


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、令和２年度で４

年目となりました。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、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。

　この一年、新型の感染症の拡大によって美術館活動にも大きな影響が及びまし

た。当館は約３か月の臨時休館を余儀なくされましたが、これは単なる休止とい

うことにとどまりませんでした。再開館後は、感染拡大防止のため人数制限や消

毒の徹底、展示室内での会話をお控えいただくなど、これまでの活動に対して慎

重な対応が必要になりました。日常の中でも「新しい生活様式」が唱えられ、人び

とは互いに距離を取り、集まることを控え、接触を避けるようになりました。そ

してこうした行動変容により、人びとが美術に触れる機会や、美術を介して交流

する場が失われていくことに、美術館の関係者は強い危機感を覚えたに違いあり

ません。

　これからの美術館には、先の見えない不安な社会のなかで、人びとに明日の希

望を与えるような企画がますます求められていくでしょう。それは「新しい美術

館様式」とでも言えるかもしれません。私どもの「感覚をひらく」事業も例外では

ありません。これまで本事業では、人びとが本物の作品を囲んで共に体験し、感

じた印象を話し合う鑑賞活動を推進してきました。今後は誰もが安心して美術に

触れ、作品を介して他者と関わる場をどのように作ることができるか、さらなる

模索を進めてまいりたいと考えております。

　さて本書は、今年度の「感覚をひらく」事業での取り組みの軌跡を綴ったもので

す。これまで3年間の成果に基づきながら、今年度は、障害のある方や地元作家、

専門家の方々と連携しながら、触覚など身体感覚をもちいる美術鑑賞プログラム

の開発を目指しました。刻々と変わりゆく状況の中で私たちがどのように実践を

進めたか、その一端をぜひご高覧ください。

令和3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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「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のある方、盲学校、大学等と

連携し、障害の有無に関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。平成29年度～31（令和元）年度までの3年間では、所蔵作品を

さわって鑑賞するプログラムの実施や、所蔵作品をさわる図と文章で紹介するツール「さ

わるコレクション」の制作、先進事例を共有して本事業の展開について考えるフォーラム

などを継続的に行ってきた。こうした取り組みを続けることで、見える・見えないに関わ

らず美術鑑賞をともに楽しむ活動の意義が広く認知されつつある。

　今年度はこれまでの実践を深化させ、視覚障害のある方と企画の初期段階から協働関係

を築くことで当事者の感性や意見をより積極的に取り入れながら、「みる」ことだけに依

らない新たな美術鑑賞プログラムの開発を試みた。なお新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の影響で、三密（密閉・密集・密接）を避けるため、当初予定していた対面で

のワークショップや会合の実施は一部取りやめオンラインを活用するなど、臨機応変に対

応しながら事業を進めていった。

　今年度実施した主な事業は以下のとおりである。

❶ ABCプロジェクト

　京都国立近代美術館の所蔵作品について、多様な感覚を使って理解を深め、新たな魅力

を発見する鑑賞プログラムの開発を目指す。実働の枠組みとして、作家［Artist］、視覚障

害のある方［Blind/ Partially sighted］、美術館［Curator］による協働関係を構築し、この三

者がそれぞれの専門性や個性を生かしながら携わる。

　今年度は中村裕太（A）、安原理恵（B）と美術館との連携により、石黒宗麿の作品をテー

マに、触覚などをもちいて作品の魅力を味わうプログラムを開発する。

❷ さわる鑑賞ツールの開発

　本事業では、視覚障害のある方と美術の世界をつなぎ、また美術館を身近に感じてもら

うことを目指し、京都国立近代美術館の所蔵作品についてさわる図と文章でその特徴を紹

介する「さわるコレクション」を継続的に制作してきた。今年度は作家や印刷会社と協働

し、専門知識の提供や技術協力を得、さらに視覚障害のある方の意見を取り入れながら、

見えない・見えにくい人が楽しみながら美術に触れることができるツールの制作を目指す。

❸ 身体感覚で楽しむ鑑賞プログラムの実施

　誰もが身体全身を使って体験・鑑賞できるプログラムの可能性を探るため、作家の大崎

晴地と連携してオンライン（ウェブ上）、オフライン（美術館のロビー空間）での2種類の

プログラムを行う（「CONNECT⇄　芸術・身体・デザインをひらく」での企画として実施）。

また障害のある若年層を対象とした鑑賞プログラムの可能性を探るため、京都国立近代

美術館での「ピピロッティ・リスト展」に関連し、触覚などを使いながらリラックスして

作品鑑賞を楽しむプログラムを試行する。

❹ 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の美術鑑賞の機会拡充を目指し、平成30年度から京都府立盲

学校と連携した授業を実施している。今年度も引き続き、美術館の作品や資源を生かし、

学校側のニーズに合わせた授業を実施する。

●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／きょうと障害者文化芸術推進機構／京都工芸繊維

大学／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

1-1

1-2

第1回実行委員会　2020年8月28日（金）於：京都国立近代美術館1階講堂
第2回実行委員会　2021年3月 書面開催

実行委員会の開催

内容検討　2019年11月～2020年12月　
●展示：エデュケーショナル・スタディズ02　「中村裕太　ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ？」
 2020年12月24日（木）～ 2021年3月7日（日）
 於：京都国立近代美術館４階コレクション・ギャラリー
●ウェブサイト：「ABCコレクション・データベースVol.1　石黒宗麿陶片集」
 2020年12月24日（木）公開

作家、視覚障害のある方、
美術館が協働したプログラ
ムの開発（ABCプロジェクト）

●大崎晴地「ねじれの巡礼」　2020年12月３日（木）～ 2021年１月24日（日）
 於：京都国立近代美術館１階ロビーおよびオンライン
●障害のある子どものためのワークショップ「ふれて、みて、かんじて　ピピロッ
 ティ・リストの世界」　2021年3月28日（日）　於：京都国立近代美術館

身体感覚で楽しむプログラム

美術館と盲学校との連携に
よる授業

制作期間　2020年6月～ 2021年3月
・内容検討　2020年6月～ 2021年1月　　・サンプル制作　2021年1月～3月

●石をつくろう！　建築における材料の表現・石の表現
 京都府立盲学校高等部との連携授業（オンライン実施） 2021年3月15日（月）

「さわるコレクション」検討
および作成
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2-1 趣旨

■ABCプロジェクトを立ち上げるまで

　「感覚をひらく」事業では、新しい方法での美術館での過ごし方や作品鑑賞のありかた

を模索することを目指している。これまで、所蔵作品を触覚や嗅覚や聴覚を使って鑑賞

するワークショップや、さわるツールの制作、また各地での先進的な取り組みを共有する

ことで本事業の意義や今後の展開について考えるフォーラム等を継続的に行ってきた。

　とりわけ鑑賞ワークショップでは、個性や感性が異なる人たちが集まり、作品について

互いに意見を交わしたり、触覚や嗅覚などを使って一緒に体験することを通して、作品の

多層的な解釈が生まれたり新しい魅力の発見につながる場面が多々あった。また凹凸印

刷を施して手触りを楽しめるイベントチラシの制作や、所蔵作品について触図・文章で紹

介する「さわるコレクション」の開発を進める中で、見えない・見えにくい方とディスカッ

ションし、当事者の生の声を取り入れることを心掛けてきた。そして、そうしたやりとり

の中から「見える・見えないに関わらず触感を楽しめるツール」や「点字・墨字を併記した

デザイン」のように、従来の枠組みにとらわれない新しい表現に挑戦することができてい

る。こうした経験を積み重ねる中で、作品の新たな価値や美術鑑賞の可能性を拡張して

いくうえでは、視覚障害のある方や、デザイナー、作家、専門家など立場の違うさまざま

な人たちと美術館が協働することが重要ではないかという仮説を立てるに至った。

　こうしたことから今年度から、作家（Artist）、視覚障害のある方（Blind/ Partially 

sighted）、美術館（Curator）の三者が協働し、作品鑑賞の新しい方法や所蔵作品の新たな

解釈を提案する「ABCプロジェクト」という取り組みを立ち上げた。2020年度は「A」とし

て作家の中村裕太氏に協力を依頼した。中村氏が、石黒宗麿（1893-1968）が晩年をすご

した八瀬陶窯（京都市左京区八瀬）*での陶片の管理・研究に携わっていること、さらに京

都国立近代美術館が石黒の代表作を所蔵しているという関わりなどから、陶片をきっか

けに石黒作品の新たな解釈や魅力をひも解くことをねらいとしたプロジェクト「ツボ_ノ

_ナカ_ハ_ナンダロナ？」を進行していった。「B」としては、視覚に障害があり、美術館や

文化施設等での作品にさわるプログラムへの参加経験が豊富な、安原理恵氏に協力をい

ただいた。

＊八瀬陶窯は、石黒宗麿が晩年を過ごした工房兼住居で、現在は京都精華大学が維持管理を行っている。

2. ABC プロジェクト 新たな利用者とつながるためのツールボックス

　ABCプロジェクトのねらいは新たな鑑賞プログラムの開発であるが、とりわけアウト

リーチなどで活用可能な「ツールボックス」の制作を大きな目的としている。その理由に

ついて少しふれておきたい。

　事業を継続することで、ワークショップやフォーラムに繰り返し参加してくださる方

が現れはじめ、当初はほとんど没交渉であった美術館と視覚障害のある方とのあいだに、

少しずつ顔の見える関係性が築かれ始めてきた。その一方で、見えない・見えにくい参加

者が固定化し始め、点字新聞や視覚障害者協会などを通じた広報周知だけでは、潜在的な

利用者層にアプローチすることは難しいことが分かってきた。この課題解決のための方

策として、ライトハウスや点字図書館といった、見えない・見えにくい方が普段から行き

慣れた場所へのアウトリーチや、盲学校等への出前授業を行ってはどうかという提案が

実行委員からなされた。その際、本物の所蔵作品を持ち出すことはさまざまな制約や安

全面での配慮を伴うこともあり、所蔵作品に関連した鑑賞ツールボックスを新たに制作

し、それを活用したアウトリーチ活動を行ってはどうかと考えた。

　なお今年度のプロジェクトではツールボックスの制作にとどまらず、それを中心に据

えた体験型展示「ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ？」を美術館４階のコレクション・ギャラ

リー内に設置した。さらにコロナ禍の状況も鑑み、来館が難しい方にもABCで開発した鑑

賞体験を届けるツールとして、新たにウェブサイト「ABCコレクション・データベース」も

立ち上げた。

運　　営：中村裕太／安原理恵／牧口千夏、松山沙樹、本橋仁、吉澤あき（京都国立近代美 

術館）

デザイン：仲村健太郎、小林加代子（Studio Kentaro Nakamura）

協　　力：米原有二、赤尾木織音（京都精華大学伝統産業イノベーションセンター）

〈作家プロフィール〉

中村裕太（なかむら・ゆうた）｜1983年東京生まれ、京都在住。京都精華大学芸術学部特任講師。2011年京都精

華大学芸術研究科博士後期課程修了。博士（芸術）。〈民俗と建築にまつわる工芸〉という視点から陶磁器、タイ

ルなどの学術研究と作品制作を行なう。近年の展示に「第８回アジア・パシフィック・トリエンナーレ」（クイー

ンズランド・アートギャラリー、2015年）、「第20回シドニー・ビエンナーレ」（キャレッジワークス、2016年）、「あ

いちトリエンナーレ」（愛知県美術館、2016年）、「MAMリサーチ007：走泥社－現代陶芸のはじまりに」（森美術館、

2019年）、「表現の生態系：世界との関係をつくりかえる」（アーツ前橋、2019年）。著書に『アウト・オブ・民藝』（共

著、誠光社、2019年）。
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主な制作プロセスと調査

　中村氏、安原氏とは2019年秋から協働をスタートし、ともに検討を重ねてきた。

　ここでは主な打ち合わせ・リサーチの記録を記すこととする。

八瀬での陶片発掘（2020年3月15日）

　中村氏、安原氏、美術館メンバーで八瀬陶窯を訪れ、陶片の発掘、洗浄、選別の作業を行っ

た。また石黒のアトリエ兼住居を見学・触察した。

　

