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はじめに

今日、
「障害者」
についての理解および人権の尊重は、以前とくらべて格段に進
展してきています。また、障害のある人が生み出した創作物は、展覧会などを介
して広く知られるようになりました。その一方で、
メディアを通じ、「純粋」
「頑張
る」
「天才」などといったステレオタイプな障害者像が、相変わらず世の中に流
布していることも疑いようのない事実です。
しかし、
当然ながら、障害のある人た
ちの生き方は多様であり、
そのような特定の障害者観にもとづいた語り方は、
障害のある人たちの現実を適切に伝えているとはいえません。
それにもかかわ
らず、
「障害者」に対する思い込みや期待、見るものを感動させ勇気づけようと
するための誇張などに基づいた紋切型の障害者像は再生産され続けているの
です。私たちは、
こうした健常者中心の考え方に対して自覚的にならなければ、
意に反して、障害のある人やその表現を排除することになってしまうでしょう。
そもそも、人の「心」は他者から見えません。例えば、
コミュニケーションに障害
のある人と出会ったときなどに、他者の心の見えなさは強く意識されます。
その
ため、わたしたちは常に他者の内面を想像するしかなく、同じ人やモノに対し
ても、
それぞれ異なる想いを持つことはよくあることでしょう。その想いはどれも
「現実」ですが、一方で、
どこにも唯一の正解はないという意味では、私たちの
日常はそれぞれの「仮想」によって構成されているともいえます。このように「仮
想」と「現実」の関係は表裏一体であり、
そのことが人々の衝突を引き起こすこ
とも少なくありません。
それでも、私たちはお互いを排除することなく、認め合
い、
いまとは別の方法で他者を受け入れることが求められているのではないで
しょうか？
『障害（仮）』展では、
「仮想」
と
「現実」
の間を往来する表現を一堂に展示し、
そ
れらを通して私たちが普段は無自覚でいる日常の虚構性を明るみに出すこと
をねらいとしました。本書は同じ考え方にもとづき、
それぞれの表現を紐解き
ながら、
「障害／健常」
の境界をさらに探ることを試みています。本書を通じて、
「仮想」
と
「現実」の関係、
ひいては「障害／健常」の境界に光が当てられ、新た
な視点で日常が見つめ直されることを願います。
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MAKOTO AIDA

会田誠

持つコメディアン。
自身の障害をネタにした自虐的コメディーを発表。
本展では新作
コントを上映。

アイラブあそどっぐ
僕はあそどっぐが好きだ。
僕の脳を刺激しまくってくれるところが好きだ。
僕はあそどっぐのコントが好きだ。
エロい下ネタもいいのだが、特にけなげな障害者を装って
健常者をおちょくるところが好きだ。
僕はあそどっぐのかたちが好きだ。
うずらの丸焼きのような姿もいいのだが、
特に唇がやらしく震えるように
これでもかというくらい卑猥に動くところが好きだ。

立ち上がれ！
寝たきり芸人あそどっぐ

1978年生まれ。熊本県在住。24時間介助を必要とする身体障害(脊髄性筋萎縮症)を

文・日比野和雅

あそどっぐ

そんなあそどっぐの魅力を、
テレビの視聴者にちゃんと伝えられるだろうか…。
その前に、
あそどっぐを放送していいのだろうか…。
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寝たきりコント職人 “ あそどっぐ” 誕生
あそどっぐとの最初の出会いは、2012 年の夏。
インターネット上の動画サイ
トだった。Eテレで放送している障害者情報バラエティー『バリバラ』の名物
企画、
日本一面白い障害者を決める「SHOW-1グランプリ」の出場者を探すた
めにネット検索していたところ引っかかったのだ。
いまでは「あそどっぐの動画」

もない…と思う」
痛快である。
本戦の結果は、残念ながら僅差でグランプリを逃し、準優勝だった。

あそどっぐが切り開く地平
その後、
あそどっぐは、
バリバラ芸人としての快進撃を続ける。大阪教育大学

で検索すると2,170 件がヒットするほどの有名ぶりを発揮しているが、
当時は10

で「障害と笑い」をテーマに公開収録（2013 年 6月放送）を行った際に、
コント

件にも満たない動画がYouTubeにアップされているだけだった。
その一つに『コ

『べろちゅーへの道』を発表。合コンでの王様ゲームの設定で、
自分の顔に洗

ント・漫才』という動画がある（現在も閲覧可）。畳の部屋に布団を敷き、
その

濯ばさみをいくつも挟んだり、熱々おでんを顔に乗せたりと、
ダチョウ倶楽部顔

上でコントする寝たきりの重度障害者。設定は、一人二役、双子の「寝たきりー

負けの体を張った芸で物議を呼んだ。
ゲストから「番組にやらされているのか、

ズ」というコンビを組んで、合成画面で漫才を繰り広げる。決してネタのクオリ

自分で考えたのか」
との質問に、
「もちろん、
自分です。
ドMなもんで」
と言っての

ティーが高いわけでもなく、再生回数も2 桁止まり。
しかし、誰も真似することな

ける。顔以外、体をまったく動かせない彼は、
このとき初めて、顔芸で笑いをつく

どできない天上天下唯我独尊的な芸風に、
すっかり目が釘づけになってしまっ

りあげることに成功する。
コントのそこかしこで「べろチュ～」と言って、
いやらし

た。

く唇を突き出す仕草、健常者の合コン参加者を口汚く罵るときの嫌悪感に充

そして、
同年11月に行われた「第3回SHOW-1グランプリ」にあそどっぐは見事

ち満ちた顔のこわばり、
ストーリーの展開に合わせて歌舞伎役者のようにぐる

予選通過し出場を果たすと同時に、
テレビデビューを飾った。
このとき、
紹介用の短

ぐる回る目玉。首から下がピクリとも動かない体の中で、顔の筋肉だけが縦横

いＶＴＲをつくり、
『エンタの神様』風にキャッチコピーをつけた。
「熊本が生んだ寝

に動く姿は、滑稽を通り越して一種異様な光景でもあり、
それゆえに、観客の

たきりのコント職人あそどっぐ！」僕としてはかなり気に入っており、
彼の紹介コメン

視線はあそどっぐの顔芸だけに集中させられるのだ。

トにはいまでも同じキャッチコピーを使わせてもらっている。

また、
「大人の修学旅行」
と題して、
生まれて初めての京都観光に挑戦（2015

彼がSHOW-1グランプリで披露したネタは、僕の中ではいまだにこれを超え

年 7月放送）
。伏見稲荷大社では、着物美女をナンパしてストレッチャーを押し

たものはないと思っている。
それくらい完成度は高く、
オリジナリティーに優れて

てもらいながらお稲荷さん詣で。
そして落研の大学生たちと、
これまた生まれて

いる。
スタジオゲストのカンニング竹山さんは、
「笑いの天才が出てきた。
あそどっ

初めての銭湯体験。
さらには悲願の舞妓さんとのお座敷遊び。
このときも、
あそ

ぐの脳の中をもっともっと見てみたい」と絶賛した。
タイトルは『テレビ出演への

どっぐの顔芸が炸裂。
「とらとら（ジェスチャー式のじゃんけん）
」遊びでは、
顔芸

道』
。
動画サイトで検索すれば見ることができるので、
是非おすすめする。

でおばあさん・虎・武将の格好をつくり、舞妓さん相手に連戦連勝！おそらく、

出だしはこうだ。
「今日はあの！国民的超人気番組 240 時間テレビの取材が
やってくる日だ。
ビシッとテレビ出演決めてやる」初っぱなから、挑戦的だ。
そして、
ディレクターからの泣ける話が聞きたいという求めに応じて、
彼がいう
・ ・

ところの感動の寝たきりあるある話を披露する。

いや間違いなくテレビ史上初の映像が目白押し。寝たきりの重度障害者が一
般のお笑い芸人と同等の体当たり企画に挑戦するのだから、
すべてが初物で、
これまで誰も目にしたことのない映像なのだ。
そして、
ついにあの三池崇史監督からもあそどっぐファンであることを公言し

「生後半年の甥っ子が寝返りを打ったとき、叔父を超えたな…と思う」

てもらうまでに至る
（2015 年 10月放送）。
『ゼブラーマン』へのオマージュ作品と

「生後１年経った甥っ子が伝え歩きを始めたとき、
お前に教えることはもう何

して、
『ヒーロー戦士アソアソマン』
を発表。怪人の善意につけこんで戦うという
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障害者もしくは障害を笑ったのか？

前代未聞のヒーロー。
「障害を利用しないと俺はなんもできない。俺らしく卑怯な手を使う！」
まさに障害者のニューヒーローの誕生だ。
実は僕は、
あそどっぐによってバリバラの一つの完成形をつくりあげることが
できたと思っている。
もともとバリバラは、世間が障害者に対して抱いている「頑

それとも、障害者と対峙している社会の方を笑ったのか？

障害ネタは自虐ネタか ?
あそどっぐのコントを見た観客の感想で、
「自虐ネタ最高ですね！」
というのを
よく聞く。
なんかちょっと違和感を覚える。
こうした感想は、
あそどっぐに限らず、

張る」
「かわいそう」
「純粋」
といった紋切り型のイメージを覆すために始まった。

他の障害者がお笑いをやる場合にもよく聞かれる。
またこうしたときに引き合い

そうしたイメージをつくりあげてきた責任はメディアにも大いにあると反省する

に出されるのが「ハゲやデブはお笑いにしてOKなら、
障害だってOKでしょ」と

のだが、
その対極にある「面白い」
「エロい」
「ずるい」といったイメージをすべて

いうもの。
なんかこれも違う気がする。

持ちあわせていたのがあそどっぐだ。一方で、彼は国から指定されている難病

「自虐」
を辞書で引くと、
「自ら貶めること」
とある。
さらに
「自虐ネタ」
を調べると

疾患で、
顔以外に体を動かすことができないとびっきりの重度障害者。
きっと多

「自分の欠点や失敗を利用して自分を貶め、笑いを誘うネタ」とある。確かに、

くの人がストレッチャーに寝たきりのあそどっぐを見れば、心のどこかで「かわ

髪が薄い、
または太っている芸人さんたちは、
その身体的欠点を直接的に笑い

いそうだ」と思うことだろう。
もし仮にテレビで取り上げられるとすれば、女性ア

の対象として扱うことが多いが、
あそどっぐの場合、
そうではない。
まず「寝たき

ナウンサーの優しいナレーションで、
これまでの人生のさまざまな困難を綴ら

り」であることを自分の欠点とは思っていない。
そして、
自分を貶めることもして

れ、家族や周囲の者たちの懸命なサポートとともに、
どのように障害を乗り越え

いない。彼のコントでは、
寝たきりは誰にも真似できない「武器」
として使用され

てきたのかが語られることだろう。
そのドキュメントは見る者を感動させ、
「あん

る。
おそらく一般の多くの人たちが「寝たきり＝可哀想」というイメージを抱くで

なに重度の障害があっても頑張って生きているのだから、健常者の自分ももっ

あろうことを逆手にとって、
自ら健気な障害者を装い、無知な健常者を笑い飛

と頑張ろう」
と思わせるのだ。

ばすのである（彼にここまでの悪意はないと思うが）。
彼のネタを見ていると、笑

オーストラリアの難病コメディアン、
ステラ・ヤング氏（2015 年 12月没）の言
葉を借りれば、
まさに「感動ポルノ」以外の何者でもない。健常者を感動させ、
勇気づけるために消費されるコンテンツ。
そんな「感動ポルノ」の主役にすぐにでもなれそうなあそどっぐだからこそ、
彼
か い ぎゃく

われているのは、彼を見て笑っている自分の方ではないかと、薄ら寒さを覚え
る。
先日、某国立大学で講義する機会があり、
冒頭であそどっぐのSHOW-1グラ
ンプリのネタを学生たちに見てもらい、感想を述べてもらった。
「最初は戸惑っ

がひとたび口を開けば、
その諧謔とのギャップに視聴者は度肝を抜かれる羽目

たけど、途中から素直に笑えた」といった内容の感想が多かったが、最後に聞

になる。笑っちゃいけないんじゃないか、笑ったら障害者差別になるんじゃない

いた学生の感想がとても興味深かった。

か…と脳しんとうを起こしそうになりながらも、数分後、
いつの間にか、
あそどっ
ぐワールドに引き込まれ、
自然に笑ってしまっている自分に気づく。
感動ポルノでは、障害は障害者当人が克服する問題として片づけられてしま
うのがお決まりだが、
あそどっぐワールドでは、視聴者が笑ってしまった瞬間、
そ
の視聴者自身も当事者に引き込まれてしまう。
つまり、
なぜ笑ってしまったのか
を考えさせられてしまうのだ。
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「とっても面白くて笑えたんですけど、
でも、
ここまで来るまでにきっと大変な
困難や苦労をいくつも乗り越えられたんだろうなと思います」
「えっ、
それはネタづくりに関してということ？」
「いえ、
病気や障害で辛いことがいっぱいあったと思います」
なるほど、初めてあそどっぐを見るとそういう感想を抱くのか・・・僕はその場
で、
あそどっぐに携帯で電話をかけ、
これまでの人生でどんな困難があったのか

日比野和雅
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「いやあ、
そんな感動エピソードの一つや二つあっても良さそうなもんなんで
すが、残念ながらまったくないんですよ。学生さんには申し訳ないんですが…」
と、本当に申し訳なさそうに何度も謝ってくる。
まあ、予想どおりの返事だったわ

あそどっぐに質問

聞いてみることにした。
すると…

生後半年の甥っ子が寝返りを打ったとき、
「叔父を超えたな…」と思う。
生後一年経った甥っ子が伝い歩きをするとき、
「お前に教えるものはもう何もない…」と思う。

けだが、
それを聞いた学生は恥ずかしそうに「自分の思い込みによる偏見だと

「あそどっぐの感動寝たきりあるある」より

気づかされました」
と、
反省しきりだった。

悲報
いま、
この原稿を書いている最中、2016 年 1月10日23 時 40 分、Facebook
で、
一人芸日本一を決める『R-1ぐらんぷり』に、
あそどっぐが予選落ちしたとの
悲報に接する。
「R-1 予選、今年も落ちました(T_T) また芸を磨きますm(__)m」
3 回目の挑戦だったそうだが、
これまですべて１回戦敗退。あそどっぐの
Facebookのコメント欄には、「がんばれ」のあたたかい応援メッセージが多数
寄せられている。
それにしても、
なぜ 1 回戦で敗退してしまったのか？本当の理由は知るよしも
ないが、実を言えば、僕の感覚では、
あそどっぐのネタは打率にすると1 割台。
ス
ベっているネタも少なくないと思う。前頁まで持ち上げすぎたのではないか、
と
自戒の念に駆られながら、
はたと気づいた。
やはり重度障害者ということで、
つ
いつい周りの評価が甘くなってしまうのではないか。
ネタの面白さに障害の有
無は関係ないことは言うに及ばず。
彼に同情は無用、
もっと厳しいコメントを！
叱咤、
叱咤、叱咤、愛のムチこそあそどっぐを奮い立たせるはず。
なぜなら彼はドMなのだから。

1、お笑いを始めたきっかけを教えてください。

3、
コントをつくるうえで一貫したテーマやスタンス

高校一年のときに、怖い先輩に無理矢理やらされ

はありますか？

たのがきっかけ。

テーマは特にない。

そのときたまたまウケがよくて、
それ以降やみつき。

とにかくフザけたい。

2、
ネタはどういうところから発想を得ていますか？

4、
自分の障害をネタにすることをどう考えてますか？

日比野和雅（ひびの・かずまさ）

日常の至るところから。

障害も含めて自分なので、自分のことをネタにす

NHK 大阪放送局『バリバラ』
（E テレ日曜夜 7 時～）チーフプロデューサー。恋愛や仕事、

いつもネタのことを考えているので、突然ブツブツ

るのは芸人として普通のことだと思う。

独り言を言ったりニヤニヤしたりしてしまい、
周りか

これからも、寝たきり芸人が､ネタ切れ芸人になる

らは不気味がられる。

まで、
寝たきりネタを寝たままつくり続けます！

スポーツ、アートをはじめ、障害者の性やお笑いにも果敢に切り込みながら、障害者が
「本当に必要な情報」を楽しく届けることをモットーにしている。もともとの専門分野
は美術・文化番組で、
『日曜美術館』
『美の壺』も長らく担当してきた。
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さて、
「ねた」って何回言ったでしょう？

あそどっぐに質問
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小林一緒
（こばやし・いつお）

文と写真・櫛野展正

や新興住宅地が立ち並び、現在も開発が進

水元公園近くの葛飾区で生活してて、こっち

んでいる。そんな駅の最寄りにある閑静な住

へ家建てるんで小学校二年生の途中で引っ

勤務した後、
アルコール性神経炎を患い歩行困難な状態となる。18歳ごろか

宅街の一角で、小林一緒さんは高齢の母親と

越して、それからは三郷中央ですね。親父は

ら書き溜めたメモ書きを頼りに、
当時の記憶を呼び起こしノートに自らが食

暮らしている。

プロパンガス屋で、ボンベ乗っけて配達して

1962年生まれ。
埼玉県在住。
調理師として蕎麦屋や給食センターに46歳まで

べた料理のイラストと感想を描き続けている。

た時代でね。そのころ、親父が一生懸命やっ
わざわざ来て頂いてすみません。ジジイが勝

てました。わたしは独身で、一人静かにやっ

手にメモ帳に描いてるだけなのに。

てたんです。
絵を描くのは小学校のころから好きで、中学そ

声が聞こえる方に向かうと、キッチンも兼ね

して高校 1 年の始めまでは美術部でした。高

た部屋の隅に小林さんは座っていた。小さな

校は埼玉の県立吉川高校です。美術部を辞

座卓の上には、ボールペンや色鉛筆、マジッ

めて、近所の喫茶店でウェイターのアルバイト

ク、コンパスなどの画材に加え、食べ終わっ

やってるときに、食べるのが好きだったから「こ

た貝殻やカニの脚から割り箸、そしてお弁当

ういう飲食の仕事いいなぁ」と思うようになっ

についていた香辛料や調味料に至るまでさま

て、池袋の後藤学園っていう調理師専門学

ざまなものが溢れかえっている。周囲にはビ

校に 1 年行って、そのまま調理師として市内の

ニール袋に入ったカップラーメンの容器の山

お蕎麦屋さんに就職したんです。20 歳から

が小林さんを取り囲み、すべて手の届く位置

38 歳まで 18 年働きました。
「出前持ちから頑

に置かれているようだ。

張って、いつか自分の店持ちたいな」なんて

机はもうごっちゃ。空き箱は全部食べたやつ。

ちゃったんですよ。蕎麦屋さんも途中で店閉

食べたものを絵にするからいろいろ置いてる

めちゃって、
「もう一度開店しよう」って言われ

夢ばっかり見てたけど、途中で気力がなくなっ

2014 年 12 月、埼玉県さいたま市の埼玉会

メンなど実に美味しそうな料理のイラストが描

感じですけど、面倒くさくて捨ててないのもあ

たんだけど「俺はもういいや」って辞めちゃい

館で『「うふっ。どうしちゃったの、これ！？」
「え

かれている。料理の名前や値段、そして食材

ります。食べてないのはカップラーメンです

ました。結局、挫折しちゃったんですね。その

へっ。こうしちゃったよ、これ！
！」無条件な幸

とともに、画面の余白に書き添えられた「旨

ね。おふくろが買ってきてるんですよ。
「ここに

後、近所の老人ホームの栄養課に 2 年、三郷

福』という展覧会を観に行った。これは「埼

イッ !!」という感想。これは、実際に食べた料

置いといたらいいな」が、こんなぐちゃぐちゃ

順心総合病院 ( 現在の三郷中央総合病院 )

玉県障害者アートフェスティバル」の一つとし

理をイラストと感想で記録した絵画だった。展

になっちゃって。最初はただの広いテーブル

で 5 年。病院では 150 食とかつくってて、どっ

て企画された展覧会で、5 回目を迎える。障

覧会場で身震いがして、僕はその作者を追い

だったんですけどね ( 笑 )。

ちも小学校の給食センターみたいな職場でし

害のある人たちの作品群が並ぶ会場を歩いて

かけた。

いると、隅の方に展示されていた奇妙なイラス

2005 年、つくばエクスプレスの開通に伴い

トに目が留まった。
『俺の日記』と題されたそ

開業した三郷中央駅。埼玉県三郷市の中央

の作品は、ルーズリーフやノートに弁当やラー

部に位置し、駅周辺にはショッピングセンター

024

アウトサイドの現場から①

たね。まぁ、俗に言う人間関係のトラブルで辞
現在 53 歳の小林一緒さんは、東京の江東

めちゃいましたけど。

区森下に生まれた。
本人もはっきりとは覚えていないが、食事の
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絵を描き始めたのは 18 歳、19 歳のころだと

月から描き始めてずっとやってます」
じゃなくて、

当時は携帯なかったですし、食事の写真撮る

いる山梨には、家族でもよく食べに行ってまし

いう。当初は、家に帰ってから食べたものを

ちょこんちょこんやってるって感じで、まったく描

のは恥ずかしかったですね。以前は、
「写ル

たね、高校 3 年生のときからマイカー持ってま

思い出してメモに描く程度だった。
「ただの日

かなかった日もいままでにありますよ。

ンです」を買って写真で済ませてた時代もあ

したから。酒や煙草なんかも、早くから「男の

記帳代わり」と彼は言うが、何という記憶力だ

りました。しばらくは撮って溜めてたんですけ

子の通る道」を通ってきてますからね。それは

ろう。僕なんて昨日の夕食も思い出せないの

メモを頼りに当時の記憶を呼び起こして描

ど、やっぱり現像するのにお金かかっちゃうで

捕まっちゃうんであんまり言わないようにしてく

に。そして机の下から出てきたのは、無造作

かれた絵画は、皿の模様に至るまで忠実に

しょ。デジタルカメラも操作わかんなくて、い

ださい、元気なころの時代ですから。
「時効で

に輪ゴムで包まれた膨大な紙の束だった。

再現されており、その緻密さに驚かされてしま

まだに携帯も持ってないぐらいなんで。遅れ

す」って勝手に決めたりして ( 笑 )。煙草はい
までも吸ってます。

う。18 歳ごろから、これまで描きためた枚数は

すぎてるっていうか、それでも生活できちゃっ

輪ゴム取ってバラバラにして構わないっすよ。

1,000 枚以上にものぼり、処分したものはない

てますけどね。友だちもいないし暇だったか

これが全部メモです。時代も何も全部バラバ

という。当時のメニューがなくなったり、お店が

ら、ちょこちょこっとメモするとか「美味しかっ

お母さんの案内で 2 階の寝室も見せていた

ラで、ここにもない昔のは、もう捨てちゃったけ

閉店したものもたくさんあり、小林さんの絵は、

た」って店の名前とか描いていたんです。

だいた。戸棚の中には、若いころに浅草で購

どね。このメモは家に帰ってから記憶だけで描

ある意味で当時の食文化を伝える貴重な資料

あと、例えば、わかめうどんとか、中に椎茸が

入した食品サンプルやプラモデルが埃をか

いてて、これを見ながら落書き帳に清書するん

ともいえる。中には、弁当についていた香辛

入ってるやつがあるんですよ。ほら、写真で撮

ぶっている。そして、ベッド脇の大きな段ボー

です。忘れたものは仕方ないけど、余計なもの

料など「現物」がそのまま貼りつけられた絵や、

ると椎茸が隠れて見えないでしょ。自分は絵

ルには、ハガキサイズのたくさんのファイルの

は書かない。色なんかは、適当に自分でこんな

食材の名前や値段が「？」になった絵も。

を描くときに、椎茸を移動しちゃえばいいんで

束が投げ込まれていた。

もんかなと。ただ赤を白にしたり、黒を黄色に
したりはしませんよ。そんなことはしない。大体
こんな感じだったなあって描いてますよ。

すよ。そうすれば全部の食材が見えるからね。
それ、期限切れてるから食べらんないですよ
( 笑 )。このワサビとかは、家にあるのをかけ

あの段ボールに入っていたのは、病院に勤め
そういう理由で、小林さんの絵はすべて真

てたころのまかない飯を描いたものです。早

たりして、食べなかったんですね。あと、値段

上から見た構図で描かれていた。それは単な

番・日勤・遅番と勤務によって違うんですが、

がわかんなかったら「？円」とかにしちゃいま

るデザインではなく、
「すべての食材を描く」

お昼は絶対食べてましたから。ハガキサイズの

なったのは昭和 63 年。ちょうど 26 歳のころだ。

すよ。食材がわかんないこともあります。特に、

ために編み出した技法だったのだ。そして和

メモ帳がちょうどあったんで、毎晩家に帰って

ほうれん草や葉っぱものはわかんないときあり

食や中華など多彩なジャンルの食事の絵が多

から、自分が食べた昼ご飯をメモしてそれを暇

20 代前半は、どこ食いにいっても、
「あぁ美味

ますね。山菜とかも何が入ってるのかわからな

いが、きちんと値段まで記されている。

なときに清書してました。当時は、友だちと一緒

しかった、さようなら。はい美味しかった、さよ

い。
「山菜」
って書いてあるだけでねぇ。
「ゼン

うなら」って、何食べてもそうだったんですよ。

マイ」とか書いてあれば書きますけど。

そんな小林さんが現在のようなスタイルに

だんだん食べてるうちに、
「絵描いて残しとこ
うかな」って思って、ちっちゃい絵から描き始

それにしても、なぜ「絵画」なのだろうか。

に飲みに行ったり一人でスナックを飲み歩いた
おふくろが料理あんまりつくれないし、お蕎麦

りしてましたね。スナックは近くにもあるし、電

屋さんの出前持ちしてた 20 歳のころから三食

車やバスで松戸・金町・綾瀬まで行ったりね。

昼寝つきだったんで、結局おふくろの飯はそ

親父も酒が強かったから一緒に飲みに行った

のころから食べてなくて、自分で料理もしない

ら「いいねぇ、親子で」なんてよく言われました

めて、そのまんまずっといまも描いてます。テレ

外出先でもどこでも食べたものを iPhone 片手

ビ見てて、人の食べてるものを「美味しそうだ

に写真に撮って済ませてしまう僕からすると不

ですね。だから、ここにあるのは、自分で食べ

よ。酒好きだから、こんな体になってしまったん

な」って思うけど、絵を描くのはやんないです。

思議で仕方がなかった。

に行ってたころのものです。値段まで書いてる

ですけど。ちょっと度が過ぎたっていうか。

あくまで自分で食べたものだけ。まぁ、
「何年何
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小林さんの絵には、生ビールや焼酎などのア

