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要旨

	
  著者は、
「芸術とは社会変革である」という芸術概念を持つ芸術家として、また知的障害者の伯
母を持つ一人の人間として、2001 年から約 15 年間に渡り、健常者の価値観で構成された偏った
社会規範や障害定義をパラダイム・シフトへ導くための芸術活動を実践し、本論において、障害
者問題を社会へ広く位置づけるための具体的な芸術表現とそれを担う芸術家のあり方を示した。
	
  今日、日本の芸術需要は物質主義に著しく偏り、芸術による社会問題喚起へのニーズが低い。
また、障害者問題は差別の歴史と共に変遷し、現社会には依然として「障害の医学モデル」から
の障害定義や概念が根強く浸透している。今日の差別形態は、いわゆるあからさまな差別ではな
く、差別する側・される側に差別の自覚がない「善」の顔をした「不可視化された差別」が多く
を占める。さらに、今日の社会構造や文化、人間の本能により形成される差別動機を拭い去るこ
とは困難を極める。
	
  本研究は、独特の文化的背景を持つ日本の現社会へ向け、芸術の新たな社会的価値や可能性を
提起する芸術的側面と、芸術の独自性と有利性により、障害者に無関心な人・差別的な人へ障害
者問題を喚起する社会的側面の 2 つの目的を持つ。
	
  これまで、障害者差別に関する取り組みは、法の整備・教育制度の見直し・福祉政策などによ
り講じられてきた。しかし、差別抑制に関する法律は、既に社会へ顕在化された差別に対する後
手の対処法である。また、今日の障害者理解教育は、形式的な体験に留まり、差別する心を問い
直すまでに至っていない。さらに、長年の隔離政策や、専門家による福祉政策は、健常者から障
害者との接触機会を奪い、両者の二極化を生む悪循環を招いている。
	
  今日、社会に認知されている「障害者と芸術」の関係性には、障害者による芸術活動と、障害
者週間などに代表される公共機関による意識啓発・啓蒙を目的とする芸術利用が存在する。障害
者による芸術活動は、福祉的役割を脱しておらず、そもそも障害者問題の可視化に目的を持って
いない。さらに、障害者による芸術作品を商品として扱う支援のあり方は、障害者差別を顕在化
させた資本主義経済に従属する「物質主義型芸術」への賛助である。また、公共機関による芸術
利用は、健常者の自己弁護と自己防衛のための都合の良いプロパガンダであり、現社会の「差別
イデオロギー」の正当性を主張しているに過ぎない。
	
  昨今の悪化する社会情勢により、これまでの社会規範に疑いを持ち始めた人々の間において、
社会と芸術の関係性をめぐる問い直しに関心が高まっている。ドイツの芸術家ヨーゼフ・ボイス
が提唱した「拡大された芸術概念」や、芸術の主題に社会問題を採用したソーシャル・アートに
、、、、、、、、
は、人間と社会のより良い関係形成を再考するための「芸術の社会的効能」が内在化されている。
	
  障害者問題を社会へ広く位置づける芸術は、現社会における不可視化された障害者差別や障害
当事者の抱えるジレンマを、多くの人々と共有・再考し、社会を変革に導く目的において、
「障害
の社会モデル」の立場に立ち、具体的な障害者問題を率先的にデモンストレーションする役割を
担う。そして、その内在的主題には、①不可視化された差別を可視化するため、②障害当事者の
生きづらさを代弁するため、③人類の根源的な問題に対する問い直しを図るための「芸術の社会
的効能」を有する。また、この芸術は、これまでの差別政策とは一線を画し、差別が社会に顕在
化される前に、障害者に無関心・差別的な人々の内的偏見抑制動機に揺さぶりをかけ、受動的に
障害者問題に触れ、能動的にその内在的主題について思考を巡らす機会を与える唯一の独立的有
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、、、、、、
、、、、、、、、、、、
利性を持つ「自己覚知政策」として、
「美」的な社会を形成する「マクロ的障害者問題改革」なの
である。
	
  障害者問題を社会へ広く位置づける芸術家は、障害当事者と社会に対する責任能力と、芸術家
としてのあり方が試されている。芸術家は、より純粋で効果的な社会変革を遂行するために、既
存の価値観に縛られることなく、己の尊厳を尊重し、管制塔から社会へ極めて冷静な眼差しを向
け、健常者側との距離が近い社会を全ての人間の中心に置く任務に全力を尽くさなければならな
い。
	
  今日の社会状況を考慮すれば、
「現社会における芸術需要の偏り」
・
「一般社会へ浸透する障害定
義」両者のパラダイム・シフトには長期戦を覚悟するしかない。しかし、障害者問題を社会へ広
、、、、、、、、、、、
く位置づける芸術は、社会を変革に導く「障害の社会モデルの実践」として、確固たる芸術の力
を有する。本論を、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術とその芸術家のあり方を方向付ける
ひとつの礎と位置づけ、この問題を担う多くの芸術家の出現を期待すると同時に、一人でも多く
の人が無意識に差別する心を覚知し、社会的排除を感じている全ての人々の問題を自分自身の問
題として再考する日が訪れることを強く望む。

キーワード：
ソーシャル・アート、障害者問題、障害の社会モデル、自己覚知、社会変革
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Abstract

Art to Broaden the Social Positioning of Disability Issues
: A Practical Instance of the Social Model of Disability

2015
Tokyo Polytechnic University Graduate School of Arts
Department of Media Arts
Tomoko Seino

As an artist inspired by the artistic notion that art is social reform, as well as someone
with an aunt living with intellectual disabilities, I have, since 2001, spent 15 years involved
in arts activities aspiring to usher in a paradigm shift in the social norms and definitions
around disability, whose configuration has tended to be biased within the values of
able-bodied society. In this paper, I demonstrate possibilities for specific forms of artistic
expression and for the artists engaged with them in broadening the social positioning of
disability issues.
The market’s appetite for art in Japan today is heavily biased toward materialist
interests; there appears to be little demand for more provocative artistic engagements that
seek to stir up social issues. Moreover, disability issues have evolved in step with the history
of discrimination, and the definitions and concepts of disability that pervade contemporary
society remain deeply rooted in a biomedical model of disability. Contemporary forms of
discrimination, rather than so-called ‘blatant’ discrimination, most often find expression
through ‘invisible’ discrimination that is masked with kindness, with no awareness of
discrimination on the part of either perpetrator or victim. Furthermore, dispelling the
motivations for discrimination that are shaped by contemporary social structures, culture,
and human instinct, is an extremely difficult proposition.
This study has two goals. In its artistic aspect, it looks to the unique cultural heritage of
contemporary Japanese society to inspire the new social values and possibilities inherent in
art. In its social aspect, it draws on the unique qualities and advantages of art to stimulate
awareness of disability issues among those who might be indifferent or discriminatory toward
people living with disabilities.
To date, initiatives relating to discrimination toward people living with disability
(‘ableism’) have emerged as the result of legislative development, institutional educational
review, and welfare policies. However, anti-discrimination legislation is only a remedy used
in hindsight against forms of discrimination that are already manifested socially. Moreover,
current educational measures to promote understanding of disabilities are merely formal

―	
 7 ―	
 

experiences, and rarely extend to interrogating the subjective dimension of discrimination.
Furthermore, many years of isolation policies and welfare policies put in place by experts
have deprived able-bodied individuals of opportunities for interaction with people living with
disabilities, engendering a vicious cycle that has caused the polarisation of both groups.
Today, as it is recognised by society, the relationship between people living with
disabilities and the arts finds expression either in artistic activities on the part of disabled
artists or else in the use of art by public agencies in awareness-raising enlightenment
activities, typified by official initiatives such as the Week for Persons with Disabilities
(shōgaisha shūkan). The former has not yet departed from a welfare role and, in the first
place, is not oriented to giving visibility to disability issues. Moreover, possibilities for
support that seek to commercialise works created by artists with disabilities fall under the
auspices of ‘materialist art’ that has been subordinated to a capitalist economy, which has
given manifest expression to ableist discrimination. On the other hand, in terms of the latter
category of the use of art by public agencies, this is simply a convenient form of propaganda
in support of self-advocacy and self-defence for able-bodied people; it merely asserts the
legitimacy of the discriminatory ideologies that underpin contemporary society.
Now, however, in light of a recent deterioration in the social climate, a heightened interest
in rethinking the nature of the relationship between society and art has appeared among
those who have begun to harbour doubts about conventional social norms. The ‘extended
definition of art’ propounded by the German artist Joseph Beuys, as well as social art that
conscripts social issues as artistic themes, are informed by the social efficacy of art for
conceptualising the formation of new and better relationships between humans and society.
Art that broadens the social positioning of disability issues seeks to rethink and to share
among a wide audience an awareness of both ableist discrimination that has become invisible
in contemporary society, and the dilemmas faced by people living with disability. With the
objective of bringing about social reform, such art adopts the standpoint of a social model of
disability and takes initiative by filling a demonstrative role vis-à-vis specific disability
issues. Its subject matter is marked by an inherent social efficacy for visualising
discrimination that has been made invisible, for giving a voice to the distress experienced by
people living with difficulties, and for interrogating the fundamental issues of humanity. In
addition, such art distinguishes itself from existing discrimination policies by seeking to
shake up internal prejudices and inhibitory motivations among those who are indifferent or
discriminatory toward people living with disability before discrimination is manifested in
society. Serving as a kind of self-awareness policy that is uniquely effective at creating
opportunities for passive exposure to disability issues and inspiring active meditation on
their intrinsic themes, such art constitutes a macro-style reform to disability issues that
aspires to shape a more aesthetic society.
Artists, who broadly position issues of disabled persons in society, are challenged to
engage as artists with a sense of accountability toward people living with disability and
society in general. In order to carry out purer and more effective social reforms, artists should
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not be bound by conventional values; instead, they must respect their personal dignity as
they turn a dispassionate gaze on society from their high vantage point, and devote
themselves wholeheartedly to the mission of repositioning a society that is in close proximity
to the able-bodied to its rightful place at the centre of humanity.
In consideration of the current social situation, we must prepare ourselves for a long
engagement to achieve paradigm shifts in terms of both the bias in contemporary society’s
demand for art, on the one hand, and the prevailing social definition of disability, on the other.
However, art that seeks to broaden the social positioning of disability issues, as a practical

instance of the social model of disability seeking to bring about social reform, possesses the
robust power of art. In positioning this paper as a basis to direct the possibilities for art and
artists seeking to broaden the social positioning of disability issues, and at the same time
looking forward to the emergence of a large number of artists tackling social issues, I keenly
anticipate the day when as many people as possible will awaken to the unconscious
discrimination that lurks in their own hearts, and begin to reconsider as their own the
problems faced by all those who suffer the anguish of social exclusion.

Keywords:
social art, disability issues, social model of disability, self-awareness, social reforms
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" はじめに
・	
  本研究に至る背景——違和感から確信へ
	
  著者が障害者問題に取り組むようになっ
たのは、2005 年に他界した軽度の知的障害
の伯母・梅森君子(作品 1)の存在が大きい。
梅森の晩年の生活を支援する中で、著者は
梅森に唯一慕われる存在になり、実の親子
のような信頼関係を築くまでに至った。
	
  しかし、梅森の生活や死を記録する過程
において、梅森を取り巻く周囲の人々の言
動に様々な「違和感」を覚えた。例えば、
梅森が好む全身ピンクの装いがみっともな
いからと、近親者が着替えを強要したこと、

作品	
 1	
  『Have a nice day. —Story of Kimiko—』(部分)

梅森の言動に対する近隣住民による過剰な

左：梅森君子	
 右：著者	
 (1982 年当時)	
 

変質者扱い、梅森の屍にカメラを向けた著

出典：著者

者を、障害者に対して非常識だと叱責した僧侶の言葉などに対し、当時は「障害者が目立つ服を
着ては何故いけないのか」、「少し変わった人をすぐに社会の周縁に追いやるのは何故か」、「障害
者にカメラを向けるのを何故倫理違反だと思うのか」など、何とも整理のつかない漠然とした「違
和感」を抱いていた。
	
  また、2001 年、東京都内にある養護学校(現 特別支
援学校)での介護等体験実習中、数名の生徒から健常者
に対する強い憧憬と嫉妬を告白された。さらに、2002
年、公益財団法人日本ダウン症協会の協力のもと、親
の会にてダウン症候群の児童モデルを探していた際、
父親が我が子の障害を世間に晒すことに抵抗がある、
親戚や勤め先に我が子の障害を秘密にしているという
理由から、障害児やその母親の希望に反し、モデルを
断念せざるを得ないケースが多くあった。これらの事
例においても同様に、
「健常者が障害者よりも優位にあ
るという潜在的認識が障害者側にあるのは何故か」、
「障害者に理解があるはずの親が我が子の障害を隠す
のは何故か」と単純ではない問題がそこに隠されてい
る懸念を抱かざるを得なかった。
	
  これら 3 つの環境において制作した、梅森について
の記録をベースとした『Have a nice day.』(2001-)1)(作
品 1・2)、特別支援学校において脳性麻痺の男子児童

作品	
 2	
  『Have a nice day. —Photographs—』(部分)	
 

の自律を願い制作した『類感魔法』(2002)2)(作品 3)、

出典：著者
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ダウン症候群の児童を等身大彫刻で制作した
『Children with Down’s Syndrome』(2003)3)(作品 4)
は、どれも障害者をめぐる問題を作品の表現主題とし
た初期の代表作である。しかし、当時はまだ漠然とし
た「違和感」としての認識しかなかったため、障害者
問題を喚起するまでに至らない未熟な表現であった。
	
  しかし、これらの作品がかたちになるまでの様々な
体験は、健常者と呼ばれ生きてきた著者を、それまで
気付かず通り過ぎていた障害当事者世界の扉の向こう
へ誘い、
「えも言われぬ違和感とは一体何なのか」とい
う疑問と日々対峙するまでに変化させた。そして、そ
の当時の漠然とした「違和感」やその扉そのものこそ
が、今日の障害者問題を牽引する差別する人間の心の
しくみや、偏った社会規範だと気付いた。
	
  社会では「差別反対」
「命はみな平等」などと一見す
作品	
 3	
  『類感魔法』(部分)	
 
出典：著者	
 

ると道徳的で素晴らしいスローガンが唱えられている
が、このような声をあげるだけでは、今日の複雑で多
様な差別や社会のしくみをパラダイム・シフトへ導く
ことに現実味を帯びていない。むしろ、このような口
当たりが良く、耳障りの良いだけの言葉こそが、今日
の障害者問題を健常者からは極めて見えづらい深い闇
の中に陥れている。さらに、時にそれは、障害当事者
さえ気付かない差別を招いているのである。
	
  軽度の知的障害の伯母・梅森の存在は、芸術という
術しか持たない著者を、一見芸術とは無関係である障
害者問題の扉の向こうへ宿命的に導いた。さらに、そ
の宿命は、著者を象牙の塔での芸術研究から引き摺り
下ろし、社会に根ざしたソーシャル・アートへと誘っ
た。この問題を芸術で取り上げた始めた頃の漠然とし
た「違和感」が、多様な障害者問題を生み出す差別の
一端であるという「確信」へと姿を変えた今、著者は、
自らが遭遇した差別や障害当事者の体験を分析し芸術
に移植している。そして、これまでの研究を作品とし

作品	
 4	
  『Children with Down’s Syndrome』	
 

てではなく、論文という媒体により社会へ伝達できる

出典：著者	
 

こともまたひとつの芸術のあり方として捉えている。
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・	
  本研究の目的——障害の社会モデルの実践として
	
  1975 年、国連による「障害者の権利に関する宣言」により、
国際的に初めて障害の定義がなされ、1981 年には、この年を
「国際障害者年」と採択された。これを機に、各国で障害者
の社会参加や人権尊重、障害者と健常者の共生社会の形成に
向けた様々な取り組みが進められ、日本においてもノーマラ
イゼーション理念やソーシャルインクルージョン理念の浸透
が見られるようになった。
	
  一方、世界保健機関(World Health Organization : WHO)
は 、 1980 年 に 制 定 し た 「 国 際 障 害 分 類 (International
Classification

of

Impairments,

Disabilities

and

Handicaps : ICIDH)」により、それまで漠然としていた障害
定義を整理し、障害者に起こる社会的不利の因果関係を「機
能障害(Impairment)→能力障害 (Disability)→社会的不利

図	
 1	
  「障害の医学モデル」概念図	
 
出典：著者作成	
 

(Handicap)」という 3 段階に位置づけた。しかし、これは、
障害者が生きづらさを感じる原因(社会的不利)を一方的に障害者個人に被せる「障害の医学モデ
ル」の考え方である。
	
  「障害の医学モデル」とは、障害を個人の問題として否定的に捉え、障害への対処法は主に医
学であると位置づける概念である。したがって、障害者は、機能障害の治癒により環境への適応
努力を求められる。つまり、
「障害の医学モデル」とは、障害者と呼ばれる人が「障害を持ってい
る」という考え方になる(図 1)。
	
  その後、WHO は、環境因子による分類を加え、2001 年に
「 国 際 生 活 機 能 分 類 (International Classification of
Functioning, Disability and Health : ICF)」を打ち出し
た。 「国際生活機能分類」では、分類軸を「障害」から「生
活機能」に変更し、3 つの活動レベル「心身機能・構造(body
functions and structures) ・ 活 動 (activities) ・ 参 加
(participation)」が互いに影響し合う双方向性の作用として、
障害を「活動制限」や「参加制約」であると定義づけた。つ
まり、
「国際生活機能分類」は、
「国際障害分類」における「障
害の医学モデル」と、新たな「障害の社会モデル」を統合し
た相互作用モデルに基づく構成へと大きく軌道修正したので
ある。

図	
 2	
  「障害の社会モデル」概念図	
 

	
  「障害の社会モデル」とは、障害者が生きづらさを感じる

出典：著者作成	
 

原因を障害者個人に被せるのではなく、多様な人間の存在を
考慮せずに形成される社会システムが、障害者の社会活動を阻止する障壁や差別、
「能力障害」を
招くという考え方である(図 2)。したがって、障害への対処法は、社会変革や思想変革となる。
	
