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はじめに

　京都国立近代美術館が地域の盲学校や大学等と連携して立ち上げた「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、今年で５年目を迎えました。

この事業では、視覚に障害のある方や作家と協働しながら、目で見ることだけに

依らない新しい鑑賞プログラムの開発と実践を行っています。

　現在も新型コロナウイルス感染症と共存する日々が続いています。入口で検温

と消毒を行い、展示室では距離を取りながら静かに作品を鑑賞することは、美術

館の日常風景になりつつあります。一方で「感覚をひらく」事業は、さわる・きく・

対話するなどの方法で作品にじかに向き合う機会が損なわれないよう、出来るか

ぎりの対策を講じながら実践を継続してきました。

　本事業では昨年度から、作家・専門家、視覚障害のある方、美術館の三者が連携

して鑑賞プログラムやツールを開発する「ABCプロジェクト」を進めています。今

年は、触覚や聴覚によって河井寛次郎の造形性への理解を深める鑑賞プログラム

「眼で聴き、耳で視る」を、作家や視覚障害のある方と協働して開発しました。また、

所蔵作品を触図と文章で紹介する「さわるコレクション」についても、彫刻家、印

刷会社、視覚障害のある方の協力により制作し、全国の盲学校やライトハウスへ

発送しました。

　近年、美術館への社会的な期待はますます大きくなっています。2019年に

ICOM（国際博物館会議）で提出されたミュージアムの新しい定義案では、博物館

や美術館がさまざまな共同体と手を携えて、対話の場になっていくことの重要性

が示されました。異なる専門性・感性を持つ人たちとの協働を前提とする「ABCプ

ロジェクト」は、これからの美術館のひとつのあり方を示すものと自負しています。

　さて、本冊子はこうした実践のプロセスとその成果をまとめたものです。今年

度の取り組みの一端をご高覧くださいますと幸いです。最後になりましたが、本

事業にあたたかい御支援・御協力をいただきました関係各位に御礼申し上げます。

令和4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）

福永　治
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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、より多くの方に向けて美術館利用や作品鑑賞の機会を拡充

し、美術館がさまざまな背景や感性を持つ人たちが関わり合う場となることを目指し、平

成29年度より「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業」を行っている。

本事業ではおもに視覚障害のある方と協働し、「みる」ことだけにとらわれず触覚や嗅覚、

聴覚や対話を用いた鑑賞活動を試行しながら、見える・見えないに関わらず誰もが享受で

きる（ユニバーサルな）作品鑑賞のあり方を模索することをねらいとしている。

　平成29 ～31（令和元）年度の３年間では、基盤整備および「さわる」等による鑑賞プロ

グラムの構築を目的とし、視覚だけによらない美術館の楽しみ方を紹介したパンフレット

の作成、所蔵作品を触図と文章で紹介するツール「さわるコレクション」の制作、所蔵作品

をさわって鑑賞するプログラムの実施、そして先進事例を共有し本事業の展開について考

えるフォーラムなどを行ってきた。

　そして令和２～4年度においては上記の成果と課題を踏まえ取り組みをさらに深化させ

るため、①障害当事者と協働した鑑賞プログラム開発（ワークショップやツール等）と、②

過去事業で構築したプログラムの継続的な実施、の２点に重点的に取り組んでいる。とり

わけ①では協働の枠組みとして、アーティストや専門家（Artist:[A]）、視覚障害のある方

（Blind/partially sighted:[B]）、美術館（Curator:[C])による「ABCモデル」を立ち上げた。三

者がそれぞれの専門性や感性を生かしながら議論や実践を行い、京都国立近代美術館が所

蔵する作品について身体感覚を用いながらその魅力を味わえる鑑賞プログラム（ワーク

ショップやツール等）の開発を進めることとしている。

　今年度実施を予定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感性を生かしながら携わる。

　令和３年度は、中村裕太（A）、安原理恵（B）と美術館の学芸員が連携し、京都国立近代

美術館の代表的な所蔵作家である河井寛次郎をテーマに、触覚や聴覚を用いてその作品づ

くりを理解するプログラムを開発する（特別協力：河井寛次郎記念館）。

❷ さわる鑑賞ツール「さわるコレクション」の開発

　「感覚をひらく」事業では、視覚障害のある方に美術の世界をより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触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。令和３年度は昨年度に引き続き、作

家や印刷会社から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。1,000部制作し、全国の盲学校、ライトハウス、点字図書館を中心に配

布する。

❸ 身体感覚を使った鑑賞プログラムの実施

　過去事業で構築した「さわる鑑賞プログラム」を継続的に行うことで、身体感覚を用い

た作品鑑賞の意義や効果を幅広く発信する。今年度は、平成30（2018）年度から継続し

ているワークショップシリーズ「手だけが知ってる美術館」を実施するほか、「CONNECT

⇄＿つながる・つづく・ひろがる」（主催：文化庁、京都国立近代美術館）への参画プログ

ラムとして、アーティストの竹村京と協働し身体感覚を使いながら障害や多様性につい

て考えを深める展示とワークショップを行う。

❹ 盲学校と連携した授業

　現在もなお教授法やノウハウの確立に至っていない盲学校／視覚特別支援学校の図工・

美術における「鑑賞教育」の現状を改善するため、平成30年度から京都府立盲学校と連携

し、京都国立近代美術館の作品を活用したモデル的な授業の開発を進めている。

　※新型コロナウイルス感染症の影響により、来年度以降に延期することとした。

●実 施 中 核 館 ：京都国立近代美術館

●その他の協力団体：大阪教育大学／京都市／きょうと障害者文化芸術推進機構／京都

市立芸術大学／京都大学総合博物館／京都府／京都府立盲学校／

国立民族学博物館（以上、50音順）

1-1
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活動実績1-2

第1回実行委員会　2021年6月1日（火）
 於：京都国立近代美術館1階講堂およびオンライン
第2回実行委員会　2022年3月31日（木）
 於：京都国立近代美術館1階講堂およびオンライン

実行委員会の開催

内容検討　2021年6月～2022年3月
●展示：エデュケーショナル・スタディズ03
 「眼で聴き、耳で視る｜中村裕太が手さぐる河井寛次郎」
 2022年3月18日（金）～ 2022年5月15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.2　河井寛次郎を眼で
 聴き、耳で視る」
 2022年3月18日（金）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）

制作期間　2020年6月～ 2022年2月
 ・サンプル制作 2021年10月～ 2022年1月
 ・印刷 2022年1月～ 3月

さわる鑑賞ツール
「さわるコレクション」の開発

身体感覚を使った鑑賞
プログラムの実施

●手だけが知ってる美術館 第4回 ふらっと鑑賞プログラム
（「モダンクラフトクロニクル展」関連プログラム）

2021年7月17日（土）、8月21日（土）　於：京都国立近代美術館4階ロビー
●竹村京「Floating on the River」
 2021年12月2日（木）～ 2022年1月16日（日）
 於：京都国立近代美術館1階ロビー

ワークショップ「壊れてしまったものと、その記憶をめぐって」
2021年12月11日（土）
於：京都国立近代美術館1階講堂・ロビー

2-1 趣旨

　「ABCプロジェクト」とは、作家（Artist）、視覚障害のある方（Blind/ partially 

sighted）、学芸員（Curator）の三者が連携し、それぞれの専門性・経験・感性を生か

しながら、京都国立近代美術館の所蔵作品をテーマに身体感覚を用いた鑑賞プログ

ラムを開発する取り組みである。「感覚をひらく」事業の第２クール（2020-22年度）

の主な事業として2020年度に立ち上げたもので、インクルーシブデザインの視点も

踏まえながら、触覚や聴覚、嗅覚をつかって世界を捉える感性をもつ存在である見

えない・見えにくい方たちとプログラムの企画段階から協働している。そうするこ

とで、視覚中心であったこれまでの作品鑑賞のあり方を問い直し、誰もが楽しめる

鑑賞のあり方を創造していくことを目指している。

　そしてABCで開発したプログラムは、美術館に来たことがないという方を含め一

人でも多くの方に体験していただくため、美術館で体験型の展示・ワークショップ

を行ったり、盲学校やライトハウスなど美術館の外でのアウトリーチ活動を展開し

たりすることを想定している。そのため、持ち運び可能なツールボックスという形

態として制作することとしている。

　１年目は石黒宗麿をテーマとし、体験型の展示として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？」の開催（2020年12月～

2021年3月）、そして特設ウェブサイト「ABCコレクション・データベース Vol.1 石

黒宗麿陶片集」の制作を行った。なお本プログラムは、2021年10 ～12月に高松市

美術館に巡回した（詳細はp. 19を参照）。

　本年度は第2弾として河井寛次郎（1890-1966）に焦点を当て、河井寛次郎記念館

の特別協力を得ながら進めた。プロジェクトメンバーとしては、昨年度の成果と課

題を踏まえながら実践をより深化させるため、引きつづき「A」として作家の中村裕

太氏、「B」として安原理恵氏と協働した。６月から検討会議をはじめ、秋には河井寛

次郎記念館での調査・触察・録音を行い、2022年３月から美術館４階コレクション・

ギャラリーで体験型の展示「眼で聴き、耳で視る｜中村裕太が手さぐる河井寛次郎」

を開催し、あわせてウェブサイト「ABCコレクション・データベースVol.2 河井寛次

郎を眼で聴き、耳で視る」を公開した。

2. ABC プロジェクト
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展示・ウェブサイトについての検討会議（2021年11月～ 2022年2月）

　触察や調査の成果を踏まえ、展示構成やウェブサイトの仕様、広報物等についての検

討を行った。

〈プロジェクトメンバー〉

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）

特別協力：河井寛次郎記念館

〈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。2011年京都精華大学博士後期課程修了。博士（芸

術）。京都精華大学芸術学部特任講師。〈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・プロジェクトに「第20回シドニー・ビエンナーレ」（2016年）、「あいち