病気をしてから足が 2 本ともね。脳梗塞みた

ばらくは寝てる状態だったんです。ベッドを返

路を渡ったホームセンターに売ってるんです

ルコール類もよく登場する。やはりお酒は相当

いなもんです。しばらく病院でお世話になっ

してからやることなくてね。病院へのリハビリ

よ。だから、訪問介護員さんとは買い物に行

好きなようで、病院で働いていたころ、飲みす

て退院して、ずっとこの状態です。最初は車

は、3 か月くらいで止めちゃいました。本当は

くか、散歩に行くか、お風呂に入れてもらうか

ぎて膵臓を壊し何回か入院したこともあったそう

椅子でトイレ行ってて、それから歩行器になっ

続けなきゃいけないんですけどね ( 笑 )。だか

ですね。それでちょうど 1 時間くらい経っちゃう

だ。これまで日々の食事を楽しみながら、調理師

て、やっと杖になったのがいまの状態なんで

ら家で寝てるかテレビ観てるかになっちゃっ

んで、ご飯食べに行ったりとかはないです。そ

として順調な人生を歩んでいた小林さんだが、

す。杖をついてどうにか外には出られます。た

て、一日何しようかってね。

りゃ、食べたいものはいっぱいありますねえ。

そのお酒が原因で 46 歳のとき、転機が訪れる。

だ距離は歩けない。だから、生活は本当に不

病院の食堂を辞めて、1 ヶ月後に車を運転し

自分で後悔してるんですけど。しかも、入院し

んはペンを握り始めた。外出が難しいため、

描きたいな」ってのはありますけど。車椅子、

てたら目がショボショボしておかしくなったり

てるときに血糖値が高いことがわかって、糖

食事のバリエーションこそ少ないものの、現在

歩行器を経てやっと杖になったのに、その杖

フラフラしたり。病院行ってなんだかんだ言っ

尿病にもなったんです。結局足が動かないか

は出前や母親に買ってきてもらったコンビニ

を外すまでいかないんですよ。杖のままだと危

てるうちに、車椅子になっちゃったんですよ。

ら、糖尿病も酷くなるんですよね。いまは月に

弁当のイラストを中心に絵を描いている。

なくてね。車椅子に戻りはしないとは思うんで

お袋と兄貴も来てくれたんですけど、1 ヶ月の

一度水曜日に通院して、お薬もらってインスリ

間で「もう危ない」って先生に言われたとか。

ンも打ってます。先生からは「死ぬまで付き合

そのうち、ろれつも回らなくなってきて「お前、

う病気だ」って言われますが、正直に言うと

は食べないんですけど、昼と夜は出前とった

小林さんが自分の周りに置いてある絵を見

何言ってるか全然わかんなかったぞ」って後

いまもお酒を断ててなくって、トイレの中とか

り、おふくろには悪いけど「今日は麺類買っ

せてくれた。A4 サイズの紙に描かれた作品

から兄貴に言われました。そのときは本当に記

で飲んじゃってます ( 笑 )。

てきて」
「今日はお弁当買ってきて」ってリク

は、すべて体が悪くなってから描いたものだと

エストしたりしてます。まぁ、
「違うの買ってき

いう。よく見ると、添えられた感想は「美味しい

て」っていっても、人が食ってるのわかんない

かった」
「旨い」というポジティブなものばかり。

便ですよ。こんな体にしたのは自分ですから

憶がなくなったみたいになって、浦島太郎状
態だったんです。アルコール性神経炎ってい

話を伺っている間ずっと、小林さんはその

いまだって近所に吉野家とかすき屋とかあるけ
絶望的な状況に置かれながら、再び小林さ

ど、
「あそこの牛すき鍋 630 円を食べに行って

すけど、また痛み始めると怖いですからね。
いまは外に食べに行くのはできないんで。朝

う、アルコールの取りすぎによる神経の炎症だ

場を離れようとしなかったが、
「動かなかった」

から、同じものになっちゃうことはありますけど

と言われたけど。ここまで酷くするぐらいです

のではなく「動けなかった」のだ。

ね ( 笑 )。だから、それをメモって描いてます。
いまになって初めて、手元で食材を見ながら

間違えてますから( 笑 )。昔から美味しくない

から良かったっていうか、好きなことばっかり

出かけられないんで朝から寝るまでここにい

メモを描くようになりましたね ( 笑 )。

ものでも「美味しかった」って書いてます。誰

やってたんで。だから、病気になって 7 年ぐら

ます。疲れたら寝ればいいし、お尻が痛かっ

以前は訪問リハビリの人も来てたんですけど、

に見せるわけでもないけど、後から見たときに

い働いてないんです。親父も10 年くらい前に

たら姿勢を変えればいいし。間に、ご飯食べ

お風呂もなんとか自分で入れるようになったか

「あぁ、美味しかったんだな」って思えば忘

亡くなって、いまは 82 歳のおふくろに世話に

たりテレビ見たりしてるだけで、たまに外に出

ら、もう止めちゃったんですよ。いまは訪問介

れちゃうじゃないですか。
「まぁ、美味しかった

なってる状態です。

るってこともなくって、ここに座ったきりです。2

護員 ( ヘルパー )さんが毎週火曜日に来てく

んだからいいや」ってね。ただ「固い」
「柔ら

階の寝室へは、前はおしりで登ってたんです

れるだけ。そのときに、画材をどうにか一緒に

かい」とか「火が通ってねえ」みたいなのは

から相当飲んでましたね。結婚もしてなかった

あんまり読まないでよ。小学校低学年の漢字、

生死の境をさまよいながら奇跡的に一命を

けど、いまはやっと階段の一段一段なら手で

買いに行ってます。さすがに一人じゃ行けな

書きますけど。まぁ、自分の好きなものしか食べ

取り留めた小林さんだったが、歩行障害が

登れるようになったんです。８か月くらいは入

いんでね。油絵の具とかだったら無理ですけ

てないから、病院の先生には怒られちゃって

残ってしまう。

院してて、退院後もベッドと車椅子借りて、し

ど、鉛筆とかマジックとかボールペンは、道

ます。麺類が好きなんですけど、和食レストラ
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ンの「とんでん」とか、ファミリーレストランに

れてたんで、どうやってめくるのかなって思っ

行くといろんなもん食べたくはなりますけどね。

たんです。そしたら「シュウマイ弁当のフタで

嫌いなのは、納豆やとろろですね。無理して

シュウマイが見えない」ってことになっちゃって

食べて、やっぱり「美味しかったです」って書

たな ( 笑 )。

きます。とろろや納豆もちゃんと描いてますも

あとは、カレンダーの後ろとかを取っといて、す

ん。まぜまぜ丼に、少し納豆入ってるんですけ

ぐに描けるようにお皿だけの型紙とかをつくっ

ど、それぐらいは食べられるから。

ておくんです。容器の柄まで描き出したのは最

でもねぇ、いままでラーメンだったら醤油ラーメ

近ですね。返す前に、メモを描いとくんですよ。

ンしか食べなかったんです。こういう体になっ
て初めて「いろいろ食べてみよう」と思って、

食事が好きで、調理師として働いてきた小林

塩ラーメンとか味噌ラーメンとかこれまで避け

さんにとって、大好きな食事を自由に食べること

てたのも食べるようになりましたよ。まぁ、その

ができないという現実は想像しがたいものがあ

方が絵のバリエーションも広がりますしね。

る。自宅でベッドから起き上がった当初、食べも
のの写真を撮っていた小林さんだったが、ある

この 7 年は、家で過ごす時間のほとんどを

ときから再びペンを握り始めたという。携帯やデ

制作に費やしている。絵のためにさまざまな種

ジタルカメラを持っていない、そもそも機械音痴

類の食べものを意識して食べるなど、いまの

だったことに加えて、これまで描きためてきた膨

小林さんの中心にあるのは、まさに絵を描くと

大な量のドローイングが彼の制作を後押しした

いう行為だ。中には未完成のまま色づけされ

のかもしれない。描き続けることで小林さんは冷

ていない絵もあり、
「次々と食べてるし、描きた

静さを保っているようにも思えた。そして驚くこと

いものが出てきちゃうんです。
」とのこと。そし

に、小林さんはとても小食だし、別に歩けなくて

て、作品も少しずつ進化しているようだ。

もいいと思っている。いまの小林さんを支えてい
るのは、絵を描くということだ。食べた食事の記

これは、最近描いている箸で持ったり手で

録として描いていたはずの絵は。いつの間にか

持ったりするシリーズですね。手は適当に想

絵を描くための食事になった。食べたものは今

像して描いてます。だから、絵は同じかもし

日も小林さんの中でじっくり噛み砕かれ、絵画と

れないですけど、工夫してますよ。訪問介護

して消化されてゆく。
「彼に食べられる食事は

員さんがお土産に買ってきてくれた駅弁なん

幸せだろうな」そんなことを想いながら、僕は埼

かも描いてて、フタが開くのもあります。この

玉を後にした。

間、埼玉会館に展示していただいてるのを見
に行ったんですけど、フタしたまま額に入れら
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櫛野展正（くしの・のぶまさ）
知的障害者福祉施設職員として働きながら、
広島県福山市鞆の浦にある「鞆の津ミュージアム」でキュレーターを担当。

初出 : 都築響一『 ROADSIDERS' weekly』連載「アウトサイダー・
キュレーター日記」

2016年4月よりアウトサイダーアート専門ギャラリー「クシノテラス」オープンのため独立。
社会の周縁で表現を行う人た
ちに焦点を当て、
全国各地の取材を続けている。

小林一緒
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わけのわからない

偶像

文・津口在五

これは、
脳性麻痺を持つ身体障害者による団体「全国青い芝の会」の中心
的人物であった横田弘や横塚晃一らの日常を記録した原一男監督の映画『さ
ようならCP』
（1972 年）
の公開に寄せて、
自らも障害当事者である横塚が書い
た文章の一節である（CPとは、脳性麻痺を意味するCelebral Palsyの頭文字
をとったもの）
。
横塚は「健全者は正しくよいものであり、
障害者の存在は間違
い」 であるとする自分たちの意識構造を「健全者幻想」と呼び、
それと闘うこと
*2

なしには「本当」の自己の確立などできないと考えていた。
だから、
彼がこのよう
なかたちで健常者と障害者の関係を「見る／見られる」という演劇関係におい
て捉え、
それを逆転させようとしたことは、
自然な成り行きであっただろう。横田
も、
「座ったきりの私が見る世界は、
常に下から上に見上げる世界であり、
私を
とりまく世界（健全者の世界）は常に私を見おろしたカタチでなりたつ」 と書
*3

いているように、常に自分たちを陰に陽に否定的なステレオタイプにはめ込も
うとする抑圧的な力を肌身で感じていたはずである。
それゆえに、
「全国青い芝
の会」の行動綱領の冒頭で「われらは自らがCP者であることを自覚する／われら
は、
現代社会にあって『あってはならない存在』とされつつある自らの位置を認識
し、
そこに一切の運動の原点を置かなければならないと信じ、
且つ行動する」と
*4

宣言したのであろう。
それは、障害者をありのままの存在として肯定していかな
ければならないという意志の現れにほかならない。
『さようならCP』は、
そのような障害者の主体性の奪還と生存権の主張と
いう考え方のもとに展開された
「全国青い芝の会」の活動の中で生まれた。
だ
からこそ、例えば、横田が車椅子から降りて「あってはならない」とされたあり

『上野パンタロン日記』
（1990 年）
ビデオ
（1 分 10 秒）
©AIDA Makoto
Courtesy Mizuma Art Gallery

会田誠（あいだ・まこと）

のままの姿で挑戦的に公衆の面前に出て行く様子を撮影することで、障害者

1965年生まれ。
現代美術家。
本展では、
上野公園に集まる多くの人た

と健全者の見る／見られるという関係の逆転を可視化してみせなければな

ちの中で足下から水をたれ流し、
地面を濡らしながら呆然と立つ人物

らなかったのである。
それによって初めて、障害者に無視、同情、拒否といっ

のまわりで、
それを不可解そうに見つめる修学旅行生たちの様子が映
し出された映像作品
「上野パンタロン日記」(1990年)を上映。

た否定的な視線を向ける健常者たちの中にある差別意識を顕在化させるこ
とができるからだ。

「我々は電車、
バスの中あるいは街など至るところで見られる存在である。
この
“ 見られる”いわば受け身の存在から“ 見る” 存在へ、
つまりカメラを持って

『上野パンタロン日記』には、
出来事らしい出来事はほとんど何も映されてい

その視線をこちらからとらえることによって視点の逆転ができると考えた。」

*1
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ない。
そこにあるのは、旅行者らしき学生などさまざまな人が行き交う上野公
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園の中で、青いパンタロンをはいて呆然と立っている人物の足下から「水」が

車を待つそばで車が行き交うさまが定点撮影された「だけ」のものである。
ヒッ

流れ出して地面が濡れていくさまが、
まわりの人たちによって不思議そうに眺

チハイクで車を捕まえるのはそれほど簡単なことではないため、車が捕まらな

められたり眺められなかったりする様子だけである。
しかし、
この作品は『さよう

かったこと自体はいわばよくある普通のことだろう。
そして車の運転手は、
ただ

ならCP』と同じように、私たちの中に現然としてある「障害者幻想」について考

あそどっぐの存在に気づいていないだけなのかもしれない。
しかし、
身体障害の

えるためにつくられたものなのではないかと思うのだ。

あるあそどっぐの存在を通して見ると、単に車を捕まえられなかったというエピ

何よりもまず、映像の中央で呆然と立つ人物は、
そこはかとなく障害のある

ソードは、障害者に対する無関心や排除に見えてくるだろう。映像の中ではほ

人か、
そうでなければ何かわけのわからぬ不気味な人物として表象されている

とんど何も起きないにもかかわらず、
そこに鑑賞者の自由勝手な意味を読み込

ように見える。
もちろん、作家本人がその人物を演じることで障害者のふりを

ませるという意味で、『ヒッチハイク』は『上野パンタロン日記』
と極めて似た構

していることを証拠づけるものは、画面の中のどこにも明示されていない。
しか

造を持っている。

し、
足下に流れる「水」は、
この人物が失禁していることを思わせずにはいられ

他方で、
『上野パンタロン日記』
の鑑賞者は、
この映像が作品であるというこ

ないし、
そのような見立てによって、鑑賞者はこの人物が「公衆の面前で失禁

とを知っているが、撮影当時、現場にいた人たちはそれを知らない。
ことによっ

するような人物」であるという推察に導かれる。
しかし実際には、地面を流れる

たら何かの撮影をしていると理解した人たちもいるかもしれないが、現場に居

「水」と呆然とした表情は断片的な情報として与えられているにすぎない。
だ

合わせた人たちにとっては突然意味もわからない宙づりの光景が生活空間で

から、
もし鑑賞者が目の前の人物を「障害のある人」と見たとすれば、
そのこと

展開されたのを見るという経験であったことは間違いないだろう。
もちろん、映

はそのまま、鑑賞者が「公衆の面前で失禁するような人は障害のある人だ」と

像の中にはこれがどのような出来事であるのかを示す兆候がほとんどないた

いう、障害者について何の根拠もないステレオタイプを持っているということを

め、鑑賞者も現場の人も、等しくこのわけのわからなさを解読するきっかけを持

明らかにしているのである。会田は、
そのような一般的に流通しているかもしれ

たない状況にあるのは同じだ。
しかし、鑑賞者と現場の人の間にある情報量の

ない戯画化された障害者像を偽悪的に演じてみることで、見る者の中にある

この非対称性によって、現場にいた人たちの立場は見る側から見られる側へ

差別意識を取り出してみせたといえるのではないだろうか。
それゆえに、
もしこ

と逆転する。
つまり、鑑賞者は客観的に全体を把握する超越的な立場にいるこ

の映像を見る鑑賞者が、
この人物の周りにいる人たちの様子を、
障害のある人

とによって、現場にいた人たちが至るであろう認識の場当たりさや虚構性を目

に対するいぶかしげな関心や無関心と見たとすれば、
それは目の前の光景につ

の当たりにすることになるというわけだ。私たちは目の前の光景を認識するにあ

いての自らの思考の枠組みを彼らに投影した結果なのである。

たって、
そこから与えられた情報の断片を自分の手持ちの情報と照らし合わせ
ながら、
うまく折り合いのつけられるようなかたちで恣意的に結びつけ、解読し

本展で上映したあそどっぐによるコント作品『ヒッチハイク』も、
障害者に対
する無関心や排除を可視化してみせている。本作は、
あそどっぐがヒッチハイク

ているにすぎない。
この作品は、私たちのそういう認識のあり方を明らかにして
いるといえるだろう。

をして鞆の津ミュージアムに向かおうとするが、結局、車を捕まえることができ
なかったというオチで終わるネタだ。映像は、
ストレッチャーに乗ったあそどっ

しかし現実には、
この作品を鑑賞するときのようなかたちで、
目の前の物事

ぐが「広島」と書かれたメッセージボードを胸元に掲げて道路沿いに佇んで

が本当は何であるのかを知ることのできるような神の視点には誰も立つことは
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できない。
本作は、例えばモニターを破壊すればこの超越的な「視点」は失わ
れるというかりそめのかたちでそのような神の視点を与えてしまうことによっ
て、逆説的にその不在を鑑賞者に伝えるものであろう。
そう考えれば、本作の
中の会田の姿は、
「本当」の答えなしで生きていかなければならないという、私
たちが置かれたこの世の
「わけのわからなさ」
を象った偶像なのかもしれない。

*1 横塚晃一『母よ！殺すな』, 生活書院 , 2007 年 , p.59
*2 同上 , p.64
*3 横田弘『障害者殺しの思想【増補新装版】
』, 現代書館 , 2015 年 , p.38
*4 同上 , p.112より引用
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武田憲昌
（たけだ・のりまさ）

文と写真・櫛野展正

員の情報が詰まった辞書のようなものなのかも
しれない。

1970年生まれ。広島県在住。好きな職員が残したメモ書きから吸ったタバコの
吸い殻まで収拾し、
引き出しなどで大事に保管している。本展では、
これまで収
集してきた品々を展示。

武田さんは 1970 年広島県福山市で生まれ
た。地元の小学校に通っていたが、小学 3 年
生の 3 学期から特別支援学校へ転入。通学
途中にあるクラスメイトの実家のおじいさんの
ことが気になるなど、当時から人に対するこだ
わりの片鱗は見られた。そして、思い通りにい
かないときは、その家のおじいさんのサンダル

ちばかり。自分を理解してくれる存在を彼は

を投げたり近くに停まっている車のワイパーや

知っているのだ。言葉でのコミュニケーション

サイドミラーを折ったりと、癇癪を起こしてしま

が苦手な彼にとっては、変化し続ける世の中

うこともたびたびあったようだ。そのころは、自

で、自らが収集する不変なモノとのつながりが

宅近くの駅から学校まで通学訓練の付き添い

安心材料であり、
「お守り」となっている。

で母親や先生が同行していたが、
「癇癪を起

他人にとってはゴミでしかないモノと親密な

こすのを道路の真ん中で押さえつけたことも

対話を繰り返し、至福のときを過ごしている彼

何度かあった」と母は語る。卒業後は、しめじ

の姿に、僕は憧れさえ抱いてしまう。同時に、

やキノコの工場での就労体験や作業所に通う

彼のように自分の生涯をかけて打ち込める何

が、作業内容になじめず退所。やがて現在の

かを、僕たちは見つけることができているだろ

福祉施設にたどり着く。

うか。そして、彼の集めたモノは「作品」では

そんな彼が収集を始めるようになったきっか

ないかもしれないけれど、収集にかける彼の

けは、1993 年に友だちからもらった穴子巻の

熱量にまた他の誰かが痺れてしまうのを、僕

パック。中身を食べ終わった後、大事に保管

はいつも密かに楽しみにしている。

武田憲昌さんは、広島県福山市内にある知

に詰め込み、常にズボンのポケットに入れて

するようになった。以来、近所のお兄さんから

的障害者の入所施設で暮らしている。彼が収

持ち歩くほどだ。そして、好きな職員の情報を

もらった洗剤も中身を母親が使い終わった後

集しているのは、好きな施設職員に関するあ

第三者に書いてもらったメモ書きも宝物となっ

でも大事に保管するようになったし、自分が飲

らゆる痕跡だが、その収集の範囲が尋常では

ている。福祉施設から自宅へ戻る際は、職員

んだ薬包でさえも、
とにかく捨てることができな

ない。好きな職員が残したメモ書きや、その職

のゆかりの場所を参拝し、わざわざ遠回りをし

くなったようだ。そのため、いまでは母親が本

員が立っていた場所に生えていた草、吸った

てから帰宅。帰宅後は、メモ書きを母親にす

人の目を盗んでこっそり処分しているとのこと。

タバコの吸殻やガムの包み紙に至るまで収拾

べて書き写してもらい、一部をセロハンテープ

彼には、これまで「好き」になった男性職員

し、居室の引き出しなどで大事に保管してい

や輪ゴムで包むなどして常に携帯する。寝ると

が数名いる。どの職員にも共通するのは、年

る。特に貴重なものは、靴下の中にパンパン

きも枕元に置くほどで、彼にとっては好きな職

配でゆっくりと彼の話に耳を傾けてくれる人た
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文・佐々木誠

わたしは「マイノリティと性」を題材に、
その「境界線」を描いた映画とドキュ
メンタリー番組をいくつか制作している。
しかし、
もともと「マイノリティ」にも
「性」
にも、
それを描くことにも興味はなかった。
初めてそのテーマで作品を制作したのは2007 年。
『マイノリティとセックスに
関する2, 3の事例』
という短編映画で、
その時期、
わたしは自主制作した
「9.11」
を題材としたドキュメンタリー映画を公開したばかりだった。
それ以前は、音楽のプロモーション映像などを演出する職業ディレクター
で、常にクライアントの求めるものをつくっていた。
日々、
ミュージシャンの人
たちと仕事をする中、
「同じ作品をつくるといっても、
自分の考えや思いを表現
するこの人たちと自分はまったく違うな。俺は一生職業として映像をつくって

「マイノリティ」
と
「性」
、
「境界線」
を
剥き出しで描くこと。
高橋重美（たかはし・しげみ）
1946 年生まれ。岩手県在住。18 歳で統合失調症を発病し、以来今日まで入院生活を送る。鉛筆、消しゴム、

いくんだろう」と考えていた。
しかし、
ニューヨーク関連の仕事をしているときに
「9.11」を目の当たりにして、
この歴史的事件の「記録」を自分なりに残したい、
という考えに突如とらわれ、
初めて自主的に作品を撮り始めた。
4 年の歳月をかけ完成したその映画は『Fragment』というタイトルで公開さ
れたが、
その後、特に自主的に映画をつくるつもりはなかった。
わたしは「映画」
をつくりたいわけではなく、
『Fragment』
がつくりたかっただけなのだ。
そんなときに、
＜裸＞をテーマとした短編映画を好きなようにつくらないか、
という依頼が来た。

ノック式４色ボールペン（黒・赤・青・緑）を使って大学ノートに溢れる性的世界を含む夢想の世界を描き続
けている。
以前は、
大学ノートの表紙でつくった仮面をかぶって暮らしていた。

当時、わたしには何人か障害者の友人がいたが、
その中でもアルトログリ
ポージス（先天性多発性関節拘縮症）という障害を持っているMと特に仲が

高橋重美さんの作品を初めて見た。

良かった。
たまたま彼にその依頼の話をしたところ、「俺を撮ったら面白いん

強烈だが、
そのストレートな表現には、
どこか品性を感じる。

じゃない」と言ってくれた。
しかし、
わたしは少し躊躇した。Mを撮るということ

自身に内在する
「性」
を剥き出しにするということは、誠実でないと

は、
観客に「障害者の映画」というレッテルを張られるのではないかと思ったか

できないからかもしれない。

らだ。
そのときのわたしは
「M」
を撮ることには興味があったが、
「障害者」
を描く

わたしはその誠実さに羨望の念を覚えた。

ことに乗り気ではなかった。
それは、障害を持った友人たちと遊んでいるわたし

と同時に、
高橋さんの
「性」
を感じることで、
わたしは自分自身について

に「次は障害者を撮るのか？」ということを聞いてくる人が少なからずいて、
そ

「理解」
した。

の浅はかな発想に
「境界線」
を強く感じていたことも一因だった。
「障害者」ではなくMを題材に何を撮るか？と考えていたときに、「裸」を題
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材にしないといけないということは、「性」につい