  しかし、ここで押さえておかなければならないのは、
「障害者が生きづらさを感じるのは、社会
が悪いからだ」と、まるで他人事のように社会という集団に罪をなすり付けるだけでは、何も解

―	
 15 ―	
 

決しないということである。社会とは、一人ひとりの人間で成り立っており、個人の変化なくし
て社会の変化は望めない。つまり、人間の「心の変化」なくして障害者問題は解決しないのであ
る。さらに言えば、その問い直しを要求されている構成員は、決して健常者と呼ばれている人だ
けではない。生きづらさを感じている障害当事者自身もより良い社会形成に向け、共にこの問題
に取り組む必要がある。
	
  現社会には、依然として「障害の医学モデル」からの障害定義や概念が根強く浸透し、障害者
は差別の対象となり、スティグマを付与される。さらに、今日の差別は、いわゆる見え易いあか
らさまな形態を取らず、健常者と呼ばれる人々が差別の自覚なく差別をしているケースや、障害
当事者さえも見過ごしてしまう複雑な差別形態に移行している。障害者の生きにくさの根本原因
を払拭するには、障害者に向けた福祉政策だけではなく、むしろ障害者に無関心な人・差別的な
人に対する「自己覚知政策」が必要なのではないだろうか。
	
  障害者問題は、社会問題のひとつの断面であるが、
「障害者という対象に限定された他とは異な
る特徴的な問題が根底にあるわけではなく、人が生きる上で身につけた心理的な防御や社会にあ
る価値観や葛藤が現れやすい構造になっている(栗田,2015,p.1)」。著者は、今日までの障害者と健
常者の物理的・精神的な隔たりの原因を、健常者と呼ばれる人々に一方的に被せ、非難するつも
りはない。しかし、加齢と共に何らかの機能障害を負う元健常者たちは、自分がかつて健常者と
呼ばれていた頃の価値観のみで形成された社会システムを、穏やかに受け入れることができるだ
ろうか。「平成 23 年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果」に
よれば、65 歳以上の障害者手帳所持者数は所持者全体の約半数を占め、特に、身体障害者手帳所
持者では、70 歳以上の所持者が 57.4％と最も多くを占めた(厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部,2013)。しかし、軽度の機能障害を負った高齢者は、口々に「自分では障害者だと思ってい
ない」
「私は障害者である自覚がない」と「健常者の岸壁」にしがみつく。このような心理は、一
体どこから来るのだろうか。その手を離せば、不幸のどん底に真っ逆さまに落ちるのだろうか。
障害者問題について問い直すことは、障害者と呼ばれる人々に対する取り組みに留まらず、潜在
的障害者である健常者と呼ばれる人々の心の歪みに対して問い直すことに等しいのである。
	
  「障害者基本法」は、障害者の自立および社会参加を支援する施策に関する基本理念を定めた
法律である。そこには、障害者について「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)そ
の他の心身の機能障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活又は社
会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう(内閣府 a)」と定義されている。本論における
障害者とは、
「障害者基本法」の障害者定義を基本とし、身体障害、知的障害、精神障害、発達障
害、難病者、さらに障害判定のボーダーにいる者、進行性の病気がある者、
「見た目問題」4)に直
面している者、性同一性障害の者など、身体・知能・精神に何らかの特性がある人の中から「生
きづらさを感じている人」を包括的に指す。そして、障害者問題を考える上で、その家族も時に
差別の対象となり「生きづらさを感じている人」と成り得ることを忘れてはならない。
	
  障害者と芸術の関係性には、関わり手の「芸術とは何か」という芸術概念により多様な価値観
が存在する。著者は「芸術とは社会変革である」という芸術概念を持つ芸術家であり、芸術も政
治・教育・福祉などと同等に、社会形成を担う役割があると考えている。そして、2001 年から約
15 年間に渡り、障害者などのマイノリティーをめぐる様々な問題を芸術作品の主題としてきた。
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また、障害学会『障害学研究 第 11 号』(Journal of Disability Studies 2016)への著者の論文「障
害の社会モデル的立場から障害者問題を喚起する芸術の社会的効能」の掲載は、学会員の多くを
占める障害当事者に、芸術領域からの障害者問題喚起の可能性が認知されたひとつの成果として
位置づけることができる。
	
  社会問題と芸術を繋げたソーシャル・アートは、人類共有の「智の財産」であり、貨幣との交
換により独占されるべきものではない。さらに、ソーシャル・アートにおける「美」とは、芸術
家による成果物に宿るのではなく、芸術により自己覚知された人間の心や、それら人間の行動規
範の変化による社会のあり方へ求めるべきものである。つまり、
「たった一人でもこの地上で抑圧
され、自由が疎外され、そして自己規定の能力がつぶされている人間がいる限り(ボイ
ス,1984,p.39)」その社会に「美」は存在していないことになる。
	
  今日の日本では、社会と積極的に関わりを持つ芸術活動が一般に理解されづらい。国内外にお
ける著者の展示経験から得た印象を述べれば、欧米ではソーシャル・アートが一般化され、鑑賞
者は、重要な社会問題のひとつとして障害者問題を主題とする芸術を真摯に受け入れ、芸術専門
家や障害専門家以外の関心度も高い。一方、日本においては芸術需要が物質主義に著しく偏り、
芸術による社会問題喚起へのニーズが低い。さらに、他者との協調を重視する集団主義の価値観
を持つ日本では、「標準的人間像(三村,2010,p.83)」とは異なる人々を無意識に排除する傾向が今
日まで続いており、芸術による障害者問題の可視化をタブー視する傾向がうかがえる。つまり、
日本には、芸術的側面と社会的側面の両者に越えなければならない分厚い壁が存在しているので
ある。
	
  障害者問題を社会へ広く位置づける芸術は、①独特の文化的背景を持つ日本の現社会へ向け、
芸術の新たな社会的価値や可能性を提起する芸術的側面と、②芸術の独自性と有利性により、障
害者に無関心な人・差別的な人へ障害者問題を喚起する社会的側面の 2 つの目的を持つ。著者は、
、、、、、、、、、、、
障害者問題を社会へ広く位置づける芸術を「障害の社会モデルの実践」と位置づけ、この 2 枚の
壁がそびえる日本において、芸術による社会変革を遂行することにひとつの価値を見出している。
	
  本研究は、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術の価値とその芸術家のあり方についての共
有を図ると共に、全ての人間が障害者問題を自分自身の問題として捉え、人間と社会のより良い
関係形成のために、社会変革を遂行する勇敢な構成員となることを目的としている。
	
  尚、本論文は、障害学会『障害学研究 第 11 号』(Journal of Disability Studies 2016)へ投稿
した著者 SEINO5)による論文、「障害の社会モデル的立場から障害者問題を喚起する芸術の社会
的効能」に大幅な加筆を施し、より具体的な研究成果としてまとめたものである。

!
1)

註
『Have a nice day.』(2001-)は、晩年の梅森の生活と死を記録した写真(1 枚のサイズ：H 577 W395 D30)と、梅森のノン
フィクションストーリー(テキスト・写真・日記)などにより構成された作品である。インスタレーション・パフォーマンス,
テキスト・写真・日記・映像, 発表：2001 年 12 月, 『精神薄弱展』, 東京藝術大学美術学部彫刻科玄関ギャラリー［日本・
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東京］/ 2002 年 1 月, 『ワカゲガイタル展』, 東京藝術大学学生会館ギャラリー［日本・東京］/ 2007 年 5 月, 『MFA Interim
Show 2007』, Mackintosh Gallery［イギリス・グラスゴー］/ 2008 年 1 月, 『Flock』, Bezalel Gallery［イスラエル・
テルアビブ］/ 2013 年 2 月, 『SEINO イギリスでの仕事展』, ギャラリーなつか［日本・東京］
2)

『類感魔法』(2002)は、脳性麻痺による肢体不自由の男子児童、金田マービンの自律を願った作品である。金田が「補装
具を装着し立ちすくむさま」「補装具を脱ぎ捨てるさま」「転ぶさま」「起き上がり前進するさま」の 4 つの場面から成
る彫刻作品である。また、金田が実際に使用していた補装具と金田の特徴的な歩き方を象徴する足跡を表現に取り入れて
いる。彫刻, 乾漆, H850 W5000 D3000, 発表：2002 年 1 月, 『ワカゲガイタル展』, 東京藝術大学学生会館ギャラリー［日
本・東京］

3)

『Children with Down’s Syndrome』(2003)は、ダウン症候群の児童、牧野りさ・最上悠平の等身大の彫刻作品である。
健常の鑑賞者に驚き、指をさすという差別行為を具現化することにより、健常とは一体何であるのかを問いかけている。
彫刻, 乾漆・ガラス, 牧野：H1100 W400 D500 / 最上：H1450 W400 D500, 発表：2003 年 2 月, 『第 51 回東京藝術大
学卒業・修了展』, 東京都美術館［日本・東京］

4)

傷や火傷の跡がある人、あざがある人、脱毛症や無毛症の人、メラニン色素の欠乏により皮膚の色に特性がある人などが、
その外見的な特徴故に直面し易い偏見や差別に関する様々な問題を指す。また、機能障害がない当事者は、難病や障害に
関する認定を受けられず、公的な支援を得ることができない。関連症状には、単純性血管腫・円形脱毛症・先天性無毛症・
太田母斑・口唇口蓋裂・熱傷(やけど)・ケロイド・アルビノ・顔面神経麻痺・白斑・斜視・眼瞼下垂・小耳症・先端巨大症
(アクロメガリー)・レックリングハウゼン病・海綿状血管腫・苺状血管腫・リンパ管腫・乾癬・魚鱗癬・脂肪腫・バセドウ
病・トリーチャーコリンズ症候群・ロンバーグ病(顔面片側萎縮症)・アトピー性皮膚炎・欠損・交通事故等の傷痕・手術後
の傷痕などがあげられる(NPO 法人マイファイス・マイスタイル)。

5)

SEINO とは、著者が芸術活動を行う際に使用しているアーティストネームである。著者は、鑑賞者に先入観無く作品を鑑
賞してもらう目的において、芸術家の属性(人種・性別など)に関する情報が入らないアーティストネームを採用している。
論文「障害の社会モデル的立場から障害者問題を喚起する芸術の社会的効能」は、芸術家としての立場を強く意識し執筆
したため、著者名を SEINO とした。
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1. 障害者差別

	
  障害者問題は、差別の歴史と共に存在すると言っても過言ではない。本章では、障
害者問題の核である障害者差別の全体像の把握を試みる。第 1 節では、不可視化され
た差別を見事に分析している三村洋明の著書『反障害原論』の「第 8 章 差別形態論」
を軸に差別を 6 種に分類する。さらに、著者がそれぞれの差別形態に適当だと思われ
る事例を加筆し、現社会に存在する差別形態と差別の実態の分析を試みる。第 2 節で
は、障害者に対する態度研究を専門としている栗田季佳の著書『見えない偏見の科学
心に潜む障害者への偏見を可視化する』の「第 6 章 差別する心」を参考に差別動機を
4 つに分類し、障害者差別が起こる原因を紐解く。

1.1. 差別形態

1.1.1. 三村洋明の差別形態論概要
	
  まず、三村による「障害」と「差別」の定義を整理した
い。三村は、ルビンの図形(図 3)を援用し、障害とは、2 つ
の「できない」という問題の出会いにおいて生まれるもの

a

だと述べている。ルビンの図形は、見方により地と図が反
転し、白い壺や 2 人の横顔に見えるという多義図形として

b

b

有名である(実際の図形にはグレーの境界線はない)。
	
  a 白い部分を「手話ができない」とし、b 黒い部分を「聞
こえない」とする。そして、三村はこの 2 つのできないこ
との間に存在する c 境界線の部分(グレー部分)を「障害」

c

と定義しているのである。c が a の外輪郭とすると、図形 a
部分が浮かび上がり、
「手話ができない」人が「障害」を被
り、障害者と呼ばれる。逆に、c を b の外輪郭とした場合、
「聞こえない」人が障害者と呼ばれるというわけである。

図 3	
  ルビンの図形	
 
出典：著者作成	
 

この輪郭線は、現社会において一般的に、「b 聞こえない」の外輪郭とされることが多く、反転
される可能性は少ないと三村は述べる。(三村,2010,p.29)
	
  さらに、三村は「差別」について、社会的に普遍性を持った上下意識を伴う「上」とされる者
から「下」とされる者へなされる共同体や共同性からの排除と定義している。共同体からの排除
とは、何らかの共同空間があり、その空間を同じくしない一部の者を入れさせないという排除を
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意味し、
「絶対的排除」と規定している。また、共同性からの排除とは、空間からの排除だけに留
まらず、排除される人々が既に持っている文化も排除の対象になる「相対的排除」と規定してい
る。そして、差別の種類を「抹殺」・「隔離」・「排除」・「抑圧」・「融和」・「同化」と 6 種類に分類
し(資料 1)、資料 1 の左から右に行けば行く程「絶対的排除」の性格は弱くなり、「相対的排除」
の性格が強くなるとしている。一方、右から左に行けば行く程「相対的排除」の性格は弱くなり、
「絶対的排除」の性格が強くなるとしている。さらに、
「絶対的排除」と「相対的排除」は厳密に
は二分できないとした上で、前者を「排除型の差別」、後者を「抑圧型の差別」とし、「排除型の
差別」は、比較的差別として捉えられる「抹殺」・「隔離」・「排除」、「抑圧型の差別」は、差別と
して捉えにくい「抑圧」・「融和」・「同化」であるとしている。(三村,2010,p.115)つまり、前者は
比較的差別と認識し易いあからさまな差別形態であるのに対し、後者は差別している本人が差別
だと認識せずに行っている無意識的な差別形態であると言える。
	
  しかし、今日の差別形態が、
「排除型の差別」から「抑圧型の差別」に移行したと安易に分析を
加えるのは危険である。一般には認知度が低く、水面下で横行される不可視化された「排除型の
差別」は、今日においても存在している。次節からは、三村の分類に基づき、
「排除型の差別」
「抑
圧型の差別」それぞれ 3 種類の差別形態を、著者の解釈と事例を踏まえながら整理する。尚、事
例には、著者がそれぞれの差別形態に適当だと思われるものを加筆し、三村の差別形態論に対す
る著者の見解の補完を試みる。
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資料 1	
  差別形態	
 	
 
出典：三村洋明, 2010,『反障害言論 −障害問題のパラダイム転換のために−』世界書院 p.119 に掲載されている図を参考に著
者作成	
 

1.1.2. 排除型の差別「抹殺」
	
  「抹殺」とは、文字通り殺し消し去るという「障害者殺し」にあたる絶対的排除の性格が強い
差別であり、障害者の生きづらさを自然や運命という論理により固定化する差別である。歴史上
における顕著な例では、ナチス・ドイツによる精神障害者の大量虐殺や、戦時中に日本の精神病
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院で起こった餓死などがあげられる。(三村,2010,p.121)また、階級社会の成立により支配者が余
剰生産物を搾取することで、障害児の生存に十分な経済的基盤を失い、口減らしのため障害児が
選ばれ殺害される障害新生児の間引き(河野,1977,p.30)も「抹殺」である。このように、比較的差
別として認識され易い「抹殺」がある一方、近年では、社会規範における「命の価値基準」を背
景とした「障害者殺し」がなされている。ここでは、障害者を「抹殺」することが「やむを得な
いこと」とされ、常識化・不可視化されている事例を示す。
	
  まずは、1970 年 5 月 29 日に起きた脳性麻痺児をその母親が絞殺した事件を取り上げたい。母
親による障害児殺しは、まぎれもなく「抹殺」であるが、この事件をめぐり世間が母親に同情し
減刑や無罪放免運動が起こった。これは、
「障害者殺し」が、社会の中で正当化された事例として
捉えることができる。これに対し、脳性麻痺者で構成された「全国青い芝の会」の中心を担って
いた横塚晃一は、「障害者は殺されてもしかたがない存在ではない」と異議を唱え、無自覚に差
別をする行為が常識化しているとして、殺した母親に同情する世間を批判した。さらに、社会的
に不可視化されている差別意識を指し、「常識化された差別意識」とした。(横塚,2010,p.38・杉
野,2007,p.231)
	
  次に、1984 年に医療法人報徳会宇都宮病院で起きた病院職員による精神病患者リンチ殺人事件
を取り上げる。宇都宮病院では、この他に数百件もの患者の不審死があり、病院の杜撰な医療・
看護体制や、精神患者に対する基本的人権の剥奪行為が明るみになった。この事件により、国際
法律委員会が日本の精神科医療の実態調査に乗り出すなど、国際的な非難を浴びる大きな問題に
発展した。日本はこれを受け、1987 年に当時の「精神衛生法」を精神障害者の人権尊重を掲げた
「精神保健法」へと改正した。このように、近年まで精神障害者に対し水面下で行われてきた日
常的な差別行為の末に起こった痛ましい「抹殺」事件は、今日の精神障害者に関する施策に大き
く影響を及ぼす結果となった。(伊藤,2010)
	
  「命の価値基準」としての「抹殺」を端的に表している事例として、脳死判定 6)による臓器移
植を検証したい。臓器を提供するか否かは個人の意思が尊重されるが、日本において臓器提供を
行う際、
「脳死は人の死」と定義されている。脳死とは、生きていくために必要な働きを司る脳幹
を含む脳全体の機能が失われた状態であり、薬剤や人工呼吸器などによりしばらくは心臓を動か
し続けることが可能だが、多くは数日以内に心臓が停止する(日本臓器移植ネットワーク a)とされ
ている。しかし、実際に心停止までに長時間を要する例も報告されており、
「脳死は人の死」であ
るという定義は、臓器移植をする側の都合の良い死生観であるとも解釈できる。平成 27 年 8 月
31 日までに脳死臓器提供数は 399 例にのぼり(日本臓器移植ネットワーク b)、脳死判定した人間
からの臓器摘出が一般化されようとしている。一見すると、人の命を救う価値ある行為に見える
が、脳死判定による臓器移植の標準化により、障害者は優先的に「抹殺」の対象となることが社
会規範において常識化されてしまった一例と言える。
	