トリエンナーレ」（2016年）、「柳まつり小柳まつり」（ギャラリー小柳、2017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）、「ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ？」（京都国立近代美術館、2020年）、

「丸い柿、干した柿」（高松市美術館、2021年）、「万物資生｜中村裕太は、資生堂と　　を調合する」（資生堂ギャ

ラリー、2022年）。著書に『アウト・オブ・民藝』（共著、誠光社、2019年）。

活動の主なプロセス

プロジェクトのテーマ、方向性について打ち合わせ（2021年6～ 8月）

　中村氏と美術館メンバーで下打ち合わせを行い、今年度も同様に京都国立近代美術館

の所蔵品をテーマとすること、そして視覚中心的ではなく、さわる等の方法を取り入れな

がら作品への理解を深められる鑑賞プログラムを目指すことを確認した。

　テーマについては、いくつかの候補から河井寛次郎に決定し、美術館にて作品を実見し

ながら具体的なプランを練っていった。また８月末には「B」として安原理恵氏がチーム

に加わり、ABCのメンバーでのキックオフミーティングを行った。

河井寛次郎記念館での調査、および触察・録音・撮影（2021年9～10月）

　河井寛次郎の造形性を探るためのひとつの切り口として、住居兼仕事場であった建築

（現在の河井寛次郎記念館）の空間や、そこで使用されていた寛次郎デザインによる家具

や愛用品に着目した。９月にABCのメンバーで記念館を訪れ、特別に許可をいただき、椅

子やテーブル、手すり、写真額、作陶用の

コテや轆轤、テストピース、登り窯、愛用

品のキセル等を手でふれて鑑賞した。

　そして、大きさや素材、形が特徴的な物

品等を26個に絞り、10月に改めて記念館

を訪れ、安原氏（B）による触察とその音声

を収録した。

2-2

［撮影：表恒匡］

［撮影：表恒匡（２枚とも）］



エデュケーショナル・スタディズ03
「眼で聴き、耳で視る｜中村裕太が手さぐる河井寛次郎」

　河井寛次郎記念館と京都国立近代美術館

での調査、触察、検討会議を経て、中村氏

が手でふれることができる造形物（ツール）

を制作した。美術館所蔵の《三色打薬陶彫》、

河井寛次郎記念館での触察の音声、上記の

手でふれる造形物等を設え、京都国立近代

美術館４階コレクション・ギャラリー内に

て体験を伴う展示を行った。

■開催概要

実施日時｜2022年3月18日（金）～ 5月15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｜河井寛次郎記念館

来場者数｜1,714名（※3月18日～27日までの人数）

■出品作品

河井寛次郎《三色打薬陶彫》1962年、陶器、京都国立近代美術館蔵
［音声］河井寛次郎「民族造形についての対談」（抜粋）1965年頃（提供：河井寛次郎記念館）
6石トランジスタラジオ パナペット　1963年、個人蔵

「対談 河井寛次郎の木彫 河井寛次郎 式場隆三郎」『民藝』（通巻50号）1957年、個人蔵
河井寛次郎《書「眼聴耳視」》1962年頃、河井寛次郎記念館蔵
河井寛次郎 新聞切り抜き　1960-66年、河井寛次郎記念館蔵

［写真］河井邸 囲炉裏場　1960年代前半（本人生前）（提供：河井寛次郎記念館）
中村裕太《眼で聴き、耳で視る》2022年、陶器、音声（31’12’’）
河井寛次郎《黄釉人形文扁壺》1922年、陶器、京都国立近代美術館蔵
河井寛次郎《鉄薬陶彫 少女と猫》1937年、陶器、京都国立近代美術館蔵
河井寛次郎《流描き両手文鉢》1931年頃、陶器、京都国立近代美術館蔵
河井寛次郎《黄釉筒描双手文陶板》1952年、陶器、京都国立近代美術館蔵
河井寛次郎《辰砂筒描扁壺》1950年、陶器、京都国立近代美術館蔵
河井寛次郎《呉洲筒描陶板「手考足思」》1957年、陶器、京都国立近代美術館蔵
河井寛次郎《呉洲陶彫》1962年頃、陶器、京都国立近代美術館蔵

■制作協力

什器製作：タケダ工作所

会場グラフィックおよびチラシ制作：Studio Kentaro Nakamura

2-3 ■展示について

　今回のABCプロジェクトは、河井寛次郎の作品について身体感覚を用いて理解を深める

ことをねらいとして進めた。その手掛かりとしてまず、中村氏（A）、安原氏（B）、美術館

スタッフ（C）で寛次郎の自邸兼仕事場であった空間（現在の河井寛次郎記念館）を訪れた。

この建物は1937（昭和12）年、寛次郎が47歳の時に自ら設計し、故郷の島根県安来市か

ら大工たちを呼び寄せて建築したものである。そして室内にある家具や調度品、キセル

などの愛用品についても寛次郎自らがデザインを手がけたものが多数ある。こうしたこ

とから、河井寛次郎記念館（以下、「記念館」とする）の空間や物品等を「さわる」「きく」と

いった身体感覚で体験してみることで、寛次郎の造形感覚への想像を膨らませるヒント

を得られないかと考えた。

　そして学芸員の鷺珠江氏のご協力を頂き

ながら、記念館の空間や物品などを手でふ

れて鑑賞させていただいた。その後、寛次

郎がデザインした椅子やキセル、庭にある

丸石、素焼き窯、狛犬や女の子をかたどっ

た木彫像、階段部分にある数珠状の手すり、

書斎の机、制作道具やテストピースなど計

26点を安原氏と中村氏が改めて触察。寛

次郎の造形感覚や暮しぶりなどについて言葉を交わしながら鑑賞し、その様子を音声・写

真で記録した。

　ここで触察した物品から着想を得て、中村氏が陶器によるふれる作品を９点制作。こ

れらは後述するように来場者がさわって鑑賞できるように展示した。また今後は鑑賞ワー

クショップ等を行い繰り返し活用していく予定である。

　第二の切り口として着目したのは、河井寛次郎が1960-66年にかけて日々切り抜いた

新聞記事である。それらの内容は、鉄管継手や電車の連結部分の写真、機械製品のパーツ、

新薬開発についての記事、こどもの詩、ピカソなど西洋絵画やアフリカ美術、仏像など多

岐にわたり、寛次郎の関心の広さがうかがえる。ABCのメンバーで議論を重ねていく中で、

寛次郎は日々目にする記事をはじめ、暮しの中でさまざまな事象に興味のアンテナを高

く張り、新聞記事をそのつど切り抜いていくように自身のなかに収集していったのでは

ないか。そして、そのようにして蓄積されたものが頭の中で溶け合い調和しながら、陶器

や木彫の作品や言葉となって表出していったのではないか、といった推察を巡らせていっ

た。

　こうした考えを前提として、いくつかの記事を取り上げて、中村氏（A）と美術館スタッ

フ（C）が寛次郎の人柄や興味について対談し、その音声を収録。ウェブサイト「ABCコレ

2021 年 10 月、河井寬次郎記念館での触察と収録風景
［撮影：表恒匡］
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クション・データベースVol.2 河井寛次郎を眼で聴き、耳で視る」において公開した。

