しあった。

　その後は、京都教育大学の学生を中心に文章の最終調整をおこなうとともに、美術館を

中心に印刷会社とのやり取りを行い最終的な図を確定、印刷の工程に入った。
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■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きた。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。

　2019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）

7．「エンボス印刷（2段階）」（印刷：有限会社コスモテック）

　金属の版で、紙の表面を押し出す、ある

いは凹ませる技術。違う版で2回のプレスを

かけることで2段階の高さでより立体感を表

現した。この方法は、昨年も取り組んでき

たものの、高度な技術を使ったにも関わら

ず、あまり効果的な印刷に仕上がらなかっ

た反省があった。今回は、2段階のプレスを

効果的に使うことができ、この技術をつ

かったことの優位性を実感する仕上がりと

なった。

8．「厚紙を重ねる」（印刷：常盤印刷紙工株式会社）

　リトグラフによる、色のムラもなくシャープな印象をな

るべく手触りでも表現するために、紙を貼り合わせ、エッ

ジの効いた線を表現するよう工夫した。これは、印刷業者

ではなく紙工業者の協力を得た。接着と施工精度の問題

に、検討箇所が多かったが、

長い時間をかけてサンプルを作成、検討する時間を設ける

ことができ、最終的には強度も担保できた。

９．「ペーパークラフト」（印刷：常盤印刷紙工株式会社）

　美術作品のもつ、日常にはない複雑な形

の魅力を楽しみながら知ってほしいという

思いを込めてペーパークラフトを採用し

た。選択できる紙の種類も広く、作品の印

象にあわせて選んだ。実際の作品は、曲線

をともなっていたが、かなり幾何学的形態

に翻案している箇所もある。これは、議論

のうえで選択した方向性であるが、利用者

の批判もふまえて、是非を考えたい。

（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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広報活動5.

■展示――エデュケーショナル・スタディズ「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラ

　ム創造推進事業」

　2020年1月4日～3月1日、京都国立近代美術館4階コレクション・ギャラリー「2019

年度　第6回コレクション展」の一角にて、本事業の特集展示を行った。そこで「さわる

コレクション」に焦点を当て、制作の元になった所蔵作品と、完成した「さわるコレク

ション」をあわせて展示し、来場者が椅子に座ってゆったりと鑑賞を楽しめるような展

示とした。

■第 94回全日本盲学校教育研究大会・京都大会展示

　2019年7月25～26日に京都市内で開催

された「第94回令和元年度全日本盲学校教

育研究大会・京都大会」にて、本事業を紹

介するブースを出展した。2018年12月に

実施した京都府立盲学校との連携授業、

2019年5月に実施した筑波大学附属視覚特

別支援学校との修学旅行の取組みをまとめ

た小冊子を配布したほか、「さわるコレク

ション」や点字・拡大文字による美術館パ

ンフレットを紹介した。

■活動紹介コーナー

　昨年度に引き続き、美術館1階ロビー（無

料エリア）にて「さわるコレクション」や

点字・拡大文字による美術館パンフレッ

ト、美術館のさわる模型を展示するととも

に、過去のワークショップの様子を写真や

映像で紹介した（企画展等でロビー空間を

使用している時期を除く）。

■リーフレット英語版

　本事業について外国人利用者への広報周

知のため、また海外のミュージアムとの交

流のきっかけになればと、2018年度に制作

した事業紹介のリーフレットの英語版を制

作した。

（翻訳：クリストファー・スティヴンズ、デザイン：
北原和規［UMMM］、イラスト：多田玲子）



■イベントチラシ

美術館ってどんな音　つくって鳴らそう建築楽器（2019年8月20・21日実施）

 　 