  このように、今日の「抹殺」は、合理主義の裏側に不可視化された非常に残酷な差別形態なの
である。
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1.1.3. 排除型の差別「隔離」
	
  「隔離」は、社会から完全に排除する「抹殺」とは異なり、社会の周縁や下層へと組み込まれ
る絶対的排除の性格が強い差別形態である。
「隔離」は、施設への隔離や分離教育などに端的に表
れている。(三村,2010,p.122)能力主義や健常者の一方的な合理性を重視し、障害者は幼い頃から
生活・教育・仕事の場を「隔離」され過ごすことが強いられている。この「隔離」は、障害者と
健常者の精神的な距離を隔て、健常者から障害者と接触する機会を奪うことに繋がり、偏見や差
別への悪循環を招く。
	
  1960 年代にアメリカで始まり、1970 年代にはヨーロッパ全域に広がった脱施設化と地域精神
医療の充実を図る大規模な福祉改革の最中、「ライシャワー駐日大使襲撃事件」(1964)が起こっ
た。この事件は、アメリカ大使エドウィン・ライシャワー氏が、19 歳の統合失調症の少年にナイ
フで太ももを殺傷された事件である。当時のメディアはこぞって「精神障害者のような危険人物
を野放しにするな」と報道し、翌年の「精神衛生法」の改正へ大きな影響を与えた(和田)。報道
による精神障害者への偏見の拡散は、人々の障害観に影響を与え、精神障害者の人権よりも治安
重視に偏った政策(精神障害者の早期発見と病院への隔離)が徹底される結果を招いた。
	
  教育における隔離については、1981 年の「国際障害者年」を契機としたノーマライゼーション
理念の急速な浸透に基づき、今日、行政によるインクルーシブ教育のシステム構築や推進に向け
た取り組みが活発化する一方、障害児に対する専門教育の必要性を訴え、これまでの分離教育に
賛成する声も存在する。三村は、分離教育は障害児のためではなく、むしろ障害者を排除─隔離
したところで健常児のための教育の効率性─合理性に目的の比重が高いと述べている(三
村,2010,p.122)。
	
  また、障害者による芸術活動(本来、「障害者による芸術活動」と括り、健常者による芸術活動
と分けること自体が「隔離」であるが、本論においては、便宜上「障害者による芸術活動」、「障
害者芸術家」という表現を使用する)における発表の場においても「隔離」政策が標準化されてき
た。昨今、地域の公民館などでの小規模な展示から、美術館での企画展へ発表の場を拡大する障
害者による芸術活動であるが、展示形態に違和感を覚えた鑑賞者は何人いるだろうか。多くの展
覧会は「障害者による作品」という枠で括られ、芸術の主流から外れた作品群として位置づけら
れた展示形態を取っている。その証拠に、展覧会のタイトルには、障害者の芸術活動であること
を示すような枕詞が付けられ、健常者芸術家の作品から「隔離」されている。例えば、障害者の
芸術活動を表す呼称のひとつに「アウトサイダー・アート」があるが、いわゆる「インサイド」
からの隔離表現に他ならないのではないだろうか。この分離展示は、障害者の潜在能力の分かり
易い可視化や、障害者による芸術活動の普及・啓蒙を行う上では有効かもしれないが、多くの障
害者芸術家が「障害者」という属性を前面に出した展示形態を望んでいないのは明らかである。
	
  このように「隔離」とは、健常者の一方的な都合から、健常者と障害者を物理的・精神的に分
け隔てる差別なのである。

―	
 24 ―	
 

1.1.4. 排除型の差別「排除」
	
  ここで述べる「排除」とは、法律などにある欠格事項の設定や、実際に就職や結婚の対象者か
ら障害者を排除することを指す。分かり易い例では、街中にある段差などのバリアは、移動に障
害のある使用者を「排除」した差別と捉えることができる。また、テレビのニュースにおいても、
聴覚障害者に対する配慮がなく、ほとんどのニュースや録画の国会中継にも手話が付いていない。
これらは、障害者に対する積極的な「排除」ではなく、障害者の存在や人権を考慮しないという
無意識的な「排除」と位置づけられる。(三村,2010,p.124)
	
  一方、法律上の意識的な「排除」として顕著な例は、戦後、重度の障害児に対して行われた就
学免除・就学猶予に関する措置である。1947 年に公布された学校教育法により、小学校・中学校
の義務制が実施された。また、1948 年からは盲・聾学校の義務制が施行され、多く子供に教育を
受ける権利が保障されたにも関わらず、養護学校(現 特別支援学校)の義務化は 1979 年の養護学
校の義務制まで待たなければならなかった。そのため、多くの重度障害児は就学が許可されず、
約 30 年以上もの間「就学義務の免除・猶予」の名の下、教育を受ける権利を侵害されてきた歴
史がある。これは、義務教育からの「排除」を端的に表していると言える。
	
  障害者の「排除」は、昔に限ったことではない。今日、大きな社会問題を引き起こす「NIMBY(ニ
ンビー)症候群」も、障害者を「排除」の対象とする。
「NIMBY」とは、
「Not in My Back Yard」
の頭文字をとった語であり、
「必要な施設や事業であることは十分理解しているが、自分の居住地
域において展開されては困る、どこか離れた別の場所で行って欲しい」というご都合主義的な心
の表れである。例えば、下水処理場・ゴミや産業廃棄物の処理場・火葬場・墓・原子力発電所が
「NIMBY」の対象となり易い。近年では、子供の声が騒音となり、送迎車が道を占拠するとい
う理由から、保育園や幼稚園までもが「NIMBY」の対象となり、昨今深刻化する待機児童問題
を招く原因のひとつとなっている。そして、障害者施設や精神病院も例外ではない。知的障害者
のグループホームや通所施設の建設をめぐり、近隣住民は、障害者の不測の行為に対する漠然と
した不安や恐れから「NIMBY 症候群」となり、反対の声を上げるのである。以下は、埼玉県の
「みぬま福祉会」が、知的障害者入所施設「太陽の里」の建設用地をめぐり、住民の反対意見に
遭遇した事例である。
	
  建設の条件になっていた半径 300 メートル以内の住民の同意は 80％得て、地元の自
治会長さんも了解していたため問題はないと考えていました。ところが、半径 300 メー
トル外の住民から反発が出ていることを理由に、自治会の同意書がもらえなくなりまし
た。説明会を数回開きましたが、反対者の声に押されて不調となりました。アンケート
でも反対が多くなったため、国への協議書を取り下げ、翌年に再度提出することになり
ました。(みぬま福祉会 30 周年記念刊行委員会編,2015,p.25)
	
  社会福祉基礎構造改革により、障害者の入所施設が新設されることが少なくなった。しかし、
重度の障害者と同居する家族や高齢の親を持つ障害者などにとって、入所施設は必要不可欠な生
活の受け皿なのである。障害者は、近隣住民へ危害を及ぼす猛獣や珍獣ではない。無知から来る
漠然とした不安や偏見は、「NIMBY(ニンビー)症候群」を生み、自分の住む地域から積極的に障
害者を追い出す「排除」として、障害者の生活を脅かし続けているのである。
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  このように「排除」とは、健常者を中心に作り上げられる社会構造において、障害者の存在を
意図的にあるいは無意識的に無視した差別を指す。

1.1.5. 抑圧型の差別「抑圧」
	
  「抑圧」とは、障害者が健常者に近づく努力を強い
られる関係性から生まれる差別を指す。ひとつの力関
係を前提とし、力を持つ者(＝健常者)が持たない者(＝
障害者)を下位へ従属させる際、命令する者とされる者
の関係があり、そこには何らかの強制が働く。その強
制が「抑圧」である。そして、その上下の関係性にお
いて、障害者が「上」へ行こうとする際には、より努
力を強いられるのである。(三村,2010,p.124)
	
  例えば、聾者と聴者がコミュニケーションを図る際、
両者互いに障害(できないこと)を乗り越えようとする
のであれば、聾者は口話を学び、聴者は手話を学び、
互いの輪郭線へと歩み寄るのが障害の克服である。し
かし、口話主義の現社会では、
「障害」を聾者へ被せ障
害の克服を強いる。昨今、手話をひとつの言語と捉え
る動きもあるが、口話を身につけた聾者の方が、社会
資料	
 2	
 サリドマイド児のための義肢	
 
出典：Science Museum London	
 

参加し易い現状が変わらない限り、この「非対象性の
問題」は続くのである。このように、健常に近づくた
めに障害を治す努力や、健常者に迷惑をかけないよう

に努力を強制させられる構造が「抑圧」を生み出す原因となるのである。(三村,2010,p.124)
	
  「抑圧」の多くは、医療やリハビリテーションなどの現場に端的に表れる。第二次世界大戦後、
負傷した兵士に支給された義足は、天皇から賜った大切な頂き物として「恩賜の義足」と称され、
床の間に丁重に立て掛けて寝なければならなかった(河野,1991,p.10)。また、サリドマイド薬害被
害者のために鳴り物入りで開発された動力義手(資料 2)は、利用者に苦痛と不便を与えたに過ぎず、
今日でもリハビリテーション工学の歴史上の汚点として語り継がれている。義肢や義足などのテ
クノロジーに関する問題は、一見専門家に任せるべき「技術的問題」だと考えられているが、人
が自分の身体機能を補助するような道具を心理的に受容できるかどうかという問題は、テクノロ
ジーの議論の中で見落とされがちである(杉野,2007,p.98)。つまり、動力義手は、医学規範に基づ
く社会が、障害者を健常者に近づけるために独断で行った研究成果に過ぎず、偽善の装着を強制
された当事者にとっては迷惑行為でしかなかったのである。
	
  努力を強いられている障害当事者が、無自覚に差別を受け入れてしまうこともある。女性障害
者が、月経時の介助を軽減するため子宮を摘出し、他の女性障害者にもそうするように薦めた(三
村,2010,p.125)という事例がある。これは優生思想による子宮摘出とは性格が異なり、介助する
側の合理性を保つため、女性障害者の肉体改造を推進するねじれた規範を、月経というプライベ
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ートな性への他人の介入回避という「自己決定」にすり替えているに過ぎない。
	
  このように「抑圧」とは、健常者の基準や合理主義に適応するために努力を強制させられる差
別であり、今日その努力は障害当事者の自己決定とすり替えられる場合も少なくない。

1.1.6. 抑圧型の差別「融和」
	
  「融和」とは、健常者との差異は差異として認め、差別
の構造が存在する上で、その構造や対立の関係をなくして
いこうとする差別である。融和主義が生まれるのは、差別
を意識だけの問題として捉え、差別であることを「寝た子
を起こすな」式に取り上げないことにより、差別構造を無
くすことよりも、精神的・倫理的に差別を自然消滅させる
ような押さえ込みの差別である。三村は、
「融和」が存在す
るにも関わらず共生社会を掲げるのは、障害者がより多く
の努力を強いられる「抑圧」の差別構造に組み込まれるか、
「排除」されるに過ぎないと懸念を抱いている。(三
村,2010,p.127)
	
  「融和」は、色覚検査の廃止に端的に表れている。人間
の色感覚は正常とされる範囲の中にも個人差があり、その
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  石原色覚検査表Ⅱ	
 国際版 38 表(12)	
 
出典：公益財団法人一新会	
 

範囲から特に外れた場合に色覚異常者とされる。しかし、比較的色覚に特性のある者とそうでな
い者との境界線は、使用した検査法に左右され、日本では主に石原色覚検査表(資料 3)7)を使用し
ている。(高柳,2014,p.24)
	
  「学校保健安全法施行規則の一部改正」に基づき、文部科学省は 2003 年 4 月より学校の健康
診断における色覚検査を廃止した(文部科学省 a)。石原式の検査は、エリート眼科医であった石原
忍により、1916 年に徴兵検査用の「色神検査表」が作られ、1921 年に学校用の「色盲検査表」
が出版されたのが始まりである。そして戦後、色覚に特性のある者の学業上の支障を調査研究し
ないまま、色覚検査のみが取り入れられ、1994 年まで小学校 1・4 年、中学校 1 年、高等学校 1
年、高等専門学校 1・4 年の合計 6 回の検査が義務づけられた。
	
  石原式は、医学的に精度の高い優れた検査法であったため、兵士の選抜には有益であったが、
戦後の学校保健の場においては、障害者のあぶり出しに過ぎなかった。検査により色覚特性が認
められた者は、その後の学習環境への配慮がないまま、色覚異常者のスティグマを付与され、非
合理的な色覚規制が敷かれた進学・就職・結婚などに苦しんだ。(高柳,2014,p.37)
	
  このような「排除」や「隔離」の問題を受け、色覚検査は廃止された。しかし、この単純な対
処は、まさに「寝た子を起こすな」式の「色覚特性者の不可視化対策」である。つまり、色覚検
査の廃止は、①色覚に特性を持つ児童生徒が学び易い学習環境への改善、②差別しない心を育成
する教育、③間違った能力差別による職業選択や人権侵害の廃止などの根本的な解決策ではなく、
それまでの色覚特性者に対する差別構造を「障害の不可視化」へとすり替えたに過ぎない。
	
  この改正により、色覚の特性を知らないまま卒業を迎えた学生が、就職時に初めて色覚規制に
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直面する問題などの不利益を被ることや、色覚特性を持つ者の不可視化により学習環境への配慮
に困難が生じる問題が指摘された。これに対し文部科学省は、2016 年度から学校医の健康相談に
おいて、①必要に応じた個別の検査や指導などの体制を整えること、②教職員が正しい知識に基
づいた配慮や指導を行うこと、③積極的に保護者へ周知を図ることなどを盛り込んだ改正規則を
施行するとしている(文部科学省 b)。
	
  このように「融和」とは、今日特有の差別形態であり、障害者差別・障害者・障害の三拍子そ
ろった不可視化により差別の現状に蓋を被せる全く新しいタイプの差別である。

1.1.7. 抑圧型の差別「同化」
	
  「同化」とは、障害そのものを否定的に
捉え、健常者との差異を無くそうとする相
対的排除の性格が強い差別を指す。この差
別にも力のある者が、ない者に対して差別
する構造が存在する。自覚・無自覚を問わ
ず、障害者が選択の自由を害され、障害を
消去し同化を強要させられる差別である。
(三村,2010,p.128)
	
  著者は、顔面補綴技術を学んだ経験があ
る。これは、アナプラストロジストと呼ば
資料	
 4	
  指と眼窩のエピテーゼ(著者制作)	
 

れる制作者が、先天性の奇形や不慮の事故、

出典：著者	
 

癌などにより、体や顔の一部を欠損した人

の前向きな社会復帰を助ける目的で、欠損箇所を医療用のシリコーンやレジン、インプラントな
どを使用し、エピテーゼ(資料 4)と呼ばれる本物そっくりの補綴物 (人工皮膚)を制作する専門的
な技術である。主に審美性を目的としているが、口腔内に比較的大きな欠損箇所がある場合、咀
嚼・嚥下機能を助ける役割や、皮膚の露出面積を少なくし体温の低下を防ぐ機能的役割も認めら
れている。口腔内のエピテーゼを制作する症例が多いため、アナプラストロジストは、歯科医や
歯科技工士の有資格者がそのほとんどを占める。著者は、この技術を修得し自身の作品に取り入
れる目的で学んでいた。
	
  アナプラストロジストにとって最も重要なのは、高い技術力や最先端の材料をクライエントに
提供することではなく、クライエントそれぞれの生活環境、欠損理由、精神状態へ配慮したエピ
テーゼを制作することである。これは、ソーシャルワーカーの基本的態度を示した「バイステッ
クの 7 原則」8)の「個別化」・「利用者の自己決定」に深く関連づけられる。欠損箇所に個体差が
あるのと同様に、クライエントの置かれている状況も一様ではない。したがって、アナプラスト
ロジストは、クライエントを「欠損患者」と一括りにせず、個人として真摯に向き合い、自己決
定と自立性を尊重し、問題を解決に導く役割を担っているのである。当時の著者は、顔面補綴の
仕事は素晴らしい倫理を持つと感じていた。
	
  選択の自由としてエピテーゼを求めるのは自己決定である。例えば、性同一性障害の人が、自
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己意識に身体を近づける目的で男性器や乳房のエピテーゼを使用することは、選択の自由におけ
る自己決定である。しかし、著者が知るクライエントの多くは、自分の欠損箇所を世間の目から
隠す目的でエピテーゼを使用していた。
	
  このような事例がある。小学校のプールの授業中、小耳症の男子児童が使用していた古い耳の
エピテーゼが外れ水面に浮かんでしまった。そのことで、男子児童は周囲の生徒にからかわれ登
校拒否になり、母親に付き添われながら新しいエピテーゼの制作を依頼しにやって来た。今日の
固定技術は、水中での運動に耐え得るまでに進歩を遂げているが、担当したアナプラストロジス
トは、男子児童から「耳が外れる」という不安を取り除くために、現存するもう片方の耳に掛け
る機能的・審美的にも不要な維持装置を新しい耳のエピテーゼに装着した。その後、男子児童は
学校に通えるようになった。
	
  この事例は、一見すると美談に聞こえる。しかし、男子児童が登校できたのは、いじめたクラ
スメイトの耳に男子児童の耳を似せ、障害児としての注目を浴びずに済んだからに他ならない。
つまり、男子児童は、いじめを回避するためにありのままの自分を偽り、健常者の姿に「同化」
するという選択を無自覚に迫られていたのである。本来作るべきは、男子児童が自らの障害を否
定し隠すための「耳もどき」ではなく、ありのままの姿で生きづらさを感じないための教育と環
境なのである。
	