オンラインでの打ち合わせ（2020年5月～ 6月）

　コロナ禍という状況における触覚を通した体験について、オンライン会議を繰り返し、

意見交換を行っていった。手で直接触れない方法として「手の拡張」「棒（先っぽ）でさわる」

といったアイデアなどが出た。

　またウェブサイト上での展開の可能性についても話し合いを進めた。陶片について「音」

「イメージ」「写真」「映像」のような切り口で紹介することで、「手ざわりのあるウェブサイ

ト」のようなものが作れないかといった意見が出た。ウェブサイトでの展開についてはそ

の後、仲村健太郎氏、小林加代子氏も交えて具体的な見せ方や仕様についての検討を進め

ていった。

陶片の撮影（2020年9月22日）

　ウェブサイトやチラシに使用するための陶片の撮影を行った。

映像撮影・打ち合わせ（2020年10月18日）

　八瀬陶窯にて、「B」視点の素材として、安原氏が26個の陶片に触れる映像の収録を行っ

た。あわせて、展示構成やチラシについても打ち合わせを行った。

エデュケーショナル・スタディズ02　「中村裕太　ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ？」

　ABCによる検討会議や八瀬での陶片のリサーチの成果等を踏まえて中村氏が制作した

ツールボックスと京都国立近代美術館の所蔵品を用いて、美術館４階のコレクション・

ギャラリー内にて体験型の展示を行った。

■開催概要

実施日時｜2020年12月24日（木）～

 2021年3月7日（日）

会　　場｜京都国立近代美術館 4階

 コレクション・ギャラリー内

特別協力｜京都精華大学伝統産業イノ

 ベーションセンター

来場者数｜10,279人（うち、さわる展示

 の体験者数は2,215人）

■出品作品

石黒宗麿《壺「晩秋」》1955年頃、陶器、京都国立近代美術館蔵

石黒宗麿《柿釉火鉢》1937年、陶器、京都国立近代美術館蔵

石黒宗麿《刷毛目蓋物》制作年不詳、陶器、京都国立近代美術館蔵

石黒宗麿《鉄刷毛目茶碗》1950年頃、陶器、京都国立近代美術館蔵

石黒宗麿《鉄文壺》1960-68年頃、陶器、京都国立近代美術館蔵

石黒宗麿《チョーク絵色釉皿》1950-59年頃、陶器、京都国立近代美術館蔵

石黒宗麿《柿子図》制作年不詳、紙本墨画淡彩、個人蔵

中村裕太《ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ？》2020年、ドローイング、壺、陶片、映像　

（36'44''）／インスタレーション

■制作協力

陶片写真撮影：表恒匡

映像制作：ViDeOM

什器製作：タケダ工作所

チラシ、ハンドアウトデザイン・ウェブサイト制作：Studio Kentaro Nakamura

2-2 2-3

［撮影：表恒匡（会場風景以下同じ）］

［撮影：表恒匡］
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■展示について

　この展示は、石黒宗麿《壺「晩秋」》を中心に据えながら、「干し柿」と26個の「陶片」をテー

マに、観察・仮説・実験・考察という４つのステップで構成される。各ステップには、中

村氏による短いテキストがカッティングシートで示されている。そして「実験」では、安

原氏が陶片を触察する映像が壁一面に投影され、鑑賞者も、壺の中に入った同じ陶片に触

れることができる。

　今回の展示を作るうえでの出発点には、ABCで八瀬陶窯を訪れ陶片を触察した際のでき

ごとがあった。陶片に触れた安原氏は、「さらさらマットな感じ」、「スマホの保護フィル

ムみたい」、「これに煮物とか入れたら美味しそう」と豊かで多様な解釈をしていた。これ

らの言葉は、身近なモチーフへの連想、もともとの器の形がどのようなものであったかの

推察、さらには安原氏が趣味にしている陶芸で得た知識や経験を交えた感想など、多岐に

わたっていた。そして安原氏の発言をきっかけに、その場にいた中村氏や美術館スタッ

フも対話に自然と加わり、「自分はこう感じた」、「～～とも似たさわり心地かも」というよ

うに、陶片をきっかけに自由なコミュニケーションを楽しんだ。このように、陶片に触れ

ることで、個人の経験や興味、日ごろの生活経験を垣間見ることができること、それぞれの

多様な見方を交流させることからより多層的な解釈が可能になるという気づきがあった。

　会場では緩やかな筋立てが提示されてはいるものの、あくまでも鑑賞者自身が、視覚だ

けではなく触覚や聴覚も使いながら、石黒作品の特徴や石黒の人柄について自分なりの

方法で読み解いていけるものとなっている。

　以下、それぞれのパートについて簡単に紹介する。

観察｜石黒宗麿は、壺に二十個の干し柿を描いている。

　会場でまず鑑賞者を迎えるのは、石黒宗麿《壺「晩秋」》。

白化粧が施され、オレンジ色と黒色の上絵で絵付けがされた

作品で、壁に示されたテキストから、そのモチーフが20個の

干し柿であることが分かる。

仮説｜干した柿を紐から解き、手触りを味わえないか。

　続いて見えてくるのは、中村氏による土のドローイング

と、その上に干し柿のように吊り下げられた２つの陶片。

　ドローイングには《壺「晩秋」》のシルエットが表現されており、近寄って見ると、

素焼き前のような土のざらりとした質感を感じ取ることができる。２つの陶片は「晩

秋」と同様に黒とオレンジの上絵が施され、これらは「晩秋」と同時期に制作されたも

のの何らかの理由で石黒が割ってしまったという推測もできるだろう。ドローイングの

中央ほどに配置された陶片はまるで壺の

中に入っているように見え、続く「実験」

のステップへのつながりを感じさせる。

実験｜壺の中の二十種の陶片を手探りして、味わう。

　ステップ３は「実験」。八瀬陶窯で発掘さ

れた陶片が１種類ずつ入った壺が20個並ん

でおり、来場者は、壺の中に手を入れてひ

とつひとつの陶片をさわって体験できる。

　壺は、中村氏が小山冨士夫編『石黒宗麿

作陶五十選』（1972年）から選定し、その

形を写しながら手捻りで制作したもの。

「20」という数は、《壺「晩秋」》に描かれた

干し柿の数とリンクしている。またそれ

ぞれの壺の口径は14cmに統一され（それ

ゆえ参照した石黒作品と中村氏の壺では

大きさが異なっている）、壺に片手を入れ

ると中の陶片の様子はほとんど見えず、

必然的に触覚に意識的になるよう促され

る仕掛けとなっている。

　側面には、「タレタ ミミ」、「ナマコ ノ カケワケ」、「マツ ノ 

エダブリ」といった文字が一種類ずつ、縦書きであらわされて

いる。これは、その壺に入っている陶片の造形的な特徴（例：

耳が垂れた犬が付いている）や、特徴的な技法（例：
なま こ
海鼠釉が

使われている）、描かれているモチーフ（例：松の葉）や、安原

氏のコメントがもとになった。さらにこの空間には、安原氏

が同じ陶片を触察する様子が音声つきで大きく投影され、鑑

賞者は中村氏や安原氏の言葉を手掛かりにしながら、自分も陶片を手探ることがで

きる。コロナ禍で来場者数が伸び悩むことも懸念されたが、会期中2,215人の方に体

験いただくことができた。
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考察｜晩秋の干し柿は、手で揉むほどに熟してくる。

　最後のパートは「考察」として、石黒による軸作品《柿子図》

を展示した。本作品は、企画の準備段階で中村氏のもとに連絡

があり今回展示することが叶ったものである。別の個人蔵の

《柿子図》が石黒の回顧展に出品された例があり、この作品と

同様に本作も戦後に制作されたと推測される。

　画面の左側には柿の木に熟した柿が２つなっている様子が

描かれている。右側には漢詩で、サンゴのように赤く輝く柿

の実とうずたかく積もった自分の陶片とを対比させながら、

陶芸家としてより高みを目指そうとする石黒の想いがうたわ

れている。現在も八瀬陶窯の入口には柿の木があり、石黒自

身が染付の器や書画に描きこんでいることから、身近なモチー

フであったのだろう。本作は石黒自身が陶片と柿を対比して

いるという点で今回の展示のテーマと密接にかかわっており、

展示の最後にふさわしい重要な作品であった。

　この展示室を出た先には、館蔵品の石黒作品５点と中村氏

が関連づけた陶片５点とを同じ展示ケースの中で並置し、中村氏によるテキストを

添えてそのつながりを紹介した。

　なお展示期間中、1月14日から2月28日は京都府に感染症拡大防止のための緊急事

態宣言が出されていた。美術館として対面でのワークショップを中止している状況

の中で、展示室で不特定多数の方が手で触れるという体験を安心して行っていただ

けるよう、会場内に手指消毒液の設置、一度の体験人数を２組までに制限することで

密集を避ける等の配慮を行った。

ABCコレクション・データベースVol.1 石黒宗麿陶片集

　来館が難しい方にも、視覚によらない鑑賞経験や、新しい形での作品解釈ありかたの提

案を行うとともに、本プロジェクトの成果をより広く発信するため、特設ウェブサイト

「ABCコレクション・データベースVol.1 石黒宗麿陶片集」を制作した。制作にあたり、

Studio Kentaro Nakamuraの仲村健太郎氏、小林加代子氏の協力を得た。

　本ウェブサイトでは、展示で用いた26個の陶片について、中村氏（Artist）、安原氏

（Blind）、美術館（Curator）の三者それぞれの立場からの読み解きを紹介している。中村

氏は陶片の特徴を観察し、その技法や石黒の類例作品などについて研究を進めるととも

に、石黒の作陶について考察を行った。安原氏は陶片を触察し、感じた印象や思い描いた

イメージなどを言葉にした（映像として記録）。美術館の研究員は、中村・安原の陶片解釈

から「おためし」「動物」「点々」といったキーワードを洗い出し、建築史や美術教育などそ

れぞれの専門性を生かして、そのキーワードから“つながり”を想起させる所蔵作品を選

んで紹介した。

ウェブサイトURL　https://www.momak.go.jp/senses/abc/ishiguro/

2-4

陶片の体験の流れを紹介するハンドアウトを設置した。
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■ウェブサイトの構成