昧だというメタファーを作品自

て描かないといけなくなるだろうということが浮

体で表現するため必要な手法

かんだ。
その少し前に、障害者の性を描いたノン

だった。

フィクションの書籍が話題になっていて、読んで

わたしが演じる架空の人物は

いた知人が、わたしが障害者の友人がいること

「映像学校の学生」という設定

を知って「障害者の人って、
セックスするとき風

なのでわざわざ下手に撮影し、

俗しかないし、介助必要なんでしょ。可哀想だよ

編集も一旦ちゃんと組み立て

ね」
と悪びれもなく言った。
わたしはその思い込み

た後に崩すなど、普通とは真逆

に違和感を覚えた。
わたしの知っている「リアル」

の凝った演出をかなり計算して

は違ったからだ。Mは女性にモテて恋愛を楽し

行っていた。

み、性生活も充実していたし、
それ以外の障害者
の友人もガールフレンドや配偶者がいる人が多

『マイノリティとセックスに関する2,3の事例』
（2007
年）© Makoto Sasaki

かった。
この
「違和感」
を映画にできないだろうか、
とそこで思いついた。
当時、
性に奔放なMと対照的に（健常者である）わたしには性生活がまった

わたしは職業監督として長
年映像を制作していたので、
そ
うやって作品をテーマから分解
して、テクニックを駆使して再
構築するクセがついていた。
そ

くない状況でよく二人の間で笑いのネタにしていた。
「このMとわたしの状況、

れはつまり、内面から湧き出る

関係性をフィクションにしてドキュメントと交えた映画としてつくったら、
『境界

思い、自分自身をストレートに

線』
を描けるのでは」
と、突然創作意欲が湧いて制作を始めた。

表現するようなことができない、

それが
『マイノリティとセックスに関する2, 3の事例』
という短編映画だ。
Mが自らを演じる「性に奔放な身体障害者」とわたしが架空の人物を演じる
「性的不能者の健常者」の友情を、
その架空の人物が撮る＜記録映像＞とし
て綴ることで、観客の
「勝手な思い込み」
を浮き彫りにし
「境界線」
を疑わせると
いう、
実験的な構成の作品だった。
完成した後、
さまざまな場所で上映し、観ていただいた方たちと対話してい

ということでもある。
正直なところ、
それはつくり手としてのコンプレックスでもあった。
頭で考えたものは、
剥き出しでつくられたものにくらべて
「作品」
として厚みが
ない。
そういう意味で「アウトサイダー」と呼ばれる人たちのアートは究極だと思っ
ていた。

く中で、
わたしは「マイノリティと性」、
そして「境界線」を描くことにさらに興味
を持ち、続けて作品を制作していった。
いまではライフワークと言ってもよい、
わたしにとって大事なテーマだ。
『マイノリティとセックスに関する2, 3の事例』
のフィクションとドキュメントを
曖昧にした作風は賛否を呼んだが、
マイノリティとマジョリティの境界線が曖

044

「マイノリティ」と「性」、「境界線」を剥き出しで描くこと。

ところが、
わたしも自分でも気づかぬうちに剥き出しで作品をつくっていたこ
とがわかった。
冒頭でも書いたが、今回、高橋重美さんの存在を知り、感動した。
そして、
その「マイノリティ」である高橋さんの「性」についての「作品」を解釈

佐々木誠
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しようと、
わたしは自分が『マイノリティとセックスに関する2, 3の事例』を制作
したときの感情、
その記憶を遡った。

アウトサイドの現場から ③

（たきもと・じゅんすけ）

すると自分でも驚いたが、
なぜこの映画をつくったか、
ということを突然、
理解
したのだ。
この文章で長々書いてきた経緯や作品の性質は事実だが、
そこには
わたしの個人的な思いが剥き出しになっている側面があった。
わたしは、劇中で演じている役と違い「性的不能者」ではなかったが、
当時置
かれている状況はそれに近いものだった。長年一緒に暮らしていた恋人がいた
のだが、
もう何年も性行為はしていなかった。彼女は別で関係している男性が
おり、
わたしはそれを表面上知らないふりをして過ごしていた。
その方が楽だと
思っていたからだが、
それは男としてはまさに「不能状態」だった。
その状況は

文と写真・櫛野展正

自分が考えている以上に、
自分を苦しめていたのだろう。
性生活がない自分をネタにした発想から始まっていたが、構成する手法のこ
とばかり考えていて、
自分を剥き出しにしていた意識はなかった。
しかし、
わたしは自分でも気づかないうちに、作品の中で自分自身が抱える
愛情の喪失感と性的欲求を「性的不能者」というかたちで表現し、
思いを刻み
1954年生まれ。
写真家。
劇団「東京

込んでいた。

キッドブラザーズ」の専属カメラマ
ンを勤めた後、
雑誌などでフリーカ

つまりわたしは、
わたしのために映画をつくっていたのだ。

メラマンとして活動。
本展では、
自身
が見た「夢」を記録した『滝本夢絵日
記』
に掲載された
「夢」
の原画を展示。

今回、高橋さんの作品に触れることで、初めて公開してから10 年近く経った
自作を知る、
という面白い体験をした。

これは滝本淳助さんが、自分が見た夢を独
特の絵と文章で記録した『滝本夢絵日記』だ。

佐々木誠（ささき・まこと）
映画監督／映像ディレクター。音楽 PV、TV 番組などを演出。
主な作品に『バイオハザー
ド５ ビハインド・ザ・シーン』
（2009年）
、
フジテレビNONFIX『バリアフリーコミュニケー
ション』
（2014 年）
、
映画作品として『INNERVISION』(2013 年 )、
『マイノリティとセック
スに関する、
極私的恋愛映画』(2015 年) などがある。

滝本淳助という名前に、すぐに反応でき
「犬が秋刀魚に首をしめられる」
噂では聞いていた。この道では秋刀魚が野

1988 年から2 年ほど出演した『タモリ倶楽

良犬の首をしめるということ。実際に見るのは

部』のコーナー「東京トワイライトゾーン」で

初めてだ。秋刀魚は犬が死んじゃうほど首を

は、
『孤独のグルメ』の漫画原作者である

しめるわけではなく、イタズラ程度だ。秋刀魚

久住昌之さんとともにレギュラー出演。当時、

も遊んでいるのかもしれない。
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る人はどれほどいるだろう。カメラマンで、

『 VOW』に先駆けて街中にある｢トワイライト

滝本淳助

047

なモノ｣ を紹介し話題となった。その後は、そ

折。すぐにバスケットを止めることになったん

まだ大学生だったけど、照明や大道具、ス

のおふくろがお坊さんと結婚しなかったんで、

の独特の思考や言葉遣いを取り上げた久住

だけど、初めて友だちの家でドラムセットを叩

チール写真と一人で何役もこなしてね。けれ

跡を仮に継いだのが俺の伯父さん。その後、

さんとの共著『タキモトの世界』が復刊し話

いたときに、俺は自然にドラムが叩けちゃった

ど、芝居がヒットしなくて乞食まで落ちぶれま

遠い親戚が跡を継いでるんだけど、あるとき

題となった。そんな滝本さんも現在 61 歳。東

んで、ブラスバンド部に入ってね。

したよ。

千駄ヶ谷の家から札束の代わりに俺とお袋は

京都渋谷区の甲州街道に面した立派な自宅
マンションで静かに暮らしている。

追い出されたわけ。
そんな滝本さんがカメラを手にしたのは世

10 月末にロンドン公演を行い、12 月の半

田谷高校 ( 現在の世田谷学園 )1 年生のころ。

ばに疲れ果てて帰国した滝本さんが「恩人」

その後 1996 年からは、
「2DK の部屋だっ

俺は渋谷区民にこだわってるんだよね。だか

両親ともに「人形劇団プーク」という劇団員

と慕うのは、その劇団に在籍し、のちに音楽バ

たけど、アパートが二人暮らし向きじゃなかっ

ら、ここへ引っ越してくるときもなんとか渋谷区

で、家には両親の趣味で写真雑誌がたくさん

ンド「ヒカシュー」を結成する巻上公一さん。

たから」と母親とは離れて渋谷区鶯谷にある

内でって。ただ、入居してからこの部屋は日

あったそうだ。

当時、原宿学校 ( 現在の東京映像学院 ) に

鶯谷住宅で一人暮らしをすることに。そんな

通っていた滝本さん。巻上さんが連載してい

中、次々と不幸が訪れる。

が当たらないってことに気がついてね。そんな
こと不動産屋は絶対に口に出さないから。と

高校は写真部で、たまに物理の顧問の先生と

た映画館訪問記の写真を撮らないかと誘わ

にかく俺は、蛍光灯の電気ってのが絶対嫌な

一緒に新宿の歩行者天国や全学連のデモや

れたことがカメラマンを志すきっかけだったと

1997 年、俺が 43 歳のときに、兄貴がくも膜

んだ、明るくなっちゃうのが嫌で。

ヒッピーを撮りにいってましたね。だから写真

語る。

下出血で死にましたね。火曜日くらいに倒れ

は独学です。
そう言って案内された 1K の自宅は、カーテ

て一週間病院の ICU へ入って、11 月7 日の
『ズームアップ』ってピンク映画雑誌で女の裸

真夜中に死んだんだけど、病院ってのは、も

ンが降ろされ、スタンドライトが間接照明代わ

そして卒業後は、法政大学の夜間部に入

や現場を撮ってて、その映画学校に通ってた

う見込みがないと思ったら「死ぬこと」をコン

りになった本当に薄暗い部屋だった。至るとこ

学。
「たっぷり謳歌しようと思ったのよ」との言

ビニ本専門のカメラマンの紹介で、もう一人

トロールできるんですね。点滴の管を少しず

ろにものが散乱した部屋の中央には、万年床

葉通り8 年間も在籍し、アルバイトを一杯こな

の恩人、末井昭さんと出逢ってね。末井さん

つ弱めてたもん ( 笑 )。

が敷かれ、滝本さんはそこで静かに自分の人

したそう。

から「俺んとこも撮ってくれよ」って言われて、

3 年後の 2000 年には親父が他界。親父は離

1978 年から『ウィークエンドスーパー』って

婚後に大阪で新しい奥さんと結婚してたんだ

末井さんの雑誌で撮るようになったの。

よ。葬式に行けなかったから死因とかわかん

生を語ってくれた。
長く大学にいたいから単位をわざと取らな
1954 年に東京都渋谷区千駄ヶ谷で生まれ

かったんだけど、その間に友だちは 3 回くらい

て、千駄ヶ谷小学校のころは「タキジュン」っ

変わっちゃってね ( 笑 )。

て呼ばれて人気者でしたよ。外苑中学校じゃ

ないんだよね。78 歳くらいで死んだからね。
当時の留守電を聞くと、いろいろな出版社

2003 年にはおふくろが。おふくろの死因もよ

から電話が入り、かなり忙しい学生時代だった

く聞かなかった ( 笑 )。
「ご自分で息ができなく

あ、学校帰りにうどん屋にたまってたんだけ

在学中の 1974 年、劇団「東京キッドブラ

ようだ。売れっ子状態が続いたが、あまり人前

なったから来れませんか」って医者から電話

ど、当 時 みんなが 知らなかった「おかめう

ザーズ」の芝居を見に行って手伝っているう

に出て有名になるのは好きではなかったそう。

あって、病院行ったときは生きてたんだけど、

どんとは何か？」
「なんとか南蛮ってのは何

ちに、代表の東由多加さんから「ニューヨーク

そこからしばらくしてねぇ。考えてみたら、そこ
ずい えん じ

か？」ってのをスラスラ言えたから、“うどん博

へ一緒に行かない？」と誘われ、同年 7 月渡

俺はもともと千駄ヶ谷 2 丁目にある瑞円寺って

からずっと一人なんですよ。結婚もしてない

士 ” って称号をいただきまして ( 笑 )。バスケッ

米し、ニューヨークへ。

お寺の生まれで、お爺さんがお坊さんで、うち

し、何度か結婚の機会はあったようななかっ

のおふくろがお寺の娘なんです。だけど、うち

たような、いまから考えるとなかったね ( 笑 )。

ト部に入ったら、近くの神社で転んで腕を骨
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こうやって死んだんだな」といままで思い込ん
話の途中、ふと壁に目をやると、自作の手書

はいて、あんまりゴミはないのよ。

でたんだけど、最近ある女の人から「それは

たかいんです。今日も、この格好パジャマで
すから。これで寝てんですよ、着替えもしない

き年表が。生まれた年から現在まで、その年

産道の記憶じゃないですか」って言われて。

の出来事が明記されてある。自分のことだけ

フロイトのおっちゃんとかの夢判断は嫌いな

番組の台本や原稿が丁寧にファイリングされ、

ではなく、
「1969 年 ( 昭和 38 年 ) 吉展ちゃん

んだけど、女の人に言われたのは妙に納得し

その多くが 1985 年前後の東京が克明に切り

事件」など世論のニュースも併記されている

ちゃったんだよね。

取られた写真の束だ。もっぱら最近は、このプ

よく見ると、この部屋にはテーブルもないし

ライベートで撮影した写真を 2012 年から始

洗濯機もない。下駄箱には靴はないけど、代

点が興味深い。
当初まったく発表する気はなかったようだ
この年表は気が狂ってますよねぇ ( 笑 )。1989

が、
『タキモトの世界』の復刊記念イベントで、

年が昭和何年で自分は何歳か絶対覚えてな

過去の夢絵日記をパソコンで投影したら反響

いでしょう。だから書いとかないとね。1989
年は平成元年で昭和は 7日間しかなかったん

確かに周囲を見渡すと、これまで出演した

めた twitter へ頻繁にアップしている。

し。だからさっきも、パジャマで迎えに行った
んです ( 笑 )。

わりに大量の昔の写真や本などが溢れている。
「さっきの写真はここから出した形跡がある

近頃は twitter に引っ張られてますね。昼間

ね」という視線の先には、ファイルの束の間に

が大きく、
『滝本夢絵日記』として 2015 年 2

いろんなとこから写真を出してきて、枕をライ

ぽっかりと隙間ができていた。
「どうやって戻

月に出版された。

ティングの場所にして撮影するんです。最近、

すかなぁ」とにんまり笑っている。

だ。この部屋の中で、俺がここに寝てて唯一

「みんな働いてる」ってことがやっとわかって

決して王道ではないかもしれないけど、ずっ

の壁的な場所にあるから、見やすいでしょ。

枕元にノートとペンを置いといて、起きて目を

きて ( 笑 )、午後 4 時くらいからツイートし始め

と好きな道を歩いてきた滝本さんは本当に楽

築 40 年 の鶯 谷 住 宅 が 取り壊しになって、

つむったまま、文章を描いとくんですよ。目を

るんです。午後 5 時過ぎからリツイートやお気

しげだし、多くの著名人たちが彼に魅了され

2007 年からここに来たんだよ。寺から出た金

開けると情報が入ってきて夢を忘れちゃうで

に入りの通知が来ますよ。文章書くのが面白く

るのもわかる気がした。立て続けに身内が亡

や兄貴の死亡保険金を使って 2,000 万くらい

しょ。絵は後から夢で見た場面を描くんだけ

てさ、キャプションによって反応違うんだよね。

くなるなど、突然の不幸に見舞われたが、もし

で買ったんだけど。1K ですよ、東京めちゃく

ど、画力がないから夢で見た通りには描けな

要するに、ほんとは夢絵日記を頑張りたいん

かしたら夢絵日記はそうした不幸な現実を別

ちゃでしょ。でも、やっぱり渋谷区民でいたい

いんだよね。ただ最近は、目が覚めた瞬間に

だけど、枯渇しちゃいましてね ( 笑 )。

世界に変えてしまう術なのかもしれない。そん

んだよね。

忘れちゃう( 笑 )。

なことを考えてしまう僕は、きっとすでに「タキ
そして、いま仕事はほとんどやってないとい

モトの世界」に迷い込んでしまったのだろう。

そんな滝本さんが、本格的に夢絵日記を書

実際に描いているところを見せてもらった

う。兄の死亡保険金や寺から出た追い出し金

帰り際に、一番部屋の整頓された場所に置

いていたのは 20 代のころ。小学校 5 年生か

が、机がもので侵食されて使えないため、手

で食いつなぎつつ、昔の写真を売ったり女の

かれた二つの小さな位牌に目が留まった。
「ご

ら中学 1 年生にかけて毎晩のように見ていた

元のスタンドライトの灯りだけを頼りに、なんと

子のバンドのジャケット撮影の話が入ったりす

両親のものだろう」
と手を合わせようとしたとき、

夢がきっかけなんだとか。

枕の上で「多少グラグラするけどね」と言いな

るくらいなんだとか。ただ、タッチペンを片手

がら描いていた。

に iPhoneを操作している滝本さんの姿は、と

が、次にタマちゃんが続けて亡くなっちゃった

ても楽しそうだ。

んだよねぇ」と。やっぱり滝本さんはどこかお

俺ね、すっごく夢がヘンなんだよね。小学校 5
年生から毎晩のように、分厚いビニールの筒

まぁ、何人かうちに喋りに来ましたよ。ただ問

かしい。

の中で鉄板や鉄くずにまみれて埋まってる夢

題は、女の子を招き入れるような体制にはなっ

いまモノは買わないようにしてますね。最近

をよく見てたんです。小学生のときも絵描い

てないことかな。
「あら、素敵なお部屋」じゃ

買ったのはペンくらいで、買ってもT シャツ1

てんですよ。起きたときに「あぁ、俺の前世は

ないでしょ。ただ、散乱してるけど秩序立って

枚とか。冬でもT シャツ2 枚重ね着するとあっ
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キュレーター日記」
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新製品「ミルクレ」
午後の水飲み場

ク味のキャラメルで、パッ
ケージは、このミルクレを
欲しがる、杖をついたおじ
いさんのイラストだ。

今年の夏はカウボーイカットと名づけられ

カウボーイカット

を前にもってきて、くくりつけた紙コップ

たへアースタイルが流 行るという。髪の毛

キャベツ先生忙しくする

も楽しくやっている。そう日本人です。

座の学問をしているらしいが、何人も

などには写らないことにする。彼はメンバーと

一年を浴衣で過ごすキャベツ先生。星

を目撃されている。

合わないのでは？ということになり、ジャケ写

の学 生に街 中 を 疾 走しているところ

人組で、話し合いでルックスがちょっと周りと

に通す。アメリカ 発 祥だが、このヘアース

4 人組のレッド・ツェッペリン。しかし本当は 5

れないための先住民のしきたりでもある。

本当は 5 人組

タイルは、牧 場 を 乗っ取 られた 歴 史 を 忘

喉が渇いたので、児童公園の水飲み場で水

を飲もうとすると、女の人が飲みたそうな

様子でやって来る。僕が飲んでいると、女の

人も蛇 口に口を 近づける。このよ うになっ

た場合、絶対に唇と唇が触れないようにす

るのが、暗黙の了解。

お 菓 子の新 製 品「ミルク
レ」が発売になった。ミル

自分なのではないか
スケボーで町を散歩していると、住
宅街で寝ている人がいる。枕元に
「一生、寝ていたい」という看板が
ある。僕はその人をジーっと見てい
ると、その人は、自分なのではない
か、と思えてくる。

ワシのワンタン
80 歳を超えた祖父とワ
ンタン 屋 に 行く。100
種類ぐらいのメニュー

自 在 家 族 ＝ 自 由 自 在 家 族。いつでも

自在家族

3

好 きなと きに父 親 役、母 親 役、子 供

アウトサイドの現場から③

役を入れ変わることができる。この
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人はもともと別々の家庭に育ち、それ

いけないものを見てしまった気持ちだ。そう
か、夏はこうして置いておくのか、と思う。

ぞれ異母異父という環境にあったので

海辺を散歩する。元海水浴場のはずれま
で来てしまった。あ、夏に必要なものが、す
べて収納されている倉庫がある。見ては

「認められる」というルールだ。

夏の置き場所

がある店だ。僕が、普
通のワンタンともう一
種類ぐらい注文すれば、
と言うと、祖 父は烈 火
のごとく怒り出し「ワシ
のワンタンぐらい、ワシ

犬がいる

が決める！」と怒鳴りま
くる。

君に会いに来たけれど、僕と
あなたの間には犬がいる。

滝本淳助
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「もしも失踪するときは
周りに相談しながら進めて
いくのがいいと思います」
－幻聴や妄想を開く、
かるたというデータベース
語り手：精神障害者就労継続支援 B 型事業所
ハーモニー施設長

新澤克憲

（しんざわ・かつのり）

聞き手・構成：田中みゆき

障害が日常化しているかどうかの判断は誰が行うのですか？
例えば障害年金は、症状が出てから1 年半経った時点で障害が固定されたと認めら
れて、
そこで初めて支給される仕組みになっています。障害者手帳やその他の支援も
その状態が持続的に続いていることが前提で福祉のサービスが適応されます。
それ
らは医者による診断書が必要です。
ヘルパーなどの利用のための障害区分認定は、
調査員の聞き取りをもとに区市町村で行われる審査会で決定されます。常に本人以
外の第三者が本人の大変さをはかるという「非対称性」が福祉にはついて回ります。
不思議なことではありますが、障害ということを自分で証明しないといけないんです。
それは精神障害の方にとっては、時として難しいことです。
自身に障害があるというこ
とは、社会とうまくいかない時期がある程度長く続かないと自分で認識を持ちにくい。
いつまでたっても認識を持てない人もいます。
僕らの施設「ハーモニー」に通う人たち
の中でも、誰かの声が聞こえるが障害ではないと思っている人もいますし、
自分の「障
害」の捉え方は個人差があるようです。

幻聴妄想かるた（げんちょうもうそうかるた）
東京都世田谷区にある就労継続支援Ｂ型事業所「ハーモニー」を利用する精神障害のある人たちが
実際に語った幻聴や妄想を絵札や読み札に綴った「かるた」。本展ではその原画や関連資料などを展示。

障害の話になると、まず知的障害や身体障害を指すことが多いと思います。
そもそも精神障害とは何なのでしょうか？

障害とされていたけれど、
機能的な面がクリアされたから、
いまは「近視は障害ではな
い」いう考え方があるでしょう。
精神障害の場合は、
もう少し複雑な面を含んでいる気
が僕にはするんです。
それは、
彼らにとっての困難が、
身体に関わる機能的な側面でな
くて、対人的、対社会的に現れてくるからです。精神障害を考えるにあたって、社会の
側の問題や「異常／正常」の境界は本当に固定的なものなのかという問いは避けて通

いわゆる精神疾患というものは、医学的な枠組みで治療の対象となる病気を意味す

れないと思っています。発達障害という概念ができる前は、彼らはどんなふうに生きて

るといってよいと思います。
その不調によって、本人の「生きづらさ」や他人や社会に

いたのでしょうか。
「変わった人」として性格の問題とされたのではないでしょうか。
ある

困ったことが起きたら「精神障害」
と呼ぶというのが僕にはしっくりきます。
障害は病気

いは発達障害という概念自体、時代や社会が要請したものだったのかもしれないとも

だけが原因ではなく、社会環境や個人の状態などが関わりあって引き起こされます。

思っています。
そう考えると、
制度にひっかかって、
利用者としてハーモニーにやってくる

諸説ありますが、一過性のものまで含めれば 4 人に 1 人は一生に一度は鬱症状など

人たちは、
心のトラブルを抱えている人のごく一部分なんだろうと思います。

の心のトラブルを経験するといわれています。
それを経験しながらも時の経過ととも
に大丈夫になる人、通院や服薬により以前と同じように生活を営んでいる人が僕ら
の施設の利用者になることは、
まずありません。
ある程度それが障害として固定して、
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よくいわれる例えで、
メガネがなかったころは近視の人は遠くのものが見えないことを

そうすると、ハーモニーにいらっしゃるのは
たまたま助けを求めてきた方たちということですか？

社会の文化的に許容できる範囲を超えてしまい、社会生活を営むうえでの支援が必

そう考えてよいと思います。20 年前に仕事を始めたときは、
自分自身は単純に考え

要となって初めて、福祉サービスの対象者となります。

ていました。
日本には多くの精神病院があって、長期的な入院患者も多く、回復期に

「もしも失踪するときは周りに相談しながら進めていくのがいいと思います」
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どういう基準で利用者の受け入れをされていますか？
支援（B 型）」*の事業所は、基本的には役所に申請を出し、認められて、利用が始
まります。
うちの場合は多くの人が障害手帳を持っていたり、障害年金を受けたりして
いますが、
それらがない人もいます。
脱線してしまうかもしれませんが、ハーモニーは必ずしも病名を持つ「利用者」といわ
れる人たちのためだけに開かれた場所でなくてもよいのではないかと思っています。
『幻聴妄想かるた』をつくって以降、集ってきた方たちは、医療にかかったり、福祉
サービスを受けたりはしていないけれど、何らかの生きづらさを抱えていて、
自分でも
言語化できない違和感のようなものを持っている人が一定数いるように感じます。
そ
ういう人も立ち寄れる場所であればいいなと思います。中核には統合失調症を代表
として、制度を使って利用する人たちがいるけれども、
それを支えているのは、何らか
の「居場所」を必要としている人たちで、
そういう人たちが渾然一体となって施設の日
常が動いている感じがいいと思っています。
法律の中の施設として作業をしたりご飯を食べたりレクリエーションをしたりするとい
もかかわらず出られない人が多かった。
そういう人が社会に復帰していくうえで、
まず