  自覚・無自覚問わず障害者が本来の姿を偽ることを強制させられる構造は、明らかに差別であ
る。アナプラストロジストは、
「同化」を強いる社会のあり方に「善」として加担してしまってい
るのではないだろうか。著者は、このことに気づき、現在はエピテーゼの制作を行っていない。
	
  このように「同化」は、その存在をないものにすることも意味し、
「抹殺」の裏返しとも捉える
ことができる相対的排除の性格を強く持つ差別なのである(三村,2010,p.129)。

1.2. 差別動機

1.2.1. 健康規範
	
  近頃、
「健康寿命」という言葉をよく耳にするようになった。
「健康寿命」とは、2000 年に WHO
により提唱された概念であり、厚生労働省は「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生
活できる期間(厚生労働省 a)」と定義づけている。つまり、人の寿命から日常的に介護が必要な期
間を除いた寿命を指す。さらに、厚生労働省は、
「健康日本 21」と題した 21 世紀における国民健
康づくり運動を推し進めており、
「高齢に達せずに死亡する早世と障害を減らし、人生の中で健康
で障害のない期間、いわゆる健康寿命を伸延するための具体的な方策について議論(厚生労働省
b)」を重ねている。
	
  人々の健康への強い執着は留まることを知らず、テレビをつければ一日中健康番組や健康補助
食品のコマーシャルが流れ、病気になることや介護・支援を必要とする生活への過度な恐怖心や
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敗北感を煽っている。また、昨今「他人の触れたものに直接触れることができない」などに象徴
される「潔癖性」を周囲に告白する人が目立つようになった。これは、不潔＝感染源という連想
から清潔に対する強迫観念が過度に現れた結果、嫌われないための自己防衛として、自らの清潔
さを周囲に示していると解釈できる。
	
  このような行き過ぎた健康規範が常識化されるのには訳がある。栗田によれば、人間は本能的
に死を恐れ、死に直結する可能性がある感染源を回避する傾向があるという。不潔なもの・腐敗
しているものといった感染源となり得るものに対し、人間は嫌悪感を抱く。そして、障害者に対
して抱く感情のひとつにも、
「嫌悪」がある。栗田は、この一致は偶然ではなく、人間の進化的な
起源に繋がりを持っているとした上で、感染回避は生命を維持しようとする生物の適応的機能と
して人間の心に擦り込まれており、無意識的に生起すると述べる。さらに、感染源を避けようと
する適応的プロセスが、冷静な判断よりも先に平均的でない身体状態、すなわち障害の状態を死
や感染と結びつけ、障害者への偏見的な反応を誘発すると分析している。(栗田,2015,p.112)
	
  このような健康至上主義を端的に表しているのが優生思想だろう。2015 年、茨城県の総合教育
会議において、県教育委員が「妊娠初期にもっと(障害の有無が)わかるようにできないのか」
「茨
城県では[障害児を]減らしていける方向になったらいい」「[障害児が]生まれてきてからでは本当
に大変」などと発言した。さらに、会議後の取材において同委員は、出生前診断の是非について
「世話する家族が大変なので、障害のある子供の出生を防げるものなら防いだ方がいい」と発言
した。その結果、障害当事者からの苦情や物議が巻き起こり、辞職に追い込まれる事態に陥った。
(酒本,2015, [ ]内著者)
	
  発言した委員は、医学の進歩により障害児の出生を減少させることは「善」であると考えてい
た。しかし、この思想は、障害を極めて否定的に捉えた「障害の医学モデル」の概念に基づく考
えであり、生存する障害者の存在を否定していることに等しいのは言うまでもない。この委員は、
「障害のある人に対する配慮にかけた表現であった」と謝罪の意を表明したが、そもそも欠けて
いるのは配慮ではなく、障害に対する根本的な考え方なのである。しかし、死を恐れ、感染源を
本能的に回避してしまう人間には、言葉には出さずともこの委員と同じような考えを持つ人が少
なからず存在するのではないだろうか。このように、健康至上主義や優生思想などの昨今の行き
過ぎた健康規範は、障害者に対する回避行動に拍車をかけているのである。

1.2.2. 能力主義
	
  「障害者の権利宣言」における障害者の定義には、
「普通の個人又は社会生活に必要なことを確
保することが、自分自身では完全に又は部分的にできない人 (障害保健福祉研究情報システム,下
線著者)」と記されている。また、「障害者基本法」においても「障害および社会的障壁により継
続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの (内閣府 a,下線著者)」と障害
者の定義が記されている。
	
  三村は、この二者の定義(特に下線部分)を踏まえ、障害者の「できる―できない」が浮かび上
がるのは、個人の日常生活における「身辺自立」と、社会生活の大部分を占める「労働能力」に
おいて問題が顕在化していると分析し(三村,2010,p.57)、「何ゆえに『生物学』的根拠の問題とし
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て『１人で……できるか否か』を持ち出してくるのでしょうか？」と疑問を呈している。そして、
そもそも人 (障害者・健常者を問わず)自体が周りの援助なしには生きられないような存在である
ことを押さえなければならないと説いている。(三村,2010,p.59)
	
  「労働能力」を重視する今日の資本主義社会では、
「人間を利潤(余剰価値)生産・獲得のための
『材料』とみ、そのかぎりでの『能力』の有無または高低を評価の基準とする(河野,1977,p.68)」
能力主義に基づき障害者は差別の対象とされてきた。日本では、
「障害者雇用促進法」により、一
般民間企業は雇用する労働者の 2.0％、国・地方公共団体・特殊法人は 2.3％、教育委員会は 2.2％
(障害者の人口は日本の人口の 6％(内閣府 b)であるにも関わらず)に相当する障害者を雇用するこ
とが義務づけられている(厚生労働省 c)。2014 年 6 月 1 日時点における民間企業の雇用状況は、
実雇用率 1.82％・法定雇用率達成企業割合 47.0％であり、雇用者数は伸びているものの、特に中
小企業の取り組みが遅れ、障害者を雇用している企業は半数にも満たない状況が明らかになった。
また、身体障害者に比べ、知的障害者や精神障害者の雇用率が低いことも課題のひとつである。(厚
生労働省 d)
	
  このように、健常者が標準と定める「労働能力」に満たない障害者は、労働市場において「生
産性のない人」、「役に立たない人」、「できない人」と烙印を押され、継続的な失業を招く。そし
て、深刻な貧困に陥り所得保障が課題となる。これは、障害者が持つあらゆる能力を「労働」と
いう基準のみから判断した不当な差別の結果である。横塚は、「生産第一主義の社会においては、
生産力に乏しい障害者は社会の厄介者・あってはならない存在として扱われてきたのですが、こ
の法律は文字どおり優生(生産力のある)を保護し、劣性(不良)な者は抹殺するということなのです。
つまり生産性のない者は「悪」ときめつけるのです。(横塚,2010,p.128)」と述べている。
	
  言うまでもなく、戦時中はこれが顕著に表れ、
「戦争に役立つか、役立たないかが唯一の人間の
値打ちをはかる基準(河野,1991,p.12)」となり、障害者は差別政策の対象となった。互恵的利他主
義により成り立つ今日の資本主義社会もまた、
「労働能力」のない障害者は差別対象となり、社会
的排除の対象になり易いのが現状である。

1.2.3. 非類似性の法則
	
  「類は友をよぶ」とはよく言ったもので、人間は自分と類型の他者には好意の態度を示し、そ
うでない場合には、敬遠の態度をとることがよく知られている。例えば、性別や出身、応援する
スポーツチームなどの些細な共通点からはじまり、遠い異国の地で出会った日本人に対し、初対
面にも関わらず安心感を覚えることは、まさに「類似性の法則」によるものである。言い換えれ
ば、人間が自己肯定感と自尊心を満たすためには、自分と同質の人間を否定することは難しく、
一方で異質な人間を排除することは心理的にごく自然な行為なのである。
	
  栗田は、自分と違った特徴を持つ者に対する厳しい態度は、発達の初期段階で既に生じている
と述べ、さらにこう続ける。自分と類似する人間で構成された集団の成員には、ポジティブな評
価を下し利益を分配するが、自分が所属しない集団の成員には、ネガティブな評価を下し利益を
与えない傾向がある。したがって、障害者と健常者を分け隔てることは、健常者集団に属する自
分を肯定し、自分とは異なる集団に属する障害者をネガティブに評価することに繋がる。(栗
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田,2015,p.118)
	
  これを端的に表す事例がある。東京都渋谷区では、同性愛者や性同一性障害者の同性カップル
を対象として、公的にパートナーと認める制度を始めるなど差別をなくす動きが進んでいるのに
対し、神奈川県の市議会議員が同性愛者について「生物の根底を変える異常動物だ」などと自身
のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に書き込み批判が相次いだ(室田,2015)。この
市議会議員は、自らが属する異性愛者集団を動物学的に正常とし、それとは異なる同性愛者集団
を異常な生物であると位置づけたのである。健常者集団から見た障害者は、
「非類似性の法則」に
より一個人としてではなく、本能レベルで「異なる属性を持った集団の一成員」と認識され、健
常者集団から分離を余儀無くされてしまう。この法則は、障害者に対する偏見を生み出す要因と
なるだけではなく、異文化やあらゆるマイノリティーへの否定的な視点として働き、時代や社会
の変化を問わず、全ての人間が自覚し問い直し続けなければならない心の習癖なのである。

1.2.4. 日本文化における集団主義
	
  アメリカのように多民族で形成される流動性の高い国家は、共通性や均質性を求めるよりも、
互いの差異を受け入れ共存共栄を図ることが当然となる。日本は島国であり、他国からの侵略を
免れ独自の文化や国民性を育んできた歴史がある。今日では人や物の流通が盛んになり、街を歩
けば多様な文化や言葉、人種が混在するようになったが、日本は未だ移民の受け入れに消極的で
あり、他国と比較すると異民族による文化侵略が極めて少ない。そのため、言葉・生活様式・対
人関係などの文化的価値観を保持し易い環境にあると言える。
「和をもって尊し」とする日本人が、
規律や協調性を重んじ、礼儀正しく勤勉で真面目、争いごとを避ける傾向が強い理由は、人の流
動性が極めて低い島国社会では、信頼関係に基づく平和で安定した長期的な人間関係の構築こそ
が社会生活の基盤となるためである。
	
  社会心理学者の犬田充は、
「集団は、個人の行動についての標準を設定するものであり、集団は
『正しい』行動の仕方を成員に教え、さらには強制する(中略)こうした同調的行動は、はっきり
しない状況に置かれたときに、とくに著しくあらわれる(犬田,1977,p.47)」とし、日本社会は、社
会的同調性が当然のこととして個人に強制されるような仕組みで成り立ち、同調性が欠けている
だけで欠陥人間とされてしまう(犬田,1977,p.52)と述べている。つまり、日本における「正」とは
功利主義に基づくものであり、人口の 94％を占める健常者集団の多くが障害概念に対して問い直
しの必要性を感じていなければ、今日の差別構造を打破することは困難を極めるのである。
	
  また、アメリカの社会心理学者 H.C.トリアンディスは、個人主義と集団主義を、同一か異質か、
また、独立か依存かという観点から「水平的個人主義(同一/独立)」・「水平的集団主義(同一/相互
依存)」
・
「垂直的個人主義(異質/独立)」
・
「垂直的集団主義(異質/相互依存)」の 4 種に分類している
(トリアンディス,2002,p.46)。そして、日本人は、強い階層的感覚を持っているため、「垂直的集
団主義者」の割合が 50％と非常に高く、次いで「水平的集団主義者」(25％)、「水平的個人主義
者」(20％)、「垂直的個人主義者」(5％)の順になると分析している(トリアンディス,2002,p.50)。
さらに、
「垂直的集団主義者」は、自分たちと他の集団とは異なると見なすことに心地良さを感じ
る傾向があり (トリアンディス,2002,p.132)、偏見と差別は「垂直的集団主義者」の中で最も高く、
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「垂直的個人主義者」、
「水平的集団主義者」と続き、
「水平的個人主義者」の中では最も低いと述
べている(トリアンディス,2002,p.134)。この分析によれば、
「垂直的集団主義者」が多数を占める
日本は、障害者に対する偏見や差別が起こり易い国であると言える。
	
  集団主義のもうひとつの側面として、集団の構成員以外の者に対して非常に排他的な態度を取
ることが特徴としてあげられる。今日の日本の文化的価値観は、運命共同体としての集団という
多数派を支持する「相互協調的な文化(栗田,2015,p.120)」を尊重する一方、閉鎖的で変化を嫌う
国民性を形成し、
「平均的な特徴と異なる人物を排除する風潮(栗田,2015,p.120)」を生み出してし
まったと言える。栗田は、
「他者と強調し、多数派を支持する文化的な風土が、一旦逸脱する者を
見つけたときに過剰に排除する方向へ働く(中略)集団主義の負の側面が、障害者や障害者のいる
家族に対する偏見を生み出している(栗田,2015,p.121)」と分析している。障害者との間に境界線
を引いた健常者は、社会全体における共助の意識を喪失し、所属する健常者集団に対し利己的に
なり、障害者への無配慮や無関心を招くのである。
	
  このように、日本における集団主義の土壌は、障害者への偏見や差別を育み易い。著者は、芸
術による障害者問題喚起の取り組みを始めてまもなく、この芸術に対する日本の反応に失望し、
活動拠点をヨーロッパへ移した。正直に言えば、著者の芸術活動を認めてくれる場所を求め日本
から逃げたに等しい。しかし、著者の活動を受容する度量のある地域には、既に健常者の共同主
観に障害者問題への開かれた思考が育まれ「美」的な社会が形成されようとしている豊かな土壌
が存在しているのである。一方、境界線を引いた向こう側の集団にベールをかけ、そのベールを
剥がそうとする著者までも切り捨てようとする母国に「美」を見出すことができないでいた。著
者は、現在日本において芸術による社会変革を行うことに意義を見出している。

!
6)

註
脳死とは、呼吸・循環機能の調節や意識の伝達など、生きていくために必要な働きを司る脳幹を含む、脳全体の機能が失
われた状態とされている。一方、植物状態とは、脳幹の機能が残っており、自ら呼吸できる場合が多く、回復する可能性
があるとされている。(日本臓器移植ネットワーク a)脳死判定は、①深い昏睡、②瞳孔の散大と固定、③脳幹反射の消失、
④平坦な脳波、⑤自発呼吸の停止の 5 項目を行い、6 時間以上経過した後に同じ一連の検査(2 回目)をし、不可逆的である
ことの確認をする。小児は脳のダメージに対する回復力が高いので、脳死判定は 24 時間空けて行う。(日本臓器移植ネッ
トワーク c)

7)

代表的な色覚検査法として、
「仮性同色表」、
「色相配列法」、
「ランタン・テスト」、
「アノマロスコープ・テスト」などがあ
げられる。日本において多く使用されている石原色覚検査表は、
「仮性同色表」に属す。一定の色で記された文字等が、正
常と呼ばれる者には区別可能であるが、色覚に特性のある者は、同じに見える色同士(仮性同色)が交ざり読めないことが起
きる。この特性を利用し「異常」の検出に用いる。(高柳,2014,p.24)

8)

アメリカの社会福祉学者フェリックス・P・バイステックが 1957 年、著書『ケースワークの原則』の中で示した「バイス
テック 7 原則(①個別化、②意図的な感情の表出、③統制された情緒的関与、④受容、⑤非審判的態度、⑥利用者の自己決
定、⑦秘密保持)」は、福祉における相談者と相談援助者との信頼関係を構築するための倫理と基本的態度の原則として規
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範となっている概念である。
「個別化」とは、クライエントを特定の個人として尊重し、個々のクライエントに適した支援
方法の選択が求められていることを示している。
「利用者の自己決定」とは、クライエント自身が決定する自由と権利を尊
重し、ニーズに対する適切な社会資源やクライエント自身の能力を引き出す支援が求められていることを示している。(秋
山他編,2015,p.93)
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2. 障害者を社会へ可視化するこれまでの芸術

	
  本章では、既に社会へ認知されている「障害者と芸術」の関係性において、これら
既存の芸術が健常者の価値観で構成された現社会規範や障害定義をパラダイム・シフ
トへ導く「芸術の力」を有しているかを分析する。第 1 節では、障害者による芸術活
動をめぐる支援のあり方と、今日の芸術需要の偏りを関連づけ、障害者による芸術活
動と障害者問題を社会へ広く位置づける芸術の社会的役割における根本的な違いを論
究する。第 2 節では、児童絵画や作文などを利用した公共機関による意識啓発・啓蒙
を目的とする芸術利用と不可視化された差別の関係性を分析し、この取り組みが単な
る差別イデオロギーに過ぎないことを指摘する。第 3 節では、障害者を芸術の中に取
り入れた過去の代表的な作品を参照しながら、それぞれの時代における障害観が芸術
の中でどのように表現されてきたのかについて分析する。

2.1. 障害者による芸術活動と「物質主義型芸術」の限界
	
  「障害者と芸術」というテーマについての研究は常に、障害者の制作した作品や、支援者のあ
り方に主題が置かれ議論されてきた。障害者による芸術活動は、医療・福祉的枠組みにおいて、
療法的役割や余暇の充実としての歴史を持ち、近年、より芸術に主体を置く活動として発展を遂
げている。障害者による芸術活動は、経済学者アマルティア・センが提唱する「潜在能力アプロ
ーチ」の発展(セン,2013,p.9)と、心理学者ウィリアム・ジェームズが「自我の領域における自己
評価の感情」と定義づける「セルフ・エスティーム」の充実(遠藤他編,1998,p.12)にも有益な芸術
利用として知られている。
	