トップページ
ページをひらくとまずは26個の陶片

が現れる。マウスカーソルを陶片の

上にかざすとやや明るく表示され、

さらに「音声ON」モードでは、その陶

片を手で触れた時の音が再生される。

安原氏による触察
ひとつ選んでクリックすると陶片ご

とのページに飛び、まずは安原氏が

触察する映像が流れる。

映像は八瀬陶窯の畳の上、杉板の上、

土間、柿の木のそばの４か所で撮影。

「陶片からなにがみえるかな？」
下にスクロールすると、中村氏によ

る解説を読むことができる。陶片に

使われている技法から、石黒の陶器

づくりの特徴を読み解いている。

「陶片はどんなコレクションとつながるかな？」
その下では、研究員が所蔵作品との

つながりを紹介している。画像をク

リックすると国立美術館の所蔵作品

データベースにリンクする。

「陶片詳細」
最後に、陶片の作家名、制作年、サイ

ズ、技法を掲載。カーソルを動かす

と陶片の画像が３～４種類切り替

わって表示され、まるで手で触れて

いるように陶片の質感や厚み等を感

じとることができる。

　一般的に美術館・博物館での作品データベースというと、作者名・作品名・制作年・サ

イズといった基本情報が、画素数が高くないサムネイル画像とともに掲載されている。

それに対して「ABCコレクション・データベース」では、陶片の高画質画像を掲載し、さら

に音声や映像もふんだんに盛り込むことで、身体感覚に訴えかけ、まるで自分の目の前に

陶片があり、手で触れていつまでも味わいたくなるようなものを目指した。

　また一般的なデータベースでは、同じ作家による別作品が「関連作品」などとして一覧

表示される場合がある。「ABCコレクション・データベース」も同様の機能を持たせるこ

ととし、「どんな陶片とつながるかな？」や「どんな作品とつながるかな？」と、関連する

ほかの陶片や所蔵作品を示した。ここでいう“つながり”は、一見すると分かりづらいの

だが、テキストを読むと、実は同じ技法が使われていたり、“動物”や“おためし”といった

同じキーワードが浮かび上がってきたりする。

　こうした、さまざまな切り口による関連性がある種ごちゃまぜに掲載され、ユーザーは

一つの陶片から、思いもかけない別の陶片へとつながっていく意外性を味わうことがで

きる。さらに「なぜこの２つの陶片が関連するの？」「どういったテーマで括られた作品

どうしなのだろう？」と、紐づけを考えながらサイトを行き来することもできるだろう。

　ABCプロジェクトは今後もテーマを変えながら継続する予定である。今後、あらたな

テーマでプロジェクトを進行する際にも、本ウェブサイトをもとに他の所蔵作品への結

びつきを次々に増やしながらより充実したものへと育てていくことを目指している。

陶片の上でマウスカーソルを動かすと、３～４種類の画像が切り替わる。
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　また本ウェブサイトは、ライトモードとダークモードの２種類の画面表示があり、それ

ぞれに異なる動作をすることも特徴といえる。一般に視覚障害のある方（とりわけ弱視の

方）に配慮したウェブサイトでは、背景を白から黒へ、文字色を黒から黄色や白色へ切り

替えたり、文字サイズやフォントを変更することで視認性を高める工夫がなされるケー

スがある。一方で今回のウェブサイトにおけるダークモードでは、PCで閲覧時はトップ

画面が真っ黒になり、マウスカーソルが陶片の上に来てはじめて徐々に画像が浮かび上

がるなど、暗い画面ならではの特徴を生かした工夫が盛り込まれたものとなっている。

さらにスマートフォンやパソコンの読み上げソフトにも対応し、画像部分はクローズド・

キャプションがコーディングされ、音声読み上げを行って初めて、そこに目で見えない情

報が存在することに気付く。

　すなわち本ウェブサイトのダークモードは、見えない・見えにくい人たちが閲覧しやす

い配慮がされているが、単に「視覚障害のある方向けのページ」ではなく、見える・見えな

いにかかわらず２つのモードでそれぞれ違った体験ができることを前提にデザインされ

ている。これは、安原氏との対話の中から、視覚障害者のウェブ利用についての話題が出

たことをきっかけとして、仲村氏、小林氏から提案があったもので、インクルーシブな（誰

もが楽しむことができる）ウェブサイトの可能性を示すものと言えるだろう。【松山沙樹】

■オンラインイベント

　展示の会期中、２回にわたり、京都国立近代美術館のインスタグラムアカウントからの

ライブ配信を行った。

●会場編

2021年１月27日（水）17：15～ 18：15　https://instagram.com/tv/CKiwZTTBIkP/

出　演｜中村裕太、仲村健太郎、松山沙樹

視聴数｜819（実施日時点）

●ウェブサイト編

2021年2月16日（火）17：00～ 18：00　https://instagram.com/tv/CLWOksKhJ-Y/

出　演｜中村裕太、仲村健太郎、小林加代子、松山沙樹

視聴数｜368（実施日時点）

A視点、C視点については、一覧で見ることができる。
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3-1 大崎晴地「ねじれの巡礼」

 オンラインプログラム｜2020年12月3日（木）～

 https://connect-art.jp/program02/ で公開

 オフラインプログラム｜2020年12月8日（火）～2021年1月24日（日）

 会場：京都国立近代美術館１階ロビー

3. 身体感覚で楽しむプログラム ■趣旨

　「感覚をひらく」事業は、視覚に障害のある方と協働して、「みる」ことだけに依らない

美術鑑賞のあり方を探るためのワークショップやフォーラムなどを継続している。そし

て平成31（令和元）年度からは協働するコミュニティを広げることを試み、聴覚障害のあ

る方も共に楽しめる鑑賞ワークショップ等にも試験的に取り組んできた。

　こうしたなか、2020年12月、文化庁と京都国立近代美術館の共催事業として

「CONNECT⇄　芸術・身体・デザインをひらく」（以下、「CONNECT⇄　」）が開催された。

これは「令和2年度障害者による文化芸術活動推進事業」という文化庁委託事業で、障害者

の芸術文化活動の推進を目指すとともに、障害の有無を越えて共に芸術や文化、歴史を楽

しみ、相互に交流を深める機会を通して共生社会の実現を目指すことをねらいとするも

のである。京都国立近代美術館を含む岡崎公園の７つの文化施設とオンライン上で、展

示やワークショップ、動画配信などが展開された。

　「CONNECT⇄　」に合わせ、「感覚をひらく」事業ではこれまでの活動を踏まえながら、

心と身体、発達のリハビリテーション、精神病理学の領野に関わりながら作品制作、研究

活動を展開している作家の大崎晴地氏との共同プロジェクトとして、身体感覚を用いて

楽しめる作品の制作・公開を行った。大崎氏はこれまで、精神障害・発達障害のある子ど

もたちが体験できる作品や、「障害の家」プロジェクトに代表されるように、身体的な経験

の“不自由さ”や“違和感”をきっかけに障害やバリアを巡る問いを投げかける作品を発表

している。それらは、言い換えれば、バリアの有・無という二項対立を超え、誰もがいつ

でも抱えうる／すでに抱えているものとしての“障害”を知覚させる装置といえる。

　「感覚をひらく」の中で協働関係を築きつつある視覚障害者に加えて、このプロジェク

トでは、聴覚障害や精神障害、発達障害などにも視野をひろげ、障害の種別や障害の有無

を越えて経験を共有する場をつくりだすことを目指した。最終的にオンラインでは「八角

巡礼－夢の領土」を公開し、オフラインでは「八角巡礼」を身体感覚で体験するインスタ

レーション作品「ねじれの巡礼」を美術館ロビーに設置した。残念ながら、コロナ禍で大

勢の来場者を迎えることは叶わなかったが、「想像」や「夢」という世界を通して誰もがフ

ラットに繋がりあう可能性を提示できたこと、また空間や時間を超えてより多くの人に

向けて、「障害」や「バリア」について考えるきっかけを投げかけることができたという意

味では、非常に意義のある試みとなった。

〈作家プロフィール〉

大崎晴地（おおさき・はるち）｜1981年東京都生まれ。

2014年東京藝術大学大学院美術研究科博士課程修了。

博士（美術）。心と身体、発達のリハビリテーション、

精神病理学の領野に関わりながら作品制作、研究活動

をしている。知覚の欠損や不完全さ、身体運動にかか

わる作品を発表し、「エアートンネル」（2013）では児

童福祉施設などで発達や療育にも活用してきた。近年

は、生活空間を問い直す「障害の家」プロジェクト

（2015 ～）がある。

〈作家メッセージ〉

　コロナ禍で人々が自粛生活を余儀なくされている現在、誰もが障害者であるとの認識のも

と、 どのように美術館に足を運んでもらうかを考え、オンライン上でまず会場に向かう導線

として「八角物語」を綴るに至りました。「八」は復活を意味する数字でもあります。通常の

観光では体験できないような巡礼地を探し、現地（オフライン）のプログラムも展開されます。

　私はこれまで主に重度の脳性麻痺児や発達障害、また精神病の患者さんの現場に通いま

した。そこで彼・彼女の経験していること、見えている、感じていることはどのようなもの

かを強く意識させられました。健常な視点に合わせようと関わるのではなく、むしろこち

らが障害の経験に向かう、または自分も「障害者になる」という境界のない関係性に身を置

いてきました。

　コミュニケーションの前提となる関係そのものが成立しない以上、つながりを作ることか

ら創造する必要があります。そこにアートの持つ可能性を見てきました。

　「障害」という言葉はネガティブなものではなく、むしろ異なる経験をしている点でポジ

ティブな「違い」であり、メビウスの輪のように、時に自分も障害を持ち、インサイドもアウ

トサイドもない経験から捉える想像力が重要だと考えています。

　障害によって生じる場や関係性の中で、身体や境界をめぐる「ねじれ」を通して、それぞ

れの自分の生を問い直す機会としての作品「ねじれの巡礼」を発表します。

大崎晴地

会場風景［撮影：守屋友樹］
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■制作までの主なプロセス

2020年6月12日　オンライン会議

　「CONNECT⇄　」が、さまざまな障害のある方を対象としていること、また障害の有無

にかかわらずともに楽しめる体験を目指すということについて、共有した。また、オンラ

イン（ウェブ上で体験する）とオフライン（美術館で体験する）という両軸で作品制作を進

めていく方針も確認した。

2020年7月24日　オンライン会議

　作品プランについての検討を進めた。その後もメールでの議論・情報共有を継続。小

野篁が「
よみ
黄泉がえり」をしていたという謂れを持つ六道珍皇寺をはじめ、京都のなかで“冥

界”や“境界のあいまいさ”への想像が掻き立てられる場所をピックアップし、それらの場

所を想像の中で巡っていくという経験を共有できないか、といったアイデアが出る。

　

2020年9月24日　オンライン会議

　オンラインでの「八角物語」（仮）の公開方法等を検討した。また、作品制作のための

フィールドワーク場所について、民俗学者である菊地暁氏の協力を得ながら洗い出しを

行った。

2020年10月13日、14日　現地視察

　あらかじめ選定した場所を視察した。主な訪問場所は以下の通り。

調 査 先：紫雲山 頂法寺（六角堂）／あだし野念仏寺／木嶋坐天照御魂神社 (蚕ノ社、木嶋 

神社) ／蛇塚古墳／かぐや姫竹御殿／御土居／ライフ・イン京都／伝道院／六

道珍皇寺／安井金比羅宮／みなとや幽霊子育飴本舗／大谷墓地　ほか

調査協力：菊地暁（京都大学人文科学研究所）

2020年10月22日　オンライン会議

　「八角巡礼」のオンライン展開の方法について、デザイナーの見増勇介氏（ym design）

を交えて打ち合わせを行った。

眠れる公共空間［スケッチ：大崎晴地（以下同じ）］

八角堂の内部にたくさんの電灯が吊るされている。オン
ライン上のアクセス数などに応じて点灯。

過去作 “air blanket” の展開バージョン

蛇塚古墳［撮影：松山沙樹］

御土居［撮影：本橋仁］

ライフ・イン京都［撮影：大崎晴地］

安井金毘羅宮［撮影：大崎晴地］
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オフラインプログラム「ねじれの巡礼」