う日常はありますが、作業以外にも毎週水曜日にミーティングを行っています。病気か

病院のデイケアがあり、地域の保健所のデイケアがあり、社会参加の場としての共同

病気じゃないかはわからないけれど、
自分の身に起きた不思議な体験を語り合う時間

作業所があるというかたち。
ある意味、
自分たちの仕事が見えやすかった。
もちろん統

です。
事前に連絡さえもらえれば誰にでもオープンにしています。
毎週一人二人ゲスト

合失調症をはじめとして社会的に入院し続けている方はまだまだ多いですし、
日本

が来ていて、
ゲストがいることで場が活性化するという意味でゲストも重要です。
『幻

は異常です。本当に減らない。
そこはいまだに課題としてあります。
うちの施設でも現

聴妄想かるた』もミーティングの参加者たちの経験がもとになり、
この時間で絵札をつく

在の30 人の利用者のうち2, 3 人は 10 年以上入院していた方です。
そんな人たちは

り始めました。
その場においては病気であるかそうじゃないかは実はほとんど関係ない

長い入院を経て、病院から出てきて、地域で住む場所を見つけて、
通所してくる。

です。
僕は、
ある単一の障害の種類の人たちを集めて内向きにお互いに話し合って一
体何ができるだろうと思うんです。
それってすごく不自然な集団の成り立ちに思えます。

しかし施設を続けているうちに、同じ統合失調症でも、何十年も自宅から出ることなく

20 代の若い人から70 歳代までの恐らくこの場所が最後の社会参加の場になるであろ

孤独のなかで引きこもり生活を続けている人や、
対人接触にとても弱い人などが参加

う人が同じ場にいる方が自然だと思います。障害がある人もない人もまずは集って、
そ

してきました。
それ以外に「人格障害」や「発達障害」といわれる、
社会の中で人との

の関係性の中から何かつくっていくというかたちにしたいと思っています。

関係に悩み、苦労している方たちも、就労の中途で鬱になって回復期にある方たちも
やってきますし、長期入院者の社会参加の場という役割以外の仕事がここ10 年で増
えたなという実感があります。
国に定められた「障害者総合支援法（旧障害者自立支援法）」における「就労継続
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* 一般企業への就職が困難な障害をお持ちの方に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、
その知識と能力の向上に必要な訓練などの
福祉サービスを供与することを目的とする。
雇用契約を結ぶ
「A型」
と、
利用者が作業分のお金を工賃としてもらい、
比較的自由に働ける非雇用型の
「B 型」
がある。

幻聴妄想かるた
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精神障害者の人たちは他人に幻聴や妄想の話をすることに
抵抗はなかったのでしょうか？
精神障害の特質から考えて、幻聴や妄想の話をすることで社会から阻害された経験
をたくさん持っている方は多くいらっしゃいます。離縁や勘当、地方の方だと育った地
域では精神障害ということが公にできなかった方も高齢者には多いですし、発症して
職場を首になったり、家族の間ですら話せなかったりするわけです。
まずやろうとした
のは、
そういうことが話せる環境づくりでした。
最初のステップが『幻聴妄想かるた』づ
くりで、「隣の人が何を考えているかよくわからない」という利用者の雰囲気が始まり
でした。作業だけが目的の施設だったら、
お互いに話す必要もないですし、彼らの中
にも精神障害に対する偏見があって、
「病気の重い人は怖い」
とか「あいつみたいに
はなりたくない」とか、彼らも病気のことを口にしたくないし、
元気なように見せたいと
いう力動が働いていて、
お互いに話せなかったことも多かったと思います。
やり始めて思ったのですが、
自分のことを話す一つの装置としてのかるたづくりは面
白かったなと思います。
つまり、幻聴や妄想、病気のことを語るのではなく、「体験した

したが、法律ができたことによって、利用者と契約をして、
お金を稼いでいただいて、

不思議なことや困ったことを語ろう」ということにしました。
「夜眠れない」とか「大震

工賃を補償しなければいけなくなった。
でも年齢層が高くて重篤な障害を持った人

災のときに食べるものがなかった」とか具体的な日々の悩みごと相談の中に「実は闇

が多いということもあり、典型的な内職作業や飲食店といったことは考えられません

の組織に狙われてる」というものが入ってきたり、「昨日自動販売機に話しかけられ

でした。
それで「このままだと僕らは新しい法律のもとでは法内の施設にはなれない。

てさ」というものが紛れ込んできたりしても楽しいですよね。
そういう日々の不思議体

どうやったら工賃を稼げるだろう」と話し合いました。
いろいろとアイデアが出ました。

験話を抽出してかるたにしていきました。
かたちにしてみたら「俺もそんなことある」

幻聴や妄想や病気の体験を劇団仕立てにして老人ホームでお金をとって発表しよう

「そういうときはこうしてたよ」と乗っかる人たちがいて、「僕がずっと聞こえてた声は

という案までありました（笑）。劇団は上手くいきませんでした。
いざやってみると台詞

ひょっとして幻聴なの？」という話をし始める人たちが出てきました。
そういうことでお

は覚えられないし、みんな顔を出すのは嫌だと言うし（笑）。半分本気で半分冗談の

互いを発見すると同時に自分のことに気づけるというか、いわゆるカウンセリングで

ような劇団づくりでしたがうまくいかない。暗礁に乗り上げたころ、
それまで書き留めて

はなく雑談めいたものから引き出せたのがラッキーでした。

いた妄想の体験を短文にしたものを見ていて、
誰からともなく
「こ

かるたはどういう経緯で生まれたんですか？

れってかるたみたいだよね」とその場のノリで言い始めたのが、
かるたのきっかけでし
た。
かるたがよかったのは、結局誰の体験かがはっきりとはわからないことでした。匿

2008 年に集団精神療法士を入れて当事者ミーティングをやり始めました。
お互いが

名性があるというか、半分顔が隠れているようなものというか、
そこが彼らにとっては

そういう話をするのに慣れてきたところで、障害者自立支援法が施行され、
それまで

ちょうどよかったんでしょうね。
ビギナーズラックだと思いますが（笑）。

の共同作業所という法外の施設から、国の法律の中で存在する施設に変わらなけれ
ばいけなくなったんです。
共同作業所は地方自治体から独自に補助金をもらっていま
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くっていくのですが、みんなはすでに知っている話もあります。何人か集まって、
それ
ぞれが絵を描いて、本人が「これ面白いね」
「これが一番近い」と言いながら選んだ
り、
日々そういうことを続けているわけです。一度は自分の体験が集団の中に開かれ
て、共有されたものがかるたとして出てきていると思ってもらうとわかりやすいと思い
ます。
やっていて楽しいなと思ったのは、
その体験が何度も語られてみんなで面白がってい
るうちに、元の体験の語りがどんどん変わってくること。
そこが僕はすごく好きで、
どん
なに本人にはきつい嫌な体験だったとしても笑いのポイントは必ずあって、
そこでみ
んながウケたりすると、
その部分がどんどん強調されてくるんですね（笑）。
そうするう
ちに彼はわかってもらってよかったと楽そうになってくる。本当に忘れっぽい人が多く
て何度も何度も同じ話を繰り返すんですが、人が聞いてくれることによって経験が柔
らかくなっていくというのは積み重ねていくうちに僕も気づいたことです。

かるたの絵はその幻聴や妄想の体験者が
描くわけではないということですね。
かるたになった幻聴や妄想の特徴はありますか？

そこが一番のポイントだと思います。
ある話がその場で共有されて、語ったり聞いたり

『幻聴妄想かるた』にはすごく暴力的なものや性的なものは含まれていないんです。

する中で、
その体験がひょっとしたら自分だけじゃなくてみんなとわかちあうことができ

でも妄想の中にそういうものは必ずあるわけなんですが、「これは売りものであって、

たという感覚が持てて、
そこでみんなで描くということが大事なんだと思います。上手

一般の人たちに届けるものだ」という前提は彼らにもあるようです。本当の生々しいも

い下手ではなく、
そこに関心を寄せたという意味で絵を描くという行為はよいと思い

のではなく、山を越えて後ろを振り返って、
「これって面白かったよね」
とか「宇宙人に

ます。当事者同士の友情なんて信じないよと言うメンバーもいますが、降りかかってく

会ったって誰も信じてくれないけどホントに会ったのよね」
という、
過去の体験をちょっ

るものを一人ではなくつながりの中で受け止めることで、楽になったり良い方法を少

と引いて俯瞰しているようなものが多いです。展示会では、
お客さんを自分のかるた

しでも見出せたりする、
そういう営みの記録としてのかるただと思っています。

のところに連れて行って「これ僕の札です」と名刺代わりに自己紹介のきっかけとし
て使う利用者もいます。彼らなりにこれは世の中に対する贈りものというか、伝えたい
こととしてのコーティングがされたものと考えてもらうのがいいかもしれないです。
そ

精神障害の方たちはお互いを理解するのが難しいと思うのですが、
幻聴や妄想を通じて他の人とつながれるということですか？

れから「自分の体験はどんな妄想でも本当だけど、隣のあいつ変だよね」というのは

ミーティングの中では現実的な知恵、「夜中に調子が悪くなったらどうするか」など、

みんなあって、
他のメンバーの妄想の話を聞いて絵を描くのは嫌ではないようです。

そういうものを共有することもあります。
ただそれだけではなく解決不能なことというの
は当然あって、
ミーティングで話したからといって彼らの妄想が消えたり楽になったり
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ミーティングで何度か語られてみんなで共有されて、「今日は Aさんのこの話につい

する訳ではないのですが、
「そうだね」
とか「ちょっと頑張ろう」
とか言ってくれる聞き手

てAさんからもう一回話を聞いてみんなで絵を描こうよ」という提案をして最近はつ

がいることで生きやすくなるというか、一晩乗り越せるというか、
そういうものなんだと
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思います。ハーモニーという場所が特別な場所というか、
それ以外のところでは通じ

ました。一般の方がつくったかるたもすごく面白くて、数百枚たまってい

ない言葉が通じる場所という認識は持ってもらっていると思います。
ただ、
それだけで

るので、近々ウェブ公開をしたいと思っています。
メンバーもビックリす

内向きだとどうしてもピリピリしてしまうので、
ゲストが入ってくるとよりよいんです。

るような面白い体験もたくさんあります。境目の曖昧さというものを、
か

かるたづくりは施設の維持にとってどのような役割を持っていますか？

るたを通して当事者や一般の参加者も感じてくれると、本来なくてもよ
い妙な境目が壊れていくんじゃないかなと期待しています。加えてそ

かるたは商品としてパッケージされますが、中身については、
ミーティングの中で

れがメンバーたちの工賃にもつながっていくといいなと思います。
そう

日々更新されていくものです。
「場のデータベース」という考え方が僕には一番しっく

は言っても僕としては、ハーモニーが幻聴や妄想の話を日常的に安心

りきます。苦しんだり助けられたりした経験の蓄積。亡くなった人たちの経験も含まれ

して話すことができる場に少しでも近づけたならば、
それが一番よかっ

ている。
そういうふうにかるたづくりを捉えています。

たと思います。
売れる売れないはあくまで結果ですね（笑）。

2008 年に自分たちで販売したときは 3,000 円で売って 500 部ほど売れたのです
が、
その後医学書院さんとのご縁で 2010 年にDVDとCDをつけたものが世に出て、
いま5,000 部ほど売れているらしいです。
ただその過程で工賃が増えたかというと実
はそうではなくて、世田谷区内の公園の清掃をしたり内職をしたりした方が効率的に
彼らにお金が払えたんだろうと思います。最近では多い時期で月2 回くらいのペース
で講演を頼まれるようになりました。最初 20 分くらい僕が概論を話して、
その後メン
バーがそれぞれの体験を語りながら会場のみなさんとかるた大会をするんです。
自己
紹介をする感覚が平気になった人が 10 人ほどいるので、
そういった活動で大学や施
設などからお金をもらっていて、
それが工賃アップにつながりました。決め台詞やウケ
る話を持ってくることを彼らなりに考えて、
わかりやすく楽しく話す工夫をしたりしてい
ます。最近はそれに加えて、
ワークショップ形式で、会場の人がかるたを描いてみると
いうこともやっています。
ミーティングと同じように、5 人くらいのグループに分かれて、
自分の変な体験を話して他の参加者と共有し、最後にみんなの前で発表します。
メン
バーが来場者のかるたに講評したりします。
それをパッケージ化してメンバーと一緒
に行うことを本格的にできないかなと夢見ています。
かるたを売るという次元ではな
く、
自分のことを語り、会場の人と語り合うことを社会参加のかたちとして展開してい
きたいです。

かるたというのは場をつくるということなんだなと改めて思いました。
そうなんです。
かるたって遊んでみるとすごい力を持ったものだなと後になって気づき
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HISASHI
福島尚

FUKUSHIMA
1969年生まれ。
埼玉県在住。4歳の頃から鉄
道に興味を持ち、
記憶をたよりに鉄道の絵を
描く。
何度も色を塗り重ね、
車体や信号、
部品
に至るまで、実物とまったく同じ色を再現。
厚紙を使った鉄道模型や古い切符や路線図、
時刻表などのレプリカ制作も行っている。
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鞆の津ミュージアム

「さらば聖なる山。
現実の生活があるんだ」
- アレハンドロ・ホドロフスキー『ホーリー・マウンテン』

はじめに
鞆の津ミュージアムのやっていることが、
「アウトサイダー・アート」
や
「アール・ブリュット」
と

TOMONOTSU

いう言葉から一般に想起されてしまう何かとは一見異なる「でたらめ」なものに見えるかもし

MUSEUM

祉」あるいは「幸福」という言葉の意味をそもそも論的に問うようなメタな立場からの障害福

れなかったり、事実として、障害のある方の表現だけに光を当てているわけではないという意
味では、確かにそれはいわゆる「障害福祉」とは言えないところもある。
しかし、「障害」や「福
祉があってもよいし、
現にあるのではないか。
そのような考え方のもと、
「障害／健常」
の間にあ
る境界線を
「とりあえずのつくりもの」
という意味での
「虚構」
という視点から改めて考えてみよ
うというのが本展『障害（仮）』
である。
もちろん、障害を当事者個人の身体に還元されるものと考え、
それを
「健常」
な身体と比較

080
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して
「異常」
な欠損や機能障害であるとする
「個人モデル」や
「医療モデル」的な立場から見れ
ば、実在しないもの＝虚構という様相において障害を理解することは難しい。
この視点によれ

を持つ。本展では、多様な展示物を混在させることで、
それらを等しく「つくりもの」すなわち
「（仮）」
の相において捉えてみようと考えたのである。

ば、障害とは当事者の身体に内在し、彼や彼女らに生活上の不利益をもたらすものとして治
療や福祉的支援の対象と見なされるものであるからだ。
しかし、障害を障害当事者とその人が暮らす社会との関係性の中で生み出される障壁とし
て捉える「社会モデル」的な立場から見れば、障害は個人と社会の「間」に存在するものとな

問題の所在
近年、特に90 年代に入って以降、障害のある人たちによる創作活動に光を当てる展覧会

る。
この考え方によれば、障害は当事者個人の身体の差異に帰せられる不変なものではなく、

が開催され、障害のある人たちの文化の多様なあり方が広く知られるようになってきた。
そう

社会の仕組みやそこに住む私たちの考え方に応じてかたちを変えうる想像的・可塑的なもの

した展覧会は、障害当事者がつくる非典型的ではあるが多様な価値を体現する作品に託し

であるからだ。
これについて、社会学者の立岩真也は、障害の原因についての捉え方がそのよ

て、
否定的にのみ捉えられがちであった既存の「障害（者）」像を相対化し、
肯定的に転換しよ

うに変化してきた近年の歴史的経緯に触れながら、次のように書く。

うという実践であるといえる。
障害者像をめぐってこのようなイメージの政治学が行われる歴史的背景には、戦中戦後を

「障害学と呼ばれる動きもその流れの中にある（日本では2003 年に学会設立）
。
個人の身体と

通じ、障害のある人たちの生命を「あってはならない」 ものとして選別し、
なきものにしようと

その欠損に注目し、問題解決の責任を個人に負わせ、治療・訓練する医療・福祉の専門家支

する優生思想の脅威があったとされる。例えば、障害文化論の荒井裕樹は1960 年代から70

配に連なる「個人モデル」
「医療モデル」に代え、社会の中に障害が現われることを把握し、
社

年代にかけて、横田弘や横塚晃一らを中心とした脳性麻痺の障害当事者による活動団体「青

会変革を求める
「社会モデル」
を主張するとされる。」

い芝の会」
によって展開された障害者運動や議論について次のように述べている。

*1

*3

障害者文化の研究者である倉本智明は、全住人が背中に翼を持つ社会に翼を持たない

「1960 年代末から1970 年代には、
「優生」
という外在的な権力によって、
障害者の
「主体性」
を

私たちが投げ込まれたらどうなるかという寓話を通して、社会モデルにおける障害と健常の交

無視する形で死へと至らしめられる危機感を抱くようになり、
それへの反発を通じて自己の生

換可能性について説明しているが 、
ここでは、何をもって障害となすのかは多数決で決定さ

命を守ろうとしてきたのである。…今まで社会から突きつけられてきた障害者の生命の価値

れる相対的なものだということが示されている。
もちろん、
そう考えることによって、障害のある

の挙証責任という刃を、
自己の外部へと折り返し、
逆に社会の側へと突き返して行くこと」

*2

*4

人が主観的に経験する苦しみがなくなるわけではないし、逆に当事者の苦しみは隠蔽されて
しまうともいえる。
しかし、両者の関係性や境界線は組み直したり書き換えたりすることができ

これによれば、社会における障害の意味をめぐってなされた存在論的な議論は、単なる抽

ると考えることの重要性はそのことで失われてしまうわけではない。
その意味でいえば、本展

象論にとどまらない、文字通り生存をかけた闘争であったことがわかる。
また、大内郁（現・藁

は、障害の社会モデル的視点を基軸に、障害／健常の間にある関係の更新可能性や人為性

工ミュージアム学芸員）は、戦時下の日本において「特異児童」として注目を浴びた山下清の

を
「
（仮）
」
という言葉に託して、提示しようとする試みであるといえるだろう。

存在が、
当時高まっていた優生思想に対して持ちえた意義について次のように述べる 。
*5

それにあたって本展では、「（仮）」性を持つようなもの、
つまり、
広い意味において
「つくりも
の」であったり「とりあえずさ」に関わるような表現を展示した。
出展物はステレオタイプな障

『特異児童』としての山下清らの作品の反響が戦時下の日本社会おいて興味深い作用をも

害者像、妄想、幻覚、仮想現実、模型、記憶、夢、演劇、他者の心などにまつわるものである。

たらした点は、
彼らの『能力』の発揮に引き寄せられた議論が、
イディオ・サヴァンといった心

そして、
それぞれが
「事実」
に対する
「物語」
「
、正解」
に対する
「誤解」
「
、本物」
に対する
「偽物」
、

理学・精神医学用語などでその位置づけを確保する中で、
『能力主義』
によって一定の人間を

「現在」に対する「過去」、「自分」に対する「他人」などのかたちで、
虚構的なものとつながり
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『低能児』
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ような姿をもみせたということでもある。」

（
『犬』
）、性的欲望の主体としての障害者（『婚活な男』）、過剰な配慮・管理（『達人』）、忌避
（
『かんさつ日記』）などについて言及しながら、障害者に向けられる否定的なまなざしを先取

これらの例によって示されているのは、文学や美術作品の発表という文化的活動が、社会

りしてネタに組み込むことで、
それらを露悪的に視覚化してみせた。

における無益なものとして自らの生命を排除しようとする力に対して、
その価値を主張し自ら

例えば、
『婚活な男』
では、変態的な性的欲望の主体として下ネタを発し続ける男を演じる

のもとへと奪還するような、
きわめて福祉的かつ政治的に有効な実践になりえていたというこ

ことで、理想化されたステレオタイプな障害者像を裏切って脱聖化すると同時に、
自らの存在

とであろう。
こうした当事者側からの文化政治的な実践は、障害者の権利や存在が不当にな

も（健常者と同じように）さまざまな性的欲望を持つよくある生身の身体の一つであるという

きものとされていたことへの時代的要請としてなされなければならなかったし、
現在、
「障害者

事実に鑑賞者の意識を向けさせる。
また、
『かんさつ日記』
では、最終的に殺虫剤をかけられス

差別禁止法」の制定にみられるように、
当事者の人権を尊重する社会的な制度が実現しつつ

リッパで頭を叩かれて殺生される意味不明で不気味な虫を演じることで、
自身の存在を極め

あることは、
そうした活動が一定の成果を挙げたことの証であるといえるかもしれない。

て忌まわしく価値のない存在として描き出す。障害者に向けられているかもしれない同情や

しかし同時に、現在における障害者文化を紹介するほとんどの展示がそうであるように、
「純粋」
「天才」などというかたちで障害者（文化）の中に理想化された価値観を投影して神
格化する「障害者純粋言説」とでもいうべきそのステレオタイプな語り口は、
彼らの存在をあ
る定型に入れ込んで理解しようとする暴力的な物言いであることもまた事実である。
言うまでもなく、
「障害」
のある人たちの生き方は
「健常」
な人たちがそうであるのと同じく多

忌避の視線を逆手にとって自ら
「踏み絵」
となることで、
「あなたにはわたしの存在はこんな感
じで映っていませんか？」
と鑑賞者に問いかけるというわけだ。
さらに、彼は『達人』において、寝たきりの「武道の神」という矛盾した存在として登場する。
寝たきりであるがゆえにまともに戦うことができないはずのこの無敵の「神」は、
しかし、
ヘル
パー演じるところの「対戦相手」によって容赦なく攻撃を与えられ、
いとも簡単に敗北してしま

様であり、
彼や彼女たちは「純粋」でも「天才」でもない、
いわば普通の人たちだ。
テレビを見

う。
その間際、彼は「空気読んで！障害者だよ！」と絶叫するのであるが、
この叫びの中に、
この

て、音楽を聴き、本を読むなどして大衆文化に親しんでいるし、
その他の無数の人たちが暮ら

「神」が無敵であったゆえんが示されている。
つまり彼は、文字通り無敵であるというよりは、

すのと同じ社会の中で日常生活を送っている。

寝たきりであることを暗黙のうちに考慮される「手加減すべし」という空気の中で、大多数の

だから、
「純粋」
が
「どんな文化的影響も受けない」
という意味であるならば、
それは端的な虚

人間と同じ土俵に上がることを許されないがゆえの「不戦勝」を強いられる、敵なしの「神」で

像にすぎないし、
障害者像の多元化を目指すべき文化活動が、
ありもしない画一的な語り方を

あったのだ。
その意味で言えば、
この「達人」は、過剰な政治的正しさによって配慮・包摂され

するのはあきらかに本末転倒だ。
そのようなかたちで彼や彼女らの作品を言祝げば言祝ぐほ

ると同時に、排除されてしまう障害者についての寓話であろう。
この「対戦相手」は、空気を読

ど、
彼らのステレオタイプなイメージを再生産し、
その生のあり方を「健常者」とはまったく異な

まないことによって
「神」
を脱神格化することを通して、「私たちは同じ土俵に存在している！」

るものとして固定的に象ることになってしまう。
そこで行われていることは、
極論すれば、
福祉的

という水平的な宣言を行う者である。
つまり、「空気読んで！障害者だよ！」
という
「神」の叫び

包摂の名のもとに行われる排除なのではないか。
この疑問が本展の出発点となった。

の裏側には、
「空気読まないで！障害者でも！」
という、障害／健常の間合いを仕切り直すよう
訴えかけるまったく相反するメタメッセージが貼りついているのだ。人それぞれ笑いの沸点は

作品について

異なるが、
自分の手持ちの常識を宙づりにしたり、裏切ったりするような何かに直面したとき
に笑いが生じると考えるならば、何が笑いの対象となるのかは、鑑賞者がいかなる常識を持っ

お笑い芸人のあそどっぐは、脊椎性筋萎縮症により24 時間介助を必要とする寝たきりの

ているかに依存する。
その意味で言えば、私たちはあそどっぐのネタに笑ったり笑えなかった

身体障害者であるが、彼は自身の境遇を自虐的に利用するブラックユーモアを通じて、世に

りするたびごとに、
「障害」
について自分が無意識のうちに持っていた思い
（それが否定的なも

流通しているステレオタイプな障害者像に介入し、
その更新を試みる。彼は、本展で上映し

のであれ何であれ）を強制的に知らしめられることになるのだ。
あそどっぐの身体をかけた笑

た新作の中で、障害者に対する無関心（『ヒッチハイク』）、包摂／排除（
『カーリング』
）
、
差別

いは、私たちそれぞれが障害について持っている常識を問い直し、見知らぬ存在に対する寛
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容さを鑑賞者の中につくりだそうとしている。

中でハコスコを見ていること）から別の現実（映像内で展開される出来事）へと強制的に移し

『幻聴妄想かるた』は、就労継続支援事業所「ハーモニー」
に通う人たちが経験する幻覚体

てしまうことで、結果として、
いまの現実を偶然的なものとして見ること、
つまり、
いま現に自分

験を「かるた」にしたものだ。
この「かるた」は、利用者同士がそれぞれの主観的な経験や苦し

たちが受け入れている規範や価値観や言葉の意味などはたまたまそうであった＝別のもので

みを語り合う「愛の予防センター」と呼ばれるメンバーミーティングから生み出されているが、

もありえた、
と思い至ることを可能にする装置となっているのだ。

それは本人にのみそう信じられているという意味で「ない」とされる幻を言語化していく実践
を通じ、
その幻を現に
「ある」
ものとして公共的に共有可能なかたちでさしだす試みであると言