　京都国立近代美術館での展示では、上記の一連のリサーチや収録に基づき、所蔵品の《三

色打薬陶彫》（1962年）を出発点として、中村氏から寛次郎へ向けた４つの問いと作品・

資料・音声から構成されている。展示室中央には畳敷の小上がりがあり、中村氏による手

でふれる作品が設えられ、会場全体に、記念館での安原氏の触察の音声が流れている。来

場者はまず周囲の壁に示された問いに沿って会場を巡り、最後に畳の間にあがって手で

ふれる作品を鑑賞する。目で見るだけでなく「さわる」「きく」などの身体感覚を用い、想

像を膨らませたり推察したりしながら寛次郎の仕事や暮しぶりを紐解いていく空間と

なっている。

寛次郎さん、なんで人差し指の上に玉を乗せたんですか？

　冒頭で来場者を迎えるのは、河井寛次郎《三色打薬陶彫》（1962年）とそのそばに添え

られた１つめの問い。本作は、左手の人差し指の上に玉が乗っており、全面に赤、緑、黒の

三色の釉薬が打ち付けられた陶器作品である。

　この問いを考える手がかりのひとつとして、1957年

に寛次郎が自邸で精神科医の式場隆三郎と行った対談

を紹介した。なぜ手をモチーフにした作品を制作しよ

うと思ったのかと尋ねられ、「指の先に丸をつけたのも

別に意味はないんだが、作ってみてから考えたね。こ

れは油断できんぞ、油断すると手の上の玉が落ちるし、

これは結局自分の阿弥陀如来だなと思ったな」と語って

いる。寛次郎は本作のほかにも、指で花や玉をつまむ

ような形を好んで制作しており、こうした作品からは

「祈り」への意識も垣間見える。

寛次郎さん、枕元のラジオになにを視ていたんですか？

　つづいての壁では、トランジスタラジオ「パナペット」と寛次郎の肉声を紹介している。

寛次郎は1960年頃に実業家の松下幸之助から文化勲章の推薦を受けたがそれを固辞し、

その一方で、使いの者が持ってきたトランジスタラジオに感激し、「これこそが私にとっ

ての文化勲章ですよ」と述べたという。¹  寛次郎はそのラジオを枕元に置いて日々愛用し

ていたといい、機械製品に強い関心を持っていたという一面を知ることができる。

　ここでの音声は、1965（昭和40）年頃に寛次郎が「民族造形についての対談」として語っ

た肉声の音源を河井寛次郎記念館より提供いただき、そこから抜粋したものである。機

河井寛次郎《三色打薬陶彫》

械工業と手仕事が不可分なものであるということを金槌と人間の手の関係性に触れなが

ら「…これ［金槌］はただ一つの物質だけになるんでしょうけど、金槌になるのには人間の

生命力が加わらん限りは金槌になれないんですよ。だから金槌は私は新しい人間の手だ

と、啓示を受けました」と語っている。
 1　岩井美恵子「河井寛次郎と産業デザイン」、『没後50年 河井寛次郎 ―過去が咲いてゐる今、未来の蕾で一杯な今－』（毎日新
聞社、2016年）p. 250より

寛次郎さん、なんでこの新聞記事を切り抜いたんですか？

　ここでは寛次郎が切り抜いた新聞から、1961年３月15日の朝日新聞の記事（［400人の

春］お台所は戦場のよう）を紹介した。積み重ねた夕食の御膳を運ぶ女中さんの写真が大

きく掲載された記事である。高く連なった御膳の造形は抽象的な彫像のようにも見え、

寛次郎がどのような部分に興味を引かれたのだろうかと想像が掻き立てられる一枚だ。

当時の寛次郎の暮しぶりを想像する手がかりとして、同日の日記に、三十三間堂の修理落

成法会へと足を運び、その様子が素晴らし

かったと記していることもあわせて紹介し

ている。

　さらに他の切り抜きとして、こどもの詩、

ユカタン半島調査隊に関する記事、薬の広

告、アフリカ文明に関する新書案内、鉄管

継手や自動車の写真、仏像の写真などの記

事も展示した。

寛次郎さん、なんで階段の手すりを数珠にしたんですか？

　最後のパートは、寛次郎の「暮しが仕事 仕事が暮し」という言葉を身体感覚で味わう空間

となっている。問いのそばには、1960年代前半に撮影された河井邸の囲炉裏場風景の写真

がある。囲炉裏場の周りには寛次郎が制作した陶器や木彫、デザインした家具や愛用品

が並べられ、まさに暮しと仕事が調和した空間に身を置いていたことが見て取れる。

　そして陶器製の球を連ねた造形物も展示している。これは記念館の２階に上がる階段

部分にある「木製丸玉手すり」から中村氏

が着想を得たもので、会場では来場者が自

由に手でふれて体験することができる。

　さらに会場中央に、畳敷の小上がりに中

村氏による手でふれる作品８点を設え、そ

の向こうに寛次郎による書「眼聴耳視」（河

井寛次郎記念館蔵）を展示した。手でふれ
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作品は直接手でふれることができないが、中村氏の作品をさわったり安原氏の音声を聴

いたりした経験を通して、それまでの「目で見る」という振る舞いとは異なる、新しい捉

え方や感覚との出会いが起きることを願っている。

■チラシについて

　４つの問いとそれに対応するヴィジュアルを用いた２種類のデザインを制作した。エ

ンボス（浮き出し）加工と、半円型の切り抜きを施している。

　触覚に訴えかけるデザインという点も追求し、安原氏からアイデアをいただきながら、

印刷所の方も交えて検討

を行った。

　まず紙について、少し

ざらりとした触感のある

「モンテルキア」を選択し

た。視覚障害のある方は、

チラシ置き場などを手探

りする場合に紙の手ざわ

りが他と異なると興味を

持つきっかけになるとい

うことで、見えない見え

にくい人たちに、まずは

手に取ってもらえることを目指した。更にさわって楽しめる工夫として、エンボス（浮き

出し）加工で、《三色打薬陶彫》と御膳の重なりの部分を表現している。

　そして、点字使用者や弱視の方にはウェブサイトで詳しい情報を得てもらえればとい

うことで、QRコードを入れるという提案も安原氏から出された。見えない人がQRコード

の存在に気づき、見える人に「ここに

何か情報があるの？」と尋ねてもらえ

る仕掛けとして、コードの横に半円型

の切り抜きを施した。これは、昨今普

及しつつある音声コードUni-Voiceの

表現を参考にしたものである。

【松山沙樹】

る作品はいずれも記念館で触察したもの

と紐づいており、庭の丸石、キセル、猫の

木彫像のように、全体像はそのままにス

ケールが多少変更されているものと、木彫

像が手に持っているこけしや、河井のデザ

インによる竹製家具の手すり部分など、一

部分を抜き出し造形化されたものがある。

作品のそばには、寛次郎記念館ではどのよ

うに使用されている物品かなどについて、

中村氏による短いキャプションを添えた。

　ここではまた、安原氏がこれらに対応す

る、記念館の物品を触察し、形や手ざわり

の特徴や使用方法等について、自由に想像

し推察を働かせながら語る音声が流れてい

る。来場者はそうした言葉を聞きながら自

分も手を動かして中村氏の造形に触れていくことで、

記念館の空間をイメージしたり寛次郎の造形感覚に

自由に想像を膨らませていく。

　本稿執筆時は開幕後間もない時期のため、体験した

方の反応について十分な把握と分析が行えていない

ものの、多様な年齢層の方が畳の上で造形物にふれ、

時には来場者どうしで感想などを話し合いながら鑑

賞を楽しむ様子が見られた。触覚を用いる鑑賞は、視

覚による鑑賞よりも能動的に作品に関わることにな

り、来場者自身が河井寛次郎の造形性について主体的

に考えるきっかけとなっていると思われる。

　そしてこの空間を出た先には、館所蔵の

寛次郎作品の中から、手をモチーフにした

ものや、猫を抱える少女をかたどった陶彫、

切り抜いた新聞記事との造形的な関連性を

感じさせる陶器など７点を展示した。作品

のそばには、寛次郎の仕事や暮しとの関連

に触れた中村氏の解説を添えた。これらの

作品を囲んで語り合う

（デザイン：仲村健太郎（Studio Kentaro Nakamura）、印刷：有限会社修美社）

右側はエンボス加工および切り抜き加工を施した状態
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2-4 ABCコレクション・データベースVol.2
河井寛次郎を眼で聴き、耳で視る