　オンラインでの「八角巡礼」の公開から５日後、京都国立近代美術館に「ねじれの巡礼」

という体験型作品を設置し、2021年1月24日までの33日間公開した。

　八角形に組んだ単管の上をエマージェンシーシート（銀色と金色のシートを繋ぎ合わせ

てある）が覆っている。サーキュレーターで下から風を送ると、シートがふわふわと不定

形な雲のように漂う。また天井からは９個の石が水糸とバネを用いて吊り下げされてお

り、シートの動きに合わせてゆらゆらと上下する仕組みになっている。

　来場者はまず靴を脱ぎ、約60センチの低さの単管をくぐって中へと入ることから体験

を始める。ウレタン状の床材の上を四つ這いで進みつつ、垂れ下がったシートに触れな

がら自らの進む先をひらいていく。かがんだ状態での移動に最初は身体が思うように動

かない不自由さを感じるが、徐々にその体勢に慣れ、やわらかい床やシートで覆われたか

まくらのような空間が心地よくも感じられてくる。また、ところどころで天井から吊る

された石にシート越しに触れる（あるいはぶつかる）。建造物とも、不定形の空間ともい

えそうな八角形の中で人々が石を起点にしながら動き回る行為は、巡礼地探訪のメタ

ファーと言えるだろう。

　作品を外から見ると起伏の緩やかな山脈のように見え、シートの向こう（内側）の景色

をはっきりと認識することはできない。しかし中に入ると、透けたシート越しに外の景色

を知覚することができる。これは、フィールドワークで訪れた蛇塚古墳で、古墳の外側と

内側とで見える世界が全く変わったという作家自身の経験がもとになっていると思われる。

2020年11月3日　オンライン会議

　ロビーでの体験について、過去作《air blanket》の構造をベースにしながら、「八か所を

選ぶ」という「８」という数字にちなんで、可変性のある八角の形をしたインスタレーショ

ンとして出現させる方向で最終調整を進めることとした。

　

2020年11月26日　オンライン会議：施工打ち合わせ

　ロビーでの設営の方法や手順、安全面への配慮について確認した。

2020年12月7日～ 8日　設営作業

　京都国立近代美術館１階ロビーにて設営作業を行った。8日は公開制作とし、足を運ば

れた視覚障害のある方に作品の一部を手でふれて体験していただいた。

■作品概要

オンラインプログラム「八角巡礼－夢の領土」

　全八章からなる、作家による書き下ろしの物語。キーワードとなる「八」という数字は、

聖徳太子がそこに籠ってよく夢を見たという法隆寺夢殿の八角円堂や、八が日本神話で

は聖数とされていることなどから設定されている。作家が京都に実在する八つの場所を

「巡礼スポット」として設定し、その場所にまつわる逸話や歴史を提示しながら生と死が

円環することや、時代や場所を超え繋がりあうことなどへの想像を促す。想像の中で巡

礼地を巡ったり、あるいは夢を見たりする行為を通してそれぞれが「夢の領土」を浮かび

上がらせるという経験を共有し、人びとの間に感覚を超えた繋がりを生み出すことを期

待した作品である。

　なおテキストを絵巻物形式での動画として展開させたほか、読み上げに対応したテキ

スト版も作成・掲載した。

一、 幻の八角堂（巡礼地：八角九重塔）

二、 渾沌（巡礼地：蚕の社）

三、 物の怪（巡礼地：御土居）

四、 黄泉がえり（巡礼地：小野篁・紫式部の墓）

五、 死に続ける（巡礼地：ライフ・イン京都）

六、 円環としての現在（巡礼地：縁切り縁結び碑、ねじりまんぽ）

七、 八角形のパラドクス

八、 巡礼エクササイズ（巡礼地：蛇塚古墳）

組版設計：見増勇介（ym design）

映像制作：片山達貴

音楽：灰街令

動画再生数：479 回

（2021 年 3月 23日現在）

「八角巡礼―夢の領土」より

展示プラン
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Essay

　私の作品は触覚的、密閉的で、三密的な要素があり、当初は作品が状況に逆行するのではないか、

現地のオフライン展示は厳しいのではと心配だったのですが、研究員との最初の打ち合わせで、コ

ロナ禍のなかで誰もが障害者である人々にとってのリハビリとなるような作品をという話があり、

私が問題としているリハビリテーションを文字通り展開する機会であると認識しました。とはいえ、

距離をとることと密である作品の矛盾した関係性において、作品は次第にハイブリッドなプログラ

ムになっていったのですが、ここで少し振り返ってみます。

　コロナ禍で皆が自粛生活を送り始めた頃、いつもとは違う夢を見たという声がSNSで聞こえまし

た。毎日、外に出ずに家の中だけで過ごすようになったことが、確実に潜在的な夢にも影響していた。

私は想像や夢の働きと現実との関係への関心から、コロナ禍で人々が想像上の巡礼を行うオンライ

ン上のテキストを起点にしました。自粛期間中、小野篁や物の怪などの冥界めぐりを中心に、夢と

現実が歴史においては一筋縄ではなく、次第に日本の様々な歴史＝物語を掘り下げていくことにな

りました。

　私は中学の頃に行った法隆寺の夢殿を思い浮かべ、八角円堂の「八角形」の形とそこに込められた

夢という問題、夢と抽象（建築）の対立を描く「八角物語」が構想されて行きました。八角形は人々

の夢が円満になる手前の角（意識）を持ち、アンビバレントな形として捉えることができ、象徴的な

歴史的建造物の孕む意味などをめぐって考えるための仮説です。偶然、京都近美に寄託されていた

笠原恵実子氏の八角形の箱の作品*が決め手となりました。テキストをラフに書き上げた上で、民

俗学者の菊地暁氏のご協力のもと、京都の八箇所の巡礼スポットを織り交ぜたリアルな「八角巡礼」

というシナリオへ発展しました。コロナ禍における人々の距離を置くことによる想像力は、そのま

ま信仰の問題にも重ねて考えていました。選んだ巡礼場所は、宗教施設だけでなくライフ・イン京都、

蛇塚古墳、ねじりまんぽなど、日常の中にある「ねじれ」を感じさせる場所も巡礼地としています。

こうして「八角巡礼―夢の領土」という映像作品が皆の協力のもと誕生したのですが、創作の背景に

は、緊急事態宣言による自粛期間からその解除後の移行と並行していたと思います。

　展示会場となる京都近美のロビーには、柔らかな銀色のシートが緩やかに膨らむ体験的な作品を

設置しました。ここがテキストと八箇所の巡礼地の間を取り持つ
へそ
臍の緒のような場所です。銀のシー

トは宇宙工学でも使われる軽量の素材で、山などで緊急の時に使うエマージェンシー・シートを巨

大な面に縫い繋いだものです。シートは5×10メートルに組まれた単管を覆い、下から送風機で膨

らませ、天井から八個（実際は九個）の石を吊り下げることで、シートの膨らみに石が陥没し、異質

な物理的境界を見せています。石は巡礼地の八点と同じ配置で吊るし、外からは内部は見えないの

大崎晴地

「ねじれの巡礼」を終えて

Essay

　また内と外の境界線となっているシート

は、風や人々が触れることで常にその形を

変化させ、境界線が一定ではなく常に変わ

りゆくものであることも暗示している。「時

に自分も障害を持ち、インサイドもアウト

サイドもない経験から捉える想像力が重

要」と大崎氏自身が述べているように、障

害者と健常者、障害のある・なしといった

二項対立では済まされない「障害」「バリア」

の複雑さを示し、私たちに考えるきっかけを与えてくれる作品である。

　「CONNECT⇄　」開催中の当館の有料入館者数は942人。「ねじれの巡礼」の設置場所で

ある美術館１階は無料ゾーンであり、展覧会を見に来た人やふらりと足を運んだ人など

様々な方に体験いただくことができた。【松山沙樹】

　

  参加者の感想　（CONNECT⇄　参加者アンケート回答より抜粋） 

・「障害者支援」みたいなステレオタイプで自分が考えていた枠を少しだけはずせて、良

かった。義務とかではなくて、考えていく価値のあることなのではないかと思った。

（40代） 

・障害は障害者だけが感じているものではないということが、もうあと一歩、一般の方に

も伝わるような仕掛けも欲しいなと思いました（障害の当事者以外の知人・友人に紹介

したところ、当事者である他の知人に比べ、自分にはあまり関係ないけど行って大丈夫

かな？という反応でした）。〔中略〕よい意味でワンイシューではない、広がりのある展

示で、鑑賞者によって持ち帰るものが大きく違うだろうと思いましたし、その違いにこ

そ意味があるなと感じます。（20代）

［撮影：守屋友樹、以下同じ］
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ですが、シートの下に潜って入ると裏は金色に輝くシートになっていて、外が透けて見える不思議

な効果があります。金色は人が死ぬ時に見る色だと聞いたことがあり、金閣寺を彷彿とさせますが、

あの世とこの世の境界や、夢と現実が反転することを意識しました。シートは半透明であるにもか

かわらず、遮光性により暗がりを作る素材で、特に夕方、シートの格子状の折り目の線から、オレン

ジ色の光がシャープに入りグリッド化している部分も見所です。内部で人が動くことでシートは形

を変え、内側から石に触れたり移動させることもできます。この偶然の空間の輪郭は、夢のように

形を変える、夢の領土（テリトリー）ということです。

　ガウディのサグラダ・ファミリアの構造が砂の重石の重力から設計されたように、石の重さがそ

のままシートの境界を縁取り、石の配置もシートの膨らみとの間で可動域を持ちます。つまりこの

インスタレーションは、完成された硬い建築以前の、設計プロセス自体を体験できるかのような間

取りなのです。柱が地面から構造を支えるのに対して、この石は重さによって落下し続けることで

空中でシートを支え、通常の建築が引力の自然法則をベースにしているのだとすれば、この作品は

空中をベースにしています。シートが床からではなくある高さ（茶室のにじり口と同じ高さ）で固

定され、空中を始点にしている。この不安定な面のストラクチャーを自律させることで、半ば自然

法則を超えた界面の知覚を追求しています。シートを床置きにせず、単管フレームに固定したのは、

絵画でいえば額縁のようなもので、その内側の重力はもちろん無重力ではないものの、視覚的に重

力からフラットになる効果がある。シートの内部から見える石は床すれすれで宙に浮いているよう

に見えないでしょうか。重さは目に見えませんが、落下と風圧とが拮抗する力によって、重力から

自由な（マグリット的な？）視覚を実現できたらと考えました。

　このような空間が生活空間として機能し、肢体不自由な人にとっての自然の空間になればと願っ

ています。光の感覚や触覚を刺激するスヌーズレンという治療空間がありますが、この作品ではカ

ラフルな生地でウレタンを覆う柔らかい床面で、這って中で横になりながら感覚を作る場になって

いて、「感覚のおもちゃ箱」のようなものだと感じました（なぜか金銀のエンゼルマークを集めて当

たる缶詰を連想しました）。子供の頃のサンタクロースの長靴にも近い、中を開けてみるまでわか

らない、想像を掻き立てる容器のようなもの。想像と実体が分かれていないテクスチャーを持つ箱

……建築？ 

　ねじれの巡礼とは、人々の夢と実在する空間との間、現実と異界の間、正常と異常の間、様々な対立

がアンビバレントに、またはメビウスの輪のように繋がる旅の過程であり続けるということです。

＊笠原恵実子《This sentence is not composed of eight words》（1991）

障害のある子どものためのワークショップ
廃材がアートに変身！？ふれて、みて、かんじて　ピピロッティ・リストの世界
＊「ピピロッティ・リスト－あなたの眼はわたしの島－」関連プログラムとして開催