三浦和香子が制作した食品サンプルは、各メニューの食材が持つ色やかたちやテクス

えるだろう。施設長の新澤克憲によれば、第三者の視点から見れば実在しないとされるもの

チャーを、現物とは似ても似つかないフェルトや毛糸や綿などの手芸用品を素材にして近似

であっても、
当事者の発言を肯定し「ある」ものとして受容することは、
彼らの苦悩に寄り添う

的に再現しようとしたものだ。
そのため、遠くから見たときと近くから見たときとでその写実性

ための回路をつくるという意味で極めて重要なプロセスであるとされる 。
そうした回路は、支

が大きく変化する。一見すると実物そっくりだが、
よく見ると実は似ていない。
しかし、逆にい

離滅裂で無意味に見える発言の中にもそのように語られるべき本人にとっての合理性を読み

えば、
写実性は視覚の「解像度」に依存しないということだ。三浦のサンプルは、
たとえそれが

込み、
ひとまず議論可能な対象とみなして語っていく中で生み出されるものであろう。
それは、

実は手芸用品であっても食材と見ることができる、
という私たちの視覚的認識の柔軟性と粗

*6

「ない」ものをアド・ホックに「ある」ことにしてしまうという、相手への寛容さと信頼にもとづく
態度に根ざすものだ。発達障害の当事者研究を行う綾屋紗月も
「ない」
ものを
「ある」
ものに転

雑さを実によく現している。
その意味で、
このサンプルは、
ものをよく見ることへの警句や「らし
さ」
に対する批評性を宿していると言えるだろう。

成させる表現の意義を語っている 。
その意味でいえば、
『幻聴妄想かるた』
は、
他者の心とい
*7

うどこまでいっても知ることのできないもの同士をつなぎあわせ、「ない」ものの居場所をつく
ろうとする創造的な賭けであると言えるだろう。

西川正之による昆虫や鳥類をモチーフとした立体凧は模型としても精巧にできていて、極
めて再現性が高いのだが、
そのサイズにおいて実物と大きく異なっている。
そのため、鑑賞者
は展示空間の中でその大きな凧＝昆虫を至近距離で見ることを通じて、昆虫の大きさについ

『ハコスコ』はスマートフォンを使用する簡易なバーチャルリアリティ装置で、
鑑賞者はスマ

て自身が持っている認知的枠組みを裏切られることになるのだ。昆虫凧はそのようにして常

ホの画面に映された映像を覗き込むことによって仮想現実的な体験することができる。本展

識的なスケール感を無視することで、鑑賞者自身に（昆虫をそれほどまでに大きく見ているは

で鑑賞者は市原えつこによるSF 的変身譚を描いた映像を見ることになるのだが、
ハコスコは

ずの）小さな生物になってしまったかのような錯覚を与えるだろう。動物学者のヤーコブ・フォ

装置の動きと映像内の視覚情報が同期するよう設計されているため、画面を覗き込んだまま

ン・ユクスキュルは極めてシンプルなダニの「環世界」を提示することで、人間とはまったく異

装置を上下左右に動かすと、
それに合わせて映像内のものごとが動く。
そのために、鑑賞者は

なる世界が実在するはずであることを示して見せたが、
これらの昆虫凧も（直接知ることはで

強い現実感・没入感とともに映像を体験することになるのだ。
ハコスコの開発者である神経科

きないが）確かにあるはずの自己とは異なるあり方をした存在への想像を起動させるよう鑑賞

学者の藤井直敬によれば、「『いまここに存在する』
という感覚、
つまり現実感を構成する最も

者に働きかけている。

重要な要素は、画像の解像度やフレームレートで決まるのではなく、Visuo-motor coupling
と自分が見ている映像が現実であるという主観的確信」 によるところが大きいとされる。
*8

高橋重美は、
自身が暮らす精神病院で出会った女性や看護師との空想上の恋愛や性愛や

つまり、
ハコスコは目の前の視覚情報（visuo）と自分の体の運動情報や触覚などの体性感覚

結婚生活や子どもの誕生などについて文章とイラストをまじえて描き続けている。
それは、実

（motor）を同期させることで、現実感を生成させる装置ということになるだろう。逆にいえば、

際に起こったことではないという意味では妄想だろう。
しかし彼の言葉によれば、彼は自身の

私たちが何を現実と思うかは極めて場当たり的なものにすぎないということである。
その意味

創作活動に一定の距離感をもって「つくりもの」であると認め、
それを孤独な人生に楽しみを

で言えば、
ハコスコは鑑賞者が「現実感」
を感じる対象を、
いまの現実（鞆の津ミュージアムの

与える娯楽であると位置づけているように見えるのだ。私たちは、
ある話がつくりものであると
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わかっていてもそれに没入し、現実の出来事に対するのと同じように喜怒哀楽の感情をもっ

であったとしても、
それが虚構であるということをメタな地点から認識することはできない。
つ

て楽しむことができる不思議な能力を持っているが、言うなれば彼は自作自演の娯楽に最大

まり、私たちは夢に没頭することによって、
目が覚めているときに経験するのとは異なる内容の

限に没頭し楽しむことで、物語と自分の人生とを一体化しようとしている。
その意味で、彼の

現実を文字通り生きているというわけだ。
そのような意味において、夢とはもう一つの現実で

創作活動は苦難の人生を忘れ去り、
よきものにつくりかえるための生存の技法なのであろう。

あろう。
滝本淳助の夢絵日記は、
複数の他なる現実を現に生きてきたことを記録し報告するこ
とによって、
目が覚めているときの現実も夢かもしれないと、
いまある現実の更新可能性を見

小林一緒は、
自分が食べた食事の記録を絵日記のかたちで長年に渡り記録してきた。
その

る者に示す。

各記録には一言コメントがつけられているが、
その一言は食事がおいしくてもおいしくなくて
も、
ほぼすべて「おいしい」など肯定的なものである。
つまり、結局、
味の記憶などは時間が経

伊勢田勝行は、
自らが描いたマンガをもとにアニメや特撮映像をつくっている。彼はSF 形

過すれば忘れてしまうのだから、事実はどうあれ「おいしい」
と書いてあるほうが、
あとで日記を

式をとった作中で、現実の約束事を無視するような荒唐無稽なストーリーを繰り広げるのだ

読み返したときに幸せな気持ちになれるはずというわけだ。
その意味で、彼の創作は、
たとえ

が、彼は、作品中の全登場人物の声をさまざまな声色を使って自分で演じることによって、元

それが嘘であるとわかっていても、「おいしかった」という偽の感覚を意図的に記憶の中へ混

の音声を上書きしてしまう。
そうして不自然にアフレコされた音声と映像との間に「ずれ」が生

ぜ込むことによって、
自分の生を快い感情で「書き換え」、幸福なものにつくりかえようとするラ

じることによって、鑑賞者は、物語を超越的な視点から統制する創作者の存在を意識させら

ディカルかつ楽天的な快楽主義に貫かれている。

れることになるのだ。
また、撮影するセル画の下に敷かれたカッティングマットが映ってしまっ
ていたり、
出番を待っている状態の敵役が画面に映り込んでしまったりする場面などは、作品

百瀬文の映像『The Examination』では、
ランドルト環を用いた視力検査の場面が描かれ

の中におそらくは作者も意図せざるメタフィクションを呼び込む。哲学者の永井均は、藤子・

る。作品内で行われるのは、医師が提示したランドルト環に対して、
自分が見えたランドルト環

F・不二雄の作品について「現実を常にありえたかもしれない他の可能性との対比の中で見て

の開いた方向を示す矢印をスケッチブックに書いて医師に見せるという形式の検査だ。検査

いる。」 と書いているが、伊勢田も同様の「脱現実主義」とでもいうべきものを貫くことによっ

では、
被験者は右が開いていると思ったときはスケッチブックに「→」と書いて医師に見せる。

て、
いまの現実のあり方を徹底的に疑うのである。

*9

矢印は医師に提示された時点で
（被験者に対しては）
反転するため、
医師は自分に見えている
「→」の意味を、
自分にとっての右側と、被験者にとっての右側のどちらの意味にでも解釈す

以上のことから言えるのは、私たちが日常生活の中で信じて疑わない「現実」は、
どこまでも

ることが原理的に可能という状況に置かれるだろう。
それは左右に反転しない「↑」でも事情

不確かで虚ろなものであるということだ。
その虚ろさは、他者の「心」を直接経験することがで

は同じである。
もし、医師が実際に上向きの環を提示し、被験者からも「↑」が提示されたとし

きないというかたちでお互いが主観的に断絶しているという私たちの生の形式に規定されて

ても、
それは被験者が示す方向に開いた環が見えているとは限らないからだ。
つまりこれは、

いる。
この断絶ゆえに、私たちは他者の心を想像して理解するしかないのであり、
同じ人やも

矢印の向きがどの方向を向いているにせよ、
それをどのように読むべきなのかを一意的に決

のに対しても異なる想いを持つことになるのだ。
その想いはどれも
「現実」
であるが、一方で、
ど

めることはできないということである。
そのように考えれば、本作はコミュニケーションに内在

こにも唯一の現実はない。
このように「仮想」と「現実」の関係は表裏一体であるからこそ、
そ

する虚構性や情報伝達の曖昧さを可視化することで、私たちが相互に理解し合うことの原理

れは時に人々の衝突を引き起こすのである。
しかし、
それでも私たちは、
お互いを排除すること

的な困難さや不可能性を映し出していると言えるだろう。

なく認め合い、
なんとかしてこの世で生きていかなければならない。

寝ているときに見る夢の現実感は絶対的である。言い換えれば、夢を見ている最中には、
そ
の夢の内容が（夢から覚めてしまった状態から見れば）どれほど荒唐無稽でエキセントリック
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常生活をするうえで障壁となるものをなくしていくために、他の方法が考えられてもよいはず

平成 25 年より施行されている「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律」
（障害者総合支援法）の第 1 章第 1 条の 2（基本理念）には以下の
ようにある。

だ。
「役に立つ」
ということはそれほど単線的なものではない
また、障害のある人のためだけに活動機会を提供するということでは、建前としても「共生」
とか「ノーマライゼーション」などの要請に応えられないだろう。
もちろん、
障害の有無に関わ
らない展示をしたからと言って、
それは実際の
「共生」
とは無関係であるかもしれない。
しかし、

「…全ての障害者及び障害児が…地域社会において他の人々と共生することを妨げられない
こと並びに…日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、

「障害の有無によって分け隔てられることなく」とあるならば、障害の有無に関わらない展示
活動を行うことは必要であるし、理念上要請されていることですらありえよう。他方で、
「障害

慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなけ

の有無に関わらず」という方法論は、一見包摂的に見えても、両者の境界線を前提としてお

ればならない。
」

り、
内部に二項対立的構造を宿しているために、両者の差異や境界を再生産してしまいかね

*10

ないということには意識的になる必要がある。
ここでは、障害にまつわる文化政策、
とりわけ教育の充実が謳われている。広い意味での教

であるならば、創作者の属性にとらわれることなく、均質的でない多様な表現を混在させ展

育こそが「観念その他」のあり方を更新することができるからだ。例えば、
美術という名のもと

示するという方法論は、障害／健常の境界を問い直すのに「役立つ」のではないだろうか。
当

に行われてきた活動が、常識から逸脱しているがゆえに排除・抑圧されているものに光を当て

然のことながら、逸脱的なものや非典型的な表現は、
「障害」
の側にだけあるのではなく、
「健

ることで世界に多様性をもたらそうという営みであると考えるならば、
この理念に基づいた障

常」の側にもあるからである。両者の中にある混沌に平等に光を当てることによってこそ、私た

害福祉政策の一つとして、彼らの創作物の紹介や美術館の運営はありうる道である。
それが

ちの多様性は確保されるはずだ。

どんなものであれ、各自の生や多様性を肯定することは、幸福を実現する実践としての福祉
の出発地点であるはずだからだ。
ここにおいて、福祉と芸術はつながる。

もちろん、
それらは常識から逸脱しているがゆえに、鑑賞者自らの言語や認識の枠組みで
は理解しがたいと感じられることもあるかもしれない。
しかし、
もしそれらの作品を媒介にして

例えば、
鶴見俊輔、
石子順造、
都築響一、
根本敬らは、
多数派的とはいえない文化に目を向

創作者と鑑賞者のコミュニケーションが成立するならば、
そのことは、創作者と鑑賞者の双方

けることで、
日常の中に宿されている創造性や多様な生のあり方を提示してきたが、彼らの活

が、言葉の意味や価値体系といった認識の枠組みを共有していることを示す。
このような意

動は、上のような意味において、福祉的実践であるとも読み替えることができるはずだ。
そのよ

味で、展示空間における作品との共存というかたちに託した実験的な共生は、異なる者同士

うな人類学的・民俗学的な探求によって見出された「アウトサイダー・アート」的なるものが、

の対話を生み出し、両者を同じ地平にあるものとして受け入れていくための基盤を用意する

自らの「悪趣味」をよきものとして主張し合う記号論的ゲームの対象としてサブカル的に受容

だろう。

され消費されていたのが90 年代であるとすれば、
そうした営みが多文化主義的理念と結びつ

日本語で「福祉」
とは「幸せ」のことであり、英語でいう
「welfare」は「よく生きること」を意味

いて、多様性を社会に組み込んでいく活動として福祉の枠組みの中で展開されるようになっ

する言葉だ。
たとえそれが常識的な価値観から逸脱していたり、無意味、無駄、非倫理的であ

ているのがゼロ年代以降であるのだろう。鞆の津ミュージアムの活動をはじめ、現在、
アール・

るように思えたりするとしても、多様なよさや幸福のかたちがあるべきだし、現にある。
それを

ブリュットの領域でなされているさまざまな実践は、
その掌の中にある。

具現化しているものが創作物であるならば、展示することを通じて多様な幸福のかたちを示

このように考えたうえで、福祉施策としての美術展や美術館が運営される場合に、
そこで展

すという福祉的実践がありえるだろう。
それは、創作物を作者の生が織り込まれた形見や聖

示されるものは障害のある人がつくったものに限定されるべきなのかと言えば、必ずしもそう

遺物のようなものと見なす想像力にもとづき、
一つの「作品」
としての人生そのものに光を当て

とは限らない。
もちろん、活動の機会を均等にすべしという配慮にもとづき出展者を障害のあ

ることである。

る人に限るということに一定の意義があることは確かであろう。
しかし、
「障害」のある人が日
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の」に捧げられた生に向き合うことを通じて、私たちは、
目の前の「無意味」が創作者にとって
の生の意味や幸福そのものでありうることを知る。
そのようにして、現にある多様な生の在り
様が示されることで類型的な人間像は破壊され、私たちそれぞれが想い描く人間像は複雑で
謎めいたものへとつくりあげられていくだろう。
その多様なかたちをした生は
「輝かしき無駄」
と
でも言うしかない雑然とした凸凹である。
しかし、
それは疑いもなく私たちの現実なのだ。

文・市原えつこ
（いちはら・えつこ）

常
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津口在五（つぐち・あきご）
1976 年生まれ。鞆の津ミュージアム学芸員。東京藝術大学大学院修士課程修了。ミュージアム母体の社
会福祉法人 創樹会が運営する障害福祉施設で生活支援員としても働く。共同で企画した展覧会に 『ヤ
ンキー人類学』
『花咲くジイさん』
『スピリチュアルからこんにちは』
『障害 ( 仮 )』がある。福山大学非常勤
講師。

1988 年生まれ。
インタラクションデザイナー。
本展では、
スマートフォンで VR（仮
想現実）
を楽しめるパノラマ映像ビューワー「ハコスコ」
を用いたコンテンツを展
示。鑑賞者は妄想現実を体験することができる。出演はパフォーマーの森翔太、監
修は神経科学者 / ハコスコ開発者の藤井直敬。

わ た し は 人 間 の 認 知 や 精 神 世 界 は、も と も と 底 な し 沼 の よ う に 深 淵 で 狂
気 的 な も の だ と 思 っ て い て、
「 健 常 」と さ れ て い る 世 界 で の ク リ ー ン で 均
質 化 さ れ た 常 識 や 認 知、そ う い っ た も の を 軽 々 と 超 え た「 障 害 者 」と 呼 ば
れ る 人 々 の 圧 倒 的 な 表 現 の 強 度 に 惹 か れ て い ま し た。自 閉 症 の ラ ッ パ ー の
GOMESS さ ん の 圧 倒 的 な 表 現 や、草 間 彌 生 さ ん の 強 迫 観 念 的 な 世 界 の 認 知
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に も 憧 れ て い ま し た。世 間 的 に「 障 害 」と さ れ て い る も の は わ た し に と っ て

虚構の出来事を本当のことだと信じさせることに成功しました。SR の開発者である

「才能 =Gifted」としか思えなくて、そういった発言をしたら躁鬱で苦しんでいる友人

藤井直敬先生が制作中に言っていた言葉で印象に残っていたのは、
「人間の認知なん

に怒られたのですが、やはりそうだとしか思えませんでした。それもあって、
「障害」

て、本当にいい加減」ということ。目の前にいる（ように見える）人と握手ができただ

というネガティブなラベリングには違和感を持っていました。

けで、簡単にその人にとっての「現実」を騙せてしまう。それとなく、虚構の記憶を現
実の記憶に混在させることができてしまいます。わたしたちが現実だと思っているこ

今回『障害（仮）』展での出品映像には「 Deep Dream」という処理技術を作品に入れ

との不確かさを実感しました。また、まったく同じ体験を再生したとしても、体験者

込むことができました。Deep Dream とは、人工知能を用いた画像処理の利用例として

によって知覚の方法がまるで異なることも浮き彫りになりました。目の前で起こって

Google が公開したオープンソースプログラムで、指定した画像の中にあらかじめ学習

いる同じ体験を、少しも疑いもせず完全に信じこんでいる人もいれば、これは虚構か

済みの画像パターンに類似するものがあると、類似の画像で置き換えるというもの。

もしれないと見抜いた上で、それでも幸せな虚構に騙されたいと共犯的に没入して味

Deep Dream で生成された画像を初めて見た瞬間、
「人工知能がアウトサイダー・アー

わう人もいる。

ト的なものを生成してる！」と直感的に感じて、鞆の津ミュージアムに絶対に展示し
てやるぞ、と前々から狙っていました。いわゆる障害者の方の世界の視覚的な認知の

私たちは、現実をそれぞれの経験や価値観、知覚にひもづけて誤解して認知してい

仕方と、Deep Dream での人工知能の画像認識方法が似ている部分があるのかもしれ

て、その個々人同士の差異はきっと埋まらない。曲解に曲解を重ねて、いまの「現実っ

ないと思っていたのです。実際に、自閉症の友人から「街頭を歩いていると、人の顔が

ぽいもの」
「常識っぽいもの」という共通認識がなんとかハリボテのようにできあがっ

犬に見える」と以前聞いたことがあり、それは Deep Dream の世界に近いなと感じて

ているだけだと思います。ただ、ハリボテのような常識や倫理観を拠りどころにして

いたりしました。

現在の社会はできあがっているけれど、テクノロジーの進化は簡単にそういった常識
を破壊していく気がして、それが楽しみでわたしはテクノロジーを利用したアートの

個人的な話になりますが、ちょうど展覧会が終了したころに、自分が軽度の発達障

文脈で作品をつくっています。

害を持っていたことが判明しました。でもわたしは友人に恵まれて楽しく社会で生活
を送っていて、
「あれ、障害と健常って何なんだろう」と改めてよくわからなくなりま

例えば人工知能が生活に浸透して、
「人間だからこそできること／人工知能のほう

した。
「障害／健常」という白と黒の二分割なのではなくて、人間の性質はいろんなグ

がうまくやれること」の使い分けが明らかになった場合、もしかしたら「健常者／障

ラデーションでできている。ジェンダーも、性癖も、死生観も然り。みんなが口に出さ

害者」という概念がひっくり返るかもしれません。実際に、わたしは発達障害の影響

ないものは「普通」や「一般」という言葉でひとくくりにされてしまうけど、
「普通」な

なのかルーチン的な細かいタスクを繰り返し遂行するのが本当に苦手なのですが（経

んて概念がそもそも幻想なんじゃないかな、とわたしは思うようになりました。放っ

理作業とか…）
、こういったタスクは将来的に人工知能が簡単に処理できるようにな

ておくとないものにされてしまう個々の差異こそが、その人らしさではないか。いび

る可能性が高いと言われています。逆に、論理が飛躍するような、次元の違う概念を

つで奇妙な個性こそが、人間の本質的な部分なんじゃないか。
「はしたない」
「みっと

接続する新しい発想をすることは、人工知能の不得意とすることだと人工知能研究の

もない」で切り捨てられてしまう無様な個性こそが、慈しむべきものなんだろうとい

先駆者である東京大学の松尾豊先生に伺いました。これはまさに ADHD（注意欠陥・多

まは考えています。

動性障害）の傾向がある人間の得意とするところだと思います。わたしは、発達した
テクノロジーがハンディをハンディではなくした場合に、人間の価値の大きな転換が

もともと、今回出品した作品の前身となった作品『妄想と現実を代替するシステム

起こっていくのではないかと思っています。そういった未来を見届けたいから、誰よ

SRxSI』
（2013 年）では、
「SR= 代替現実システム」を用いて、五感をハックすることで

りも早く未来の可能性にぶっ込んでいきたい。そういった価値観で、作品をつくり続
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境界
文・藤井直敬 （ふじい・なおたか）
1965年広島生まれ。
東北大学医学部卒業。
同大大学院にて
博士号取得。1998年よりマサチューセッツ工科大学にて
研究員として勤務。
現在は、
理化学研究所脳科学総合研究
Deep Dreamを使って原宿を撮影したパノラマ画像

センターにて適応知性研究チーム・チームリーダー、
株式会
社ハコスコ代表取締役を務める。

と
恐れ

けています。
わたしは現在『デジタルシャーマン・プロジェクト』という新作を制作しています。
これは、家庭用ロボットに死者の本人性を宿らせることで、死後 49 日間遺族に寄り添
うシステムを構築するのが目的です。現在はいろんな方にインタビューをしながらさ
まざまな方のコピーロボットをつくっているのですが、死生観や弔いといった分野に
おいても、人によって願望のバリエーションが本当に多いことやそれぞれの欲望の特
殊性に、日々驚いています。
曖昧な概念である「普通」あるいは「健常」な群衆の集合でできていると思っていた
社会が、本当はいびつな「ニンゲン」という生きものの集合体で成り立っていること。

このテキストは鞆の津ミュージアムで展示された市原えつこさんの作品内容とはまったく
関係ないのだが、今回の作品協力をきっかけに社会脳研究者として社会と障害の関係につ
いて考えてみた。
私たちが一人前のヒトとして完成するのは、思春期が終わってからである。生物学的な発
達はもう少し早い時期に完成するが、
脳を含む認知的な仕組みが一応の発達期を終え、
独立
した社会的存在として完成するのは10 代後半だと言われている。
私たちは、
この世に生まれ落ちて、養育者に育てられ、
自己をとりまくさまざまな環境に適応
することでヒトになる。脳は発達の過程で、与えられた身体とそれが持つ感覚器入力、
そして

それを無理矢理統合している「常識」や「倫理」をやわらかく解きほぐしていくことが、

社会環境に最適化したシステムを脳内に組み上げる。脳は、20 年弱の時間をかけて脳にな

わたしがいま興味のあることです。特にこの日本という国は、
「常識」や「世間」の圧力

る。

が強いから。

脳内システムの構築には、
ある時期にその感覚器が適切に機能していないと、後からその
機能を脳内に実装することができない「臨界期」と呼ばれる時期がある。
たとえば、適切な視

テクノロジーは常識や倫理観を更新していくもの。いまの価値観の先にあるものを
見届けるために、常識の移り変わりを促進していくために、長生きしていろんなモノ
をつくっていきたいと思っています。
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覚情報が適切な時期に脳に与えられないと、以後何をしても正常な視機能を獲得することは
できない。
一方で、
身体と脳の関係は、生涯の全期間を通じて比較的フレキシブルだと考えられてい
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る。例えば、事故などで右手首から先が欠損したとする。
すると、
その右手首からの感覚入力
が途絶え、右手首に対応していた身体マップがすぐに残された別の身体部位をマップするよ

身体に最適化しただけであるのだから、障害があるとかないとかまったく関係ないのだが。
社会の中でつくり上げられる「障害アリ」のラベルは、
身体や認知機能に下方境界を設け

うに自動的に再構成され始める。
そのせいで、顔を触られたときに右手を触られたような感覚

ることで設定される。
これは単純に社会的コストによって設定されていると僕は考えている。

が生まれたり、失われた右手がまだ存在したりしているような不思議な感覚が起きる。
このリ

例えば、ADHDの子どもがいたとして、
その子どもに教育を行おうとしたとき、多人数の中に

マップは自動的に行われ、
自分の意志ではコントロールできない。

ADHDの子どもが混ざっていると、明らかに授業のパフォーマンスは落ちる。
パフォーマンスが

似たようなリマップは身体の一部が失われたときだけではなく、
身体のスケールや構造を人
工的に拡張したときにも起きる。
ドライバーのような道具の使い方に習熟すると、
その道具が