  日本における障害者による芸術活動は、知的障害者の活動がその多くを占める。表現に境界を
設けることなく障害者芸術家・健常者芸術家両者の作品を展示する「ボーダレス・アートミュー
ジアム NO-MA」や、多様な障害者芸術家を排出し、アート市場への進出を遂げた「atelier
incurve(アトリエインカーブ)」
・
「財団法人たんぽぽの家」の活動は注視に値し、障害者の潜在能
力や存在意義を明示するのに成功している。そして近年、その魅力に注目が高まり、作品価格の
高騰・作品グッズの展開・企業とのコラボレーションなどにより、社会へ可視化された障害者の
才能は、福祉的就労による低賃金・低工賃収入ではなく、個人の専門的能力に応じた報酬が得ら
れる障害者の平等な社会参加の可能性を示した。このように、昨今では、障害者芸術家による芸
術を「商品」へと展開し、芸術活動と経済を繋ぐ支援の傾向が顕著に見られるようになった。
	
  現在、日本における障害者による芸術活動への支援は、支援者が積極的に介入し障害者芸術家
の作品に実際に手を加えているところ、これとは反対に、制作過程において余計な刺激を与えな
いように配慮し、作品を褒めることや見学者の出入りを制限するところなど、事業所や支援者の
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価値観により様々な取り組みが存在する。一方で、多くの現場では、芸術の専門的知識や制作発
表経験のない職員(主に生活支援員などの事業所職員)、言い換えれば「芸術の素人」が制作時の
声かけや介入を行っており、障害者の主体性や自己決定権を阻害する危険性を孕んでいる 9)。さ
らに、多くの支援者は、障害者のセルフ・エスティームの充実を守るため、芸術的な優劣評価に
対し慎重になり 10)、正規の美術教育に侵されていない独特な表現スタイルを、障害者独自の才
能と評価している 11)。しかし、本当に全ての障害者が福祉的芸術活動で満足し、芸術のメイン
ストリームにおける活動や芸術教育を望んでいないのだろうか。支援者が一方的に知的障害者や
精神障害者による芸術作品の価値を、
「正規の美術教育に毒されていないこと」に求め、障害者に
よる芸術活動を「福祉の延長線上の活動」と位置づけることは、障害者を芸術界や美術教育から
遠ざけることに繋がるのではないだろうか。
	
  著者が参加した東京藝術大学・金沢美術工芸大学による「平成 26 年度 文化庁 次代の文化を
創造する新進芸術家育成事業『障害者の芸術活動を支援する新進芸術家育成事業とその育成を芸
術系大学において行う基盤構築のための調査事業』」において、東京都内の特別支援学校高等部美
術クラブの生徒を対象としたワークショップ(全 3 回)が実施された。新進芸術家は、障害の程度
に関わらず生徒全員が参加可能で成果物に技術的優劣が出にくい課題を用意したが、第 1 回目の
ワークショップにおける課題導入時に、ある対象生徒より「藝大の人が来るって聞いたから、上
手な絵の描き方を教われると思ったのに、残念だ」という発言があった。芸術表現に関心が深い
知的に障害のある高校生の中には、芸術家を目指す健常の高校生と同じように、上手に絵が描け
るようになりたい、色々な道具を自由に使えるようになりたい、さらに美術大学へ進学し正規の
教育を受けたいと希望する者がいても全く不思議ではない。
	
  独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の調査結果によれば、調査を開始した平成 17 年度か
ら日本の障害学生数は増加の一途を辿り、平成 25 年度(13,449 人)は平成 18 年度(4,937 人)の 2.7
倍にまで及んでいる。しかし、日本の障害者割合(6％)に比較すると、大学・短期大学・高等専門
学校における障害学生在籍率(平成 25 年度 0.42％)は高いとは言いがたく、障害者と健常者の間に
は未だ大きな教育格差が存在する。(独立行政法人日本学生支援機構,2015)
	
  今日、支援者の多くは「障害者故の才能」を信仰し、腫れ物を扱うように障害者の自尊心を充
実へと誘導することで、障害者から正規の美術教育を受ける機会を奪っているのではないだろう
か。さらに言えば、
「1.1.3.排除型の差別『隔離』」において取り上げたような隔離展示や、障害者
の芸術活動と識別できる展覧会タイトルの使用は、ますます「アウトサイド」と「インサイド」
の溝を広げ、今日の共生社会の促進に逆らう行為である。
「知的障害者や精神障害者は、多様な芸
術概念や技術を学ぶだけの能力がなく、周囲からの影響に敏感でこだわりが強いため、健常者芸
術家が一般に辿るような道は諦め、福祉臭がプンプンする障害者ブランドを武器に活動を進めま
しょう」と一方的に決めつけた支援のあり方は、戦後の障害児に対する就学免除・就学猶予など、
過去の教育における「排除」と芸術界からの「隔離」を彷彿とさせる。このような支援のあり方
は、障害者の芸術的潜在能力に対するエンパワーメント・アプローチとなっているとは考えにく
い。
	
  かつて芸術は、宗教・権力・政治などに服従してきた歴史があるが、技術革新や資本主義の発
展に伴い、19 世紀以降、生活のあらゆる場面において芸術的要素が複雑に絡まり合い、その価値
や性格を自立化・多様化・拡大化させてきた。そして今日、多くの芸術は、もはや社会とは切り
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離された「天然記念物の保護区(三島,2005,p.190)」として、象牙の塔で研究対象とされるか、
「所
詮は余暇の慰め(三島,2005,p.190)」のような、社会に全く影響を及ぼさない「副次的な存在(三
島,2005,p.202)」と化した。後者は、エンターテインメントとして趣味や余暇の枠内で現実逃避
や精神安定剤としての癒しや慰めを提供するか、あらゆる商品の付加価値として懸命に技術やア
イディアを捧げ新商品を生産し続けるか、大企業などに高価な芸術として所有され組織のブラン
ド化や投機の対象として利用されるか、有名ブランドとのコラボレーションにより自己顕示欲や
スノビズムの道具に成り果てるという、貨幣価値に変換可能な「商品」としての「物質主義型芸
術」となり、現社会に従属し人々の需要を満たし続ける。
	
  一見豊かさの象徴に感じられるこれらの芸術は、かつて利潤第一主義により、人間を「搾取材
料」として扱い、過労と環境汚染による健康破壊の集積の結果 12)、
「鉄の必然性」を持って障害
者を大量排出し、さらに労働能力に応じた権利しか与えないという社会原則を生み出すことで、
障害者差別を顕在化させてきた資本主義経済(河野,1977,p.48)の産物であり、現社会規範や障害定
義に根底から揺さぶりをかける力など持ち合わせてはいない。
	
  著者は、本論冒頭において、
「芸術とは社会変革である」とした上で、ソーシャル・アートは人
類共有の「智の財産」であり、貨幣との交換により一部の人間に独占されるべきものではないと
自身の芸術概念を示した。この概念の形成には、障害者問題を主題とした芸術が、差別の一端を
担った資本主義経済の発展に賛助・加勢をすることは許されないという著者の信念からである。
つまり、この芸術を貨幣価値に換算することは、今日の差別構造を黙認し、障害当事者から尊厳
を二重に剥奪する行為に等しいのである。
	
  しかし、障害者芸術家が正当な報酬を得るために、芸術が経済と結びつくことは決して悪では
ない。不本意な差別により貧困に陥る障害者芸術家が、作品を貨幣に交換したところで、誰も彼
らを責めることはできない。しかし、知的障害者の作品に対する「言葉にできない魅力」、「何故
だか所有欲が湧く」などの未分析な評価を貨幣価値に換算した作品の売買、企業とのコラボレー
ションによる商品開発、作品グッズの展開など「商品」としての芸術に価値を置く近年の支援は、
まさに「物質主義型芸術」に属し、健常者中心の秩序で成り立つ現社会の中で、芸術による実利
を得て暮らしていこうとする対処療法としての芸術利用と言っても過言ではない 13)。
	
  障害者による芸術活動の研究で知られる服部正は、
「障害のある人達の地位を向上させたいと願
うことは崇高であり、そのための活動には敬意を表すべきである。だが、そのための道具として[障
害者による]アートを用いるのは少し無理がある。(中略)社会福祉の向上や差別意識の払拭という
ような念願や理念が[障害者による芸術に]組み込まれていることを意識すると、やはり楽しみに
は 水 を 差 さ れ て し ま う 。（ 服 部 ,2011,p.106,[ ]内 著 者 ）」 と 「 大 義 名 分 に 支 配 さ れ た 芸 術(服
部,2011,p.107)」に苦言を呈している。さらに、アトリエインカーブの設立者である今中博之は、
所属する障害者芸術家を「アーティスト」と呼び、自身の芸術概念を「アートは自己表現→非社
会性」であると定義した上で、
「アーティストの作品を発表することは	
  障害者問題の啓蒙活動で
はない」と断言している 14)。つまり、障害者による芸術活動は、障害者問題に対峙するための
社会変革が目的なのではなく、知的障害者などによる興味関心への追求行為としての自己表現と、
それに対する評価と報酬という「当事者の幸福追求(川井田,2013,p.40)」としての福祉的役割に大
きな目的が見出されていると理解できる。
	
  障害者による芸術活動は、結果として社会への障害者の潜在能力の可視化には成功したが、障
害者問題の可視化には至っていない。そして、障害者の潜在能力の可視化を成功に導いたのは、
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障害者自身の力であり、芸術の力ではない。さらに、昨今の支援のあり方には未だ差別と矛盾が
残り、再考の余地を残している。

2.2. 差別イデオロギーを正当化する公共機関による芸術利用
	
  「障害の医学モデル」からの障害定
義のみが社会一般に浸透し、今日にお
いても「標準的人間像」から逸脱して
いるとされる障害者に対し、様々な差
別が依然として残る。そこで、公共団
体や地方自治体などによる差別禁止や
誰もが暮らし易い街づくりの促進を目
標に掲げた道徳性・公共性の強い芸術
作品が啓蒙活動に利用されている。
	
  例えば、内閣府が毎年 12 月 3 日〜9
日に開催している「障害者週間」では、
作品	
 5	
  右：平成 24 年障害者週間ポスター小学生部門最優秀賞受賞作品	
 

「国民の間に広く障害者の福祉につい

作品	
 6	
  左：平成 21 年障害者週間ポスター中学生部門最優秀賞受賞作品

ての関心と理解を深めるとともに、障

出典：内閣府,2012(作品 5),2009(作品 6)	
 

害者が社会、経済、文化その他あらゆ
る分野の活動に積極的に参加する意欲

をたかめること(内閣府 c)」を目的とし、意識啓発に使用する児童によるポスター原画(作品 5・
6)や作文が募集されている。
「障害に屈せずに努力する障害者像」や「障害者と健常者との精神的
融和風景」などが表現されたポスターが都道府県・指定都市・公共交通機関などで掲示されてい
るのを目にした人も多いのではないだろうか。また、平成 25 年度「心の輪を広げる体験作文」
中学生部門最優秀作品として選ばれた普通中学校に通う軽度難聴障害の女子児童(小学校までは
聾学校で手話を使い会話をしていた)の作文には以下のような記述がある。
	
  私がその学校で特に頑張ったことは、発音の練習です。(中略) みんなに笑われないよ
うにという思いで頑張って学習しました。また、何を話しているのかを理解するために、
話している人の口の動きを読み取る訓練もしました。(中略)私は周囲からの助けを求め
ようとしている訳ではありません。その理由は2つあります。1つ目は、自分に出来る最
大限のことは、自分でやろうと決心しているからです。私たち障害を持つ者も、いずれ
社会に出ていきます。そこは周りからの助けはありません。いつまでも自分の境遇に甘
えて助けを待っていてはいけないと思っています。社会は、みんながそれぞれに一生懸
命に生きる場所だから「自分にできることは、自分でやる。」これが私の一番大切にし
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ていることです。2つ目は、自分が引き受けた障害という現実から逃げたくないからです。
(内閣府d,下線著者)
	
  この中学生の作文は、一見すると美談に解釈されるが、障害者自らが障害を個人に被せること
を当然と受け止めている「障害の医学モデル」として捉えることができる。さらに、この作文が
最優秀作品として選出されているという事実は、内閣府が助けを求めず社会の周縁で生き延びる
「謙虚な障害者像」や、発音訓練や読唇術を身につけ障害を治し健常者に近づく「努力する障害
者像」を聴覚障害者に求めているということになる。つまり、日本の行政機関は、「抑圧型の差
別(三村,2010,p.11)」を推進しているのである。
	
  本来の差別構造に「善」のベールを被せたこれらのポスターや作文からは、障害者に努力を強
いる抑圧や融和主義を演出する差別イデオロギーがあらわになっている。現社会における障害者
の生きにくさの原因は、医学規範によって統制される優生思想や、
「健康至上主義社会」に基づく
差別(杉野,2007,p.96)、「常識化された差別意識(横塚,2010,p.38・杉野,2007,p.231)」、「倫理主義
的差別(三村,2010,p.126)」15)、中途障害者や軽度の障害者が陥り易い「心理的マージナリティー
(三村,2010,p.130)」16)など、一般の認知度が極めて低い複雑な差別の中にこそある。
	
  これらの芸術を利用した意識啓発慣習は、障害者問題の根本にある偏った社会規範を揺るがす
どころか、現代の差別があからさまな差別から不可視化された差別へ移行したにすぎないことを
象徴している。これらの偽善的で浅はかな芸術利用は、健常者が「障害者の存在を無視してはい
ない」という自己弁護と自己防衛のための都合の良いプロパガンダとして、障害者問題の根本原
理に無知な児童や障害当事者の尊厳を利用し、不可視化される障害者問題をより深い闇に隠滅さ
せ、現社会における差別イデオロギーの正当性を主張していると言っても過言ではない。著者は、
ポスター原画や作文を制作した児童を批判しているのではない。また、
「抑圧」のないところで障
害者が努力することや健常者と仲良くすることを悪だと言っているのでもない。差別が存在する
社会において、差別形態に無知な者・無自覚な者による芸術を差別イデオロギーに利用し、本来
の差別構造にベールを被せようとする行為に問題の所在があると述べているのである。
	
  第 1 節、第 2 節を通して導き出されることは、これまで社会へ広く認知されてきた障害者によ
る芸術活動と公共機関による意識啓発・啓蒙を目的とする芸術利用は、現社会規範や障害定義に
パラダイム・シフトを起こす「芸術の力」を有していないという事実である。

2.3. 芸術作品に浮かび上がる障害観
	
  障害者を芸術表現の中に取り入れた作品は、比較的古い時代から存在する。それらの作品群か
らは、当時の障害者に対する社会的位置づけや、制作者の障害観が見て取れる。
	
  文学においては、
『古事記』(712)に記された『蛙子(ヒルコ)神話』に当時の日本における障害観
が端的に表れている。天皇家の遠い祖先神であり、日本の国土を生んだイザナキ(男神)とイザナ
ミ(女神)が交合した際に、女神であるイザナミが先に口を利き、男尊女卑の教えに背く行為をし
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た。やがて生まれたのが 3 歳になっても足
の立たない「蛙のような児」であったため、
葦舟に乗せ流棄したという内容である。障
害児が生まれた原因を母親の反道徳的行為
と結びつけ、その子を殺しても構わない対
象としている内容から、女性差別と障害者
差別を正当化する当時の社会規範がうかが
われる。(河野,1991,p.29)また、『日本国現
報善悪霊異記』(810-824)においても、同じ
く女性差別と結びつけ、障害児を川に棄て
る内容が記されている。このことから、当
作品	
 7	
  『絹本著色	
 一遍上人絵傳	
 法眼圓伊筆』(部分)	
 
出典：e 国宝	
 

時の日本では、障害者を「宗教・寓話的理
解の対象」と位置づけ、「排除型の差別(三

村,2010,p.119)」「抹殺」が横行していたと推察できる。
	
  次に、多くのホームレスが描かれていることでも知られている『絹本著色 一遍上人絵傳 法眼
圓伊筆(通称『一遍聖絵』)』(1299)(作品 7)を引用し、中世における障害者像を検証したい。両手
に下駄を持ち、さらに尻の下に下駄をつけ膝行り歩く者(作品 7 右上)は、移動機能に障害がある
ホームレスであり、顔を白布で覆った姿で描かれている者(作品 7 左中)はハンセン病を患ってい
るホームレスと分析されている。これらの障害者や病人は、障害者になったこと、病気になった
ことによりそれぞれの家族生活から排除されホームレスになったものと分析できる。(澁澤
編,1986,p.172)この絵から、中世の日本における障害者は、ホームレスの身分として生命維持は
可能であったものの、社会の周縁に追いやられる「排除型の差別(三村,2010,p.119)」
「隔離」
・
「排
除」を受けていたと考えられる。
	
  西洋絵画において取り上げるべきは、フ
ランドル(現在のベルギー)の画家ピーテ
ル・ブリューゲル(1525 頃-1569)による『盲
人の寓話』(1568)(作品 8)と『足なえたち』
(1568)(作品 9)である。これらの作品に描か
れている障害者は、ブリューゲルによる『謝
肉祭と四旬節の喧嘩』(1559)の群衆の中に
も描かれている。
「盲人」は、ブリューゲル
作品	
 8	
  『盲人の寓話』	
 
出典：森,2008,p.130	
 

にとってとりわけ魅力的な主題であり、
1562 年の年記を持つベルリンにある素描
にも 3 人の「盲人」が描かれている。また、

視覚障害者を描いたブリューゲルによる絵画は、早い時期の蔵品目録からも知られている。
	
  『盲人の寓話』は、
『マタイによる福音書』第 15 章「もし盲人が盲人を手引きするなら、ふた
りとも穴に落ち込むであろう」という記述を表現した絵画とされている。この『マタイによる福
音書』における「盲人」とは、真の信仰に対する内面的盲目を示しているとされ、内面的に盲目
な者、つまり、未熟な者に導かれても共倒れになるという教えを説いている。ブリューゲルは、
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このキリスト教的道徳に現実的な解釈を与
え絵画表現に発展させたのである。さらに、
よろめき転んでいる「盲人」の行列とは対
照的に、その背景にはどっしりとそびえる
聖堂が描かれており、真実の見方を教える
信仰を象徴的に表現している。(ロバー
ツ,1999,p.48)
	