日　時｜2021年3月28日（日）

①10：30～ 12：00　②14：30～ 16：00

会　場｜京都国立近代美術館

対　象｜障害のある12～ 15歳までのお子さんと保護者

定　員｜① ②各5組（10名）まで（１組2～ 3名）

（本報告書の制作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

　京都国立近代美術館での企画展「ピピロッティ・リス

ト－あなたの眼はわたしの島－」（会期：2021年4月6日～6月13日）にちなんで、障害の

あるお子さんとその保護者の方を対象としたワークショップを開催する。ピピロッティ・

リストは、わたしたちの身近にある廃材を用いた作品や、ベッドやクッションに横たわっ

て鑑賞する映像作品など、さまざまな感覚を使いながら楽しむことができる作品を多く

制作している。そうしたユニークな世界観にふれることで、障害のあるお子さんと保護

者の余暇活動を充実し、美術館を身近に感じてもらうことを目指すプログラム。なお、参

加者募集、プログラム内容検討にあたり、京都市教育委員会総合育成支援課の協力を得た。

■プログラムの流れ（予定、ウェブサイトより抜粋）

①レクチャー：一日の活動の流れを確認します。その後、ピピロッティ・リストさんにつ

いて、美術館スタッフがスライドを使いながらお話しします。

②鑑賞その1：美術館の外で《ヒップライト（またはおしりの悟り）》という作品を鑑賞し

ます。実際に作品に使われている素材を、手で触れてみます。

③鑑賞その２：《イノセント・コレクション》という作品を鑑賞します。美術館スタッフが

作品の紹介をします。使われている素材にも注目しながら、じっくり鑑賞してみましょう。

④制作活動「ぼくも、わたしも、ピピロッティ！」：プラスチックの廃材とスマートフォンを

使って、素敵な写真を撮ってみよう！　各自、プラスチック越しの景色を自由に撮影します。

⑤共有：撮ってきた写真をみんなで見てみよう！　スクリーンに映しながら、見つけた風

景を共有します。
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日本画をテーマとしたアーティストとの協働

■協働したアーティスト

景聴園

〈プロフィール〉

景聴園（けいちょうえん）｜京都市立芸術大学で学んだ日本画グループ。五者五様の日本画との関わりを継いで

いくことで「日本画とは何か」という問いへのアプローチを試みている。（メンバー：上坂秀明、合田徹郎、服部

しほり、松平莉奈、三橋卓、乃村拓郎、古田理子）

■活動の履歴

打ち合わせ　2020年7月5日（日）

　景聴園×美術館

　制作の方針を検討するにあたって、見えない・見えにくい人が「日本画」に抱いているイ

メージとはどのようなものか、また「さわるコレクション」を通して日本画のどういった

特質を伝えるべきかを考えることとした。

ワークショップ＋鑑賞　2020年8月9日（日）

　景聴園×ミュージアム・アクセス・ビュー×美術館　

　前述のミュージアム・アクセス・ビューを交えてワーク

ショップと鑑賞会をおこなった。ビューから４名（見える

人２名、見えない人２名（うち１名はオンライン参加））、

景聴園から５名が集まり、日本画の画材に触れるワーク

ショップと言葉による作品鑑賞活動を行った。

　前半は、日本画の画材（絵具、
にかわ
膠、筆、紙、絹など）に実際

に触れ、膠を使って絵具を溶いて筆や指で線を描くことに

挑戦した。岩を砕いて顔料が作られていることや、粒子の

細かさによって色が変わってくること、また描いた後の表

面のさわり心地の違いなども触覚を使って味わった。

　後半は、開催中の「
みやこ
京 のくらし―二十四節気を愉しむ」

展に展示されていた作品４点を選び、全員で、言葉による鑑賞活動を行った。

4-2触図「さわるコレクション」4.

概要

　本事業では立ち上げの初年度（2017年）から継続して、京都国立近代美術館の所蔵作品

を、さわる図と文章で紹介する「さわるコレクション」の制作を行っている。所蔵作品か

ら毎年３作品を選び、各1,000部ずつ制作し、2017年度から2019年度にかけて9作品を取

り上げた。これを全国の盲学校やライトハウス、点字図書館などへ郵送で配布してきた。

　この活動は、いまだ図工・美術の点字・弱視の生徒用教科書がないことに対する問題意

識に端を発している。3年の活動を続け、盲学校の教育現場における鑑賞教育のための教

材として、あるいは美術館が近くにない視覚障害者が気軽に美術に触れることができる

ツールとして活用され始めている。

　とりわけ2019年度からは、視覚障害のある当事者の声をより反映させたツールとする

ことを目指し、京都地域を中心に見える人と見えない人が言葉による作品鑑賞を行う市

民団体「ミュージアム・アクセス・ビュー」に呼びかけ、制作の初期段階から協働すること

ができた。具体的には、展示室で実際に作品を鑑賞した上で触図にする作品を選び、検討

会議を開いて文章や図を検討し、試作品をさわって検証し、改善を加えるというプロセス

で一緒に進めた。

　この事業で大事にしていることは、制作のプロセスを常に批判しつつ、メソッドを固定

化しないことである。進め方から、さわる図に用いる印刷技術などまで、コレクションと

してのフォーマットに冗長性をもたせ、むしろ実験的な態度で臨んでいる。そこで、4年

目を迎えた2020年度は、それまでの進め方を再検証し、３つの事柄に取り組んだ。

a．アーティストとの協働（4-2に詳述）

b．研究者との協働（4-3 に詳述）

c．印刷技術の開発（4-4に詳述）

　以下、この３つの取り組みの今年度の進捗について報告をおこなう。なお、本年は新型

コロナウイルスの感染拡大のために検討会議の開催が難しい状況となった。先のミュー

ジアム・アクセス・ビューとも本来であれば今年度も引き続き連携を図る予定であったが、

同じ事情により会議の場を持つことができなかった。そのため、後述のように今年度は

最低限の人数で作品選定やサンプルの作成を行うまでにとどめ、引き続き来年度も取り

組んでいく予定である。

4-1
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さわるシートに活用するエンボス加工の技術開発

■協働した企業・アーティスト

有限会社コスモテック

中谷ミチコ

〈プロフィール〉
有限会社コスモテック（ゆうげんがいしゃこすもてっく）｜箔押し加工の技術力の高さでよく知られる印刷会社
で、多くのデザイナーと協働。「さわるコレクション」でも初年度から協働している。「感覚をひらく」の活動の
意義にも理解があり、今回の企画に協力を依頼した。

中谷ミチコ（なかたに・みちこ）｜多摩美術大学専任講師。立体的な塑像で原型をつくり、それを型取った雌型側
を作品とする。雌型には透明樹脂が流し込まれており、その透明樹脂による平滑な面からネガポジの反転した
表面をみる。平面と立体とを行き来する作品である。さわるコレクションでは常に平面作品を立体的なイメー
ジに変換する必要があり、中谷氏の作風はさわる図の制作においても親和性が高いと考え、協働を依頼した。

■活動の履歴

打ち合わせ（第1回・キックオフミーティング）2020年5月30日（土）

　有限会社コスモテックにて開催、コスモテック×中谷ミチコ×京都国立近代美術館

　第1回目のミーティングでは、コスモテックのもつエンボス加工技術を見学した。現状

の技術を、発注者側である美術館や協働するアーティストも見学することで、技術のもつ

表現の可能性について議論を交わした。

※本来は、この第1回目のミーティングの後に、中谷ミチコ氏のアトリエ（三重県）の見学

を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、残念ながら見合わせる

こととなった。

打ち合わせ（第2回・作品選定会議）2020年11月28日（土）

　京都国立近代美術館にて開催、コスモテック×中谷ミチコ×京都国立近代美術館

　さわるコレクションの対象とする作品の選定を、京都国立近代美術館にておこなった。

実際に作品をみてまわり、3つの候補作品を決めた。
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グラフィック作品をテーマにした研究者との協働

■協働した研究者

水野大二郎

〈プロフィール〉
水野大二郎（みずの・だいじろう）｜京都工芸繊維大学特任教授。芸術博士（ファッションデザイン）。デザイン・
リサーチの研究を通して、デザインの新たな手法、理論の構築を目指している。

■活動の履歴

打ち合わせ（第１回・キックオフミーティング）2020年6月26日（金）

　オンラインにて開催、水野大二郎×京都国立近代美術館

　主として本企画の趣旨を説明し、今後の計画を練る。水野氏の研究領域と絡めた作品

選定ができないか検討した。

打ち合わせ（第２回・方針検討会議）2020年7月22日（水）

　美術館にて開催、水野大二郎×京都国立近代美術館

　対象とする作品についての検討。これまでのさわるコレクションでは扱ってこなかっ

た「グラフィック」作品をテーマとすることに決める。点字には、フォントサイズを大き

くすることによる強調表現などといった、文字のグラフィック的扱いが存在しない。そ

こで、文字の大きさ、レイアウトといったものによる表現があるということを伝えるもの

にしたいと考えた。

　なお、2020年度は2回の打ち合わせをもって、会議を継続させることができなかった。

2021年度以後に引き続き活動をおこなう予定。

4-3 4-4



32 33

「さわるコレクション」利用者アンケート調査から

　2017年度から制作に取り組んできた触図「さわるコレクション」。これまでの3年間で、

3作品ずつ計9作品、各1,000部発行してきた。毎年、送付する全国の盲学校やライトハウ

ス・点字図書館などには、利用した感想・意見を募るアンケート用紙を同封しており、こ

れまでにのべ24の学校・団体等の方から回答をいただいた。

　寄せられた意見・感想を紹介し、全体を通しての利用者のニーズや傾向を考察する。

　なお、Q2以降の回答については、内容別に❖印を付けて分類した。

●アンケート用紙の配布数・回答数

 2017年度　配布157件、回答5件

 2018年度　配布160件、回答8件

 2019年度　配布155件、回答11件

●回答

Ｑ１．「さわるコレクション」を、どのような方を対象に、どのような場面で利用されましたか 。

・視覚障がい者、点訳ボランティア希望者に見てもらいました。（ボランティアグループ）代表が視覚障
がい者なので、彼の意見をお送りします。
・視覚障害者を対象にした相談や情報提供などをする事業の場や、点字体験コーナー、点訳奉仕員養成
講座、中途失明者の点字指導など、色々な機会に実際に触ったり、体験していただいています。
・全盲・弱視・晴眼者の方25～ 26名で構成されています会の会議で全盲・弱視の方8名に聞きました。
・全盲中学生2名に美術の授業で鑑賞しました。
・全盲、弱視生に対して、美術の授業の中で説明したり、触察したりしました。
・本校の視覚障害を有する生徒に触ってもらい作品紹介を行った（美術の授業で）。
・アンケート記入のために触察した。