落ちるということは、全員に一定の学力を身につけさせるためにコストが増大することを意味
する。

まるで自分の身体の一部のように感じられるようになることは誰でも体験したことがあるだろ

可能であるなら、教育は一人ひとりの生徒の進捗に合わせて個別に行うべきであるが、社

う。
この場合のリマップは道具を手放すと元に戻るので、
自己の意思でコントロール可能であ

会はそれを許すほど豊かではない。豊かでない社会では、一定のレンジから外れた子どもを

る。

障害児として除外することで教育の効率性を担保し、
目的を達成することを選択する。

つまり、脳が扱う情報は、視覚のように、
あるモダリティについては限られた時期に取り扱い

これを避ける社会的な方法は2つしかない。一つは目的レベルを下げること。
もう一つは社

を学習しなければならない一方、時期によらずに修正・拡張することができるものもあるという

会を豊かにすることである。現代社会が現実に選択し推し進めてきたのは後者だが、
まだ十

ことになる。

分だとは言えない。
すなわち、境界が存在する私たちの社会はすべての障害を受け入れるた
めのリソースを提供できるほどは十分に豊かではないということになる。

脳から見れば、与えられた身体機能に最適化し、
それを自在に制御することはまったく当た

豊かさは、先進国では障害を障害とは扱わないという流れが当たり前になりつつあることか

り前の話で、
むしろその瞬間の自己の身体機能を最大限に発現させるための仕組みが脳なの

ら重要な要素だとわかる。
しかし、
それでも健常者と障害者の境界は、根強く社会の中に存在

だといえる。
それは平均的なヒトの身体機能のレンジから外れた場合でも同じである。生まれ

し続けるだろう。障害者と健常者の間には単純に豊かさだけでは取り除くことのできない何か

ついて身体機能の一部が標準から逸脱している場合でも、脳はそれを疑うことをしないし、
そ

がある。豊かさだけでは補償されない別な要素。

れに最適なシステムを構築し運用する。
逸脱の方向が、欠損方向に逸

それは
「恐れ」
なのではないかと僕は思う。異形や異能に対する恐れは意識的には操作す

脱していることもあれば、拡張方

ることが難しく、文化を問わない人類に共通の感覚なのではないか。
それゆえ恐れが排除

向に逸脱していることもあるだろ

を生むのは自然に理解できる。
これまでの社会はその恐れを克服できなかった。
それを克服

う。そのうち周りから見て欠損的

し、超越するには、欠損方向の障害を健常レベルに戻すのではなく、
それを超える誰もがあ

な逸 脱が見える場 合に、その逸

こがれる超人方向への拡張しかないのではないかと思う。恐れはあこがれと表裏一体であ

脱を社会は「障害」と呼び、拡張

るから。

方向に逸脱していれば「天才」と

私たちがパラリンピアンを見るときに感じる、
オリンピアンを見るときとは異なる独特の感覚

呼ばれる。障害は、
身体的逸脱で

は、
その表裏一体感にある。
テクノロジーにより欠損が保障され、
さらには拡張されたアスリー

あっても、認知的逸脱であっても

トは明らかに健常者を上回る身体機能を獲得している。
それを見るときの私たちの心は複雑

同じように障害として扱われる。

だ。

本人の脳にとっては唯一無二の
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テクノロジーは人類を次のステージに進化させる段階にたどり着いている。現代は、
もはや
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SFがSFとして機能しなくなっている。
身体機能、認知機能はこれまでの身体に依存したもの
から、
テクノロジーに依存したものに移行していくであろう。
そのときに、生身の身体・認知機
能の差異はもはや意味をなさない。
そんな差異はテクノロジーによって簡単に補償されてしま
うからだ。
そのときの脳はいまの私たちの脳とはあまり変わることはないだろう。脳は新しいテ
クノロジーによる拡張機能を自己の一部として当然のように使うだろうし、
その機能を潜在的
に持っているから。
テクノロジーは時間あたりの作業量を圧縮するための方策である。
そのテクノロジーのコス
トと圧縮可能なコストの関係があるポイントを超えたときに社会構造が変わる可能性は大き
くある。
その分岐点はいつなのかわからないが、
それが近づいているのは明らかだろう。
もしか
したら私たちが気づいてはいないだけで、
すでに超えているのかもしれない。
テクノロジーによって、恐れを克服し、
あこがれに変えることは可能であり、
それはある種類
の人々にとって福音となるだろう。
そんな世界が来ることを願っている。
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ヒロイン視点から
世界を見る

聞き手：櫛野展正、
田中みゆき
構成：田中みゆき

いままでご自身のためにつくられてきたものが、
受け手が増えることによって意識するようになったことはありますか。

伊勢田勝行（いせだ・かつゆき）
1968 年生まれ。兵庫県在住。学生の頃から現在まで、自分で描いたマンガを原作にし
たアニメや特撮を制作。劇中の主題歌だけでなく、登場人物全員の声まで演じ、独自
に編み出したアナログな手法で撮影・編集をひとりで続けている。

内容的には変わりはないです。
「自分にはこれしかつくれない」というものをつくって
いるので。投稿となると出版社から「今風にした方がいい」とかいろいろと言われた
りしますが。
自分流に描いたものを見られて「好き勝手描いてますね」とか。雑誌社に
合わせて描くこともありますが、
それだとなかなか自分では満足できないので。
わたしは主に学園祭で上映するためにつくっています。特撮を観る世代は大人が多
いのですが、
ヒーローものは基本的には子どもなので、
その点に関してだけは意識し
ているかもしれないです。

学園祭で発表されているということですが、
どのように作品制作は進められていますか？
制作は常にアニメ3 本と特撮 1 本のペースでつくっています。特撮については、
アイ
デアを年明けから徐々にノートに描き始めて、夏から秋にかけて漫画同好会の学生
の有志たちと一緒に撮影をしています。作品にもよりますが、
アニメは 2, 3 ヶ月かけて
原画を描き、同じく2, 3ヶ月かけて撮影し、
アニメーションにしていきます。
アニメに関
しては自分で内容が頭に入っているので、一人でやるのが一番早いですね。最初は
VHSのビデオカメラでつくっていました。当時はコマ撮りができる機能がついていな
伊勢田勝行さんは「生きているうちに見つかってしまったヘンリー・ダーガー *」
と言われ、
「伊勢

かったので、一時停止ボタンを手動で止めながら原画を１枚ずつ撮影していました。

田者（いせだもの）」と呼ばれる熱狂的なファンも生まれるほど近年注目を集めている。
大学卒

１台のカメラでセルを手で動かしながら撮影して、
それをもう１台のカメラにつないで

業以来 20 年以上ビルの管理会社で働きながら、
週末は出身校である関西学院大学の漫画同

編集します。
デジタルビデオに変わってからは、
コマ撮りもできるようになりました。基

好会部室にて制作に勤しむ48歳。
自分で描き、
撮り、
声優まで一人で行う独特の制作手法はす

本はそうしてつくっていますが、
いまでもVHSのビデオカメラを使うこともあります。
セ

べて独学で、
毎年母校での学園祭での発表に向けアニメと特撮映画を制作。
いまだに少女漫

ルは手に入りにくいので、
近頃はクリアファイルも使っています。

画雑誌にも投稿を続けている。

最近では原画を描いて撮影の方を先にやって、音をつけていきます。最初に浮かぶ

最近では毎年のように上映イベントが開催されたり、ネット上に作品がアップされたり、
コアなファンも増えていますが、
「監督」と呼ばれることをどう思われますか？

のはストーリーで、
その世界観で動いていくキャラクターを描いていきます。
いま描い
ているのは、相手の男の子とすれ違いのような感じで進む恋愛漫画。
ある男の子のた
めに女の子ががんばっているんですが、男の子の方も誤解をしながら進むような話

恐れ多くて大変申し訳ないです。商業監督でもないのにそんなふうに呼んでいただ

です。基本的には人がよくて、他の友だちが同じ人を好きだったら友だちを応援して

いて恐縮です。

しまうような、
そんな昔からいるタイプの少女漫画のヒロインが好きです。
* 都築響一『ROADSIDERS' weekly』2015 年 3月25日配信号
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少女を主人公として描く理由は何ですか？

視点が一方通行なものよりも、
あらゆる視点を入れたい。
そうすると出版社からは「視
点は一つにしなさい」
と結構文句を言われますが（笑）。主人公視点だけでつくるとど

初めて少女漫画に触れたのは小学校のころで、魔法少女や魔女っ子ものが最初で

んどんつまらなくなると思っていて、
裏にどういうものがあるかを見せたいんです。

した。
その後『星の瞳のシルエット』のような恋愛を扱う少女漫画も好きになりました。

例えば小学校時代に『アルプスの少女ハイジ』を見ていましたが、わたしはストー

その後も魔女っ子ものも嫌いじゃないし、
どちらか一つだけでも駄目だったと思うんで

リーの後半の方は、ハイジとクララが本当は入れ替わってるんじゃないかと思って見

す。両方の要素が重要でした。性的なものはあまり関係なくて、恋愛をしている設定の

ていました。見ているものが本当のものではないんじゃないかと思っていたというか。

ときは、少女の気持ちに入り込んで相手の男の子をいいなと本当に思うこともありま

ハイジはフランクフルトに行きますが、
その中でクララは山の生活に憧れて、ハイジ

す。
自分と似ても似つかないものに魂を吹き込んでいく方がわたしにとっては入りや

は街が好きになっていたんじゃないかとか考えたりしていました。ハイジとクララがハ

すいです。

イジの田舎に帰ったときに、ハイジの友だちのペーターがクララの車椅子を崖から落

少女漫画というのは正義と悪がなくて、
感情論の世界ですよね。
そこで唯一ヒロインが

とすシーンがあります。
「あれはハイジがクララとばかりいることに対するペーターの

求めているのは相手役の男の子です。
それがヒーロー漫画なんかを見ると、
同じように

嫉妬だ」と当時みんなは言っていたのですが、
わたしは「ペーターがクララの皮をか

悪者は地球を手に入れようといろんな手を使うわけで、
それを阻止する側の戦隊ヒー

ぶったハイジの猿芝居を見抜いて、『こんなものなくても歩けるだろう』という思いか

ローが、少女漫画でいう取り巻きの女の子たちだと思うんです。
「○○くんに近づかな

ら出た行為だと思う」
と言ったら、周りのみんなから変な顔をされました。

いで」「○○くんはみんなのもの」と言う台詞も同じなんですよ。
わたしにとっては視点

それは特撮ものについても同じで、
「本当はどうなんだろう」という視点を加えたいと

が違うだけです。
ヒロインの視点から見て、
戦隊ものにおける悪者にとっての「地球」が

常に思っています。
『仮面ライダー』も漫画の原作だとショッカーが日本政府を利用

男の子なんですよね。
ただ、
少女漫画で想いが叶う場合、
その女の子が強いからという

するという重いストーリーがあるのですが、
テレビだとそういうものが子ども向けに割

のではなく、
あくまで選ぶのは男の子側。
ストーリー構成的には少年漫画とは逆の見方

愛されてしまって、
もったいないなと思っていました。子どものころからそういうものを

にはなると思うのですが、
内容的には同じような視点を含んでいると思っています。

見ていて納得いかない思いがありましたし、
そういう思いがあったから、創作に目覚

少年漫画だけだと、視点が一方的になってしまいます。
ヒーロー中心主義的なものが

めたんだと思います。

多いので、全体が見えにくいんです。
それを少女漫画の視点で捉え直すと、実は全体
を追える。
テレビのヒーローものも同じで、悪者の視点から捉えると全体が見えてきま

伊勢田さんにとってつくることとは何ですか？

す。
「世界全体を見ているのは、
ヒーロー側よりも悪者の視点ではないか」と思ってい

若いころは現実からの逃げ場の部分もありましたが、
最近は描くことが生きることだと実

るんです。大体の話はまずは悪者から始まるじゃないですか。悪者が悪さをするのを

感しています。
わたしは何も見ずに家にこもってつくるというより、
外に出て他の作品や

ヒーローが退治に行くという。

いろいろなものから影響を受けて創作につなげるタイプなので、
コンビニに行ったりテ

自分の作品が他の人の作品と違うところはどこだと思いますか？

レビやアニメなんかを見たりして刺激を受けています。
やめようと思うことはしょっちゅう
ありますが、
気がついたら手が動いている。
自分がつくっているものを見て「これは違う

少女漫画でも普通に終わらない感じですかね。例えば恋愛ものなら、
ただくっついて

な」という挫折はありますが、世の中の人がどう見ているかは気にならないです。気持

終わるのは嫌で、何かそれに加えたいという思いはあります。昔『風色スイッチ』とい

ちが乗り出したらそのままつくっていく、
というのがいまも続いています。

うアニメをつくったのですが、
それはずっと自分が好きだと思っていた人が実は違っ
ていたとか、
どんでん返しのようなものが加わったアニメでした。
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三浦和香子
（みうら・わかこ）

文と写真・櫛野展正

トなどの手芸品でつくられている。作者は、こ
の店のパート店員、三浦和香子さん。

1958 年生まれ。富山県在住。同県氷見市にある 1949 年創業の老舗

1958 年生まれの三浦さんは、店から車で

「よしだや」に 28 年勤務する従業員。得意の手芸の技を活かし、実際
の食品サンプルから型紙をおこし、フェルト生地や毛糸などを使っ

30 分ほど離れた標高 200 メートルほどの過

て食品サンプルを再現し制作する。

疎地・氷見市赤毛で生まれた。小学校のとき
は 1 学年 19 人だったのが、西部中学校土倉
分校では本校へ行く人が 4 人いて、15 人に
なったそう。
「ほぼ 9 年間同じメンバーで過ご
潮風ギャラリー「藤子不二雄 Aまんが展」に

しました」という三浦さんは、中学時代はバ

わざわざ足を運ぶ人はそう多くはないだろう。

レーボールに熱中。ところが氷見高校に入る

そんな A 先生ワールドの中心地が、氷見駅

と文芸部や和文タイプ部に所属する文系女

から徒歩 20 分の国道 415 号線沿いにアー
ケードが続く氷見市比美町商店街だ。近くに
あるA 先生の生家のお寺・光禅寺の境内には、

分。たどり着いたのが、終点の氷見駅だ。

卒業後は地元の会社へ事務員として就職
し、22 歳のころにはお見合い結婚で一男一

『怪物くん』
『忍者ハットリくん』
『笑ゥせぇる

女を授かった。さすがに二人の子どもの面倒

すまん』といった等身大のキャラクターたちの

を見ながら事務仕事を続けていくのは難しい

石像が並び、どこか「珍寺」の雰囲気を醸し

と25 歳で退職。3 年程専業主婦として過ご

出している。よく考えたら「このサイズのキャラ

していたころ、
「よしだや」の求人を聞いて応

たちが動き回っているのは気持ち悪いものが

募。29 歳ごろより働きはじめ、今年で勤続 28

ある」と考えてしまうのは僕だけではないはず

年を迎えるベテラン従業員だ。

だ。そんな A 先生色に染まってしまった商店街
北陸新幹線の開通によって、すっかり身近

子に転身したそうだ。

このお店の旦那さんが洋食の見習いに行っ

の多くは、やはりシャッター通りとなっている。

て帰ってきたのが、1968 年 9 月。そのとき初め

実際に歩きまわっている間、観光客らしき集団

て、食品サンプルが店頭に並んだ。リース料が

にほとんど出くわすことはなかった。

高かったため、2 年後の1970 年から買い取り

になった北陸地方。富山県の高岡駅から氷見

漁業の町として知られる人口 5 万人ほどの

線に乗り換えると、迎え入れてくれたのが「忍

富山県氷見市は、藤子不二雄 A 先生の出身

今回の旅の目的地は、そのシャッター商店

に。これまで 40 年以上愛用してきた食品サン
プルだったが、ロウでできていることもあり、経
年変化と共に変色し汚れも目立ってきたという。

者ハットリくん列車」だ。外装から車内の内装

地ということもあり、代表作の一つ『忍者ハット

街の一角にある1949 年創業の「お食事処 よ

にいたるまで『忍者ハットリくん』のラッピング

リくん』の登場キャラクターが街の至るところに

しだや」だ。一見すると、田舎のどこにでもあ

で包まれた列車に、堂々と大人が乗りこむのは

（なんとタクシーにも!）点在し、街全体が A

る大衆食堂といった雰囲気だが、この店の最

どこか恥ずかしく、ハットリくんの「次は～でご

先生のワンダーランドと化している。川崎市の

大の特徴は、店頭に並ぶ食品サンプルにあ

いまから2 年半くらい前、汚れて洗っても落ち

ざる」という観光アナウンスにそっと耳を傾け

「藤子・F・不二雄ミュージアム」を訪れたこと

る。ガラスケースの中に目をやると、驚くべきこ

ないしちょうど買い替えの時期でね。わたしは

ながら、美しい海岸線に沿って走ること約 30

のある人は多いだろうが、この街にある氷見市

とに、すべての食品サンプルは毛糸やフェル

昔から手芸は好きで、孫のためにドーナツをつ
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くったりサンドイッチをつくったりしていたもの

いい」とか「温かみがあって変わってていい」

で、もしかしたら利用できるんじゃないかなと

と好評なんだとか。それにしても、食品サンプ

思って提案してみました。家に持ち帰って実際

ルの横に貼りだされた＜サンプルはすべて手

の食品サンプルを紙にあてて型紙をつくった

作りのフェルトでできています。あたたかさを

り、器に合うサイズのものに調整したりと、思う

味わって下さい。＞という手書きの注意書き。

ように仕上がらなくて何度も縫い直すことはあ

お店自体も味やメニューじゃなくて、食品サン

りました。一気にぱっとできるもんじゃなくて、で

プルの方を全面プッシュしているのが、なん

きたものから順番に入れ替えていきましたね。

だか微笑ましい。

思わず足を止めて見入ってしまうフェルト製

やっぱり入れものの容器がないと変でしょ。だ

の食品サンプル。1 階は、グランドメニューと呼

から、あの数以外はつくっていないんです。

ばれる定番料理のサンプルが陳列してあるの

入れものがあって初めて製品になるって感じ

に対して、2 階は、A セットや B セットといったお

がしますから。

店独自のメニューが並ぶ。なるほど、これならメ
ニューがいくら増えていっても対応できそうだ。

そう語る三浦さんは、もちろんいまでも手芸
に熱中している。

小さいときから毛糸とかいじるのが好きで、親
が内職で帽子を編んでたりしてたのをわたし

正月には干支の人形をつくって配ったり、この

も見よう見まねでやっていた記憶はあります。

お店の玄関の花をチリメンでつくったりしてま

学生のときは、フェルトでイニシャルつきのマ

すね。フクロウの飾りとか縁起物をつくること

スコットをつくって友だちにプレゼントしたり、

が多いかな。人にあげちゃうから、ほとんど家

子育て中は子どもの服をつくったりね。ほとん

には残ってなくて。いまは招き猫をつくってま

ど人にあげちゃうから、自分のとこには残って

す、時期とか関係ないしね。でも、食品サン

ないわ。売ろうとも思わないしね。食品サンプ

プルが話題になりすぎて、家族からは「おお

ルをつくったころは、当時 3 歳だった孫娘が

ごとになったね、どうしょう」って言われてま

高岡市からよく遊びに来てたんで、好きなドー

すけど ( 笑 )。

ナツや三色団子のままごとセットをちょうどフェ
ルトでつくってました。

ここ北陸の地で、
「おかんアート」は独自の
進化を遂げ大輪の花を咲かせていた。

世にも珍しいフェルト製の食品サンプルは、
街の人や常連客からは、
「柔らかさがあって

110

アウトサイドの現場から④

初出 : 都築響一『 ROADSIDERS' weekly』連載「アウトサイダー・
キュレーター日記」

●お食事処よしだや

本店

〒 935-0011 富山県氷見市中央町 9-7
営業時間 09:00 ～ 20:30
定休日 水曜日 ／ 電話 0766-72-0508

三浦和香子

111

文・齋藤亜矢

人間 の
「障害」

だかおもしろい」ようだ。
そうして内発的な動機づけから思い思いに走らせる描
線に、
自然と個性が表れる。
霊長類研究所では、
アイたち6 人のチンパンジーに研究に協力してもらって
いた。
まじめな優等生タイプのアイに対して、
マイペースだが意外と強情なパ
ン、
ちょっととぼけたポポ。人間に性格があるのと同じように、
チンパンジーにも
それぞれの性格があり、
それが描線にも表れているような気がする。
筆者が以前勤務していた京大の熊本サンクチュアリという施設では、60 人
近くのチンパンジーが暮らしている。60 人いれば 60 人 60 色。
顔も性格も違う
ので、
何「人」とか、
あの「人」たち、
という方がしっくりくる。
彼らは、
チンパンジー
特有のさまざまな表情や音声、
しぐさを使って、
複雑なコミュニケーションを行
いながら社会生活を送っている。
表現される感情や行動は、
「それはうれしい
ね、
よかったね」
とか、
「それは、
あの子がひどい、
悔しいね」
と、
自然と共感できるこ
とが多い。
ときには、
こちらがチンパンジー相手に本気でムカツクことさえある。
それはヒトとチンパンジーの思考や感情に共通する部分が多いからだ。

チンパンジーのアイ

ヒトとチンパンジーが共通祖先から分かれたのは、
およそ600 万年前のこと。

1976 年生まれ。77 年より京都大学霊長類研究所にて生活。78 年より実施されている

その後、約 20 万年前に、私たち人間、
ホモ・サピエンスがアフリカで誕生した。

チンパンジーの知性研究「アイ・プロジェクト」の中で、文字や記号の学習を開始する。

その一部は、約 10 万年前にアフリカを旅立ち、世界中に分布域を広げ、各地

本展では、
同プロジェクトの一環として創作された絵画を展示。

で絵を描き、彫刻を彫り、
さまざまなアートを生み出した。現在、最古の絵とし

絵筆を持ったチンパンジー

て残っているものは、
せいぜい3、4 万年前のものだが、私たちのアートする心
の基盤は、
アフリカにいたときにすでに芽生えていたはずだ。

アイの絵は、
すぐにわかる。
ランダムな曲線を画用紙全体にちりばめるのが

進化の隣人であるチンパンジーは、手先もとても器用だ。野生でも、
さまざま

彼女の画風だからだ。京都大学霊長類研究所のチンパンジー、
アイである。絵

な道具を使用することが知られている。
たとえば、
アリ塚に木の棒をさしこんで

筆を持つと、手首をやわらかく動かして、
ためらいなく筆を走らせる。
アイだけで

アリを釣って食べたり、堅い木の実を石で割って食べたりする。
そんなチンパン

はない。几帳面に短い線を並べて色ごとに塗りわけて描くチンパンジーに、画

ジーに飼育下で筆記具を与えると、適当に動かすうちに紙と筆記具との対応

用紙が破れてしまいそうなほど往復線を力強く重ねて描くチンパンジー。
それ

づけを理解し、
描くことができるようになるのだ。

ぞれの画風がある。
描くことと引き換えに食べ物を与えているわけではない。
つまり報酬目当て

想像する人間

の芸として描かされているわけではない。絵筆を動かし、紙の上に自分の動作

チンパンジーの絵筆から生み出されるのは、子どもの描くなぐりがきのようで

の痕跡を残す。
いわば世界を変容させるような感覚が、彼ら自身にとって「なん

もあり、手慣れた画家の描く抽象画のようでもある。
それぞれの画風があるよう

112

人間の「障害」

斎藤亜矢

113

に、
まったくでたらめというわけでもなさそうだが、彼らが顔を描いたり、
リンゴ
を描いたり、
「なにか」
を表した絵を描くことはない。
そこが人間と大きく違うとこ
ろだ。

体ごとに違うクマを
「クマ」
とひとつの言葉で表すからだ。
言葉を持ったことで、抽象的な思考や効率的なコミュニケーションが可能に
なった人間。
おそらく、
その副産物として手に入れたのが想像力であり、
そして

チンパンジーが「なにか」を表した絵を描かないのはなぜか。人間の幼児と
比較した私たちの研究から浮かび上がってきたのは、想像力が関わっているこ
とだった。
片目がない顔の絵や、輪郭だけが描かれた、
のっぺらぼうの顔の絵を用意す

アートであったのではないかとわたしは考えている。

獲得と喪失
しかし、進化はかならずしも進歩ではない。新しい能力を手に入れることで、

ると、
チンパンジーは、描いてある目を塗りつぶしたり、輪郭を丁寧になぞった

犠牲になるものがある。進化の過程が、常に獲得と喪失のトレードオフによっ

りする。
しかし、
その「ない」目を補って描くことは一度もなかった。
人間の子ど

て成り立っているというのが、
イギリスの心理学者ニコラス・ハンフリーの説で

もならば、2 歳後半になるとほとんどが「ない」目を補って描く。
つまり人間は、

ある。
そのなかでハンフリーは、人間は言葉を手に入れたことで、
モノをありの

いまここに
「ない」
ものを想像するからこそ、描線をさまざまなモノに見立てて絵

ままに写真のように知覚し記憶する能力を失ったのではないかと指摘している。

を描くことができるのだろう。
ただし人間も、2 歳半ばぐらいまでは、
チンパンジーと同じように、描いてあ
る目や口にだけしるしづけをする時期がある。
その時期から「ない」ものを補っ

「直観像記憶」
や
「映像記憶」
と呼ばれるものである。
霊長類研究所で行われたチンパンジーの記憶力の実験がそれを裏づける。
アイたちは、数字の順番を覚えていて、
タッチスクリーン上にランダムに散ら