　昨年度に引き続き、美術館での展示にあわせてウェブコンテンツを制作し、公開した。

制作にあたり、中村氏（A）、安原氏（B）、美術館スタッフ（C）に加え、Studio Kentaro 

Nakamuraの仲村健太郎氏・小林加代子氏と協働した。

　昨年度の「ABCコレクション・データベースVol.1 石黒宗麿陶片集」では、陶片を手で触

れている感覚をウェブからも感じ取れるようにふれた際の音や触察しながら語る音声を

盛り込んだ。多感覚で楽しむコンテンツという特徴を引き継ぎ、さらにVol.1との連続性・

親和性も意識した。具体的には、河井寛次郎がトランジスタラジオを枕元に置いていた

というエピソードから着想を得て、「きく」という経験を中心としたウェブサイトを目指

した。作家（A）、視覚障害のある方（B）、美術館（C）のそれぞれの専門性・感性を生かしな

がら、記念館の物品、寛次郎の作品、寛次郎が切り抜いた新聞についての対話や触察を行

い、その音声を収録。見える・見えないに関わらず、ページを訪れた人が、音を聞きなが

ら寛次郎の暮しぶりや記念館の空間・物品を「耳で視る」ことができるものを目指した。

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

■ ウェブサイトの構成

●トップページ

　トップでは、寛次郎が愛用していたという「６石トランジスタラジオ パナペット」と、

丸いスイッチが表示される。スイッチを押すごとに〈ザッピング音〉→音声→〈ザッピング

音〉→音声…と、ラジオをチューニングする感覚で音声を探っていくことができる。

　音声は４種類・全17本あり、トップページでは30秒ほどのダイジェスト版が再生され

る。再生が始まってしばらくすると画面上側に「続きを聴く」ボタンが表示され、押すと

各音声に関する詳細ページへ飛び、全尺を聴くことができる。以下にそれぞれの音声を

簡単に紹介する。

●河井寛次郎の暮しを手さぐる

　河井寛次郎記念館にある家具や愛用品、木彫像、庭の丸

石、素焼き窯など全12点について、安原氏（B）が触察して

言葉にした音声。

　再生中はその物品の画像が表示されるが、目が見える人

も、安原氏の声を手掛かりにしながら全体像や大きさにつ

いて推測してもらいたいという思いから、物品のクローズ

アップ画像のみが表示されるようになっている。

●河井寛次郎の切り抜いた新聞記事を手さぐる

　寛次郎が1960-66年にかけて切り抜いた新聞記事について、中村氏（A）と美術館スタッ

フ（C）が気になったものを持ち寄って語り合った音声を「新聞記事放談」として収録。全

3本あり、本ウェブサイトのみで公開しているコンテンツとなっている。

●河井寛次郎の声を手さぐる

　ここでは、展示でも用いた河井寛次郎の肉声を掲載している。1960年頃に「民族造形

についての対談」として語ったもので、機械工業と手仕事は切り離して考えるのではなく

同一であること、“機械は第二の肉体である”といった考え方などが、寛次郎自身の声で語

られている。

●河井寛次郎の仕事を手さぐる

　展示で用いた８点の寛次郎作品について、中村氏の視点で読み解いている。《三色打薬

陶彫》については、中村氏が工芸担当の学芸員と共に手でふれて鑑賞しながら語る音声を

掲載。残りの７点についてはその特徴や技法について、寛次郎記念館の物品との関連等

を踏まえながら中村氏が紐解き、テキストで紹介している。また各作品の基本情報とし

てタイトル、制作年、サイズ、技法を掲載し、さらに国立美術館の従来の作品データベー

ス「所蔵作品総合目録検索システム」へも結びついていく仕様とした。ここでは１点検索

すると同じ作家の他作品が一覧表示される機能がある。Vol.1の「石黒宗麿陶片集」と同じ

く、ユーザーが「ABCコレクション・データベース」を飛び出して、寛次郎の作品について

自分なりに探索していけるような扉をひらいている。

　また本ウェブサイトの制作についても、見えない当事者である安原氏のアイデアで、視

覚をつかわずにウェブサイトを楽しめる工夫をいかに盛り込むかについて検討を行った。

たとえば音声読み上げ機能に対応させることや、画像部分にはクローズド・キャプション

を入れることで何の写真であるかが分かるようにするといった工夫を盛り込んでいる。

　ABCプロジェクトは、インクルーシブ・デザインの考え方を参考にしながら進めること

としている。各所でふれたように、今回は展示、チラシ、ウェブサイトと全体を通して

ABCが打ち合わせを行い、見える人にとっても見えない人にとっても楽しめる方法を検討

していった。こうした協働のプロセスを通してABCのメンバーそれぞれが自身にとって

の“当たり前”を問い直し、価値観を更新しながらプロジェクトを進めることができたこ

とも、本事業で得られた成果と考えている。

【松山沙樹】
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●河井寛次郎の暮しを手さぐる

　河井寛次郎記念館にある家具や愛用品、木彫像、庭の丸

石、素焼き窯など全12点について、安原氏（B）が触察して

言葉にした音声。

　再生中はその物品の画像が表示されるが、目が見える人

も、安原氏の声を手掛かりにしながら全体像や大きさにつ

いて推測してもらいたいという思いから、物品のクローズ

アップ画像のみが表示されるようになっている。

●河井寛次郎の切り抜いた新聞記事を手さぐる

　寛次郎が1960-66年にかけて切り抜いた新聞記事について、中村氏（A）と美術館スタッ

フ（C）が気になったものを持ち寄って語り合った音声を「新聞記事放談」として収録。全

3本あり、本ウェブサイトのみで公開しているコンテンツとなっている。

●河井寛次郎の声を手さぐる

　ここでは、展示でも用いた河井寛次郎の肉声を掲載している。1960年頃に「民族造形

についての対談」として語ったもので、機械工業と手仕事は切り離して考えるのではなく

同一であること、“機械は第二の肉体である”といった考え方などが、寛次郎自身の声で語

られている。

●河井寛次郎の仕事を手さぐる

　展示で用いた８点の寛次郎作品について、中村氏の視点で読み解いている。《三色打薬

陶彫》については、中村氏が工芸担当の学芸員と共に手でふれて鑑賞しながら語る音声を

掲載。残りの７点についてはその特徴や技法について、寛次郎記念館の物品との関連等

を踏まえながら中村氏が紐解き、テキストで紹介している。また各作品の基本情報とし

てタイトル、制作年、サイズ、技法を掲載し、さらに国立美術館の従来の作品データベー

ス「所蔵作品総合目録検索システム」へも結びついていく仕様とした。ここでは１点検索

すると同じ作家の他作品が一覧表示される機能がある。Vol.1の「石黒宗麿陶片集」と同じ

く、ユーザーが「ABCコレクション・データベース」を飛び出して、寛次郎の作品について

自分なりに探索していけるような扉をひらいている。

　また本ウェブサイトの制作についても、見えない当事者である安原氏のアイデアで、視

覚をつかわずにウェブサイトを楽しめる工夫をいかに盛り込むかについて検討を行った。

たとえば音声読み上げ機能に対応させることや、画像部分にはクローズド・キャプション

を入れることで何の写真であるかが分かるようにするといった工夫を盛り込んでいる。

　ABCプロジェクトは、インクルーシブ・デザインの考え方を参考にしながら進めること

としている。各所でふれたように、今回は展示、チラシ、ウェブサイトと全体を通して

ABCが打ち合わせを行い、見える人にとっても見えない人にとっても楽しめる方法を検討

していった。こうした協働のプロセスを通してABCのメンバーそれぞれが自身にとって

の“当たり前”を問い直し、価値観を更新しながらプロジェクトを進めることができたこ

とも、本事業で得られた成果と考えている。

【松山沙樹】

展覧会への協力

　2020年度に石黒宗麿をテーマとして行ったABCプロジェクトでの展示「中村裕太 ツボ_ノ_ナ

カ_ハ_ナンダロナ？」が、高松市美術館へ巡回し、京都国立近代美術館として企画協力を行った。

　同館では、大阪市立東洋陶磁美術館所蔵の堀尾幹雄コレクションによる濱田庄司展が

開催され、その関連企画として中村裕太氏が濱田庄司と石黒宗麿の制作を検証するイン

スタレーション作品を展示した。展示の前半は、「水平から丸はできるかな？」として、四

方に丸い文様があらわされた濱田庄司《焼締丸文 蓋物》を出発点として濱田の丸文の制作

を考察し、さらに讃岐民芸館が所蔵する作品とのつながりを探っていくものであった。

後半は「ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ？」として、石黒宗麿の陶片を触察することでその

作陶をこれまでと異なる視点から解きほぐしていくことを目指すもので、2020年度に実

施した展示と同様に来場者が陶片を触察できる体験型の展示として行われた。

【松山沙樹】

■展覧会情報

特別展「大阪市立東洋陶磁美術館所蔵　堀尾幹雄コレクション　濱田庄司展」

関連展示「中村裕太｜丸い柿、干した柿」

会　　期｜2021年11月13日（土）～12月19日（日）

会　　場｜高松市美術館2階展示室

企画協力｜京都国立近代美術館

特別協力｜大阪市立東洋陶磁美術館

 京都精華大学伝統産業イノベーション

センター

 特別名勝栗林公園 讃岐民芸館

［概要］（高松市美術館HPより転載）

　本展は「濱田庄司展」の関連展示として、美術家

の中村裕太（1983-）が、濱田の仕事に焦点を当て

た新作を発表します。これまで中村は「民俗と建

築にまつわる工芸」という視点から近代以降の工

芸文化を多角的に考察し、国内外の国際展などで

作品を発表してきました。会場では、濱田と石黒

宗麿の制作方法や陶器の手触りを手がかりに、そ

れぞれの作品を読み解いていきます。
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触図「さわるコレクション」3. そこで、プロジェクト期間を2年間に変更し、2021年度にかけてプロジェクトを進めた。