  一方『足なえたち』は、病院の中庭にい
る移動に障害のある 5 人のホームレスが施
しを受けようとしているところを描いたも
のである。この絵の裏には、ラテン語とフ
ラマン語にて「不具者よ、勇気を奮い起こ
し、健康であれ、状況が回復することを願

作品	
 9	
  『足なえたち』	
 

う」と書かれている。この絵が象徴するも

出典：森,2008,p.113	
 

のには、様々な憶測が飛び交っている。5
人はそれぞれ、紙の王冠・紙の兵隊帽・ブルジョア階級のベレー帽・農民の縁無し帽・司教の被
るミトラなどの社会的階級層を象徴する帽子を頭に乗せていることから、破滅へと向かうそれぞ
れの階級を象徴的に表現しているという説と、1566 年にカルヴァン派の領主たちが、小貴族とブ
ルジョア階級を全国的な同盟にしようと結合を試みた際、目印として用いられた狐の尾がホーム
レスの衣服に付けられていることから、
「貧困の反乱」と呼ばれる当時のスペイン王国の政治的状
況に対する抵抗として描かれたという説が存在する。 (ルーヴル美術館 a)
	
  ブリューゲルは障害者を比較的多く作品の中に取り入れており、これらの絵画からは人間の愚
かさや逞しさを兼ね備えた力強い障害者像を感じ取れる。しかし、表現の対象として以外にブリ
ューゲルが障害者に特別な関心を寄せていたという記述は見当たらない。これら 2 枚の絵画にお
ける障害者像は、キリスト教的道徳や社会状況への批判を表現するためのネガティブなメタファ
ーとして描かれており、障害を否定的に捉えた「排除
型の差別(三村,2010,p.119)」が読み取れる。
	
  また、障害者が描かれている絵画として忘れてなら
ない作品は、バロック期にスペインの宮廷画家として
名を馳せたディエゴ・ロドリゲス・デ・シルバ・イ・
ベラスケス(1599 洗礼-1660)による『ラス・メニーナ
ス』(1656)(作品 10)である。王女マルガリータを中心
に 11 人の肖像が描かれているこの絵画には、2 人の障
害者が描かれている。右下にいる犬の背後でこちらに
視線を向けるマリア・バルボラ(女性)と、その右隣で
犬を踏みつけている少年ニコラシート・ペルトゥサー
トである(中野,2008,p.70)。
	
  ベラスケスが宮廷画家として仕えていた当時、50 人

作品	
 10	
  『ラス・メニーナス』	
 

を越える「慰み者」と呼ばれる宮廷道化師が存在して

出典：Museo Nacional del Prado	
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いた。宮廷道化師には、健常者の他に身体障害者や精
神障害者が採用され、特に障害者には際立った特異性
や不完全性が求められた。彼らは、いわゆる重労働を
強いられる奴隷とは異なり、国王を始めとする宮廷の
人々のストレスを「笑い」により紛らわすために、ペ
ットと同等の玩具として飼われていた。(中
野,2008,p.70・柄沢,2005) つまり、この『ラス・メニ
ーナス』や『小人とバルタサール・カルロス』(1632・
ベラスケス作)における障害者は、いわゆる貴族の引き
立て役として、あるいは富の象徴として王侯貴族と同
一画面に描かれており、当時の障害者が置かれていた
「排除型の差別(三村,2010,p.119)」が克明にあぶり出
されている。
	
  それに対し、
『セバスティアン・デ・モーラ』(1645)(作
品 11)、『ファン・カラバーサス』(1637-39)、『フラ
作品	
 11	
  『セバスティアン・デ・モーラ』	
 

ンシスコ・レスカーノ』(1643-45)、『エル・プリーモ』

出典：Museo Nacional del Prado	
 

(1644) (いずれもベラスケスによる低身長の「慰み者」
の肖像画)は、障害者単体の肖像画として描かれている。

さらに、これらの肖像画は、身体的特徴から関心をそらす座像として描かれており、障害者とい
う属性よりもモデルそれぞれの表情や人物的特徴が浮かび上がり、内面に迫る表現が見て取れる。
ベラスケスは、「慰み者」としての彼らよりも、人としての彼らに興味があったのではないだろ
うか。宮廷画家となることにより名声を手にしたベラスケスは、平民出身であるという自身のコ
ンプレックスを、同じ宮廷に仕え差別を受け続けながら道化師として生きることを選択せざるを
得なかった障害者たちのジレンマに重ね合わせ、彼らに親近感
を寄せていたのかもしれない。
	
  また、ベラスケスと同時代に生きたスペイン出身の画家ホ
セ・デ・リベーラ(1591-1652)は、
『エビ足の少年』(1642)(作品
12)を描いている。リベーラは、生涯のほとんどをイタリアで過
ごし、この作品もフランドルの商人の依頼を受けナポリで制作
した。ここに描かれているのは、青空の下、右足が変形した少
年が誇らしげな笑顔をこちらに向ける姿である。この作品は、
現在ルーヴル美術館に所蔵されているが、それ以前に作品に付
けられていた『小人』というタイトルから、この少年が低身長
者であることが推測できる。少年が左手に持っている紙には、
「神の愛のために私に施しを」と記されとり、これは当時の物
乞いの許可書に値するものであることから、この少年もまたホ
ームレスの身分であったと推察される。(ルーヴル美術館 b)
作品	
 12	
  『エビ足の少年』	
 

	
  ベラスケスの障害者単体の肖像画と比較すると、リベーラの

出典：ゴウイング,1992,p.428	
 

『エビ足の少年』は立像であり、機能障害のある右足が一番手
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前に描かれている。また、松葉杖と思われる木製の棒が、直立する少年を横切るように配されて
いる。さらに、笑みを浮かべた口元を細かく観れば欠けた歯にも気付くだろう。リベーラは、ホ
ームレスとして逞しく生きる障害者に焦点を当ててはいるが、この作品からは人物像よりも先に
障害者やホームレスといった属性が浮かび上がる。さらに言えば、細かく描かれた機能障害や松
葉杖は生物学的見地に立った表現であると解釈できる。奇しくも 16 世紀から 17 世紀は、王侯貴
族が奇形児や身体障害者を「怪物」と称してコレクションした時代であった(ルロア,2006,p.6)。
このような当時の障害観を考慮すれば、芸術家は、肖像画のモデルとしての障害者と真摯に向き
合った唯一の存在だったのかもしれない。
	
  映像作品において、注目すべきは 1932
年にトッド・ブラウニング(1880-1962)を監
督に迎えたアメリカ映画『フリークス』
(1932)(作品 13)である。この作品は、旅回
りの見世物小屋で働く障害者のストーリー
を実際の障害者が演じたことで物議を醸し
た。「Freaks(フリークス)」とは、変種や
変わり者と訳され、現在の障害名が一般化
される前に、健常者が自分たちを「ノーマ
ル」だと定義づけ、主に奇形者に対して使
用した長き排除と搾取を象徴する呼称であ
る(フィードラー,1992,p.8)。

作品	
 13	
  映画『フリークス』(劇中部分)	
 

	
  物語は、健常者が障害者を見下すあから

出典：Messineo	
 

さまな差別世界を基本に構成されており、
「排除型の差別(三村,2010,p.119)」に留まらず、「抑圧」や「融和」といった「抑圧型の差別(三
村,2010,p.119)」も痛々しく表現されている。映画は、主人公の障害者を騙そうとした健常者を、
障害者たちが一致団結し打ち負かすところで幕を閉じる。しかし、その内容には、障害者問題を
再考する上での観点転換ではなく、エンターテインメントにおける典型的な勧善懲悪劇として「悪
い健常者を成敗する正義の障害者像」が描かれている。
	
  この映画は、数十年もの間公開を禁止する国もあり、今日に至るまで問題作と呼ぶ声もある。
鑑賞者は、現実の見世物小屋で好奇の目に晒される障害者の存在を認知しつつも、非現実的な娯
楽性を求める映画に「見世物」としての障害者像を改めて突きつけられ、映画そのものを見ては
いけない生々しいノンフィクション、つまりタブーと捉えたのである。その結果、障害者は、ま
さにノーマルな健常者とは異なる生き物「フリークス」と位置づけられてしまった。今日に至る
までに障害者が出演した映像作品は数多く存在するにも関わらず、未だにこの作品が映画史にお
ける異端とされるのは、当時の社会状況や差別の現状をあまりにも克明に反映し鑑賞者にタブー
の衝撃を与えたからではないだろうか。
	
  本節では、比較的古い時代の障害者を表現主題とした作品を取り上げた。これらの作品から読
み取れた障害者差別を三村の差別形態論に当てはめれば、
「抹殺」
・
「隔離」
・
「排除」などの「排除
型の差別(三村,2010,p.119)」が多くを占め、さらに、時代をさかのぼるにつれ、絶対的排除の性
格が強くなる傾向が顕著に表れている。また、その時代における障害観と芸術家の障害者を見る
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眼差しに大きく差が見られないことも特徴的である。つまり、これらの作品は、当時の差別形態
を克明に記録したに過ぎず、障害者差別の歴史的資料としての価値は有しても、障害者問題を共
有し再考するための起爆剤の役割までは担っていないということになる。芸術作品は鑑賞者によ
り多様な解釈がなされるが、これらの作品が今日の障害者問題を社会へ広く位置づけるための「芸
術の力」を有しているとは到底言えない。

!
9)

註
障害者による芸術活動への支援に、芸術の専門家がキュレーターや監修者として介入している事業所も少なくないが、実
際の制作現場において支援を担っているのは、事業所の福祉職員である場合が多い。表現活動の場において、芸術の専門
家による導きと、そうでない者による介入とでは大きな差が生じる。芸術家は、作品をゼロから創造する際の「産みの苦
しみ」を何度も経験しており、キュレーターやギャラリストは、芸術家が全ての工程において集中力を要し従属的な選択
を嫌うことを熟知している。したがって、支援の対象者が同様の場面に直面した際、芸術の専門家は「黙って待つこと」、
「見守ること」、「需要があれば可能性を提示すること」ができるのである。しかし、芸術に明るくない者による支援は、
対象者に迅速な決断や合理性を強要する傾向が強く、対象者の想像力・創造力への過多な介入に陥り易い。障害者による
芸術活動への支援には、福祉と芸術両者の専門的知識と経験を有する者が従事することが望まれる。

10) 障害者芸術家の中には、展覧会などへ自分の作品が選ばれなかったことなどにより、自尊心が傷つけられ、制作を続けら
れなくなる者が出てくる恐れがある。一方で、他者と切磋琢磨することにより成長する障害者芸術家も存在する。しかし、
特に中軽度の知的障害者の多くは、それまで周囲の健常者の顔色を伺い生きてきた経験があるため、健常者が決定を下す
「評価」には非常に敏感に反応する傾向が見られる。そのため、作品の優劣に関しては、対象者の特性を踏まえた上で慎
重に行わなければならない。
11) アトリエインカーブの今中博之は、講演「観点変更 —アトリエインカーブ 12 年間の実績—」(2014 年 11 月 13 日・東京
藝術大学)において、障害者のインペアメントを凹(ボコ)とした上で、知的障害者の突出した芸術的能力を「凸(デコ)信仰」
と命名し天才観を捉えている。軽度の言語障害と知的障害を持つ画家として一世を風靡した山下清のブームは、知的障害
者による作品の芸術性を無批判に賞賛する規範を生み、美術界がその動向へ警戒心を抱く結果を招いた。それ以後、日本
では、障害者による芸術活動は福祉領域に位置づけられ、美術界との分離状態に陥っている。(川井田,2013,p.35)この事実
も押さえておく必要がある。
12) 資本主義発展の牽引となった紡績業の女工たちは、劣悪な労働条件下、怪我と病気により次々に倒れていった。過労によ
り事故を起こし易く、労働環境も劣悪であった。
『女工哀史』には、働き詰めで女工たちの足はむくみ、板 1 枚の継ぎ目に
さえ躓くと記録されている。また、故郷に帰り死亡した女工の 8 割は「女工の職業病」と言われる結核によるものであっ
た。さらに、女工の子供の約 3 分の 1 弱は 1 年未満の内に死に至っている。熟練織工家族の居住者が多いとされた土地に
おける明治 42 年から大正 4 年までの死亡統計調査によれば、乳幼児が 40％を越え、その死因は消化不良発育不全が多数
を占めている。次に死亡率が高いのが、働き盛りの 20〜30 代であることも資本主義発展の負の事実である。(河
野,1991,p.53)
13) 障害者による芸術活動の支援者、その事業所の全てが「商品としての芸術」に興味を示しているわけではない。
14) 東京藝術大学・金沢美術工芸大学による「平成 26 年度 文化庁 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業『障害者の芸術
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活動を支援する新進芸術家育成事業とその育成を芸術系大学において行う基盤構築のための調査事業』」における、今中と
新進芸術家との意見交換会(2014 年 9 月 24 日・大阪市 平野区民センター)での発言。著者は、東京藝術大学美術学部採用
新進芸術家として参加した。
15) 三村は、自らの体験に基づき、吃音者がどもる際に起きる「笑い」は、排除型差別であるが、もうひとつの反応として、
差別してはならないという倫理からの張りつめた「倫理的沈黙」は、
「吃ることはいけないことだ」という意識を「吃音者」
に植え付ける「倫理主義的差別」だとした(三村,2010,p.126)。これは「吃音者」のみが対象となる差別ではなく、障害者
の言動に注視してはならないという倫理が、健常者の間で無意識的に存在しているのは事実である。
16) 障害者としての自覚を持ちにくく、社会参加を果たし易い障害者ほど陥る心理である。差別する側がされる側よりも優位
にある中、何とか差別する側に入り込みたいという心理から、自らの価値観を健常者文化に置くことにより、障害者とし
てのアイデンティティーを否定する心理的抑圧が増し、それと同時に、抑圧型の差別をより多く受けることになる。(三
村,2010,p.130)
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3. 社会問題と芸術を繋げたソーシャル・アート

	
  本章では、社会問題と芸術を繋げた芸術活動や芸術運動を分析し、ソーシャル・ア
ートの可能性と社会的価値を示す。第 1 節では、人間と社会のより良い関係形成を再
考するための「芸術の社会的効能」を有するソーシャル・アートについて定義する。
第 2 節では、今日のソーシャル・アートの基礎を作り上げたドイツの芸術家ヨーゼフ・
ボイスが提唱した「拡大された芸術概念」とボイスの芸術作品を振り返り、社会にお
ける芸術の役割を実証する。第 3 節では、芸術の文脈における社会問題と芸術を繋げ
た 3 つの代表的な芸術運動「シチュアシオニスト・インターナショナル」・「フルクサ
ス」・「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」を取り上げ、社会問題と芸術の関わり
を整理する。

3.1. 「芸術の社会的効能」
	
  第 2 章では、これまでの障害者と芸術の関係性について分析を試みたが、今日の芸術には「物
質主義型芸術」や、イデオロギーを正当化する道具としての価値しかないのだろうか。そもそも、
社会における芸術の役割とは何であるのか。そして、
「芸術の力」では障害者問題をめぐるパラダ
イム・シフトを成し得ることは不可能なのだろうか。
	
  芸術には目に見える「物質」としての価値しか存在しない芸術と、その核に人間の思考に働き
かける「内在的主題(＝コンセプト)」を保持する芸術が存在する。言語思想史を専門とする金澤
忠信は、「文学・芸術が現実的に有効な仕方で利用され『大衆』の意識を変え、その心をつかみ、
制御・管理するようになるとしたら(中略)芸術のほうが政治を手段として利用し、
『芸術作品』と
して『国家』ないし『国民』を完成させることになる(金澤,2009,p.87)」と述べている 17)。つま
り、①芸術家が任意の社会問題を作品に内在化し、社会へ投げかける→②人々が単なる受動的な
鑑賞者や参加者という役割を超え、思考的刺激体験として作品を享受する→③その体験から、人々
が人間と社会のより良い関係性について多元的な視点で再考する→④その再考結果を社会に規範
行動として積極的に返還する→⑤これにより、社会に変化が生じる。(資料 5)金澤は、このプロセ
、、、、、、、、
スに政治力と同等の「芸術の社会的効能」を見出しているのである。芸術的視点から社会と関わ
るソーシャル・アートは、この「芸術の社会的効能」により社会問題を喚起し、人間と社会の関
係形成に対する再考を促す芸術なのである。
	
  これまで人間は、社会問題の解決を目先の経済的実利にもとづく当面の対処療法に頼ることに
より、多くの間違いを犯してきた。しかし、2000 年代初頭からテロリズム・戦争・災害・金融危
機・エネルギー問題などの社会情勢の悪化に伴い、それまで社会規範を支配していた安易な価値
判断に人々が疑いを持ち、人間と社会のより良い関係形成ついて再考し始めている。人間は、社
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会に降り掛かるあらゆる問題が顕在化された今この時を待って「芸術の社会的効能」に気付き始
めたと言える。
	
  福祉領域において、生きづらさを感じている人の支援者をソーシャルワーカーと呼ぶ。ソーシ
ャルワーカーは、①「ミクロ」としての個人やその家族の具体的な生活上の問題を対象とした直
接的な支援、②「メゾ」としての地域社会や集団などの社会福祉機関を対象とした管理・運営、
③「マクロ」としての国や地方自治体を対象とした包括的な福祉事業や政策の計画・展開など、
関与する対象やその規模により仕事内容が分かれている。現社会の仕組みへ包括的に働きかけ、
その効果を社会の構成員である個人レベルにまで浸透させようとするソーシャル・アーティスト
の活動は、ソーシャルワーカーの取り組みと等価であると言える。人間のエンパワーメントを刺
激するソーシャル・アートにより、障害者問題を含む多様な社会問題を全ての人間が再考し、よ
り良い社会を作り上げて行くことが可能なのではないだろうか。

資料 5	
  「芸術の社会的効能」	
 	
 
出典：著者作成	
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3.2. ヨーゼフ・ボイスの「拡大された芸術概念」
	