て描く時期に起こるのは、語彙の爆発的な増加である。想像力が生まれる背景

ばった数字を小さい順に触れて答えることを学習している。
このとき、一番小さ

には、
言葉の発達があることがうかがえる。

な数字に触れた瞬間に、他の数字がすべて四角で隠されてしまう条件を提示
すると、記憶を頼りに、
四角に置き換わった数字を小さい順に触れて答える。
こ

それは、私たちが、
ものを「なにか」として認識する視覚認知のしくみに関連

こで、
アイの子であるアユムをはじめ子どものチンパンジーたちが驚くべき記憶

している。網膜に届いた光の情報は、
まず後頭葉の第一次視覚野に送られる。

力を示した。数字が表示されてから、
スタートの1に触れるまではほんの0.6 秒

そこから脳内の2つの経路で情報が処理されていくが、
ものが「なにか」の認識

ほど。
その短時間に配置を覚え、
すばやく正確に答えていく。人間よりもずっと

に関わるのが、腹側経路だ。光の配置の情報が傾きや曲率、図形のパターンな

優秀な成績だ。

ど段階的にまとまりとして処理され、抽出された特徴と既存の知識とを照らし

私たち人間が同じ課題をするときは、一般的に、数字の配置を1，2，3...と

合わせて最終的に「なにか」
とカテゴリー化する。言葉を持った人間は、
感覚か

一つひとつ確認して覚えようとする。
その分だけ時間がかかるし、位置情報と

らの情報が不十分でも、似た特徴を持つものを探し、
カテゴリー化しようとす

合わせて記憶するのも大変だ。
しかし、
チンパンジーは、数字の配置をカメラの

る。前頭葉からのトップダウン処理によるもので、
それが見立てによる想像を

ように直観像として記憶しているのではないか、
そんな可能性が示された。

生み出す。
つまり私たちは、
目に入るものをそのまま認識しているつもりでも、無意識に

言葉を得たことと引き換えに直観像記憶を失った私たち。
代償はそれだけで

言語のフィルターを通して見ている。
いわば記号的なモノの見方だ。記号化さ

なく、実はそのことが、写実的に絵を描くときの足かせになっている可能性もあ

れれば、情報として他者に伝えやすいというメリットもある。
「あそこにクマが1

りそうだ。

頭いた」という情報を伝えられるのは、実際には大きさも色も顔もそれぞれ個
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した覚えがある。木の枝一本一本が目ではきちんと見えているつもりなのに、
い

はないかは問題だが、石ころにうずまき模様があって、触ったら冷たくすべす

ざ画用紙の上に表現しようとするとうまくいかない。
たくさんの情報が溢れすぎ

べしていることや、雲がクジラのようなかたちをしていることは問題ではない

ていて、
とうてい無理に思えたのだ。結局、適当に枝分かれをつくってごまかし

のだ。

たが、
見えているつもりなのに描けない。
そんなもどかしさを感じた。
それは、記号的な絵を描くときと写実的な絵を描くときの認知的な過程が、

そうやって見たものを瞬時にカテゴリー化する、
つまり既存の知識の枠組み
に収めるような記号的なモノの見方は、
とても効率的だ。
しかし価値観が固定

根本的に違うことが関連している。子どもが描く絵は、
きわめて記号的だ。線と

されるので、
その価値のなかでの優劣や善悪が決まってしまう。
当然、息苦しさ

円を描けるようになれば、
それを組み合わせるだけで、顔でも、花でも表現でき

も生まれる。
そんなとき、
アートこそが、既存の枠組みを壊す力があるのだと思

てしまう。
やなせたかしさんのアンパンマンがこんなに愛されるのはなぜなのか

う。
アーティストが独自の切り口で、新しいものの見方を示してくれる。軽やか

も納得だ。
円や曲線など、小さな子どもでも描きやすいパーツを組み合わせる

に枠を飛び越え、
新たな価値を見出して示してくれるからだ。

だけで描けるからだ。

進化の過程で私たちが言葉を獲得したことは、複雑なコミュニケーション

つまり発達的には、記号的な絵から始まる。
これが目で、
これが口で、
と一つ

能力や想像力を生み出し、人間らしい社会や文化の創造に、
なくてはならない

ひとつのパーツを「なにか」として記号的に見立てて描く絵だ。一方で、
写実的

出来事だった。
しかしそのせいで、認知的にも心理的にも枠をつくり、
自らがつ

な絵を描くときには、
「なにか」としてカテゴリー化される以前の線の傾きや曲

くった枠にとらわれやすくなったようにも思える。
それはいわば、私たちの抱え

率などの一次的な視覚情報が必要だ。
だから、
デッサンのトレーニングは、単

ている「障害」であり、
だからこそ、
その「障害」を乗り越えることのできるアート

に手技的な訓練というわけではない。記号的なものの見方をいったん弱め、記

に惹かれるのではないだろうか。

号として処理される以前の低次の視覚情報にアクセスする認知的な訓練でも
あるのだろう。
ナディアという女の子は直観像記憶の能力を持ち、4，5 歳のころから、一
度見た絵本の挿絵をすっかり記憶して写実的な絵を描いたということが知ら
れている。
しかし言語訓練によって言語能力が発達すると、
まるで別人のよう
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人間の「障害」
子どもにとって、世界はまだ見知らぬものに満ちている。
目に入るものに手
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京都大学理学部、
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など。

当たり次第に手を伸ばし、戸惑うことなく口に入れ、文字通り五感を使って世
界を知っていく。毎日が刺激に満ちた瞬間の繰り返しだ。
しかし大人になれ
ばなるほど、
身の回りにはすでに見知ったものが増えていく。五感を使って確
かめるまでもなく、
目に入るものを「なにか」とカテゴリー化すれば、
日常は問
題なくまわっていく。道端につまずきそうな石が落ちていないか、雲が雨雲で
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アウトサイドの現場から ⑤

西川正之
（にしかわ・まさゆき）

文と写真・櫛野展正

1945 年生まれ。三重県在住。1979 年、長男にせがまれてつくった角凧が
きっかけで、現在に至るまで、昆虫や鳥、水生生物などさまざまなかたち
の立体凧を制作し続けている。

中学校 1 年のときに足が速くて運動会で一番

「初めてつくった凧の現物はないです」と見

になったもんで、先生の勧めで陸上部に入っ

せていただいた写真に写っていたのは、当時

たんやけど、やっぱしエラかったもんで途中

流行していたドリフターズのテレビ人形劇『飛

で辞めました。それからは、ずっと帰宅部で

べ！孫悟空』が描かれた手づくりの凧だった。

す。昔から絵を描くのが好きで、写生大会が
あるとよく賞をもらってました。

1 月13日の朝、長男を起こして外を見ると非

勉強は中学校 1 年までほとんどしませんでし

常にええ風が吹いとったので、近くの河川敷

た。勉強するきっかけをつくってくれたんが中

へ試しに揚げに行ったら、たまたま「伊勢市

学 2 年のときの女性の先生。額にイボがあっ

タコ揚げ大会」が始まるとこでエントリーして

たんで「大仏」と呼んでました。その先生は普

みたんです。いまでも鮮明に覚えておるんで

段から問題を出すんです。そのときから朝から

すけど、参加者は 200 名くらい。西風が非常

晩まで、外へ出んと勉強してました。

に強かったので、
『飛べ！孫悟空』の角凧に
長い布のしっぽを真ん中につけたら非常によ

倉田山中学、伊勢高校を卒業した後は、

く揚がった。1 時間半揚げた後、戻ったら審

京都の立命館大学経済学部へ。卒業後は、

査員から「入賞しとる」と。長男が揚がった凧

労働金庫に勤務。27 歳のときお見合いで知

を見て非常に喜んだんで、
「これはつくってよ

り合った奥さんと結婚し、2 人の子どもを授

かったな」と。そのとき初めて、立体の凧が揚

かった。

がっとるのを見たんです。立体と言うと花火と

そんな西川さんが立体凧をつくりはじめた
のは、当時 6 歳だった長男の「お父さん、凧

同じでどこから見ても絵になる。それで「立体
の凧をつくりたいな」と思いました。

つくって」という一言がきっかけだった。いまか
三重県伊勢市にある近鉄宇治山田駅。真

奉公に。そこの呉服屋を間借りして暮らして

向かいにある明倫商店街のすぐそばには、読

いたが、西川さんが小学校 5 年生のころ父

売ジャイアンツ草創期に活躍した投手、沢村

ら36 年前、西川さんが 34 歳のときのこと。

一念発起した西川さんは、休日を立体凧の制

親が独立。宇治山田駅前にある明倫商店街

わたしは小学校 3 年生のころ凧と出逢いまし

ともしばしば。

栄治の生家跡地がある。そんな名投手を生み

の中に店を構えた。いまはシャッター商店街

た。そのころ駄菓子屋に売ってた凧を親にね

出したこの地で、本物そっくりな立体凧を制作

だが、当時は夜 9 時半まで商売するほど賑

だって買ってもらって、学校のグラウンドで揚

翌年の 2 作目は、天狗の絵を描いた角凧で、

し続けている西川正之さんを訪ねた。

やかだったそうだ。両親が共働きで、4 つ下

げて楽しんだ。市販の凧でも揚がったら嬉し

これも入賞しました。3 作目は、カモメの立体

の妹は祖母の家で暮らしていたため、小学

い。ほやったら、親がつくって揚げたらもっと

凧をつくりました。これがなかなか揚がらんで

西川さんは、昭和 20 年三重県多気郡明

作に費やすようになった。土曜日は徹夜するこ

和町に生まれた。あるとき、次男だった父親

校から帰ると自分で鍵を開けて帰宅する日々

喜ぶだろうと思って、忘れもしません 1 月12

ね。鳥に長い尻尾をつけたら揚がるんですけ

の「田舎におったんではいかん」という一言

だったという。そんな西川さんの趣味は、絵

日の帰宅後、夜 9 時から翌朝 3 時まで制作し

ど、それは格好悪い。だから、毎週日曜日に揚

で、伊勢市常磐町の呉服屋へ家族で丁稚

を描くことだった。

ました。

げに行ってバランスを見るんです。細い竹ひ
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ごでできてるから落ちたら折れる。折れたら、ま

言われたら信用問題にも関わるからね ( 笑 )。

た修理して揚げに行く。これが 2 年かかりました
けど、この期間が自分にとってはよかったなと。

研究に研究を重ね、余分な尻尾など一切つ
けず、本物に似せるように細部にまでこだわっ

57 歳で退職し、現在は自宅で制作に没頭

て制作された立体凧。凧の骨組みに貼ってい

する日々。退職後制作のペースは落ちている

たのは、なんと実家の呉服店で余っていた布

ものの、スケッチや設計図も一切描かないと

だった。これなら強度も保てるし、濃淡を出す

いう立体凧は現在までに 100 体以上は制作

ために布には点描が施されており、西川さん

され、部屋の中はまるでジャングルのよう。特

のこだわりがうかがえる。

に蝉やカブトムシなど従来の大きさを遥かにし
のぐ昆虫の立体凧は圧巻だ。

そんな西川さんはとにかく勤勉だ。いまも毎
日英語を勉強し、最近では水墨画や似顔絵
にも取り組んでいる。部屋の中は、作品と同じ

鳥の凧だけつくる人は全国におりますけど、鳥

くらい資料も充実しているし、何より高校 3 年

は 2 枚の羽根で済むから絶対に技術が上がり

間使って表紙がなくなりボロボロになった辞

ません。しかも、鳥は実物を見ながらつくれん

書もある。
「子どものために」と始めた制作は、

でしょ。鳥の剥製を借りるとかせんとね。だか

子どもがすっかり成人してしまったいまでも続

ら、昆虫がええと。採集できるし4 枚の羽根が

いている。人生の中でここまで没頭できるもの

あるから微風でも揚がる。

に出逢えた西川さんは、とてもうらやましい。
そして、お話の最後に「やっぱり凧が揚がる

制作のモチーフになったのは、鳥や昆虫な

空は、平和なんです。だから日本から凧が消

ど空を飛ぶものだけに留まらない。昆虫の後

えたらえらいことになる」そう呟いた。その一

は、青空を水に見立てて魚や金魚なども制

言はズシンと僕の心にいまでも響いている。

作。やがて材料となる竹の研究にも没頭して
いったようだ。

初出 : 都築響一『 ROADSIDERS' weekly』連載「アウトサイダー・
キュレーター日記」

凧の骨組みには真竹を使ってます。これは柔
軟性があるから折れない。竹を割って竹ひご
をつくり、竹同士は速乾ボンドを塗って糸で結
んでます。凧をつくっとる人は竹の知識があん
まりないんです。もちろん竹は購入してますよ。
「西川さん、よその所で竹切っとったわ」って
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のにするのであった。
今回わたしが『障害（仮）』展に出品した映像作品『The Examination』
（2014 年）は、
前述したような「自らが何かを見ていることの不確かさ」への関心から制作した作品
である。
作品の主題に、わたしは誰しもが幼少期から経験してきたであろう「視力検査」を
選んだ。
「C」のようなかたちをした、いわゆる「ランドルト環」を使用したこの検査は、
日本においては明治時代からすでに学校現場の中に取り入れられていたという。今回
の撮影にあたっては実際に検査を実施するために「医師」と「被験者」という二つの立
場を用意する必要があり、
「医師」には都内に眼科医院を構える眼科医の大木隆太郎氏
にご協力をお願いし、
「被験者」には作者であるわたし自身を起用した。
映像の内容としてはこのようなものだった。まず「医師」である大木氏がリモコン
を操作し、検査機の画面にランドルト環を大きいものから順番に表示させる。
「被験
者」であるわたしはそれを見て、輪の欠けた位置を彼に示す。ここまでは、いわゆる一

四つの
眼球のある
風景

般的な視力検査とプロセスは同様である。

文・百瀬文 （ももせ・あや）

ことを試みる。その矢印の方向によって、
「医師」はそのランドルト環が「被験者」に「正

や曖昧さを可視化する映像作品を制作。本展では、視力

しく」見えているかどうかを判定するのである。通常の視力検査の進行通り、表示さ

検査の場面を題材に、医師／被検者間で交わされるメッ

れるランドルト環は大きいものから小さいものへと順番に変化していき、被験者の判

セージが恣意的に解読されていく様子を描いた『The

断のスピードもだんだん遅くなっていくのだが、そのランドルト環の大きさに呼応す

Examination』を展示。

何気なく「いいな、それ」と言って「軽く言うな」と怒られたことがある。当時から非
常に視力の高かったわたしとしては「くっきりした世界」と「ぼんやりした世界」の二
つの世界のあいだを旅行者のように軽やかに行き来している彼女のことが、単純に羨
ましかったのだ。それゆえにわたしは「世界がぼやけて見えるメガネ」のことをよく
妄想し、なぜそれが世の中で販売されないのか考えたものだった。それから幾度もわ
たしはメガネをかけた人々と出会ってきたが、彼らが語るところの、風景から雑多な
情報がそぎ落とされてただの色彩のかたまりに還元されるという異世界の話は、彼ら
とわたしがいまここに座って同じ景色を眺めているという現実感をその都度曖昧なも

四つの眼球のある風景

記号によって手元のホワイトボードに書くことで、彼にそれを視覚的な情報で伝える

1988 年生まれ。コミュニケーションに内在する虚構性

以前別の場所でも書いたことがあるのだが、子どものころ、メガネをかけた友人に
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そこで「被験者」であるわたしは、輪の欠けた方向を「→」や「↑」などの矢印という

るように、わたしがホワイトボードで指し示す矢印の大きさもどんどん小さくなって
いく。それゆえに、本来絶対的な責任でもってそれらを判定しなければならないはず
の「医師」も、あるタイミングから目を細め始め、だんだんと自らの視力の限界を思い
知らされることになる。この検査では、
「医師」と「被験者」の互いにとって、等しく困
難な試練が与えられる。最終的に「医師」は自らの口で検査の終わりを告げ、
「被験者」
であるわたしの視力を判定してくれるのだが、それは彼の想像によって導き出された
かりそめの空虚な数値でしかない。
ここで、今回の『障害（仮）』展の出展の経緯について考えてみたい。もともと本展
については当初キュレーターである櫛野さんから別の作品の出品を依頼されていた
が、最終的にわたしはそれとは異なる今回の作品を出展するに至った。いささか長く
なるが、この場を借りてまずその話をしておこうと思う。

百瀬文
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本来出品を予定されていた作品は、わたしが 2013 年に修了制作として発表した『聞
こえない木下さんに聞いたいくつかのこと』という映像作品であった。その作品は、
自ら聴覚障害を持ち、建築および視覚文化論の研究者として活動している木下知威
（きのした・ともたけ）さんと、作者であるわたしが、
「声」にまつわるさまざまな事象
について実際にお互いの「声」を使いながら対話する様子を撮影した作品であった。
木下さんはいわゆる聾者であり、彼には他者の声のみならず自分自身の声も聞こえな
い。彼は幼少期に「手話教育」
「口話教育」の両方の教育を受けているため、人の唇を読
み取って会話の内容を理解し、自らもまた声を発することができる。ゆえに、彼はわ
たしの唇のかたちをじいっと読み取りながら、一方わたしは彼の決してはっきりとは
聞こえない声に耳を澄ましながら、互いに注意深く対話を続けていくことになる。対
話の中で木下さんは、聴者（聾者の世界では健常者のことをこう呼ぶそうだ）と聾者
の間でかなり認識の異なるであろう「声」の持つイメージについて、独特の語彙で魅
力的に描写していく。わたしたちが会話の中でしばしば感じる、相手の声の聞き取り

『聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと』
（2013 年）

づらさなどの音声的な意味での「ノイズ」は、木下さんにとってはちょうどトランジ
スタ・テレビの砂嵐のような視覚的なイメージでのノイズとして認識される、といっ
たことや、木下さん自身は一見不安を覚えそうなそのノイジーな状況を面白い風景と
して楽しんでいることなど、木下さんから語られる話題は多岐に渡り、聴者たちの認
識に揺さぶりをかけ続ける。
そうしていく中で、途中からインタビュアーであるわたしにひとつの変化が訪れ
る。先述したように、木下さんはわたしの唇のかたちを読み取ってわたしの声を認識
している。わたしはだんだん「同じ唇のかたちをしているけれど、違う音」を対話の中
に仕込ませ始めるのである。
「こんにちは」という唇のかたちをしながら「とんちには」
という音を出すように、
「同口異音」とも言えるようなタスクを、自らの唇に課したの
である。もちろんそこには微妙な不自然さがあるはずだ。木下さんが対話の中で「
『た
まご』と『たばこ』の違いなどは会話の文脈で判断している」と話している部分がある
が、そこには常に相手の声を受け止める側の、絶え間ない想像力による補完があるの
である。その状況については、そこで起こる誤読の可能性の問題も含めて、聴者も聾
者もまったく立場は変わらないはずなのだ。
映像の下の方には、わたしが喋っていることを「理解」するための字幕が表示され
ている。この映像を鑑賞している「聴者」は、最終的にこの字幕を見ることでしか内
容を理解できなくなり、いわばこの対話から置き去りにされたような状況になる。そ

124

四つの眼球のある風景

の間も、意味不明な音を発し続けるわたしと不明瞭な日本語を話し続ける木下さん
の対話はとどこおりなく継続され（それはこのインタビューが「かつて行われたイン
タビューの再演」であるということからくるスムーズさであることは忘れてはならな
い）
、やがてわたしは最終的に音声すら発しなくなり、いわゆる「口パク」と呼ばれる
ように唇だけを動かし続ける。そしてその静寂の中に木下さんの声だけが響き渡る
中、唐突にインタビューは終了する。
声が「聴覚情報」であるという定義は、そもそも木下さんの知覚世界にはあてはま
らない。そのように異なる知覚世界で生きる者たちが、どうにかして同じ地平でコ
ミュニケーションすることは可能なのか、というのがこの作品の主題だった。そして
それが決して生易しいことではないこともこの作品中で明らかにされることになる。
櫛野さんからこの作品の出品依頼が来た時点では、
『障害とは何か ？』という仮段
階での展覧会タイトルがついていた。最初に出品を躊躇してしまったのは、たとえそ
れが考察を促すための「障害」という言葉の使い方であったにせよ、いったん木下さ
んに「障害者」というフレームを与えてから鑑賞が始まる構図になってしまうことに
作者として少なからず違和感を感じたからである。この件に関しては、木下さんも交
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えながら何度も櫛野さんとメールの応酬を重ねた。
わたしは木下さんに「障害者」として出演してもらったのではなく、
「別の知覚世界
に生きる人」として出演してもらった、という認識があった。イメージとしては「特殊
能力を持っている人」にも近かったかもしれない（いったい木下さんの部屋で大量の
CD とステレオを見つけたときの衝撃をどう表現したらいいだろう ？彼はその特殊能
力によって、スピーカーに触れながらオーケストラの振動を「聴く」のである）
。ゆえ
に、彼と鑑賞者の出会いはもっと、不意に現れる白昼夢のような、しかし同時に自分
たちのよく知る懐かしさもある、そんな両義的なかたちで起こるべきだとわたしは感
じた。作品タイトルの一見挑発的な「聞こえない」という言葉にしても、いったい「何
が」聞こえないというのか、聴者たちはそれを描写する言葉すら持っていないのであ
る。
展覧会の当初の時点での出品作家リストには、作家によってはプロフィール欄に

『The Examination』
（2014 年）

「～障害を持っている」といったような説明文が添えられていた。わたしはこの文章
を削除してもいいのではないかと、櫛野さんに個人的な感想を伝えた（そして最終的
にはそのような非常にフラットな作家紹介になっている）。この展覧会が目指すのは
「誰々がこのような障害にもかかわらずこんなにも素晴らしい作品をつくった」こと
を提示することではないはずだと思ったのもあるが、展示の構成として見たときに
「誰がどんな能力を隠し持っているかわからない」状況で個々の作品と対峙する方が、
よりスリリングなのではないかと想像したからである。そしてそれは同時に鞆の津
ミュージアムが目指している世界の模型でもあるのではないかと、勝手ながらわたし
にはそう思えた。それは障害の有無を問わず、誰もがそれぞれの理由で不完全さを抱
えながらも、ふいに触れあってはすれ違いを繰り返す、そんな現実をそのまま静かに
受け入れるような世界だ。
そのようなやり取りの途中で櫛野さんから頂いた別作品の提案が、先述した『 The
Examination』であった。さまざまな知覚世界を持つ作家たちの作品が集う空間の中に、
この作品が置かれた状況を想像すると、なんだかとても適切な風景であるような不思
議な直感があった。最終的にわたしはその作品を展示する旨を櫛野さんにお伝えし
た。
わたしはいままで、継続して不均衡な関係というものに関心を持って制作を続けて
きた。というより、こちらがカメラという装置を持って彼らにアプローチする以上、
被写体との出会いは常にそこを平坦にならすところから始まらざるをえなかったとも
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言える。”shoot ＝撃つ / 撮る ” という暴力的な言葉の二重性を持ち出すまでもなく、わ
たしはその不均衡性を受け入れたうえで、なお「こちらもまた彼らに射抜かれる」可
能性がある状況をいかにつくれるか、ということを考えていた。もちろんそれは非常
に感覚的に行われる判断でもあり、現場で被写体とコミュニケーションをとりながら
随時そのような状況が生まれやすい環境を二人でつくっていく、というような作業が
しばしば行われた。
今回出品した『The Examination』の撮影の中で新鮮だったのは、
「医者」と「被験者」
という関係を考えたときに、いつもの撮影現場とは違う不均衡性が最初からフォー
マットとして存在していたことだ。外部から自分のからだを見定められ、何かしらの
基準によって「診断」されるということ。そもそも病人とは、誰かが彼にその病の名前
を告げた瞬間にこの世界に誕生するのである。
この作品は、いわゆる「健常者」のみで撮影された作品である。しかし、その「身体
検査」というフォーマットには、戦時下の徴兵制を例に出すまでもなく、本来一言で
はとても表現できないはずの「からだ」というものを数値によって分類し、管理する
という確かな政治性が存在している。そして紛れもなく「障害」の有無とは、まずこの
「身体検査」が行われることによって明らかにされてきたのである。
しかしわたしが設定したこの特殊な場においては、検査する者も、検査される者も、
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自分たちが漠然としたグラデーションを生きる曖昧な身体であることを明らかにする
だけにすぎない。そこでは、医者の特権的な視座というものが最初から奪われ、絶対
的な数値を付与することを永遠に遅延させられ続け、検査というシステム自体が破綻
者」もまた同時に「被験者」にまなざされる（＝見返される）存在でもあるのだ。すっ
かりぼやけてただの黒い点になってしまった無意味な記号を互いに細い目で見つめな
がら、私たちはそこで初めて自分たちが等しく「最初から限界を抱えた身体を生きて
いる」ことを知る。先にその記号の意味を認識できなくなったのは、わたしの方かも
しれないし、彼の方かもしれない。私たちのまなざしにおける対話は、途中からそれ
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している。つまりそこでは、
「医者」が「被験者」をまなざす存在であると同時に、
「医

福祉と
美術の
間で

ぞれの独り言になっていたのかもしれなかった。そこには「眼球」という、
「わたしに
だけ見える世界しか映し出してくれない」不完全な視覚装置を抱えた、二体のからだ
のいびつなコミュニケーションがあるのみなのである。
『The Examination』の最後のシーンで診断表に書かれたうすっぺらな数値には、何
の意味も効力もない。その瞬間を共有した二人でその数字を受け入れることこそが、
この作品で一番重要なことのように思われた。それはこの無言の密室の中で、自分た
ちの不器用な想像力が残していった微かな澱のようにも思えたのだ。