2020年度は作品の選定と、レリーフの初期案を作成した。続く2021年度は、レリーフの

検証と修正、また印刷に向けた版制作のプロセスに進んだ。2021年度も、緊急事態宣言

などの発令もあり、計画に何度も変更を余儀なくされたものの、オンラインも活用しつつ、

可能なタイミングを見計らって会議を行うこともでき、十分な検討を行うことができた

と考えている。

2年間のプロジェクト、企画の意図

　日本でも当事業での取り組みに先行して、多くの触察シートの事例、また試行錯誤があ

る。こうした先行事例を検討する中で、フランスにおける同様の事例に接する機会があっ

た。フランスにも同様に、視覚障害者のために制作された触察シートがある。非常に高

い技術と、またアーティストとの協働により、レリーフのような浮き出し印刷がされてい

るのが印象的であった。技術との相互作用により、表現に幅も生まれていた。また調査

を進めると、この印刷のために使われている用紙は、実は日本で開発された用紙であるこ

とも分かった。

　これまで「さわるコレクション」が、一般の印刷技術を援用する形での模索と適用であっ

た一方で、印刷技術そのものの追求もまた、表現の幅を広げる上では重要であると感じた。

そこで、さわるコレクションの新しい展開として、技術開発も念頭においたプロジェクト

へと展開した。制作する上で、特に大事にしたいと考えたのは、「さわれる」という段階か

ら、このシートを「さわりたい」と思ってもらえることである。

プロジェクト関係者

原画レリーフ化 中谷ミチコ（多摩美術大学彫刻科専任講師）

版制作 ツジカワ株式会社

浮き出し加工 有限会社コスモテック

協力 半田こづえ（明治学院大学非常勤講師）

点訳 社会福祉法人日本ライトハウス点字情報技術センター

企画・文 本橋仁、松山沙樹（京都国立近代美術館）
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概要

これまでの経緯

　「感覚をひらく」事業では、2017年度か

らの継続課題として「さわるコレクション」

の制作を行っている。これは、京都国立近

代美術館所蔵のコレクションから毎年3点

を選び、それを触る図（触察シート）とテキ

ストによって紹介しようと企画したもので

あった。2017年から2019年にかけての3

年間で、9作品を取り上げた。各1,000部ず

つ制作し、全国の盲学校やライトハウス、点字図書館へ発送してきた。

　この活動の原点は、いまだ盲学校では図工・美術の授業用として、点字や弱視用の教科

書がないという事実をヒアリングしたことであった。現在ではこの「さわるコレクション」

も徐々に盲学校の教育現場で使われ始めてもいるが、途上である。

　「さわるコレクション」の制作にあたっては、共通したフォーマットを踏襲しつつ、年度

ごとにプロジェクトの進め方を更新している。例えば、当初は京都国立近代美術館と美

術教育の研究者とで、仮案を作成してから視覚に障害のある当事者に確認をとるという

プロセスで進めていた。しかし3年目（2019年度）からは、プロジェクトの初動段階から、

視覚に障害のある方と作品選定を共に行うなど、前年度の課題を引き継ぎつつ、方法の更

新をしながら活動している。

　こうして継続するプロジェクトの中でも大事にしていることは、プロセスを固定化し

ないことである。そのため制作物のアウトプットにも一連の繋がりはありつつ、冗長性

は持たせており、毎回違うアウトプットを敢えてすることで、新しい技法の模索を続けて

いる。

2020 ～ 2021年度の展開

　2020年度から2年間をかけ、アーティストと協働し、浮き出し（エンボス）加工を使い

新しい表現に取り組んだ。浮き出し加工を得意とする印刷会社と、プロジェクトの当初

から協働しながら、既存の技術のもつ可能性を広げることを目指した。本来であれば、

2020年度の1年間を使って進めるプロジェクトであったが、新型コロナウイルス感染症の

蔓延も受けて、対面での会議を開けない状況が続き、当初の計画に変更を余儀なくされた。



第５回打ち合わせ（当事者を交えた検証会議）2021年11月23日

　前回の検証会議を踏まえ、出た意見をも

とに中谷氏がレリーフの修正（作り替え）

を行った。そのレリーフをもとに改めて当

事者（半田氏）からの意見を聞き、さらなる

課題の抽出を行った。

個別作業（レリーフをもとに版制作に向けた三次元データの作成、3Dプリント）2021年12月

　ここまでで制作された石膏レリーフを、版の制作を依頼したツジカワ株式会社に送付。

版制作のための三次元データの作成に取り掛かった。作業は石膏レリーフをそのままの

形状で三次元化するのではなく、浮き出し加工が可能な版の形状にするために、データを

作る際にもさらなる修正を必要とした。実際に版制作会社とコスモテックとの協働によ

り、できるだけレリーフに忠実な形での再現を行ってもらったが、石膏レリーフとデータ

とは必ずしも同じ形状とはならない。そのため、データ化された際に重要な情報が落ち

ていないかを検証するために、データから3Dプリントで検証用レリーフを作成した。

第６回打ち合わせ（3Dプリントの検証用レリーフの確認）2022年1月9日

　3Dプリントされた検証用のレリーフを、

アーティスト（中谷氏）と当事者（半田氏）

に触ってもらった。そして、さらに修正が

必要な箇所を洗い出し、データの修正を

行っていった。印刷前に触れる機会はここ

までとし、後の確認はアーティストと版制

作会社とが画像上でやりとりをして、浮き
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活動の履歴

〈2020年度〉

第１回打ち合わせ（キックオフミーティング）2020年5月30日

　第1回目のミーティングでは、浮き出し加工を行う有限会社コスモテックにて、現状の

同社が持つ技術を視察した。発注者である美術館と協働するアーティストも一緒に見学

することで、技術の持つ可能性について議論を交わした。

第２回打ち合わせ（作品選定会議）2020年11月28日

　京都国立近代美術館に関係者が集まり、対象とする作品の検討を行った。実際の作品

を前にして、浮き出し加工での表現を前提に、プロジェクトとして挑戦の幅も考慮しなが

ら、作品候補を3つに絞った。そしてその中から竹内栖鳳《春雪》（1942年）を、今回のプ

ロジェクトの題材として扱うことを決定した。

個別作業（テストピースの作成）2021年1月

　協働するアーティスト（中谷ミチコ氏）

が原画のレリーフ化を実施した。最終的に

は、石膏によって複数に複製された。この

石膏レリーフをコスモテックと京都国立近

代美術館に送付してもらい確認を行った。

以上をもって2020年度の事業は終了した。

〈2021年度〉

※緊急事態宣言の発令もあり、2021年度の活動の開始が遅くなった。

第３回打ち合わせ（オンライン）2021年7月24日

　2021年度の始動として、Zoomを用いてミーティングを行った。ここでは、去年までの

経過を再確認し、今後のスケジュールを検討した。

第４回打ち合わせ（当事者を交えた検証会議）2021年10月3日

　制作された原画のレリーフを、視覚に障害のある当事者で視覚によらない芸術鑑賞の

研究者でもある半田こづえ氏に協力してもらい検証する機会を設けた。絵画の内容が、

レリーフを通していかに伝わっているかを確認し、そのうえで修正点を洗い出していっ

た。また同時に、今後の浮き出し加工に向けて、現状の石膏レリーフで、版を作成する際

に問題が生じないかを事前に確認していった。
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出し加工のための最終の版の確定に至った。

第７回打ち合わせ（用紙の確定／オンライン）2022年2月9日

　版の完成後、用紙の選択を行った。同じ版で、いくつかの種類の用紙に浮き出し加工を

施し、作品との親和性や、読み取りの解像度などさまざまな観点から評価を行った。その

うえで最終的な用紙を「パチカ350kg」に決定した。

　また、この会議で浮き出し加工時の工夫がさらに提案されたため、最終の会議をもう一

度もつこととなった。

第８回打ち合わせ（最終の確認／オンライン）2022年2月21日

　前回提示された加工時の工夫がされたも

のを、各自に送付してもらい、最終確認と

なった。追加の修正点はなく、これを完成

稿として印刷のプロセスに入った。

印刷・納品（完成）2022年3月

　以上をもって印刷・加工作業を開始した。

　上記の触察シートと並行して、作品の背景や構図、鑑賞した際の印象などを解説する文

章を作成した。この作品解説は、点字シートにして、触察シートとともにポケットファイ

ルに収納している。また、ポケットファイルにも同じ作品解説を作品画像と共に印刷した。

　触察シート、点字シート、ポケットファイルともに3月下旬に完成した。

【本橋仁】

身体感覚で楽しむプログラム4.