  これまでの芸術概念を超越したドイツ出身の芸術家ヨーゼフ・ボイス(1921-1986)は、芸術を民
間レベルへと移行させた芸術運動「フルクサス」のメンバーでもあった。また、ボイスは、自ら
提唱する「拡大された芸術概念」を軸に、自然保護・反核を目的とした「緑の党」の結党、デュ
ッセルドルフ国立芸術アカデミーでの教育活動、社会的形態・形式のモデル研究をするための共
同体である「自由国際大学」の設立など、政治や教育の分野にまで精力的な活動を繰り広げた社
会活動家でもある。ボイスがドイツ古典主義・観念論を熟知し影響を受けていたことは、その思
想から容易に推察できるが、ボイスの偉大な功績は、積極的に実際の行動に移すことを重視し、
社会変革のためにその人生を費やしたことにある。
	
  ボイスの定義する「拡大された芸術概念」とは、どんな人間も尊厳を持つ芸術家であり、《「自
己規定」から理想的な社会のあり方を考える》→《「共感」や「反感」に左右されずに話し合う》
→《社会変革のために働く》「創造力」があるという「人間学的芸術」である。また、人間には
創造力の多様性に由来する社会的役割分担があり、どんな「労働」にも生かすことができるとい
う芸術概念である。そして、ボイスは、この行為を彫刻家が出来の悪い彫刻に手を入れ、良い彫
刻に変えていくのと似ていることから「社会彫刻」と呼んだ。また、ボイスが重ねてきた講演の
ように、未来社会へ向けた公の場での話し合いである「永久的な会議」も芸術と定義したのであ
る。
	
  つまり、どんな人間も芸術家であるという「拡大された芸術概念」は、万人に美術や音楽の才
能があるという狭い意味の芸術概念や、現代芸術・近代芸術・モダンアートなどの既存の芸術概
念とは異なり、一般的に芸術とされる枠組みよりも、全ての人間の創造力を主体とする開かれた
マクロ的な芸術概念と言える。
	
  ボイスは、唯一の資本は「人間の創造性」だと主張する。今日の物質主義や自然科学的な世界
像は、人間と社会の進化におけるひとつの過程であると認めた上で、イデオロギーとは政治的権
力や貨幣を得るために、なんらかの利害を美化する哲学であり、人間の心理には程遠く有害であ
ると指摘する。そして、「法のドキュメント(ボイス,1984,p.202)」18)であるはずの貨幣を資本と
する金融的発想によって支配されている社会体制に懸念を抱き、既存の社会システムに規定され
ることから脱却し、人間に新しい視点を提供する「創造力」こそが、社会の価値ある資本である
と唱える。これは、障害者による芸術活動を取り巻く「商品」としての芸術に価値を置く近年の
傾向や、公共機関による自己弁護と自己防衛のための芸術利用への警告とも捉えることができる。
	
  ボイスは、資本主義・共産主義という二者択一の経済システムではなく、より良い社会形成に
向けゼロから思考を巡らすことだけが唯一の基準になるが、目の前に置かれた問題に対する「共
感」や「反感」という感情に左右されているだけでは、歪んだ社会秩序に順応しているだけであ
り、自己規定がなされていないと注意を促す。そして、本来の芸術とは、社会の秩序を変える力
を有し、現存のものに対する抵抗こそが芸術作品の始まりであると唱える。(ボイス,1984,p.16)
このように、ボイスは、芸術の社会的意義を根本から問いただすことにより、芸術を物質的価値
から切り離し、芸術による社会問題解決の可能性を見出したのである。
	
  バブル経済前夜の 1984 年、8 日間の来日を実現させたボイスは、経済発展への期待を抱く当
時の日本人に「カリスマ芸術家」として歓迎されたものの、その熱心な活動に反し、日本人が「拡
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大された芸術概念」の社会的価値を理解するまでには至らなかった。しかし、近年、社会と芸術
の関係性をめぐる運動への問い直しが活発化し、国内においてもボイスの功績を振り返る展覧会
が開かれている 19)。ボイスの芸術概念を、社会情勢が異なる現社会へ召還するのに決して遅過
ぎることはない。人々が既存の社会のあり方に疑問を持ち始めた今こそ、ボイスの「拡大された
芸術概念」の力が試される時なのではないだろうか。そして「たった一人でもこの地上で抑圧さ
れ、自由が疎外され、そして自己規定の能力がつぶされている人間がいる限り(同書,1984,p.39)」
社会問題への警報装置のボタンを押す仕事は、永遠に繰り返される芸術家の使命なのである。
	
  ボイスは「現社会のネガティブな秩序に
抵抗しゼロからの理想的な社会を形成する
という命題は、これまでの伝統的な芸術が
避けてきた厄介事であるが、芸術家にとっ
て最高の課題であり、芸術こそが未来世界
への跳躍台となる可能性をもつ存在だ(同
書,1984,p.148)」と主張する。ボイス自身
も芸術家としての「労働」を通し、社会変
革のために多くの作品を残している。
	
  例えば、ニューヨークのルネ・ブロック
作品	
 14	
  『私はアメリカが好き、アメリカも私が好き』	
 

画廊で開かれたアクション『私はアメリカ

出典：Harlan 他,1984,p.87	
 

が好き、アメリカも私が好き』(1974)(作品

14)では、目隠しを施されたボイスが、到着した空港から救急車で画廊まで運ばれ 1 週間コヨーテ
と過ごし、それ以外のアメリカを一切見ることなく母国ドイツへ帰国した(ART OR IDIOCY?,著
者訳)。この作品は、迫害を受けたアメリカ先住民の聖なる動物であるコヨーテを、真のアメリカ
のメタファーとし、アメリカ先住民や、その文化を排除し発展を遂げた現アメリカ社会を、アイ
ロニカルに批判した作品である。
	
  また、デュッセルドルフ国立芸術アカデ
ミーにおいて『グランドピアノのための均
質浸透：現代最も偉大な作曲家はサリドマ
イド児だ』(1966)(作品 15)と題し、当時の
障害者問題を取り上げたアクションを行っ
ている。この芸術は、フェルトで覆われ弾
くことができなくなったグランドピアノや
黒板への板書などにより、伝統的な音楽よ
りも当時の薬害問題に耳を傾けることの重
要性を説いている(emilysmajeart,2014,著
作品	
 15	
  『グランドピアノのための均質浸透：現代最も偉大な作曲

者訳)。

家はサリドマイド児だ』	
 

	
  ボイスは、
「作品がいかに社会と係わりを

出典： Schneede,1988,p.116

もっているかという問いに至るまでの意識
を人々に喚起させることに芸術の目的があ

る(ボイス,1984,p.67)」と述べている。つまりボイスの芸術作品は、内在的主題に込められた社会
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問題への喚起から、思考的刺激体験を得た鑑賞者を、社会問題解決プロセスの導入部分である《「自
己規定」から理想的な社会のあり方を考える》行為に導く役割を果たしているのである。
	
  ボイスの「拡大された芸術概念」に代表される社会問題と芸術を繋げた活動は、近年、多くの
芸術作品に受け継がれ、芸術家の社会への問題意識の高まりを具現化している。例えば、紛争や
戦争による個人の悲しみを社会全体の問題として捉えた作品を発表しているコロンビア共和国出
身の芸術家ドリス・サルセド(1958-)は、インタビューの中で「私は全ての出来事に責任を感じて
いますが、過去は変えられません。(中略)無力な人間の視点から、権力者とその行動を見つめて
いるのです。(サルセド,2009)」と述べている。
	
  このように芸術家は、人間の行動を強引に制圧する方法を取らないが、大きな勢力により止め
ることができない社会問題に対し、芸術という武器を持って立ち上がり愚かな行動が招く真実を
社会に突きつけることで戦いを挑む。多様化し続ける芸術表現の可能性のひとつには「表現の自
由」のもとにタブーの蓋をはがし、熟考しなければならない社会問題へ威勢の良い打撃を与える
ことにあり、それらの作品には社会的価値を期待することができる。ソーシャル・アートは、象
牙の塔での研究対象でも、人々の心の隙間を埋める「副次的な存在(三島,2005,p.202)」でも、現
社会の秩序に折り合いをつけるための道具でもなく、社会変革を行うための武器となるのである。

3.3. 社会問題と芸術を繋げた芸術運動
	
  本節では、社会問題と芸術を繋げた代表的な芸術活動として、ボイス以前にその名を轟かせた
「シチュアシオニスト・インターナショナル」(1957-1972)・ボイスも参加した「フルクサス」
(1960-)・現代の芸術を牽引する「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」の 3 つの運動を取り上
げ、今日までの社会問題と芸術の関わりの発展を整理する。
	
  「シチュアシオニスト・インターナショナル」は、ヨーロッパを中心にギー・ドゥボール
(1931-1994)やアスガー・ヨルン(1914-1973)らを主要メンバーとして、都市空間や日常生活にお
ける社会変革に活動目的を見出した前衛芸術家集団である。その革新的な活動は、芸術、建築、
政治にまで及び、その後の都市計画にも影響を与えた。彼らの活動は、芸術の枠を越えた社会変
革への欲求に支えられていたため、芸術領域の人間からは逸脱とみなされ、芸術や文化の運動と
いうよりはむしろ政治活動とみなされた(小倉,1994,p.347)。
	
  「シチュアシオニスト・インターナショナル」は、提唱する「デトゥルヌマン(転用)」・「デリ
ーヴ(漂流)」
・
「サイコジオグラフィ(心理地理学)」をキーワードに、高度資本主義社会における文
化批判的活動を中心とした第 1 期(1957 年の創設から 1961 年まで)と、1968 年の五月革命に至る
までの「スペクタクル社会」を破壊する「状況(シチュアシオン)の構築」を目指した政治批判的
運動を中心とした第 2 期(1962 年から 1972 年の解散まで)に大きく分けられる。しかし、それぞ
れの活動は相互に理論と実践が影響し合っているため、厳密には区別することは難しい。(木
下,2003,p.209)
	
  「デトゥルヌマン(転用)」は、芸術の一分野としてではなく、日常生活において、製品を本来
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とは異なった方法で使用することにより、使用者の主体性の回復を図ろうとする行為である。例
えば、合理化され均一化された幾何学的な都市空間を、市民が「デトゥルヌマン(転用)」する可
能性を模索し、
「デリーヴ(漂流)」という技術を用い、地図に載らないような都市の様々な心理学
的効果を発見した。そして、これは後に「サイコジオグラフィ(心理地理学)」という独自の学問
体系を築き上げる。(三浦,2001)
	
  「スペクタクル」とは、政治や経済、生産や消費から個人の生活や趣味、人間関係に至るまで、
全てのものを動かす仕組みとして、
「表象」に支配された近代社会を支える本質的構成原理を指す。
ドゥボールは、「近代的生産条件が支配的な社会では、生活全体がスペクタクルの膨大な蓄積と
して現れる。かつて直接に生きられていたものはすべて、表象のうちに追いやられてしまった」
と述べている。(ドゥボール,1993,p.12)
	
  このように、
「シチュアシオニスト・インターナショナル」の運動は、合理化の一途を辿る資本
主義社会に芸術家が介入することにより、改革を図る具体的な活動を世界に示したことに価値が
あると言える。
	
  「フルクサス」とは、ラテン語で「流れる・なびく・変化する・下剤をかける」などの広範な
意味を持ち、ジョージ・マチューナス(1931-1978)のもとに集まった革命的芸術活動を推進する多
国籍の芸術家・評論家・コレクター (メンバーには日本人も多数加わっている) などにより、ニ
ューヨークを中心に世界中に広まった多様性に富んだ芸術運動である。そのマニフェストには、
ブルジョア好みの文化的価値観、ヨーロッパのハイアート(高尚芸術)やそれを評価する社会を否
定し、芸術の専門家のみならず万人が把握できる非芸術的表現を起こすこと、文化的・社会的・
政治的革命家の幹部を団結した前線と行動へと融合させることを掲げている。(塩見,2006,p.8)
	
  理論家でもあったマチューナスの作品における美学には、
「具体主義」
・
「機能主義」
・
「オートモ
ーフィズム」が存在する。
「具体主義」とは、古典的絵画などにおける具象主義や写実主義によっ
て表現されたものはイリュージョニズム(幻影主義)であり、そのものの形にこびり付いている絵
の具の固まりに過ぎず、作品は本物がそこにあることや本物によって作られていることに意味が
あるという考え方である。
「機能主義」とは、建築家やエンジニアの思考法であり、現実の構造通
りに作品を構造化する手法である。例えば、マチューナスの作品の中に便せんと封筒がある。便
せんには手が印刷され、封筒には手袋が印刷されている。つまり、手を入れる手袋の機能と同じ
ように、手袋が印刷された封筒の中に手が印刷された便せんを入れるという機能を重ね「機能主
義」を表現したのである。
「オートモーフィズム」とは、マチューナスの造語であり、自己言及主
義・自己完結主義と言い換えることができる。これは、それ自身の情報のみでその作品を制作す
る方法である。例えば、本に、その本に関する内容(この本は何ページあり、重さは何グラムあり、
サイズは何センチあり、紙の質は何であり、書体は何であり……など)が書かれていれば「オート
モーフィズム」であると言える。(塩見,2006,p.234)
	
  「フルクサス」に参加した音楽家の塩見允枝子(1938-)は、「フルクサス」の具体的な基準とし
て「①多国籍の集団であること。②グループの境界線が曖昧であること。③メンバーには様々な
分野の出身者がいること。④1 つのまとまった主義主張ではなく、同じような傾向を持つ革命的
芸術活動の集合体であること。⑤パフォーマンスに重点が置かれていること。⑥日常の中の芸術
的体験により生活そのものを豊かにしようとすること。⑦作品が既成のどのジャンルに当てはま
らないこと。⑧表現主義や自己表現を嫌い、シンプルで客観的であること。⑨文章による表現法
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はフレキシブルであること。⑩作家と一般の人との壁を取り払うこと。⑪ゲーム性・ジョーク・
ユーモアを重んじること。⑫一般論に対し異論を唱える者が存在すること。」の 12 の特徴をあ
げている。「フルクサス」には、マチューナスの美学を持つ芸術家、持たない芸術家の両者が存
在していたことは確かであるが、この内容からも分かるように、所属するメンバーが「具体主義」
であったことは確かである。(塩見,2006,p.18)
	
  「フルクサス」の功績は、日常と芸術を結びつけることに価値を見出した多領域の芸術共同体
が、これまでのヨーロッパ芸術至上主義を解体し、芸術を民間レベルへと移行することにより、
芸術の影響域を拡大させたことにあると言える。
	
  「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」とは、社会に関わり人々の日常に変化を与えようと
する芸術活動の総称であり、芸術表現を通し、福祉・教育・環境・人権・政治など実際の政治や
社会を変革しようとする 1990 年代初頭から拡大してきた新たな芸術形式である。(特定非営利法
人 Japan Cultural Research Institute,2014)
	
  人間と芸術との関係性を提起し続ける芸術家であるパブロ・エルゲラ(1971-)は、「ソーシャリ
ー・エンゲイジド・アート」について、芸術として認められながらも、伝統的な芸術様式と社会
学、政治学など関連する分野との間に位置し、その居心地の悪いポジションこそこの芸術が位置
すべき場所であると述べている。また、普通なら他の分野に属するテーマや問題に関わりながら、
一時的に芸術の領域に牽引することは、特定の問題や状況に新しい見方を提供し、その結果、他
の分野の注意を引くことに繋がると「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」の社会的価値を見
出している。(エルゲラ,2015,p.33)つまり、知識のない芸術家は、芸術を生み出すことが不可能で
あるため、芸術家は、現在の政治的・社会的出来事に対して立場を明確にしなければならないと
いうことになる。(エルゲラ,2015,p.37)
	
  エルゲラは、
「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」を、公共圏に影響を与えるような現実の
社会行為に基づく「現実のプラクティス」としての共同制作芸術における社会的相互行為と定義
付け、いわゆる「表現する行為」としての芸術は、
「象徴的なプラクティス」であり、社会との「エ
ンゲイジメント」が欠落しているため、
「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」とは見なされな
いと述べる(エルゲラ,2015,p.36)。さらに、ドキュメンテーション(参加者の反応・実証記録)は、
この芸術活動における重要な構成要素のひとつであり、イベントに関わりのある全ての人間によ
り制作され、イベントの展開に活かされる必要があり、ドキュメンテーションを疎かにする作品
は、単なる「象徴的なプラクティス」でしかなく、芸術家は、行動目的をはっきり認識し、効果
的なやり方を学ぶことが重要であると注意を促す。(エルゲラ,2015,p.147)
	
  「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」は、今日の「アートプロジェクト」や「ワークショ
ップ」の活動に、明確な社会的目的と理論をもたらし、芸術を人間と社会のあらゆる課題を繋ぐ
社会的相互行為の母体へ位置づけたと言える。
	
  これら 3 つの芸術運動には、作品のあり方にそれぞれ異なった芸術概念が存在する。しかし、
芸術家が制作する「もの」としての成果物に価値を求めず、それまでの芸術の枠組みを超え、社
会との積極的な関わりに活動意義を見出す姿勢は共通している。一見すると、芸術と社会の狭間
に存在するこれらの芸術家たちは、政治家・教育者・活動家と見紛うが、芸術家という立場に誇
りを持ち、芸術変革と社会変革の両者を遂行しているのである。
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  本章では、ソーシャル・アートの「社会的効能」への理解を促進するために、ボイスによる「拡
大された芸術概念」と 3 つの芸術運動を援用し、芸術の社会的役割やその可能性について述べた。
第 4 章からは、障害者問題を内在化する現代の芸術作品を具体的に検証しながら、健常者の価値
観で構成された偏った社会を変革に導くソーシャル・アートについての分析を試みる。

!