「障害」という言葉は本来「さしさわり」や「さまたげ」という否定的で差
別的な意味があり、
「障害者」という言葉も、健常者中心社会の否定的なま
なざしを反映したものだ。しかし、
「障害」と「障害者」の定義は非常に相対
的なものであり、ある人が
「障害者」
と見なされるか否か、ある状態が
「障害」
と見なされるか否かは、時代や立場によりまったく異なっている。それに
も関わらず、我が国には「健常者アート」はなく、
「障害者アート」という独
特のジャンルが存在している。これを何と呼ぶかについて、これまでさま

このからだの中から私たちはどこへも行くことができない。あなたとわたしが同じも
のを見ている保証はどこにもない。しかしそこで嘆き崩れる前に、
「もしかしたら、わ
たしたちはよく似ているのかもしれないですね」と、隣の誰かに話しかけてみること
はできるのである。

ざまな議論が展開され、
「エイブル・アート」
「アウトサイダー・アート」
「アー
ル・ブリュット」
「ポコラート」
「チャレンジド・アート」
「ボーダレス・アート」
「ピュア・アート」など、
「障害」という言葉が持つ否定的イメージを払拭す
るためか、たくさんの横文字のワードが生み出されてきた。しかし、障害の
ある人自身が自らの表現行為を「アート」と自覚しているケースは少ない。
現在、
「障害者アート」の主流は主に知的な障害のある人たちによる創作で
あり、彼らはコミュニケーションの面で障害を抱えている人が多く、第三
者がその真意を完全に理解することは難しい。
例えば、福祉施設での支援は常に「こうであるかもしれない」という仮説
の連続で動いている。障害のある人のいわゆる「問題行動」に対して、優れ
た支援者は瞬時に複数の仮説を立て、それを当事者の振る舞いなどから消
去法で一つずつ消していく。最終的に一つの支援方法を実践していくわけ
だが、その結果も本人が「楽しそうにしていた」
「笑っていた」という外見に

128

四つの眼球のある風景

櫛野展正

129

基づいて判断しているわけだ。つまり、限りなく正解に近いかもしれない

当にこれでよかったのだろうか」と僕はいまでも自問自答を続けている。

が、100 パーセント正解かどうかは誰にもわからない。それがある意味、障

作業支援や就労支援が主だった時代にくらべ、芸術活動は確かに障害の

害者福祉に携わる仕事の面白さであるともいえる。

ある人たちの社会参加の一助になっていることは間違いない。しかし、展
覧会に出展する際や商品化をすすめる際、主導権を握っているのは担当ス

一方で、障害のある人たちの芸術活動に目を向けた場合、
「衝動のお

タッフであり、その一挙手一投足で大げさに言えば彼らの運命は大きく変

もむくままに」
「純粋無垢」
「魂の鼓動」
「ユートピア」など、彼らが創作し

わってしまう。公募展で入選するなどして「才能がある」と見なされた障害

たモノに対して、画一的なステレオタイプ化した語り口をよく目にする

のある人たちは、まるでベルトコンベアーに乗せられるかのように日々絵

ことがある。もちろん、これらは当事者たちの発言ではない。コミュニ

を描いたり粘土をこねたりする生活を送るようになるかもしれない。僕た

ケーションが十分取れない障害のある人たちにとって、本人の意思を十

ちは、美術業界の中へ無自覚に障害のある人たちを投入している現状に気

分読み取れないままにそのように解釈される語り方は、果たして正解と

づくべきであり、その危険性をもっと認識する必要があるように思う。

いえるのだろうか。それは僕がこれまで日常のつきあいを通して知って

また、展覧会に出展し評価を得る人、作品が商品化され収益を上げる

いた、多様で生々しい障害のある人の姿とはかけ離れたものだ。こうし

人など数々の成功事例の裏で、福祉施設スタッフという一人のキュレー

た想いが、
『障害（仮）
』展を企画するきっかけとなった。

ターの手により、黙殺されさまざまなチャンスを失っている人も多いの

僕は鞆の津ミュージアムの母体である知的な障害のある人たちの福祉

ではないだろうか。例えば自分の名前や好きなものや特定の記号を繰り

施設で、2000 年より生活支援員として働いてきた。就職して木工班の担

返し描くなど、障害のある人たちの表現行為には特定のパターンが多く

当になり、障害のある人たちが植木鉢の下に敷く木の板を磨くという単

見られ、既にそのようなパターンで表現する著名な障害のある「作家」

調な作業光景を目にする。作業をしている彼らの顔があまり楽しそうで

がいる以上、悲しいことにそうしたパターンを追随し表現する障害のあ

なかったこともあり、もっと障害のある人たちが自己主張のできる機会

る人たちは、二番煎じと見なされ、評価されにくいのも現状だ。さらに、

や場所づくりが必要だろうと考え、すぐに作業を中止し、生活支援業務

絵画や木工や陶芸や織物といった福祉施設側が提供する活動の枠外で表

と並行しながら本格的に絵画活動をスタートさせた。その後、全国で障

現する人たちは、よほどの審美眼をもったスタッフが傍にいない限り、

害のある人の芸術活動に取り組む施設や団体を数多く訪問し、そのノウ

それ自体が「表現」とすら認識されていない場合もある。そうした枠外

ハウを学びながら自らの施設で実践していくうちに、施設で暮らす障害

の表現をどう拾い上げていくかが今後の課題だ。

のある人たちの中からたくさんの魅力的な表現が生まれていった。例え

そして、近年はモノとしての「作品」だけではなく、生き方や行為、さ

ば、シャガールの『私と村』という名画を模写してもらったとき、ある人

らにはそれを取り巻く環境や関わる人など、より複合的な視点から障害

はその名画の一部分のみを独創的に模写して僕を驚かせた。また、体の

のある人の価値が論じられるようになっている。そのような表現が多く

中に流れる音に呼応するかのように、常に踊り続けるダウン症の男性も

紹介される背景には、美術の分野において作品だけが評価されていく過

いた。そうした既成概念にとらわれない自由で独創的な表現こそ、障害

程で、その創作現場にある魅力や豊かな関係性が削ぎ落とされているこ

のある人たちの芸術表現の魅力だろう。

とに気づき始めた人がいるからだ。そうした人たちは、障害のある人た

こうして芸術活動の支援を長年続けてきた結果、福祉施設に暮らす障

ちが生み出した表現を積極的に評価し、社会との橋渡しを続けている。

害のある人たちが、ニューヨークのギャラリーと専属契約を結んだり、

彼らは支援するという役割だけではなく、障害のある人と社会との代弁

パリでの展覧会に招待されたりと一定の成果をあげてきたものの、
「本

者を担っていることが多い。ある意味、障害のある人とその支援者は表
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現行為において共犯関係にあるといえる。ならば、支援者にはより慎重

る。そうした解決すべき事態を無化して、安易に障害者と健常者の境界をなく

で真摯な姿勢が求められるだろう。

してしまうのは大きな間違いだ。芸術的側面と社会的側面の問題は慎重に配

さらに、ヴィヴィアン・マイヤーやヘンリー・ダーガーの例を挙げるま

慮して考えなければならない。ゴッホや草間弥生が精神的疾患を抱えていた

でもなく、つくることだけで表現行為が完結し、制作者本人がその後の公

ことはよく知られているが、彼らが「障害者アート」の枠で語られることはほ

開を望んでいないケースは多くある。だからこそ、こうした表現は発見者

とんどないように、まず問われるべきは作品性でありその属性ではない。

の存在が必要とされる。目の前の表現にアートとしての価値があるかど

ところが、障害のある人の作品は、作品よりもその背後にあるストーリー

うかは、それを鑑賞する側から発見され付与されるものだ。つまり、それ

を重視されることが多い。どんな障害がありどんな人生を歩んで、作品制

を作品として評価をする人がいるかどうか、社会的にそれが作品と呼べ

作に至ったのか。皮肉なことにそのストーリー性こそが、作品の価値を高

るほどの芸術性を持ち得ているかどうかは、過去の類似作品をもとに第

めているといってよいかもしれない。そして、作者のことなど本人以外に

三者により相対的に判断される。しかし、それでも彼らの表現したものが

はわかるはずがないのに、鑑賞者はそのストーリーに対して勝手な思い入

第三者に何らかのインスピレーションを与えるならば、それをアートと

れを抱き、作者と自分を重ね合わせ極度の自己同一化を図る。つまり、見る

して積極的に社会へ提示していくべきだろう。

人によってさまざまな解釈がつくりあげられ、ある意味勝手な憶測や別の
ストーリーが横行していくことさえある。健常者が見ているのは、健常者

かつて欧米では美術のアカデミズムの枠外にいた障害者たちは、表現の

が捏造した「障害者」像に他ならない。障害のある人に感情移入して共感し

独自性に注目が集まりアーティストたちにインスピレーションを与える存

たり、感動したり、激励したり、庇護したり、憐憫したりする前に、自己の

在と考えられていた。一方、日本では福祉の文脈と結びつき、障害者社会運

あり方を相対化し省みなければならない。人は誰でも何らかの「障害」を持

動の手段として独自の発展を遂げてきた。この歴史的経緯や福祉観の存在

つ可能性を秘めている。まずは鑑賞者がその可能性を自らの問題として真

が、
「障害者アート」を複雑なものにしている。例えば「障害者アート」とい

摯に引き受けることが必要だ。そして、そこで最終的に問われる作品の質

う安易なカテゴライズは、世間に障害者固有の表現があるかのような印象

とは、人を感動させるものなのかそうじゃないのかということだけだ。

を与え、
「障害者がつくりだすものはどれも優れている」という誤解さえ生
み出してしまう。確かに障害のある人がつくりだす表現は独創的で目を見

ここ数年、厚生労働省や文化庁の後押しもあり、障害のある人たちが

張るものがある。しかし、黒人の足がすべて速いわけではないように、障害

「作家」として紹介される機会が増えている。全国どこかの地域で常に展

者だって秀でた表現ができる人もいればそうでない人だっているのだ。こ

覧会が開催されているような状況であり、いまや障害のある人たちの芸

れでは障害のある人はどのような表現をしても善意の対象となり賞賛され

術活動は大きな盛り上がりを見せている。こうした芸術活動の興隆によ

てしまう。
「障害者は社会的弱者であるから批判してはならない」という心

り、
「才能がある人／ない人」という優劣が福祉現場の中で生まれてはい

理が働いた場合、個別の芸術性を問うことは遮断される。それは本来の芸

ないだろうか。支援者は、本人の意思とは無関係に、自らの実績づくり

術鑑賞とはまったく別のもので、障害のある人がつくりだす表現が往々に

のため「入選させること」に必死になってはいないだろうか。目の前に

して芸術批評の対象とならないことが多いのもそのためだ。そして、そう

いる障害のある人が描いた一枚の絵画、それは本当に本人の意思による

した賞賛によって心理的な差別意識が解決されると、まるで障害者の現実

ものだろうか。たまたま画材が準備されていたから描いたという可能性

における疎外状況や社会的困難まで解決されたような気になってしまう。

はないだろうか。このような状況だからこそ、
「何のため、誰のため」に

いまだに障害のある人が社会的不利益や誤解を受けていることは事実であ
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小さい世界像の
断片を奇集する
奇人の館

館」
、
あるいは
「ミュージアム」
といわれる施設の役割や在り方そのものに深く関
わってくる問題意識である。
そしてそれはまた、
展示物を定義し、
分類し、
多くの
「境界線」
の意味を問うものともいえる。
鞆の津ミュージアムの母体は福山市にある社会福祉法人であるが、
このミュー
ジアムが扱うのは一般的にいうところの障害を持つ人々に限ったことではな
い。
それ以外の、美術家やアーティスト、
クリエーターといわれる人々から、漫
画家、商業施設の経営者、発明家、
占い師、調理師、漫才師、無名の人々まで、
さまざまな分野から選出されている。
ある社会的な既成概念の枠組みや、昨今
の多くの美術館の常識、表層的なポリティカルコレクトネスを問い、
それをまっ
たく無効にさせる試みである。
それは、
従来の「アウトサイダーアート」や「エイ
ブルアート」
という言葉さえ無意味なものにし、
むしろその言葉の解体にすら挑

文・ヴィヴィアン佐藤

み、
その結果差別を生んでしまう構造自体を逆説的に自明のものとする。
その
点において、
このミュージアムは他に類を見ない在り方で自らの存在価値その
ものを証明しているともいえるかもしれない。
それが、
このミュージアムが持つ

盲目の作家ボルヘスは、
あるひとつの文学作品中に描写されている本質的に

無意識のDNAともいうべき要素なのである。

異なる要素群をラテン語の「disjecta membra」
（ばらばらになり、
散乱した陶
器片という意）
と喩えた。

このミュージアムに選ばれ展示されている作品群のもう一つの特徴は、「作
品そのもの」だけではなく、
その作家の人物像や彼らが見ている世界像、
さ

鞆の浦。数々の万葉の歌にも詠まれ、
中世の足利氏の創始と終焉のこの地で、

らにいえば、彼らにしか見えていないようにも思える幻視の世界像の存在に

「鞆幕府」とも呼ばれていた歴史的風光明媚な景勝地。
その地に構える鞆の

我々の意識が強い磁力で向いてしまうところにもある。世界の在り様は人間

津ミュージアムは、
ミュージアムの在り様やそこでの展覧会の企画意図そのも

の数だけ存在し、
またさらにその人間の生きていく時期によって刻々とかた

の、
もしくはミュージアム側の情熱や欲望が、唯一無二でユニークである。

ちや様相を変えて存在している。
そういった世界という在り様の無限の可能
性、
もしくはその絶対的な存在の手応えのようなものが目の前に立ち現れる

そこで開催される企画展は、一人の人物や作家に焦点を当てる、
いわゆる個

という経験だ。

展や回顧展というかたちをとってはおらず、数名の作家たち
（ときには「作家」
と
いう言葉では括ることができない人たちも含む）によるグループ展や、
日本中

選ばれ、展示された作品群に潜在している個々の傾向や世界観、強迫観念

に散らばって埋もれている作品（現象）群の提示という展示形態が最大の特

といったものは、一つひとつの作品や一人ひとりの作家の特徴や傾向を観察

徴である。
それらの作品（現象）を発見し、分類し、
ある枠組みを与えるという

する限り、一見ばらばらで統一感はない。
しかし個々の作家の作品はパズル

行為。
それは同時代的にこの社会に存在するいわゆる「現代美術館」や「博物

の一片のように、
その作家固有の「ある世界」を形成しているようにも見える。
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それぞれの作家の背後には「ある世界」観やユートピア観、絶望的な世界観

通り越して、珍品を「奇集（癖）」するといった領域にまで達するミュージアム側

といったものが、独自の法則や象徴的な意味での遠近法によって表現され

の強迫観念をそこに見るのである。

ている。
それは、主体（作家）と世界との関係性のことである。
このような作品
群を集めることで、
それぞれの背後に存在しているであろう特徴的な「ある世

数々の珍品の収集といえば、
バロック期にイタリアに始まりスペイン、
ドイツ

界」が同時に一箇所に集められることになる。
つまり、個々のばらばらの重力を

の王侯貴族にまで伝わった「驚異の部屋 wunderkammer」を想い起こさせる。

持った断片的な「ある世界」群によって、大文字の「世界像」ではない、集積さ

美術品や工芸品、道具、地球儀、医学の器具のような人工物にとどまらず、
自

れた小文字の
「ある世界」像が形成され、現前するのである。

然物の珊瑚や貝殻、動植物の剥製、
ダチョウなどの卵、
ミイラなど、収集物は

そして次第に小文字の「ある世界」という概念の中でのいわゆる「小文字の

オートマタといわれる自動人形にまで及んだといわれる。
とにかく世界中のあり

世界」像というものの普遍性や一般性がタイポロジー的に浮かび上がってく

とあらゆる珍品や奇異なものが競って収集された。
この趣味の根底には奇形

る。
小文字の「ある世界」の「大文字性」をそこに形成し始めるのである。
つま

や怪物といったものへの嗜好があったといわれている。
そしてそれは当時の権

り、
個々の異なる固有の小さな「世界」像や「歴史」像を集め、
同等に並列し陳

力の象徴であった。権力を持つということは世界中の希少なものを収集し保持

列するという行為そのものに我々の意識が向かうようになるのである。言って

したいという強い欲望であり、
その財力でもあり、
また規定するという眼力、眼

みればこのミュージアムにおいては、個々の作品から、作家のパーソナリティ、

であった。

そして彼らの持つ世界観、
そして最終的にはそれを集めるミュージアム側の人
間、
そのミュージアムを所有している
（この場合は企画者なのだが）奇人へと好
奇心は向かう。

巷の世間から普段は見落としているものたちを探索し、
あたかも埋没し埋も
れている遺跡を調査するその考古学者的な視点は、
「驚異の部屋」
を有する15
世紀から18 世紀の王侯貴族そのものである。実際に所有という行為に至らな

ただ、
個々の作品の断片を集積しても個々の完全なる「世界」像というもの
は完成されず、永遠に未完成の状態でもある。
その断片と断片の間、
ある「世
界」と「世界」の間に横たわる空白は埋まることはない。
その裂け目や空白とも

くとも、
それを独自の眼力を使って発見し、
ある期間に展示し紹介する姿勢は、
「驚異の部屋」の所有者となんら変わりはない。
むしろその情熱はまったく同
質なものなのかもしれない。

いえるような隙間こそがこのミュージアムの最大の展示物なのかもしれない
のだ。失われてしまい完全には元に戻ることはない遺跡物や遺品物のような

そういった意味で、鞆の津ミュージアムの発掘する力や規定する力は、現

展示物とその中間にある空白。世界そのものは断片からできており、不連続

代の一般的な美術史の物差しや「アウトサイダー・アート」や「エイブル・アー

で、断続的で、散らばっている。
その世界モデルそのものを再現や模倣、描写

ト」の世界でのそれではなく、完全に独自の哲学から成り立っており、独自の

するのではなく、世界そのものを現前させること。
このミュージアムにはそれら

姿勢を保っている。
いわゆる「現代美術」や「アウトサイダー・アート」という

間が埋まることのない断片が集められ、
まるでボルヘスのいうような「disjecta

言葉自体が思考停止そのものに思えてくるのである。
また、発掘し、規定し、

membra」
（ばらばらの陶器片）
をそこに見るのだ。

分類し、展示する作業とは、
「世界」
とどう関わっているのか、
「世界」
をそこに

そしてこのミュージアムは、本来「美術館」の持つもうひとつの目的でもある

再現するといったモデルではなく、「世界」そのものをそこに現出させること。

「作品」を「保管」すること、「所蔵」といったことには、
こだわらないように見え

このミュージアムの内部の壁は世界を裏返しにした皮膚そのもので、従来の

る。
しかし、
そこには明らかに
「収蔵（収集）」
といった通常の「美術館」の概念を

価値の基準ではなく、元には戻らない不完全な世界の断片をつなぎあわせる
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ようとする行為の表れである。
いわゆる所有することなくこれらの行為を行う

私は世界を巡った。

ミュージアムの姿勢や情熱は、現代社会の奇集の一形態であり、
そこに古来
から脈々と続くある種の権力にも通ずる人類の収集癖の原型を見ずにはいら

あらゆる地を、
あらゆる国を。

れない。
山も海も川も廻った。
来館者はたくさんの個々の「ある世界」に触れ、
しかし「ある世界」を対象物
として鑑賞、
もしくは消費をするのではない。
その収集者の代理人とも言うべ

だが、
私は忘れていた。

きキュレーターの奇人ぶりと、既に世界はたったひとつではなく、個々に無限に
「ある世界」が存在する可能性、
いわば世界との関わりの無限の在り方をそこ

私の家のすぐ外の

に見るはずである。
そのミュージアムでの経験を通過することとは、巷の世界や、私たちの身の

庭の小さな葉に

周りの日常のいままで気にも留めなかった世界が、実に豊かで複雑性を帯びて
いるものであることに気づかされることである。世界は人間がいなくては存在し

一滴の水滴がやどって

得ないし、
すべての作品の断片はそれぞれが「ある世界」
を指し示しているので
ある。

この水滴に全宇宙が映し出されているのを…。
ラビンドラナート・タゴール

そして、
このミュージアムの壁面という葉の上に存在する一滴一滴の、
ひとつ
として同じ反射率や屈折率を持ち併せない水滴の作品群は、
それぞれの小さ
な全宇宙を映し出している。
このミュージアムはそのことを証明している。

ヴィヴィアン佐藤（ゔぃゔぃあん・さとう）
美術家、文筆家、非建築家、映画批評家、ドラァグクイーン、プロモーター。ジャンルを横
断していき独自の見解で何事をも分析。
自身の作品制作発表のみならず、
「同時代性」
を
キーワードに映画や演劇など独自の芸術論で批評／プロモーション活動も展開。 青
森県七戸町の町興しコンサルタント担当、
広島県尾道市の観光大志。
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編集後記
同床異夢
同じ床に枕を並べて寝ながら、それぞれ違った夢を見ること。（デジタル大辞林）
私たちは一人ひとり違う。
同じ世界に立ち、同じ情報を交わしている保証はどこにもない。
けれど、普段はその誤差を意識することなく、発達した社会性と言語能力のおかげで
何となく状況やイメージを共有したつもりになり、他者や社会と折り合いをつけている。
その社会のルールは、
「世間」という人のかたちをした曖昧な声によりつくられてきた。
何不自由なく意思疎通がとれる人間は「普通」と見なされ、その中に受け入れられる。
しかし、そこに「障害」という知覚できる差異が関わると、途端に「世間」では
対応できなくなる。
「世間」の解像度はそんなに高くないし、長いものに巻かれがちだ。
そうしてそこには見えない境界線が引かれ、それぞれが境界線の中で生きてきた。
「普通」の暮らしは飛躍的な発展を遂げ、高度に細分化されたあらゆるニーズに
きめ細やかに対応する商品やサービスが生まれ、社会を豊かにしてきた。
それでも障害の存在に気がつかないふりをしてきたのは、境界線を踏み越えることが
その「豊かさ」を後退させることだと「世間」が見なしてきたからだろう。
しかし、科学や技術、社会の進展は、築いてきた豊かさの限界を知らせると同時に、
これまで向き合ってこなかったものに潜む可能性を浮かび上がらせている。
わたしは、障害を「究極のオルタナティブ」だと捉えている。
せっかくあらかじめ「普通」の人と違っているのなら、彼らがつくりあげた既得権益や
既存の文脈に「オルタナティブ」側が合わせるなんてもったいない。
むしろ、これまで社会に含まれなかった視点がまだあることの「豊かさ」を教えて欲しい。

立ち止まって思いを巡らす機会をつくりたい。
「世間」がつくった境界線を壊すのは、個人個人がそれぞれの「世界」を持ち寄って、
お互いの変さやバカバカしさを認めながら、小さな共感を積み重ねることだと思う。
今回編集として関わらせていただいたのも、その一つだと思っている。
人は皆、多かれ少なかれ内弁慶な生き物だ。
それまで積み上げた常識が通じなそうな物事や存在にいつも立ち向えるほど強くない。
踏み込んでみたら、自分とそんなに変わらないかもしれないのに。
結局はあなたとあの子が違うように、その人とあなたも違うだけなのに。
『障害（仮）』展の考察をあそどっぐから始めたのは、
「踏み絵」のようなところもある。
多くの「普通」の人は彼の身体を初めて目の当たりにすると、素直に笑ってよいか躊躇する。
でも彼の言う「障害も含めて自分なので、自分のことをネタにするのは芸人として普通のこと」
というのは、極めて真っ当な姿勢だと思う。彼は、障害者である前に、芸人だから。
話しかけてみないとそんな当たり前のことにすら気づけない。
でも、理解し合わないと前に進めない、と気負う必要はないと思う。
そんな耳当たりのよい建前は「世間」に任せておけばいい。
それよりも、違いの奥にあるそれぞれの「世界」に気づける解像度を持っていたい。
そもそも長年連れ添った夫婦だって、お互いのことをどれくらい理解しているというのだろう。
断絶を許容しながら日々生きているのが、本来の私たちの姿ではないだろうか。
そうして、希望に溢れた一日の終わりも、不安でなかなか眠れない夜も、
枕を並べて、それぞれ朝を迎えるのだ。

ただ、障害を持った人が、自分たちが与えられる価値に気づいていないとしたら、
あるいはそれを誰かに共有する／共有しない選択肢すら与えられていないとしたら、

田中みゆき（たなか・みゆき）

それは「普通」の人たちと同じように与えられるべきだと思うし、

1980年生まれ。
企画者、
編集者。
デザインを軸に展覧会やイベントなどの企画に携わる。
近年は障害に関する企

そのことが導きうる社会の面白さや奥深さに「普通」の人たちが気づいていないなら、

画にも取り組み、
『義足のファッションショー "Rhythm of athletics”
』
（日本科学未来館）や視覚障害者とのパ
フォーマンス
『dialogue without vision』
（国際交流基金、KAAT）
などジャンルを横断した活動を行う。
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「障害
（仮）」
会場

鞆の津ミュージアム

会期

2015 年 9月12日
（土）～ 12月13日
（日）10:00 ～ 17:00

観覧

一般 600円
（小学生以下・障がいのある方無料）

休館

月・火曜日
（祝祭日は開館、翌日休館）、11月2日、11月24日は休館

主催

鞆の津ミュージアム企画展実行委員会

協力

ミヅマアートギャラリー、
ポット出版、就労継続支援 B 型事業所ハーモニー、
ナナロク社、
お食事処よしだや、関西学院大学漫画同好会、
京都大学霊長類研究所、齋藤亜矢、林美里、松沢哲郎
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