4-5

●質問の内容

Ｑ１．「さわるコレクション」を、どのような方を対象に、どのような場面で利用さ

れましたか。（利用された方の視覚障害の有無／授業、研修会で使用した、など）

Ｑ２．触図（解説含む）の良かった点は、どういうところでしたか。

Ｑ３．わかりにくかった点や改善してほしい点は、どういうところでしたか。

Ｑ４．これまでに体験して良かったと思う触図がありましたらお聞かせください。

Ｑ５．触図があったらいいなと思う作品はありますか。（具体的な作品名、立体や

日本画などの作品のジャンルでも構いません）

Ｑ６．そのほか、ご意見・ご感想などがございましたらお聞かせください。

個別作業・エンボス加工テスト（有限会社コスモテック）2020年12月

　選定した作品のうち1点（吉原治良《作品》1936年）について、京都国立近代美術館（本橋）

がデータを制作し、コスモテックにエンボス加工のテストを依頼した。この試作品をもと

に、内容の再検討を行うことにした。

個別作業・テストピース制作（中谷ミチコ氏）2021年1月

　選択した作品のうち平面作品である1点（竹内栖鳳《春雪》1942年）について、中谷氏が

立体の原型を作成した。これをコスモテックに送付、それをもとにコスモテックは、その

立体表現をそのまま印刷にできるかどうかの検証を進めた。

　2020年度は、以上の活動をもって終えた。実際、作品の選定と試作品制作の段階まで

は進めたが、見えない・見えにくい当事者へのヒアリングをおこなえていない。2021年

度は継続して、2020年度に制作した試作をベースにさらに完成に向けて検討を進めてい

きたい。【本橋仁】
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・子どもの頃から視覚に障害のある方で、点字資料を読まれている時にさわっていただきました。
・学校職員に回覧しました。
・当館利用者とその他の来館者に閲覧していただくため点字図書館閲覧室に展示しています。
・視覚障害のある教員を含めた校内の教員に回覧して、それぞれが個別で体験しました。
・閲覧コーナーに配架。
・施設見学や点字体験学習、触読勉強会などで利用しました。
・視覚障害者の方へは「図書館だより」等で貸出を周知した。
・来館された見学者等に紹介した。
・名古屋ボストン美術館より寄贈された触図を随時展示している。貴館の触図をお送りいただいた後、
活用したい。
・本校の児童生徒やその他の見学者に視覚障がいの理解の一環として紹介している。
・視覚障害者、一般の方ともに利用できるホールに展示。来館された方々に自由にさわっていただいて
いる。
・盲学校に赴任してきたばかりなので、まだ利用したことがありません。でも全盲の生徒に使ってみた
いなと思っています。
・本校に在籍する全盲生（小５、中１）に対して、美術の授業で使用しました。どのくらい理解できるの
かを試しました。
・当館（編註：点字図書館）主催のイベントで利用予定。
・職員（視覚障害有）。
・中３の全盲生徒（女子）、授業で使用。
・生まれながらの全盲・高校３年生男子。美術の授業時に鑑賞教育として。
・全盲、職場の同僚。

Ｑ２．触図（解説含む）の良かった点は、どういうところでしたか。

❖触図について
・点図やレリーフのような厚紙を使った半立体の表現の仕方等、絵画等の二次元的な物の表し方にも幾
種類も在るという点がよかったです。
・全体を掌・両手で把握できる大きさで、よい。
・素材を変えてあるので、何かを考えることができる。
・シンプルで分かりやすい。
・技法の変化を感じることができた。解説と合わせて触ると分かりやすい。
・平面に近いのは、わかりやすい。「距離」の手はわかった。
・触図しやすいサイズでわかりやすい。色々な手ざわりの図があり、形もくっきり判別できるので楽し
いです。
・手触りを楽しむ。（No.4「曲水図」特に楽しめる）
・平面図が立体化することで、視覚と触覚の違いがあらためてよく理解できた。また、視覚障害の方に
も名作の存在を知ってもらうことができた。
・作品を忠実かつ分かりやすく変換されていたので、となりで口頭説明を加えることで、感じとれた部
分があったようです。
・印刷方法により手触りが異なることが楽しめる。
・リアルに表現されていてわかりやすかった。

❖解説文について
・歴史や作者の制作の意図などが詳しくかいてあった。
・解説がわかりやすかったです。

・説明があることは大変ありがたいです。単独での読み取りは難しい面もあるので、見える人とコミュ
ニケーションを取りながら鑑賞できるとより楽しめると思います。
・解説はわかりやすかったです。

❖「さわるコレクション」の構造について
・作品の触図と解説がポケットに一緒に入っているところがわかりやすい。
・ファイルではなく取り出して使うことができた点もよかったです。

❖全体的に
・頭の中で一応想像はできました。
・美術作品を知るきっかけとなった。

　触図の大きさについて、A４サイズが、両手でさわりやすいという意見が多数あっ

た。また、印刷方法のバリエーションがあることで、「作品を知る」ということに加

えて、「さわり心地の違いを楽しむ」という体験もできていることがわかる。

　文章については、触図の理解を助けるものとして有効であること、また見える人

と一緒に使うことができる点を評価するコメントがあった。

　

Ｑ３．わかりにくかった点や改善してほしい点は、どういうところでしたか。

❖触図について
・つぼ、器に関しては、実際の品物をさわったほうがわかりやすく感じる。複雑な絵（背景が混じる）も
どこをみせたいかで線の太さがかわる。例：モナリザの背景を省略して人の形のみあらわしたり、凹
凸の差をかえたり。
・触図にも簡単な解説（この触図（部分）が何の図か）を入れてほしいです。縁取り（点と線）だけでなく
縁取った内側も立体的に浮かび上がるものが良いです。弱視の方のためにも色づけしてあるとわかり
やすいです。
・それぞれの説明にも向きをしるしてあるとわかりやすい。立体であることの説明をわかりやすく書い
てほしい。
・ふくらみ等の感覚はわかりにくい。絵の中にも、ものの名称など点字があったらいい。
・凸部にスミ色が入っていると晴眼者がわかりやすい。
・触図そのものはかなりわかり難い様子。解説だけで充分と言っていました。すき間が空いているとわ
かりやすい、絵の上に点字がある方がわかりやすい、河井寛次郎（No.3）の点図と解説が一緒になって
いるものがわかりやすい、と言っていました。

❖解説文について
・点字が読めないのでガイドさんに読んでもらったがわかりづらかった。立体感がもっとほしい。

❖「さわるコレクション」の構造について
・点字版が入っている袋が小さく、袋に戻すとき、最後まできっちり入れようとすると下辺の折り返し
にひっかかり、とても入れにくいです。晴眼者でも入れにくいですから、視覚障害者には尚更かと。（編
註：2018年度版で改善）
・すぐにリングがはずれてしまうところ。

❖作品選定について／その他
・触図はおもしろいのですが、取りあげられている作品をあまり知らない…。超有名な作品など、聞き
おぼえのある作家や作品を触図で見てみたいなと思いました。
・児童生徒の実態によるものもあるので、特に改善してほしいと感じることはありませんでした。
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　触図の中に説明的な要素を入れてほしいという意見が複数あった。「さわるコレ

クション」の触図は、単に構図や仕組みを説明するものではなく、作品のもつ雰囲気

そのものも伝えられる図を目指して制作している。しかし指摘があったように、作

品の特徴や触図の複雑さなどに応じて、見えないユーザーの意見も取り入れながら

都度検討をしていくべきだと言えるだろう。

　

Ｑ４．これまでに体験して良かったと思う触図がありましたらお聞かせください。

・触ってみる図としては、地図は参考になります。しかも、A4やB5のような一般的な大きさより広めの
面上に描かれているものは鑑別もしやすく助かります。
・京都国立博物館で「三角縁神獣鏡」のレプリカをさわらせてもらって感動した。
・和歌山の博物館で工業高校の方が3Dプリンターで作った仏頭、仏像をさわった。形がよくわかってよ
かった。
・地図は分かりやすかった。
・布見本、文様。
・富嶽三十六景。
・山梨県立博物館の葛飾北斎「甲州石班澤」。一枚の浮世絵を何枚にも解体することでわかりやすくおも
しろいと思った。
・棟方志功。
・葛飾北斎「神奈川沖浪裏」。体験させていませんが、おもしろい触図だと思いました。
・特にありません（体験をあまりしていない）。
・シンプルイズベストがいい。

Ｑ５．触図があったらいいなと思う作品はありますか。

❖有名な作品や聞いたことのある作品
・鳥獣人物戯画、仏像、神社・仏閣、阿修羅像、スカイツリー（東京タワーとの比較が知りたい）、鉄人28号、
ゴッホのひまわりの絵の触図（有名な絵画）。
・モナリザやムンクのさけびなど、テレビでよく話題にあがるものを触って理解できるといいかと思い
ます。
・洋画や日本画等、視覚障害を有する生徒が知っておいたら良いと思われる代表的な絵画を触図化して
ほしいです（モナリザやゴッホのひまわり、ムンクのさけび等）。
・日本の浮世絵図、東海道五十三次など。
・伝統的な日本画。
・樹下美人図、ムンクの叫びなど有名な作品。
・ピカソのゲルニカとか 写楽とか ミロのヴィーナスとか モナリザとか、聞いたことのあるもの。
・有名、または時代の象徴的な作品だと、関心が高く導入しやすいです。棟方志功はうれしかったです。
・ムンクの叫びのゆがんだ線が触れたらいいんじゃないか。
・ヨシタケシンスケさんの絵本、藤城清治さんの切り絵。

❖立体的なもの
・美術的に見るならば立体形の物は説得力があります。実際に触れられないのであれば、実物に近い大
きさでの模型が望まれます。
・立体的に、またはジオラマで作った物をさわりたい。

・地図、地球儀、3D。
・棟方志功などの木版画は版木（レプリカ）を触った方が楽しめると思う。彫刻作品のレプリカを触るの
もよいと思う。
・絵よりは立体的な作品の方がいいです。
・立体的なものが良い。彫刻。

❖形を捉えやすい作品
・キュビズムの作品なら、形をとらえやすいと思います（作品によりますが、直線的で視覚的にもおもし
ろいので）。

❖触図のバリエーションについて
・できれば単純な構成の作品から複雑なものへと、触り方を学習していけるように、数があるといいと
思います。
・様々なジャンルで作っていただけたらと思います。

　最も多かった意見は、有名な作品や耳にしたことのある作家の作品の触図を希望

するものであった。これは見えない・見えにくい人たちの、一般知識として「美術」

を知りたいというニーズを表していると考えられる。

　３Dプリントやレプリカ等の立体物をさわりたいという声も目立った。立体的な

ものに触れることで作品の特徴をよりつかみやすくなるという傾向があると思われ

るが、本プロジェクトは広く美術鑑賞の体験を共有することを目的とし、大部数を

郵送で届けることを制作の要件としている。今後はこうしたプロジェクトの企図を

理解してもらう取り組みも必要と感じる。

Ｑ６．そのほか、ご意見・ご感想などがございましたらお聞かせください。

❖触図への着色について
・触図に淡い感じでも良いので着色できないものでしょうか。
・色味も多少ついていると弱視の生徒にも提示しやすいかと思います。
・すごく良かった。障害の有無に関係なく皆で楽しむことができた。
・難しい。
・触ってみて、わかりやすかったです。

❖解説について
・文を読みながら絵を触るのが忙しいので、音声で作品を説明するCDがつくとよいかもしれません（絵
のイメージのBGMや音声で）。すばらしい活動だと思います。
・作家や技法よりも作品の説明を聞きながら作品を触れるのがわかりやすい。
・点字が薄く触読しづらかったです。紙が薄いのでつぶれやすいかもしれません。