手だけが知ってる美術館 第4回 ふらっと鑑賞プログラム
「モダンクラフトクロニクル展」関連プログラム

日　時｜2021年7月17日（土）、8月21日（日）

各日10：00 ～ 12：00 ／ 14：00 ～ 16：00

会　場｜京都国立近代美術館  4階ロビー

参加者｜52名（うち視覚障害のある方1名、聴覚障害のある方2名）

■趣旨

　企画展「モダンクラフトクロニクル　京都国立近代美術館コレクションより」に関連し、

「手だけが知ってる美術館  第４回  ふらっと鑑賞プログラム」を実施した。

　「手だけが知ってる美術館」は、触覚を用いる作品鑑賞プログラムの継続的な開催をめ

ざし、2018年度から定期的に開催しているワークショップシリーズ。これまで、茶道具

や染織、ニーノ・カルーソの陶芸作品など、テーマや扱う作品を変えながら行ってきた。

今回は開催中の企画展にちなみ、さわることができる染織作品を１点取り上げた。

　実施方法について、これまでのプログラムでは20人ほどの参加者が５人ずつのグルー

プに分かれ、グループごとに作品を囲んで対話しながら鑑賞を行っていた。しかし今回

は感染症拡大防止のため、オープンスペースである美術館４階ロビーを会場として、立ち

寄り式、スタッフとの一対一制での実施形態を試みた。

　さらに作品が見えない状態で鑑賞を楽しむための仕掛けとして、半透明のアクリル板

を用いたオリジナルの衝立を制作した。参加者はひとりずつ衝立の前に座り、アクリル

板の下のすき間から両手を差し込んで中の作品をさわる。一回あたりの体験時間は10分

程度、２日間で合計52名の参加があった。

■鑑賞作品

野田睦美《華燭》2019年

材　料：特殊組紐、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

技　法：綴織、輪奈織、結び織、捻り織、刺繍

サイズ：縦68cm×横60cm×高さ7cm

4-1

［撮影：衣笠名津美］
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参加者に配布したハンドアウト

■実施報告

触覚で楽しむための作品

　今回鑑賞したのは、野田睦美氏による《華

燭》という染織作品。

　「感覚をひらく」事業では、盲学校での鑑

賞教育の充実を目指した連携授業を毎年

行っており、2019年12月に実施した授業

のために、“さわって体験することを前提と

した鑑賞ツール”として制作いただいたも

のである。

　大きさは約70センチ×60センチ。針金やモール、ネット、原毛、組紐など複数の素材

が用いられ、それらが綴織、捻り織、輪奈織、刺繍などさまざまな技法によって織り込ま

れている。手を動かすと、ふわふわ、がりがり、ちくちくなど、さまざまなテクスチャー

が掌や指を刺激する。針金やモール、外側の花びらの部分などは力を加えるとやや変形し、

さわることで形が変化し続ける点も特徴だ。

さわり、かたり、想像する

　さて、当日はその場で参加者を募り、ブースに立ち寄られた順に一人ずつ次の流れで活

動を進めた。まずは「感覚をひらく」の趣旨やこれまでの活動について紹介した後、２つ

折りのハンドアウトを参加者へお渡しした。表紙には「指先、指の腹、手のひらなど、手

の色々な部分を使って味わってみましょう」といった、触覚をつかって鑑賞する際のヒン

トをいくつか掲載。内側には、これから鑑賞する作品の大きさや形、素材、技法、タイト

ル等を紹介したが、まずは触覚情報を頼りにイメージを膨らませる体験をしてもらいた

いということで、鑑賞が終わるまでハンド

アウトの中身は開かないようにと伝えた。

　導入の説明を終えると、参加者は作品の

前へ。アクリル板の下から両手を入れて、

それぞれの方法やペースで自由に鑑賞を

行ってもらった。手を動かしながら、作品

の部分や全体をじっくりとさわり、大きさ

や形、色やタイトルなどについて想像を自

由に膨らませていく。

　参加者の隣にはスタッフが座り、「気になる手ざわりはありましたか？」「さわってみて

どんなイメージが浮かびますか？」「作品にタイトルをつけるとしたら何にしますか？」

など、鑑賞がより深まったり想像が更に膨らんでいくよう、参加者の表情やどの部分を

触れているかを確認しながら投げかけを行った。

　5 ～10分ほど鑑賞を行ったところで一旦手を止めてもらい、作品情報についてスタッ

フが説明を行った。さらに、希望者は衝立の反対側にまわって今度は視覚も使いながら

改めて作品を鑑賞してもらった。

ゆっくり、じっくり、全体像を作っていく

　視覚による鑑賞では、一見するだけで作品の形や大きさ、何種類くらいの素材が使われ

ているかなど、短い時間で多くの情報を捉えることができる。しかし触覚による鑑賞では、

部分部分をさわって情報のピースを集め、それらを繋ぎ合わせながら頭の中でゆっくり

と全体像を描いていくことになる。

　参加者の体験の仕方は多様で、手を伸ばしてまず初めに触れた部分を出発点として、小

さく手を動かして近くにあるものを指先でつまんで体験していく方や、気になった部分

を集中的に引っ張ったり爪で弾いたりして、素材や形について推察をめぐらせる方、作品

の表面を手のひらで撫でるようにさわる方、まずは両手を大きく動かして作品全体の形

を把握することから始める方など、多岐にわたっていた。どんな情報をどの順番で集め、

頭の中にどんなイメージを作っていくの

か、その方法が人それぞれであることの表

れであろう。

　また、作品にどんなタイトルをつけるか

と尋ねると、生命力あふれる花を連想して

「アフリカの大きな花」「踊る食虫花」と言

われた方や、さまざまな素材が密集してい

26
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・ 大変興味深い体験でした。触れる内に少しずつ実体を想像できるようになる過程が面白く、最後に見た
ときには想像どおりなような、少し違うような……　自分なりのネーミングは “花” でした。（20代・男性）

・ 日頃、ほとんどを視覚に頼っているのかを実感しました。見る、見えることは確かに大切で、素晴らし
いことではあるが、身体のさまざまな感覚を使ってみることで、これまで気づかなかったことや、「何だ
ろう」と想像することができました。参考になりました。（50代・男性）

・ 自分自身が大学院で綴織りの作品を制作しており、作家さんの作品を実際に手に取って触る機会は貴重
だと思いました。スタッフの方とお話ししながら自分の感覚で作品を理解していくというのはとても新
鮮で、自分が思っていることと素材感が合っている、ちがっている、いろいろ考えさせられました。（30代・
女性）

・ 手の感覚だけで感じる… 独特の体験がやみつきになりそうです。ものすごく楽しめました。（40代・女性）

・ 同じところを触っているのに異なる言葉が出てきておもしろい体験だった。言語化、タイトル付けが思っ
たよりも出てこず “鑑賞” の味わいを短時間ながら感じられた。（20代・女性）

・ 作品を直にさわってみることはなかなかないので、おもしろかったです。またこんな企画があったら寄っ
てみたいです。（60代・女性）

・ 作品をさわっている時に、良いタイミングで「まわして…」「もっと手をのばして…」と声をかけてもらっ
た。手でみることが進んだ。手でみるためにつくられたものでなく、ただ収蔵されている作品をいかに
鑑賞するかにも興味があります。また参加したいです。（30代・女性）