ひらきまつり！（2020年2月7～9日実施）

齋藤名穂講演会「五感と記憶がつくる建築・空間」（「ひらきまつり！」にて2020年2

月8日実施）

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

6160

おわりに

　「感覚をひらく」の立ち上げから３年。右も左も分からない文字どおりの手探

り状態から、ワークショップやツール開発を継続してきました。反省や課題を積

み重ねながらではありますが、障害の有無を超えて誰もが楽しめる美術鑑賞のか

たちが少しずつ生まれてきていると感じています。

　今年度は、春に東京の盲学校から活動のオファーを受けたほか、２月の「ひら

きまつり！」には３日間で300名を越える方に足をお運びいただきました。視覚

に依らない美術鑑賞ができる場所として京都国立近代美術館が認知され始めてい

ることを、嬉しく思っています。また初年度からの継続事業である触図「さわる

コレクション」制作では、今回初めて開発の初期段階から見えない方と共に活動

を進めました。それぞれの感性や経験、知識を活かして作品の魅力を見つけ、障

害のある当事者の視点を盛り込みながら、全国の見えない・見えにくい方へ発信

するツールとすることができました。

　「誰もが楽しめるプログラムの構築」という目標に向かって走り続けてきたこ

の３年。振り返ってみれば、ワークショップでは、その日美術館に集まった人た

ちと、作品についての体験を共有するために最適な方法をそのつど考えながら鑑

賞を行ってきました。触図制作においても、多くの見えない方に伝わる表現を探

すというよりもむしろ、目の前にいる「全盲の○○さんと一緒に、この作品を楽

しむには？」ということを意識して制作を進めました。これらはひとつひとつ個

別具体的な試みで、一見「みんな」に当てはまる普遍的な鑑賞方法を追求するこ

ととは逆のアプローチに思われるかもしれません。しかし実際には、こうした毎

回の試行錯誤のなかで、参加者の方はもちろん、講師・協力者の方、そして私た

ちスタッフのなかでも、「美術館に行くこと」「作品を鑑賞すること」の意味に

変化が生まれ、取組みを継続することでその輪が少しずつ大きくなってきたこと

を感じています。そしてそれは、当館だけでは出来なかったことで、障害のある

方・ない方、作家さん、専門家の方などさまざまな方が協働してくださったこと

で初めて成し得たことでした。これからも引き続き、「感覚をひらく」の歩みを

進め、作品鑑賞の、そして美術館の可能性をひらいていきたいと思います。

令和2年3月23日

﹇ 

プ
ロ
グ
ラ
ム 

﹈

［  お問い合わせ・交通案内 ］

［  日　時  ］ 2019年8月20日（火）・21日（水）
 両日とも10時30分～と14時～の2回実施（全4回）。各回1時間半程度

［  会　場  ］ 京都国立近代美術館

［  参加費  ］ 500円

［  定　員  ］ 各回20名
 ※事前申込制

 ※8月4日（日）まで申し込み受付・応募者多数の場合は抽選を行います。
 ※小学3年生（9歳）以下のお子さまは、保護者の方同伴でご参加ください。

［  申込方法  ］　

お申し込みは、感覚をひらく ウェブサイトより

http://www.momak.go.jp/senses/
8月4日（日）23:59を締め切りとさせて頂きます。

なお、抽選の結果につきましては、8月5日（月）より順次お知らせいたします。

京都国立近代美術館　〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町
TEL：075-761-4111（代）　FAX：075-771-5792　
http://www.momak.go.jp

京都市バス「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ、
　　　　　「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車徒歩5分、
　　　　　「東山二条・岡崎公園口」下車徒歩約10分
地下鉄東西線「東山駅」下車徒歩約10分

山田  宮土理（近畿大学建築学部建築学科 講師 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、2014年～
2016年 早稲田大学創造理工学部建築学科 助手、2016年～2019年 近畿大学建築学部建築学科
助教、2019年より現職。専門は建築材料学。建築材料としての土に関する研究をはじめ、天然素材
の活用に関する研究を行っている。

［ 協　力 ］     

雨の日って、いろんな音がしますよね。

窓にかかる雨音、それに傘にかかる雨音。

いずれも、雨とガラス、あるいは布とが奏でる素材の音です。

普段何気なく接している、壁やドア、床も、ノックしてみると、意外な音がしたりします。

さいしょに、どんな素材が美術館に使われているのかを音を頼りに探っていきます。

意外としらない建築の素材の世界を、専門家と一緒に巡りながら学んでいきます。

ステップ1
「建築は、どんな音がしますか？」

みなさんで目隠しをして、周りにある環境をノックしてみましょう。

さっき聞いた音はありますか？

自分がどんな空間に立っているのかを、音を頼りに感じてみましょう。

ステップ2
「音だけを頼りに空間把握」

さいごは、建築の素材をつかって楽器を作ります。

使う素材は、建設現場でつかわれている本物の建築材料です。

コンクリートや木、鉄を組み合わせて、自分だけの建築楽器を作ってみましょう。

ワークショップ終了後は、お持ち帰りいただけます。

ステップ3
「つくって鳴らそう建築楽器」

建 築 が奏 でる音 を 、一 緒 に 探して 持 ち 帰りましょう！

カンカン・コン コン 、どん な 音 が するでしょう 。

石 や鉄 、ガラス の 音を 聞 いたことが あります か？

多 彩 な 素 材 で あ ふ れ た 美 術 館 を 、音 を 頼 りに 歩 き 回 りま す 。

お 土 産 は 建 築 で 実 際 に 使 われて いる素 材を 組み 合 わ せ てつくる建 築 楽 器 。

美 術 館 っ て ど ん な 音

つ く っ て 鳴 ら そ う

建 築 楽 器

感覚をひらく  ワークショップ
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二条通

御池通

三条通

鴨 

川

平安神宮

岡崎公園
駐車場

入口▶

出口▲

P

京都市京セラ
美術館

京
都
市
動
物
園

岡
崎
通

東
大
路
通

川
端
通

京
阪

神
宮
丸
太
町
駅

地下鉄東西線

東山駅

京
阪

三
条
駅

地下鉄
東西線
三条京阪駅

細
見

美
術
館

ロームシアター京都

みやこめっせ

京都国立
近代美術館

神
宮
道

撮
影

＝
衣
笠
名
津
美

平成31年度　文化庁  
地域と共働した美術館・博物館

創造活動支援事業

感 覚 をひらく  ワー クショップ

8
20

21

年

火

水

両日とも 
10：30～
14：00～

8

建 築 楽 器

美 術 館 っ て

つ く っ て

鳴 ら そ う

ど ん な 音

「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業」とは？

京都国立近代美術館では、「みる」ことを中心としてきた美術館での体験を問い直し、障害の

有無を超えて、誰もが美術館を訪れ、経験できるようなプログラムを創造・構築する取り組み

を始めました。美術館と鑑賞者が協働し、さまざまな試みに挑戦しながら、美術鑑賞の新たな

可能性を探っていきます。

実施中核館　　　　　　京都国立近代美術館

その他の協力機関　　　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、五十音順）

［ 会  場 ］ 京 都 国 立 近代 美 術 館 �e National Museum of Modern Art, Kyoto

（デザイン：岸本昌也）

（デザイン：坂田佐武郎［Neki inc.］）

（デザイン：西村祐一［Rimishuna］）



【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 31年４月 1日から施行する。
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