❖触察方法や理解度の個人差
・体験者３人（男性１人・女性２人）は〔中略〕中途失明の方で、点字との関わりの年数もそれぞれで、点
字を読まれるレベルも異なりますが、やはり皆さん難しいようでした。「最初から全盲の方の方が分か
るかも？」なんてことも仰っていましたが、やはり難しいのではないかと思います。
・たぶん、経験が少ないので、イメージができないようです。生まれながら全盲の子にとっては、晴眼者
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が目をつむって触って理解できるのとは全く感覚が違って、そのものの形のイメージがもともとないの

で、かなり難しいようです。

❖感想、ご意見
・私自身、触察での教育を学んでいるところです。貴重な資料・教材の提供、ありがとうございます。
・視覚障害者は絵にふれる機会が極めて少ないので、こうした取り組みをより一層広げてほしい。
・見えない、見えにくい方とも触図にふれながら作品を共有し、いっしょに楽しめるよい企画だと思い
ました。
・美術・絵画に興味のある視覚障がいの方にあったことがないのですが、国立近代美術館のこの試みを
もっと広く知ってもらうことによって興味のある方が他府県からも訪れて下さると私たちも嬉しいで
す。
・絵画の場合は難しいとは思いますが「つぼ」のようなものは立体で表現してほしいです。平面でも凹凸
をもう少しつけてほしいです。
・次回を楽しみにしています。私たちにとって「さわる」は一番なのです。
・「リトグラフ」というものを初めて知りました。前に見たことがあれば、作品の雰囲気をイメージでき
るんだろうなと思いました。

●個別の触図の感想（Q2, 3 の回答から抽出）

1. 浅井忠 《編み物》
（図の印刷：バーコ印刷）

・説明文を読んでイメージしてさわっても全体像が全く分

かりにくいとのことでした。

・毛糸の部分の素材をふわっとしたものにしてほしい。

・図中に「カーテン」などの説明があるとよい。カーテンと

スカートなど、同じ模様がありすぎる。点の間かくや形

を変えるなど。

　

2. 福田平八郎 《竹》
（図の印刷：熱入り型押し）

・《編み物》との印刷の違いが分かるだけで、絵として認識

できないとのこと。

・竹の節と生き生きした感じが伝わったとのことでした。

・エンボス加工が、しっかりしているので思いきりさわれる。

・ふしの部分をもう少し太くして強調してほしい。

3. 河井寛次郎 《打薬扁壺》
（図の印刷：エンボス印刷による点図）

・点図になっているので、指には点字を感じるが、全体の形

を認識できにくいとのことでした。

・授業の中で触っている点図と感触が一緒でみやすい。

・紙を破れにくい物にしてほしい。

・二回送っていただいた中では、河井寛次郎の作品が最も反

応が良く、「これこれ、こういうのがわかりやすい！」と

言っていました。

　4. 川端龍子 《曲水図》
（図の印刷：UV印刷とカット紙の貼り付け）

・岩を別の用紙で表してくれているのが分か

りやすいと思いました。

・（仕方がないかと思うが）鯉の動きが分かり

にくい。

・魚の表現も凸線ではなく、岩のように面で出

ている方が分かりやすいのではないかなと

思いました（重なり等も）。

　5. 八木一夫 《距離》
（図の印刷：エンボス印刷による点図）

・視覚障害者のみならず、見た人でもこの点図では理解でき

ないと思います。3Dがいいと思います。

・右手の表現、指と指の間にも線があると分化している指で

あることが分かりやすいのではないかと思います。

　

6. 上野リチ 《壁紙「そらまめ」》
（図の印刷：２段階の熱入り型押し）

・複雑な模様を触っただけでは見たようなイメージはもて

ません。
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7. 棟方志功 《二菩薩釈迦十大弟子》より〈文殊菩薩〉・〈優婆離〉
（図の印刷：２段階の熱入り型押し）

・線がとらえづらかった。

・「優婆離」の着物のところは線だけで、わか

りにくかったです。「文殊菩薩」のように模

様があるとメリハリがあってわかりやすい

と思います（光の環はイメージがむずかし

かったです。これ自体知りませんでした）。

　

8. 井田照一 《Weekday》
（図の印刷：厚紙を重ねる）

・（良かった点）異なった観点でつくられていたこと。

・凹凸がはっきりしてわかりやすかった。

　

9. リチャード・スリー 《かたむいた角》
（図の印刷：ペーパークラフト）

・（良かった点）ペーパークラフトとしてつくることができ

ること。

●考察

　「さわるコレクション」の利用者アンケートは、具体的な活用実態の把握、そして当事者

のニーズやフィードバックを得るために実施しているものである。2017 ～19年度のア

ンケート結果からは、全体的に概ね肯定的な反応が得られていること、そして美術の世界

に気軽に触れることができるこうしたツールへのニーズの高さがうかがえた。

　なかでも「さわる図」に寄せられた意見は、今後の制作への示唆に富む有益なものであっ

た。たとえば、凹凸印刷が触察しづらい、表現している要素が多すぎて分かりづらい、図

の中にもう少し説明があっても良いのでは、といった声などである。他方で、体験者の反

応にまつわる回答からは、たとえば河井寛次郎《打薬扁壺》のように、同じ触図について

も「わかりやすい」と「わかりにくい」の両方の反応があった。別の回答ではより具体的に、

視覚経験の有無や、やや抽象的なものの触察に慣れているか否か、またどんな表現を「分

かりやすい」と感じるかには個人差があるといった当事者のさまざまな実態がわかる。

　「さわるコレクション」ではA4サイズ、図１枚、文章１枚、図は（3Dではなく）凹凸のあ

る印刷という仕様を設定し、大量部数を作成することを制作の要件としている。寄せら

れた意見はいずれも非常に重要であるが、本プロジェクトで設定している仕様の中で全

ての視覚障害者に分かりやすい表現を追求することには、残念ながらある程度の限界が

あると言わざるを得ない。

　「さわるコレクション」は、毎年新しい作品の触図を制作し続けており、2019年時点で

は９作品できあがっている。作品に応じて図の表現方法や印刷技術を変えているためさ

わり心地がひとつひとつ異なっており、そうしたバリエーション自体を楽しまれている

方がいることも、今回のアンケート調査から明らかになった。今後のひとつの展開として、

「触図でのシンプルな表現が可能な作品」から「表現がやや複雑になる作品」へと、扱う作

品を変えて作っていくことで、たとえば盲学校で児童生徒の発達段階や理解度等に応じ

てツールを選択して使ってもらえる可能性も出てくるだろう。

　また、今後期待する触図やさわるツールへの意見からは、立体的に表現されているもの

がより好まれる傾向にあることも分かった。

　現在、国内ではいくつかの美術館・博物館が高精細な3Dプリントによるレプリカやさ

わる模型を制作し、常設的に展示をしたりワークショップ等で活用するなどしている。

これらは現状では一般的に制作コストがかかることから大量制作が難しく、それゆえ美

術館に来館して初めて体験できる（言いかえれば、来館しなければ体験できない）ものが

多い印象である。他方「さわるコレクション」は、美術館が近くにない、あるいは足を運

ぶことが難しい方にも美術の世界に気軽に触れてもらうことを目指し、エンボス印刷や

紙の貼りつけといった、触図印刷に特化した技術ではなかった一般的な印刷方法を応用

することで単価をおさえ、大量印刷を可能にする工夫をしている。これは、視覚障害者の
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ための触図印刷の選択肢を広げ、さらに技術開発を後押しするものである。今後、３Dプ

リントをはじめ立体印刷の技術開発がさらに進んでいき、平面的な触図に加えて立体的

な模型なども、美術館が近くになくても手元で気軽に楽しめるようになっていくことを

期待したい。【松山沙樹】

美術館と盲学校との連携による授業5.

石をつくろう！建築における材料の表現・石の表現

日　　時｜2021年3月15日（月）9：40～ 12：10

会　　場｜オンライン（Zoomを用いて、美術館・講師・盲学校の教室をつないで実施）

参 加 者｜京都府立盲学校　高等部生徒４名（４名とも弱視の生徒）・教員７名

■活動の趣旨

　現在、図工や美術には点字教科書がなく、全国の盲学校ではいまだ試行錯誤を繰り返し

ている状況である。なかでも鑑賞の授業については、京都府立盲学校への過去のヒアリン

グによれば、見えない・見えにくい子どもたちの実態に合わせた教材や教授法の充実が急

務であるという現状だ。こうした状況を踏まえ「感覚をひらく」事業では、平成30（2018）

年度より京都国立近代美術館と京都府立盲学校が連携し、美術館の所蔵作品を活用しなが

ら、盲学校の図工・美術教育における鑑賞活動の充実を目指した授業を実施している。

　継続的に授業を行うことで、子どもたちの鑑賞の力が段階的に育成されていくことはも

とより、盲学校と美術館がノウハウを蓄積することができる。さらに京都から全国へ実践

事例を広く発信することで、波及効果が期待できるものと考えている。

　過去２年間は美術館を会場に授業を行ってきたが、今年度は新型コロナウイルス感染予

防・感染拡大防止のため初めてのオンライン実施となった。

■実施に至るまで

　このプログラムでは毎年、対象学年や活動内容について盲学校のニーズを踏まえ、京都

国立近代美術館のどの作品／展覧会を扱うかを一から検討している。

　今年度の授業については2020年夏頃から相談を始めた。修学旅行などの年間行事がほ

とんど中止になった状況で、学校側からは校外学習の経験や思い出作りの機会が失われる

ことを懸念する声が上がっていた。そして少人数に分かれて近場の文化施設等を訪れる

ような活動であれば実施できるかもしれないということで、当初は美術館内で授業を行う

ことを想定していた。しかし2021年１月に二度目の緊急事態宣言が出され、校外学習や

外部講師を招いた活動が難しくなったことを受け、オンラインでの実施に舵を切り、盲学

校と美術館で具体的なプログラム内容を検討した。

　今年度は高等部生徒を対象に、京都国立近代美術館で開催する「分離派建築会100年展」

（2021年1月6日～3月7日）に関連し、旧京都中央電話局西陣分局舎の建物外壁レリーフの
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レプリカを用いながら、建築における材料の表現・石の表現を学ぶ「石をつくろう！」と