  参加者の声（抜粋）る部分を触れることで感じたエネルギーから「常夏」「目覚め」を想起したという方も。別

の意見として、表面の凸凹から地形を連想し、「どこかの惑星の地形」「ローカル線の車窓

から見た風景の触覚」といったタイトルをつけた方もいた。また、時間をかけてさわって

いくことで得られる情報が増え、イメージがだんだんと固まっていったり、あるいは印象

が変化したという感想もあった。

今後の展望

　今回は立ち寄り式で行ったため、ワーク

ショップの存在をたまたま知って参加し

た方が全体の約28％と比較的高い割合を

占めた。それでもアンケートでは、プログ

ラムに対して65％が「とても良い」、35％

が「良い」という反応だった。事前申込制

で行ってきた過去のプログラムと比べると参加者のニーズや興味関心は幅広かったかも

しれないが、それでも全体としての満足度が高かったことは特筆すべき成果と考えてい

る。

　その背景として第一に、ある参加者が「良いタイミングで『まわして…』『もっと手をの

ばして…』と声をかけてもらった」とコメントしているように、鑑賞者の様子に応じてス

タッフが臨機応変なファシリテーションを心掛けたことが挙げられると考えている。ス

タッフはこれまでの「感覚をひらく」事業での鑑賞プログラムの実践を踏まえ、触れたこ

とから何をイメージするかを尋ねたり、具体的にどういった素材が使われているかを説明

するなど、個々の参加者の反応や鑑賞のペースに合わせたサポートを行った。

　もう一点は、安心して作品と向き合える環境を整えたことである。普段、作品を見ない

でさわる際にアイマスクを着用してもらうことがあるが、晴眼者の中には急に何も見えな

くなるという状況におかれることで不安を感じ、緊張感から身体全体を使ってのびのびと

鑑賞することができない方もいる。一方で今回の半透明の衝立は、隣のスタッフと対面し

てコミュニケーションを取りながら作品を見ないでさわるということができた。一部の

参加者にとっては心身のストレスが比較的少ない状態で、触覚に意識を向けてより集中し

て鑑賞できたのではないだろうか。

　今回の少人数制・立ち寄り式の実施形態は、感染症対策として密集・密接を避けるため

にと考えたものであった。しかし参加者の反応や満足度から、コロナ禍における一時的な

代替手段ではなく、今後も一つの鑑賞スタイルとして「手だけが知ってる美術館」の中で

継続していく可能性を見出すこともできた。

【松山沙樹】
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［撮影：衣笠名津美（会場風景以下同じ）］

フライヤー（デザイン：中澤耕平（STUDIO PT.））

竹村京「Floating on the River」

■開催概要

日 時｜展示　2021年12月2日（木）～ 2022年1月16日（日）

 ワークショップ　2021年12月11日（土）

会 場｜京都国立近代美術館1階ロビー

《Floating on the River》について――作家メッセージ

　シドニーの雨降りの空港で、2020年1月29日、オーストラリアが中国からの入国を禁止し

た頃、日本でマスクが買い占められ始めた頃です。（実は私そんなことが日本で起こっている

とは知らず、森林火災でPM2.5がやばいと聞いてオーストラリアの友人達にお土産でマスク

を大量に持って行ったのですが、日本のニュースに詳しい友人たちにそのまま持って帰れと

言われました、私が行ったタイミングで丁度雨が降り始めまして、うっかり土砂災害が起き

たほど。おかげで火も収まり空気もクリーンに）あの日の空港の不穏さと恵の雨の組み合わ

せがこの作品の背景となっています。空港にはさまざまな人々が行き交いとどまることもな

く過ぎていくことが、毎日使うものが私たちの生活をすぎて壊れていくこととつながるよう

に思え、過去に色々な人々に使われ、壊れ、修復したものを思いだし縫いとめるこの作品をつ

くりました。

竹村 京

■展示作品（配布リスト）
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〈作家プロフィール〉

竹村 京（たけむら・けい）｜高崎市在住。2000年から2015年までベルリン滞在。2000年、ポーラ美術振興財

団在外研修員としてベルリンにて研修。2004年から文化庁新進芸術家海外研修員としてベルリンに滞在。写真

やドローイングの上に刺繍を施した布を重ねた平面のインスタレーションや、壊れた日用品を布で包み絹糸で

刺繍する「修復シリーズ」を発表している。刺繍するという行為によって、個人的な記憶や他者との関係性な

ど、失われたものを新たに再構築する。

　主な個展に、「どの瞬間が一番ワクワクする？」（ポーラ美術館、2018年）、「Which Second Was The 

Most Beautiful?」「Which Year Was The Most Beautiful?」ギャラリー・エベンスペルガー（ベルリン、2017

年)、「なんか空から降ってくるよ」（タカ・イシイギャラリー、2016年）など多数。ヨコハマトリエンナー

レ2020（横浜美術館、2020年）や第15回シドニー・ビエンナーレ（2005年）に参加するなど、国際的に高い

評価を獲得しながら活動の場を広げている。

■趣旨

　文化庁による「令和3年度  障害者等による文化芸術活動推進事業」として、アートを通

して多様性や共生社会の実現について考える「CONNECT⇄＿つながる・つづく・ひろがる」

が、2021年12月に京都市内各所で開催された（会期：12月2日～19日）。京都国立近代美

術館は昨年度に続き主催館として当プロジェクトに参画した。

　2020年から始まった「CONNECT⇄＿」は、京都市内・府内の美術館、劇場、図書館、動

物園などの文化施設が協力し、障害者週間（毎年12月3日～ 9日）を含む期間に、オフライ

ン（現地）とオンラインで展開されている。今年度も各施設が特色を生かしながら、障害

者等による芸術作品の制作・発表の機会を広げるとともに、障害や多様性について考える

プログラム、障害の有無に関わらず共に芸術文化活動に参加できるワークショップ等を

開催した。

　京都国立近代美術館は、写真やドローイングの上に刺繍を施した布を重ねたインスタ

レーションや、壊れた日用品を布で包んで刺繍する「修復シリーズ」を発表するアーティ

スト・竹村京と協働し、展示とワークショップを通して障害や多様性について考える場を

作るとともに、手で触れる等の身体感覚で楽しむ展示とすることで視覚障害者などさま

ざまな人に作品鑑賞の機会をひらく試みを行った。
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■進行のプロセス

2021年6 ～ 9月　打ち合わせ・作品調査等

　「CONNECT⇄＿」の趣旨や昨年度の実践を共有。また視覚障害のある方の来場を想定し、

見えない方たちと作品のコンセプトを共有する方法として、作品の一部に手で触れるよ

うな展示が可能かどうか、検討していくこととした。

2021年10 ～ 11月　会場にて展示プランの検討、ワークショップについて打ち合わせ

　展示構成については、美術館ロビーの壁面に新作の刺繍作品、中央部分に「修復シリー

ズ」の作品をケース内に展示することとした。また視覚以外の感覚を用いる鑑賞方法につ

いて、刺繍の一部に触れることができるようにするほか、「修復シリーズ」についても触れ

て鑑賞できるように展示ケースに入れることなく提示する方法を議論した。

11月29日～ 12月1日　施工・展示作業

12月2日～　「CONNECT⇄＿」開幕（展示は2022年1月16日まで）

12月11日　ワークショップ「壊れてしまったものと、その記憶をめぐって」開催

■展示について

　12月２日～1月16日の35日間、《Floating on the River》と「修復シリーズ」の27点を京

都国立近代美術館1階ロビーに展示した。

　これらの作品は、壊れた日用品とその「修復」がテーマになっている。「修復シリーズ」

では、ひびの入った皿や割れた砂時計、動かなくなった玩具、使い古した刷毛などがオー

ガンジーの布でふわりと包まれ、欠損した部分や割れ跡をなぞるように刺繍が施されて

いる。

　修復というと、たとえば金継ぎによって元の形状に戻す方法が想起される。しかし竹

村の作品では、欠けたまま・割れたままの状態で半透明のオーガンジーのなかにとどめ置

かれている。布に施された刺繍は割れ跡をぴったり覆うわけではなく、壊れた部分から

は少しの距離を取りながら存在しているのも特徴だ。「壊れた部分に光を与えようと思っ

た」と竹村本人が語っているように、これらの作品からは、傷や割れを綺麗に縫合して“な

おす”ことではなく、そのありのままの姿を受け入れ“祝福”しようとする意識が感じられ

る。　

　「CONNECT⇄＿」は、障害、多様性、共生社会について考えるプログラムである。障害

についての捉え方はさまざまだが、たとえば「脚がない」や「染色体異常」といった状態に

ついては、健康で五体満足な身体に対して“欠損”や“傷を持つもの”として語られることが

ある。障害のある身体をやんわり暗示するような竹村の作品は、欠損・壊れ・「○○が無い」

ということについての人々の価値観を転換させるきっかけを与えてくれる存在にもなり

えるのではないだろうか。

　今回のプロジェクトのために制作された《Floating on the River》について、竹村は「さ

まざまな人々が行き交いとどまることもなく過ぎていく」空港の様子と「毎日使うものが

私たちの生活をすぎて壊れていくこと」が重なったと述べる。

　空港の写真に重ねられたオーガンジーの布には、竹村や知人が壊してしまったもの（ミ

ルクピッチャーや箸、グラス、ぬいぐるみ、扇風機など）が縫い留められる。作品の横幅

は約880cm、刺繍されたモチーフの数は70を超え、鑑賞者は作品の前を行き来しながら

ひとつひとつの壊れものと出会い、そこにはいない誰かの記憶に思いを巡らせつつ作品

を味わうことができる。

　また今回は障害のある方の作品へのアクセスという観点から、作家と協議を重ね、作品

の一部を手で触れて鑑賞できるように展示した。

　一般的に、視覚障害者が絵画など手で触れることが難しい作品を鑑賞する際は、目の見

える人が構図や色合いなどを言葉で伝えるケースが多い。その場合に個人差はあるもの

《修復されたプラムの絵皿》2021 年

《Floating on the River》2021 年



36 37

ワークショップ「壊れてしまったものと、その記憶をめぐって」

日 時｜2021年12月11日（土）　①10：00 ～ 12：30 ／②14：00 ～ 16：30

会 場｜京都国立近代美術館1階講堂・ロビー

講 師｜竹村京（アーティスト）

進 行｜松山沙樹（京都国立近代美術館）

持 ち 物｜身近にある壊れてしまったものをお持ちください。（陶器、おもちゃ、文房具

など何でも構いません。ご自身の手で持って来ることができる大きさのもの

でお願いします。）

参加者数｜①５名（うち、視覚障害のある方１名）　②９名（うち、視覚障害のある方１名）

■概要

　あなたのそばに、大事にしていたけれど壊れたり、割れてしまったものはありませんか。

このワークショップでは、ひとりひとりの大切な“壊れもの”を持ち寄り、それにまつわる

思い出をみなさんで共有します。そして竹村さんと共に布でくるんで縫い、作品にして

みましょう。壊れたものに触れ、過去の記憶をたどり、ほかの人の思い出にも思いを馳せ

ながら、一緒に過ごしてみませんか。（ワークショップ告知より転載）

■実施報告

　出品作家の竹村京氏を講師に招き、ワークショップ「壊れてしまったものと、その記憶

をめぐって」を実施した。参加者は割れたマグカップやお気に入りだったセーター、祖父

から受け継いで使い込んだパスケースなど、“身近にある壊れたもの”を持ち寄った。

　当日は、①参加者自己紹介、②竹村によるレクチャーと作品鑑賞、③各自が持ってきたも

のについて共有、④オーガンジーの布で壊れものを包んで「修復」という流れで進めた。

午前・午後あわせて14名、このうち視覚障害のある方が２名参加された。

の見えない人が聞き役になって鑑賞体験が受動的になることがある。今回は布や糸、修

復されたものといった素材に触れられるようにしたことで、見える・見えないに関わらず

皆が自分のペースで作品を味わい、「どんな人が使っていたのだろう」「どういった経緯で

壊れてしまったのかな」と、想像を膨らませる体験が共有できればと考えた。

　《Floating on the River》では、来場者が刺繍部分に指先で軽く触れられるようにし、ま

た「修復シリーズ」では4点をケース外に展示し両手でさわって鑑賞できるよう、作品と展

示台をオーガンジーの布でくるむという方法を試みた。

　近年、障害にまつわる議論のなかで「障害の社会モデル」という概念がしばしば言及さ

れる。障害の原因はそれを抱える個人の心身機能にあるとする「障害の個人モデル（医学

モデル）」では、医療やリハビリなどの訓練によって個人が障害を克服することが目指さ

れると考えるが、それに対して障害はマジョリティである健常者を前提に作られた社会

の方にある（階段しかない、電話応対しか行っていない等）とするのが「社会モデル」であ

る。つまり、社会の仕組みを変えていくことで障害は克服できるという考え方である。

2016年度に施行された「障害者差別解消法」にもこの概念が盛り込まれ、美術館でも障害

者に向けた合理的配慮が義務付けられるようになった。

　他方で、障害や多様性について社会全体で考えていくためには、当事者やその家族に向

けた配慮だけでなく、だれもが障害を“自分ごと”として考える機会を増やす取り組みも

重要になってくる。今回の展示について、障害を直接的に扱ったものでないことから

「CONNECT⇄＿」のコンセプトとの関連が

曖昧だという指摘も受けた。美術館が、こ

れまで扱う機会が少なかった社会的課題

と向き合い、どのような方法で市民との対

話の場を作っていけるのか、引き続き作家

や障害のある当事者とともに実践を通し

て考えていきたい。

【松山沙樹】

作家からのメッセージ動画を制作し YouTube で公開した
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感覚だけを頼ると全体の形を把握して推