いう授業を行うこととした。なお、このレリーフのレプリカ製作においては、一般財団法

人デジタル文化財創出機構からの助成を得た。

　旧京都中央電話局西陣分局舎は、分離派建築会のメンバーであった岩本祿

（1893-1922）が1921（大正10）年に設計したもので、衣を羽織って踊る女性をモチーフ

とした彫刻が外壁に付けられている。今回の展覧会に際してこの彫刻を３Dスキャンして

型を取り、人造石洗い出し仕上げという制作当初の制作技

法によってレリーフが制作され、会場に展示された。この

レリーフを展覧会閉幕後に盲学校へ輸送し、授業の中で実

際に触れ、さらに校内にある「古河太四郎像」と「石碑」と

さわり心地を比べてもらい、建築素材としての自然の石と

人造石を知ってもらうこととした。授業の後半では、セメ

ント・砂利・水を混ぜて「石」を作り、スポンジで洗い出す

という方法で人造石洗い出し仕上げを体験するワーク

ショップを実施した。

講師：山田宮土理（早稲田大学）、中村航（奈良女子大学）、本橋仁（京都国立近代美術館）

スタッフ：松山沙樹、吉澤あき（京都国立近代美術館）

 田渕茂彦、藤田真澄、ほか教員５名（京都府立盲学校）

■実施報告

　今回の授業では、事前に美術館から盲学校へ「西陣電話局のレリーフ」、「建築の素材ピー

ス」、「石づくりのための材料」を輸送した。当日はまずレクチャーを聞き、そのあと校舎

外に出て３種類の「石」を触れて鑑賞し、最後に人造石をつくるワークショップという順

番で活動を進めた。

（１）建築材料ってなんだろう

　まずは建築の材料について、山田氏がレ

クチャーを行った。大理石や木、金属、コ

ンクリートといった建築に使われる素材を

細長いピース状にしたもの（右図）を触っ

て質感や重さなどの違いを感じ、さらにそ

れが建物のどんな場所に使われているかを

考えてもらった。

　続いて、石でできた建築としてギリシャのパルテノン神殿と日本の国会議事堂を例示し

ながら、前者は石を積み上げているのに対して後者は鉄骨の上に石を貼って造られている

ことを紹介した。そして自然の石と、それに似せて人工的に制作した人造石というものが

あることを伝え、クイズ形式で２枚の画像を出してどちらが人造石であるかを考えても

らった。

（２）「石」と「偽物の石」をさわる

　校舎の外に出て、「古河太四郎像」（材質：花崗岩）、「記念碑」

（材質：花崗岩）、「西陣分局舎レリーフ」（材質：人造石）の３

種類を手で触れて体験する活動を行った。それぞれの素材に

ついては明かさず、まずは一つずつ順番に触ってもらった。

　古河太四郎像は脚立にのぼって体験。生徒たちはそれぞれ

に、顔のパーツの彫りの深さや顎、頬のあたりなど気になる

箇所を触れて体験した。花崗岩に熱を加える加工が施されて

いるため表面がざらついており、生徒たちからは「肌荒れして

いるみたい」といった感想が出ていた。

　続いては「日本最初盲唖院」と書かれた記念碑をさわっても

らった。石像と同じく花崗岩が使われているが磨き仕上げに

なっているため、先ほどとは手触りが全く異なっている。生

徒たちは表面の滑らかな手触りを味わっていたが、途中で、

彫刻された文字の内側に指を入れるとザラリとしたさわり心

地がすることを一人が見つけ、他の生徒も確かめるように文

字部分に手を伸ばしていた。

　最後に体験したのは人造石で作られたレリーフ。ある生徒

は踊る女性の左手部分に自分の手を重ねて大きさを比べた

り、別の生徒は腕を曲げている部分を手のひらでなぞってみたりして鑑賞していた。今

回の生徒たちは弱視ということで、人物像があらわされていることはある程度把握できて

いたようだ。そのため、部分をさわりながら全体像をつかんでいくという体験の仕方では

なく、個々のパーツの凸凹がどのように表現されているかや、先ほどの２つとのさわり心

地の違いなどに関心を示していたようだった。

　３つをさわり比べた後に、石像と石碑は同じ素材（自然の

石）で、レリーフだけが人造の石であることを伝えた。磨き

仕上げがされた石碑が人工的に作られた石だと思った生徒

もいたようで、驚きの声が上がっていた。

旧京都中央電話局西陣分局舎の外壁
レリーフの複製

京都府立盲学校の創始者・古河太
四郎の像

記念碑をさわる［撮影：京都府立
盲学校］

レリーフをさわる［撮影：京都府立盲学校］
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（３）石を作ってみよう

　再度教室に戻って、先ほどさわったレ

リーフが「人造石」であること、石を切り

出して建築に使うことが難しいことから、

人工的に作る技術が生まれたことの説明

を聞いた。そして中村氏の進行のもと、人

造石を制作するワークショップを行った。

　制作には、セメント、砂利や砂（骨材として）、紙コップ、スプーン、スポンジ、歯ブラシ

を用いた（右図）。まずはセメントと砂利・砂を袋の中で混ぜた後に、水を加えてさらに両

手で揉むようにして混ぜていく。混ざったら紙コップに充填し、トントンと軽く落とし

て空気を抜く。しばらく待つとだんだんと固まって硬くなっていくのを手の感覚でとら

えることができる。10分ほど経って固まってきたら、今度は水を含んだスポンジや歯ブ

ラシで表面を優しくこすりセメントのみを取り除く「洗い出し仕上げ」にチャレンジ。骨

材が表面に現れ、先ほどさわった西陣電話局レリーフに似たさわり心地になっていく。

　生徒たちは教員の助けも借りながら、ひとつひとつのステップを丁寧に踏み、各々の

「石」を制作していった。特に洗い出しの

作業では、上部をスポンジで丁寧にこすっ

ていく生徒もいれば、石の側面も洗い出す

生徒など、それぞれに個性的な「石」が出

来上がった。作業に真剣に向かう様子が

印象的で、中には授業が終わって昼休みの

時間中も歯ブラシで洗い出す作業に取り

組む生徒もいた。

（４）感想の共有

　最後に一人ずつ感想を聞いた。人工的に作る石を初めて知ったという感想や、これか

らは身の回りの石や建築の素材を意識してみたいといったコメントなどがあった。

■実施を終えて

　盲学校と美術館の連携は今回で３年目。今回は建築の素材としての石に着目し、自然の

石と人造石を触って体験したあとに人造石の制作方法を体験を通して学ぶという、鑑賞と

制作を結びつけた授業を行った。授業後の感想にもあったように、生徒たちが身の回りの

建築などに意識を向けるきっかけとなり、人工の石がどのようにして作られているのかを

具体的に知る機会とすることができた。

　今回は生徒たちが美術館に足を運ばず、さらにオンラインでの実施であったが、校内に

ある石像・石碑と美術館から輸送したレリーフを体験することで生徒が本物の作品にじか

に触れる機会を持てるようにした。また講師や美術館スタッフが、生徒の反応をどこまで

詳しく見取れるのかも懸念していたが、当日教室にいた教員が生徒の手元をタブレットで

映したり、生徒の発言内容を繰り返して共有したりと臨機応変に対応してくださった。課

題もあるが、「本物に触れること」「触覚を使うこと」「対話すること」という、これまでの

取り組みで重視してきた点を踏まえた実践をすることができた。

　さて、盲学校と美術館との連携の次なるステップへの展望を述べるとするならば、ひと

つには、見えない・見えにくい子どもたちの豊かな鑑賞経験のために必要となる能力と、

その育成について具体的に追究することだと考える。

　ここでいう能力には、たとえば「作品のさわり方」がある。今回の、石像やレリーフの鑑

賞では、ほとんどの生徒が片手でポン、ポン、と軽く触れるようなさわり方をしていた。

たとえば両手でじっくり、ゆっくりさわると、顔の大きさや左右のバランス、顔の後ろ側

はどう表現されているかなど、より多くの情報を得ることができるかもしれない。また、

両手でさわる、手のひらでさわる、指を立てる、指の腹でさわる……さわり方にもバリエー

ションがあり、さわり方を変えることで得られる情報も変わってくるだろう。指導者が作

品の特徴に応じて「どのようにさわるのか」を検討し、的確に伝えることが重要になって

くる。

　もうひとつ挙げるなら「触覚情報をもとに考える力」すなわち、作品から感じ取った印

象を言葉にし、自分の中で価値づけていく力がある。これまでの実践を振り返ると、作品

をさわったときの印象を尋ねると、大きさや質感についての感想は多く出るものの、そう

した客観的な情報を出し合うことに終始してしまうケースが多かった。さわることで得

た情報を根拠に、自分が何を感じ、どんな想像を膨らませたのか考察を深めることで、子

どもたちの鑑賞経験は広がっていくだろう。こうした発想力や想像力を育んでいくため

の問いかけや活動の組み立てについて、今後は盲学校と美術館が協働してさらに研究・実

践を進めていくことを目指したいと思う。【松山沙樹】

完成した生徒の作品［撮影：京都府立盲学校］

洗い出し作業と体験［撮影：京都府立盲学校］
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広報活動6.

■さわるコレクション・かたるコレクション

　2020年12月3日（木）～20日（日）の18日間、京都岡崎地域にて、アートを通して共生・

多様性を考えるプロジェクト「CONNECT⇄　芸術・身体・デザインをひらく」が開催され

た（文化庁・京都国立近代美術館共催）。その一環として本事業でこれまでに制作した「さ

わるコレクション」を体験できる展示や、盲学校との連携授業の紹介と、授業で盲学校の

高校生たちが制作した作品の展示を行うブースを、京都国立近代美術館１階ロビーに設け

た。

　また「CONNECT⇄　」インフォメーションブース（美術館１階ロビー）でも、本事業の

紹介パンフレットや盲学校との連携授業の取り組みを紹介する冊子を配布した。

■チラシ「中村裕太　ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ？」

　壺と陶片をモチーフにした4種類のデザイン。透かしてみると、壺の中に陶片が浮かび

上がる。表面の「イモ ヲ ホル」といった文字は、UVの厚盛り印刷によって表現した。

（デザイン：仲村健太郎）

［撮影：守屋友樹］



【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・博物館、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、令和 2年 4月 1日から施行する。

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

おわりに

　2020年度は未知の感染症との共存のなかで、事業の展開を模索した一年となり

ました。

　最も大きな変化は、大勢が集まり、同じ作品を触って感想を語り合うという、こ

れまで当たり前にしてきた活動が行えなくなったことでした。withコロナの中で、

この事業は何を目指していくべきなのかと思い悩んでいた5月末、「ABCプロジェ

クト」のメンバーで近況報告をしたときのことです。安原さんが「久しぶりに乗っ

た電車は換気のために窓が開けられていて、駅に着いた時の感じ方が変わった」と

話してくださいました。これまでは、開いたドアから流れ込んでくる空気の感覚

で降りる方向を確認していたのだそう。私が無意識のうちに見過ごしている情報

を、安原さんは世界を捉える手がかりとして感じ取っている。そのことに気づい

たとき、はっとしました。「感覚をひらく」の作品鑑賞はいつも、こんな驚きや発

見の連続だった。美術を介して新しい感性に出会い、自分の感覚がひらかれてい

く場を作ること、それこそ自分たちが大事に続けてきたことだ……。事業のミッ

ションに立ち返ることができた出来事でした。

　制約も多くありましたが、今年は「ABCプロジェクト」や「さわるコレクション」

の制作など、作家の方や専門家の方、見えない人たちと一から議論を重ねながら、

新しい美術鑑賞の可能性を模索することに取り組みました。本事業のためにお力

添えをいただきました実行委員の先生方、協力者の皆さまに心から御礼を申し上

げたいと思います。

　価値観がますます多様化し、昨日まで当たり前だったことが180度ひっくり返っ

てしまう世界。そんななかに生きる私たちにとって、美術館は、作品を通して新

しい世界や他者と出会える場所、そして違いを知り、認め合い、自分の価値観や感

覚をさらに拡張していける場所になりうると思います。「感覚をひらく」は、美術

館や美術作品がもつそうした可能性や社会的な存在意義について、美術館が今を

ともに生きる人たちと考え、創造し、そして次の世代へと繋いでいく取り組みと

もいえるでしょう。5年目以降も歩みを止めることなく、さまざまな方と協働しな

がら挑戦を続けていきたいと考えています。

令和3年3月25日
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