測を巡らせていくのに時間がかかること

を、身をもって実感されていたようだっ

た。自分と異なる感性や背景を持つ人た

ちとの出会い・気づきをきっかけに、普段

とは違う方法で鑑賞してみようという行

動が誘発されたことは、本ワークショップ

の成果のひとつと考えている。

③持参したものについて共有

　講堂に戻り、それぞれの“壊れもの”を持って再び円座になった。

　持ち寄られたものは、持ち手が取れたマグカップ、祖父の遺品として受け継いだパス

ケース、初めて手にした携帯電話（フィーチャーフォン）、お気に入りだったセーター、甥っ

子が作った電車など多岐にわたっていた。それを皆に示しながら“革が劣化してしまい普

段使いできないが、大事に使ってきたものだから”、“家の外でも友人と気軽に連絡が取れ

る携帯電話に感動したことを憶えていて” 、“小さかった甥っ子の思い出と一緒に置いて

おきたいと思った”など、ひとりずつ壊れものにまつわる話を共有した。参加者はこの日

が初対面であったが、個人的な記憶や身近の人との思い出を話すことで少しずつ自己を

開示し、他者の話にも耳を傾けて想像を膨らませながら徐々に表情がほころんでいった

のが印象的だった。

④制作活動

　ここからは個人作業として、壊れものの大きさに合わせてオーガンジーの布を切り出

し、モチーフに合う色の糸を選んで縫っていった。全盲の参加者は晴眼者（一緒に参加し

ていたガイドヘルパーや、美術館スタッフ）がサポートしながら制作を進めた。

　包み方にもそれぞれの個性が光っていた。昔使っていた携帯電話を持参した男性は、

①参加者自己紹介

　ワークショップは全員が円座になった

状態からスタートした。まずは進行役が

「CONNECT⇄＿」の概要と本ワークショッ

プの趣旨を共有。その後、参加者はひとり

ずつ、名前・どこから来たか・「今朝食べた

もの」（午前の部）、「朝起きて最初に触れた

もの」（午後の部）を話しながら自己紹介を

行った。

②竹村によるレクチャーと作品鑑賞

　続いて竹村が今回の出品作品について

10分ほどレクチャーを行った。

　「修復シリーズ」の制作を始めたきっか

けは、ベルリンで大量に食器が割れた際に

その場にあったカーテンで「とりあえず包

んで取っておこう」としたことだったこ

と。また、人間はみな母親のお腹を破って

生まれてきて、つねにものを壊しながら生

きていく存在であるということ。そして多くの人は物が割れたり動かなくなることをネ

ガティブに捉えるが、竹村は壊れを祝福したいという思いを持って作品を制作している

ことなどが語られた。

　レクチャー後は全員でロビーに移動し作品鑑賞を行った。

　まずは「修復シリーズ」の触れることができる作品を囲んで一点ずつ鑑賞した。どういっ

た経緯で壊れてしまったものか、刺繍には壊れたものと同じような色の糸を用いている

ことなど、作家との対話を通して素材や制作過程について具体的に理解を深めていった。

　つづいて壁側の《Floating on the River》の方へ移動し、今度は各自が気になるモチーフ

に近寄ってそれぞれ触れてみた。ここで

は目の見える参加者が、全盲の方が刺繍の

輪郭をさわってモチーフを推測していく

という鑑賞方法にならい、自分たちも目を

閉じて作品を味わってみようとされる場

面があった。視覚を使うとあらわされた

形を短時間で認識できるのに対し、指先の ［撮影：南部慎一（このページすべて）］

［撮影：衣笠名津美（このページすべて）］
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電源を入れると当時のメールがまだ読めるということで、いつでも取り出して電源が入

れられるようにと袋状に縫い進めた。またお気に入りだったセーターを持参した男性は、

ひとつひとつのほつれに記憶が宿っているように感じたといい、部分をつまんで房状の

形を作っていた。また祖父の遺品のパスケースを持参した女性は、「壊れてしまったもの

のその箇所を観察しながら糸を通したので、過去の記憶をたどったり、上手くいかない糸

の動きに苦労しながら不思議な気持ちになりました」と振り返った。

　最後に完成した作品を紹介しながら、ひとりひとり工夫点や感想を発表しあった。

　参加者の作品は、オーガンジーの微妙な表情を考慮して包み方を工夫したものや、立体

的な刺繍を施したものなど、繊細な作品もあった。そのため作品を共有する方法として

言葉で伝え合う方法を取ったのだが、全盲の参加者にとっては、見える人たちが指示語

（「ここ」「あちら」など）を多用しながら話していたことなどから、作品の全体像が掴みづ

らかったという意見を頂いた。多様な人たちが活動を共にする場であるという意識を参

加者とも共有するために、たとえば見える人と見えない人が作品鑑賞を行う際にはどう

いった心がけが必要になってくるかなど、スタッフが具体的に伝えながら活動を進めて

いく必要性があったことは反省点である。

　なお、今回のワークショップの成果公開として、参加者作品、当日の記録写真、上記③

での参加者の話を踏まえて制作したキャプションを2022年1月16日までロビー手前のス

ペースで展示した。

【松山沙樹】

・ 少人数だったので気楽にできて、他の方との会話もとても楽しかったです。 本日はありがとうございま
した。大学を卒業してから久しぶりにアートに触れることができ、常に考えることは大切だと改めて気
付きました。（20代）

・ 目の見えにくい方とご一緒だったので、物に対する扱い方や丁寧な時間を持てました。すごく良い経験
でした！（次回に期待することとして）今回のようにいろんな人たちとつながるワークショップ。他には、
国籍問わず老若男女問わない年令限定せず色んな国・世代の人たちと何かをつくるようなワークショッ
プ。（40代）

・ 壊れてすてられないモノほど、色々な思い出があるものなので、自分が持ってきたモノをこれからも大
切にしようと思えたし、他の人のモノについても聞いて、形のあるモノをもっと大切にしていこうと思っ
た。また私は美術系の学校へ通っているので、作品づくりにも色んな形があることを学べたし、もっと
積極的に、つかったことがない画材をつかったり、おもしろそうと思ったことを作品として取り入れて
みようと思いました。（20代）

・ 絹糸や蚕のお話をして下さったので、裁縫をしている間も、糸の一本一本に命を感じました。壊れてしまっ
たもののその箇所を観察しながら糸を通したので、過去の記憶をたどったり、上手くいかない糸の動き
に苦労しながら不思議な気持ちになりました。（30代）

  参加者の声（抜粋）

［撮影：衣笠名津美（このページすべて）］



【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、地域の美術館・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ユニバーサル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３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

　今年度も「感覚をひらく」事業に多くのお力添えをいただいた委員のみなさま、

協力者の方々に心から御礼を申し上げます。感染症拡大の影響が長引いたことで、

複数名で行う鑑賞ワークショップや盲学校との連携授業は実施を見送らざるを得

ませんでした。ですが「ABCプロジェクト」や「さわるコレクション」の制作におい

て実施方法を模索しながら、感性や専門性の異なる人たちが対話し協働を重ねら

れたことは、本事業にとって大きな財産となりました。

　見えない方々との協働の中で、私自身、自分の感覚がいかに曖昧で鈍いもので

あるかに気づかされる場面が多々ありました。そして対話しながら相手の感覚に

寄り添い、その人の手や足、目や耳で世界を捉えてみたとき、一気に違ったふうに

感じられる経験を味わいました。

　安原理恵さんは河井寛次郎記念館で、数珠状の木製手すりをカチカチと鳴らし

たり、足裏を滑らせるようにして床のきしみを感じたり、また大きな丸石の周り

上下左右から身体を動かしてさわって「バランスボールみたい」と表現されました。

私も目を閉じて、耳や手に意識を向けてみました。するとリズムよく時間を刻む

掛時計の音が聴こえ、家具をゆっくりさわると、それをデザインした寛次郎さん

の手の動きをなぞっているような感覚になりました。 

　また「さわるコレクション」制作のなかで、半田こづえさんと浮き出し加工の試

作品をさわったときのこと。凸面の高さや手ざわりの僅かな違いで情報の強弱や

解像度が変わり、それによって思い描く絵のイメージが違ってくると教えていた

だきました。指先から繊細に情報を受け取り、ピースを一つずつ組み合わせるよ

うにして頭の中に情景を思い描いていくことは、ほんとうに美しい創造活動だと

感じました。

　「感覚をひらく」ための第一歩は、一緒に過ごす他者や作品に向かって自分自身

を「ひらく」ことから始まるのかもしれません。美術館が、だれもが安心して自分

の枠を取り払い、いろいろな人たちと感覚を交換しあえる場になっていくことも、

この事業が目指すべきことのひとつと言えるでしょう。今後もさまざまな方たち

と関係を結び合いながら、美術館、そして作品鑑賞の可能性をひろげる取り組み

を進めていきたいと考えています。

令和4年3月28日
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