註

17) 金澤は、
「誰しもが経験しうること、共感しうることを美的に表現し、それによって異質な人々を均質的な共同体へとまと
めあげていくのが文学・芸術の役割(金澤,2009,p.88)」であると続けている。しかし、著者は、他者を知り多様な価値観を
学ぶことで、人間や社会のあり方を再考するために芸術の役割があると考えている。
18) ボイスは、社会をエコロジー的に捉え「経済生活の分野」と「法の正義の分野」を全く別の領域として区別し(ボイ
ス,1984,p.41)、労働における収入は基本的人権であるため、貨幣は経済生活に属するものではなく、法の領域に含まれる
ものであり、その表には使う者の義務と権利が明記される「法のドキュメント」でなければならないとした(ボイ
ス,1984,p.202)。
19) 『Beuys in Japan：ボイスがいた 8 日間』(2009 年 10 月 31 日-2010 年 1 月 24 日, 水戸芸術館現代美術ギャラリー)と、
それに伴う国際シンポジウム『21 世紀にボイスを召還せよ！』(2009 年 11 月 15 日)、『来日 30 周年 ヨーゼフ・ボイス』
(2014 年 8 月 8 日-10 月 26 日, カスヤの森現代美術館)などがあげられる。
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4. 障害者問題を社会へ広く位置づける芸術
——「マクロ的障害者問題改革」
	
  本章では、ソーシャル・アートの一領域である「障害者問題を社会へ広く位置づけ
る芸術」を定義すると同時に、この芸術を「マクロ的障害者問題改革」と位置づけ、
芸術による障害者問題喚起の社会的意義や独立的有利性を示す。第 1 節では、障害者
を表現の中に取り入れた現代の芸術作品を検証しながら、障害者問題を社会へ広く位
置づける芸術の定義と条件を示す。第 2 節では、これまでの社会政策とは一線を画す
障害者に無関心な人・差別的な人に対する芸術による障害者問題喚起の 3 つの有利性
を示す。

4.1. 障害者問題を社会へ広く位置づける芸術
	
  第 2 章第 3 節では、比較的古い時代における障害者を芸術表現の中に取り入れた作品について
検証した。その結果、それらの作品は、障害者に対する差別が常識化されていた当時の差別形態
や障害者の置かれていた状況の克明な記録に過ぎないことが導き出された。本節では、障害者や
障害者問題を表現の中に取り入れた現代の芸術作品を検証し、それらが障害者問題を社会へ広く
位置づける「芸術の社会的効能」を有する作品であるか否かを分析する。さらに、障害者問題を
社会へ広く位置づける芸術となるための条件とこの問題を芸術において取り扱う際に注意すべき
点を示す。
	
  障害者問題を社会へ広く位置づける芸術の目的は、障害者差別や障害当事者の抱える一般には
見えにくい問題を、多くの人々と共有し再考するきっかけを与え、社会を変革に導くことにある。
その手段には、
「作品表現による芸術」
・
「具体的な活動による芸術」の両者のアプローチを効果的
に使い分けることが望ましい。しかし、芸術家の偏った障害概念や障害当事者への無配慮により、
安易に障害や障害者を表現に取り入れた作品は、鑑賞者の誤解を招き、障害者を否定的・差別的
に捉えるイデオロギーと化す恐れがある。障害者問題を社会へ広く位置づける芸術として成立さ
せるためには、以下に示す 2 つの条件を満たした上で、客観的に芸術の内在的主題について見直
すことが重要である。
	
  第 1 に、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術は、「障害の社会モデル」の立場を取ること
が重要である。障害者が現社会において健やかに生をまっとうするには、医学の助けも必要であ
ることは否定できない。つまり、障害当事者が現実的に生きて行くためには「障害の医学モデル」
と「障害の社会モデル」は、決して単純な対立関係にあるのではない。
	
  しかし、優生思想に基づく医学規範や健康至上主義が広がりを見せる社会を背景に、
「障害の医
学モデル」のみが世間一般に浸透し、障害と障害のある人を否定的に捉え、無意識に差別する心
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を育む構造があるのは事実である。芸術はまず、この偏りを取り除き、障害者が自尊心を傷つけ
られることなく、また不要な戦いやジレンマに苦しむことなく、自己規定ができる社会を構築し
なければならない。つまり、現社会の状況を考慮すれば、芸術は「障害の社会モデル」の実践と
してデモンストレーションをする必要がある。これについて、会田誠の『犬』シリーズ(1996-)
とマイノリマジョリテ・トラベルの『東京境界線紀行「ななつの大罪」』(2006)の比較検証を試み
たい。
	
  四肢を切断され、首輪でつながれた裸の
美少女が、まるで飼い犬のように振る舞う
様子が描かれた絵画『犬』シリーズの月
(1996) ・雪(1998) (作品 16)・花(2003) (作
品 17)・野分(2008)・陰影礼賛(2008)は、
2012 年 11 月 17 日から 2013 年 3 月 31 日
まで森美術館において開催された会田誠
(1965-)の個展『天才でごめんなさい』にて
公開され、賛否両論に晒されたのは記憶に
新しい。
	
  会田は、戦争・国際情勢・政治・欲望・
作品	
 16	
  『犬(雪月花のうち“雪”)』	
 	
 

愛・性について常識にとらわれない表現に

出典：会田,2013,p.115

より強いステイトメントを発し注目を集め
る現代美術家である。会田の芸術は、社会問題に対し
機智に富んだ痛烈な批判を浴びせる表現が多く、それ
らの作品には、制服姿の女子高生や美少女が描かれて
いるものも少なくない。さらに、その描写には、圧倒
的な絵画技術に裏打ちされたグロテスクな表現や、性
的な描写が散りばめられている。
	
  『犬』シリーズにおける表現も例外ではない。太い
鎖の首輪に繋がれた女性たちは、雪だるまに排尿し
(『犬(雪月花のうち“雪”) 』)、餌を与えられ (『犬(雪
月花のうち“花”) 』)、まさに飼い犬そのものである。
また、血が滲む切断部分に巻かれた包帯の残酷な表現
とは裏腹に、女性たちは、四季折々の美しい情景を楽
しんでいるかのような生き生きとした表情を浮かべて
いる。
	
  この個展において、
『犬』シリーズや性的・暴力的描
写の強い作品は、年齢制限を設けた個室で公開すると
いう配慮がなされた。会田は、この個展に際して行わ
れたインタビューにおいて、通称「18 禁部屋」ができ、

作品	
 17	
  『犬(雪月花のうち“花”)』	
 	
 

全ての鑑賞者が平等に作品を鑑賞できなくなる事態に

出典：会田,2013,p.116

対して以下のように回答している。
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  僕の作品の中には公立の美術館で堂々と展示できないようなものがいくつかあり、そ
ういう作品をどういう扱いにするか、森美術館チームと話し合いを重ねました。その類
の作品を出さないか、もしくは「18 禁部屋」をつくるかを相談し、部屋をつくることに
しました。「18 禁部屋」に展示する作品の基準は、小中学生が見てはいけないモノ。(中
略)「18 禁部屋」に展示する作品のいくつかは（犬シリーズなど）、きっと美術館では[展
示するのが]無理だろうなと思っていたので、そこが OK となっただけでもよかった(会
田,2012,[ ]内著者)
	
  しかし、会田と美術館側の配慮も虚しく、
『犬』シリーズは、ジェンダー研究者や女性権利団体
などから批判の対象となった。「ポルノ被害と性暴力を考える会(PAPS)」は、森美術館館長の南
条史生宛に、①少女に対する性的搾取、②女性に対する性暴力と差別、③障害者に対する侮蔑と
差別、④これらの推進、⑤わいせつ物頒布罪ないしわいせつ物陳列罪であるという 5 つの観点に
おいて抗議文を送り、作品の撤去を要請している(ポルノ被害と性暴力を考える会,2013)。この抗
議文の第 3 の観点としてあげている障害者に対する侮蔑と差別について以下に引用する。
	
  第三に、これらの作品は、四肢欠損などの身体障がい者に対する差別と侮蔑の行為
です。先天的であれ後天的であれ四肢ないしその一部を失っている人々を全裸にして
犬扱いすることが許されるでしょうか？これのどこが反権威や反権力なのでしょう
か？あなた方は、これらの作品を当事者が目にすることで、どれほどの深い衝撃と精
神的ダメージを受けるかを想像したことがあるのでしょうか？(ポルノ被害と性暴力
を考える会,2013,森美術館への団体抗議文)
	
  「ポルノ被害と性暴力を考える会(PAPS)」が指摘するように、ここに描かれている女性像は、
ポルノグラフィーにおいてひとつのジャンルを構築する「無抵抗で従順な少女の究極な形態」と
しての「四肢切断」と「拘束」という暴力的側面が際立ち、いわゆる「高尚美少女ポルノ」とし
て、不快に感じる鑑賞者や障害当事者が存在することは容易に推察できる。さらに、生物学的な
身体の特徴に焦点が当てられた絵画が、カーテンで仕切られた一角に展示される状況は、かつて
の見世物小屋を彷彿とさせ、嫌悪感や屈辱感を感じる障害当事者が多いことは想像に難くない。
	
  しかし、このような否定的な見解とは異なる解釈も考えられる。
「雪・月・花」は、日本美術に
おいてその時代の風俗を象徴する美人画と共に伝統的に用いられてきた画題である。会田は、日
本美術史において傑作と称される絵画を自身の作品へ引用することが多く、少なくとも『犬』シ
リーズにおける『犬(雪月花のうち“雪”)』
・
『犬(雪月花のうち“月”)』
・
『犬(雪月花のうち“花”)』
が現代の美人画であるという理解には無理がないだろう。芸術家は、鑑賞者に内在的主題を強烈
に突きつけるために、敢えて奇抜な表現を選ぶことが多い。美術評論家の山下裕二は、
「新作を発
表するたびに、観る側の期待をわざと裏切ろうとする(山下,2013p.185)」会田を、
「偽善者ならぬ、
偽悪者である(山下,2013p.185)」とさえ述べている。つまり、会田の社会問題に対する鋭い眼差
しを考察すれば、この『犬』シリーズが今日の性的嗜好を表現した単なる美人画であるとは考え
にくく、今日の性風俗における過剰な性的搾取や女性軽視に対する会田からの警告であると解釈
できるのである。
	
  また、この『犬』シリーズに描かれている手足が欠損した美少女は、
「欠損女子」と呼ばれる女
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性像とも解釈できる。「欠損女子」とは、体の一部が欠損している女性(特に義手や義足を使用し
ている女性)を指す。さらに、そのような女性の容姿に惹かれるフェティシズムを「欠損萌え」と
呼び、新たな嗜好や性癖のジャンルとして確立されようとしている。アイドルのような顔立ちの
「欠損女子」がカウンターに立ち給仕を行うコンセプトバー「ブッシュドノエル」は、2015 年
10 月に新宿のゴールデン街に期間限定でオープンし話題を集めた(有山,2015)。この欠損バーを
めぐる否定的な反応に対し、
『五体不満足』の著書で知られる乙武洋匡は以下のように述べている。
	
  “欠損萌え”が対象になると、
「いやあ、ないわあ」とライトに笑い飛ばすことができ
ず、深刻な問題としてとらえられてしまうのだろうか。その問題を語ろうとするとき、
まるでタブーに踏み込むかのような覚悟を求められてしまうのだろうか。
「欠損」はなぜ
特殊カテゴリーなのだろうか。(中略)欠損といった「障害」は、まだまだ身体的特徴だ
と捉えられてはいない。百歩譲って、たとえ特徴だと認識されていても、そこにはある
種の「スティグマ（烙印）」が押されている。「おまえは社会的にスティグマを背負う
人間を愛せるのか」と問われれば、誰だって躊躇する。それが"欠損萌え"についてライ
トに語ることを阻んでしまっている要因ではないだろうか。(乙武,2015)
	
  乙武は、障害者の欠損に敢えて焦点を当て他の性的嗜好と同列に扱うことは、触れてはいけな
い暗黙のルールを破る行為に等しいという「融和(三村,2010,p.115)」の差別心理に問題の根源を
見ているのである。つまり、
「欠損萌え」が倫理上不謹慎であるという考えは、障害者の欠損した
身体に対する差別構造に蓋をする「抑圧型の差別(三村,2010,p.115)」であり、障害者を性的対象
から省くことにより、差別構造を消滅させようとしていると考えられる。
	
  このような視点で、もう一度会田の『犬』シリーズに描かれている女性像を分析すれば、今日
の性的嗜好を代表するひとつとしての「欠損女子」を主題とした美人画であると解釈できる。し
たがって、描かれている女性像が障害者であるという観点で「障害者を全裸にし拘束することは
不謹慎である」と抗議することは、
「女性障害者を性的嗜好の対象として捉えてはいけない」、
「女
性障害者を美人代表として採用してはいけない」と唱えているのと同義になり、女性障害者を「性」
や「美」との接合から敬遠してきた差別社会を肯定する行為となるのである。このように考えれ
ば、『犬』シリーズは、これまでタブーとされてきた「障害者と美」「障害者と性」の接合を考え
させられる社会的価値のある表現であると言える。
	
  しかし、この『犬』シリーズの初作である『犬(雪月花のうち“月”)』は、
「欠損萌え」がブー
ムになる前の 96 年に既に完成している点、
『犬』シリーズに描かれている全ての女性の切断箇所
に残虐的な表現が見られる点から分析すれば、
「障害者」というよりもむしろ「ポルノグラフィー」
としての欠損であることに異論はない。
	
  いつの時代においても芸術表現は、その時代の常識から逸脱した表現が注目され、前衛芸術家
は、常に情熱と理論と責任を持ち作品を公開している。会田も例外ではなく、この作品を公開す
るにあたり、批判的評論や抗議が巻き起こることを想定していたと考えられる。むしろ、会田は、
芸術界を越えた所へ疑問を投げかけるために「偽悪者(山下,2013p.185)」となり、敢えて過激な
表現方法を選択し、様々な立場の人間の心に波風を立て、現社会の矛盾について思考を巡らすよ
う企んでいるとさえ考えられる。
	
  しかし、芸術を享受する側の芸術リテラシー、障害概念、倫理、経験には大きく差があり、そ
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れゆえ、作品に対する解釈も多様である。奇抜な表現を追求した結果、モラルを極端に逸脱した
作品は、内在的主題に対する誤解を招き、芸術家の意図しない所で女性や障害当事者の尊厳を傷
つける恐れを秘めている。会田の『犬』シリーズを、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術と
いう視点で検証すれば、鑑賞者の解釈によっては大きな誤解を招く恐れが多分にあり、尊厳を傷
つけられる障害当事者が少なからず存在することは否定できない。さらに、否定的な見解が数多
く表面化した原因のひとつには、会田が障害者や女性の尊厳を尊重するよりも、
「表現の自由」の
もとに才気煥発且つウィットに富んだ「障害の医学モデル」的表現に比重を置いた点に他ならな
い。
	
  そもそも、全ての人間を 100％傷つけない表現や多義的ではない芸術などこの世に存在しない
のかもしれない。しかし、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術家は、障害当事者の尊厳を守
るために努めることが作品を制作する上において大前提となることは言うまでもない。
	
  これに対し、作曲家・樅山智子、演出家・羊屋白玉、アートプロデューサー・三宅文子の 3 人
を中心としたアート・アクション・ユニット、マイノリマジョリテ・トラベルによる『東京境界
線紀行「ななつの大罪」』を検証したい。3 人は、さまざまな障害を自覚する人々をパフォーマー
として採用し、第 1 幕バス・クルーズ(貸し切り路線バスの中での演劇的パフォーマンス)・第 2
幕探検クルーズ(自由行動)・第 3 幕ステージ・クルーズ(劇場公演)での三部構成による公演を開催
した。このプロジェクトは、ありふれた日常における相対的な「差異」、つまり他人と自分との「境
界線」とは何であるのか(東京ボランティア市民活動センター,2006)を社会に問う目的で開催され
た。
	
  あいにく著者は、公演開催時に日本におらず参加は叶わなかったが、後に関係者から提供され
た記録映像により当日の様子を理解した。その記録映像からは、パフォーマーによる予想だにし
ない様々なハプニング(演出)が参加者を巻き込み、あらゆる「境界線」や常識について問いかけ
る工夫がなされていたと分析できる。バスガイドが提示する条件に該当する場合に、降車ボタン
を押し下車するというバス・クルーズでは、車いすの男性が乗車拒否に遭う場面から始まり、
「私
は脳性麻痺である」や「私はアルコール依存症である」などとバスガイドがアナウンスすると、
それを自覚するパフォーマーが次々に降車して行く。参加者は自分が該当するアナウンスを待つ
間、バスを降りて行ったパフォーマーとの境界線に思考を巡らせながら、自分はバスを降りるこ
とができるのか己の特性に向き合いながら過ごすことになる。
	
  障害当事者が「障害者」というアイデンティティーを全面に出し、パフォーマーとして芸術に
主体的に参加することは、当事者の経験やジレンマが真に反映され、その主題伝達に説得力が増
し、鑑賞者の障害概念へのパラダイム・シフトに非常に強く働きかける有効な芸術表現であるこ
とに間違いない。このパフォーマンスは、
「障害の社会モデル」的立場から現社会における障害概
念を極めて強く揺さぶるプロジェクトとして評価できる。
	
  障害者問題を社会へ広く位置づける芸術家は、障害当事者に寄り添い、
「障害の社会モデル」の
立場から内在的主題を厳密に選択し、多元的な角度から障害者問題について問いかけをしなけれ
ばならない。
	
  第 2 に、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術は、具体的な障害者問題を主題としなければ
ならない。この芸術は、単なる障害者の可視化を目的としていない。鑑賞者や参加者が、障害者
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問題や差別する心を問い直すための「芸術の力」を有するものでなければならない。この問題に
ついて、まず 2 つの映像作品、アメリカ映画『レインマン』(1988)と日本映画『くちづけ』(2013)
の比較を試みる。
	
  映画『レインマン』(作品 18)は、父親の死をきっかけに、
その息子リチャードが初めて自閉症の兄レイモンドの存在を
知り、数日間の旅を経て兄弟の絆を深めるヒューマンストー
リーである。主人公や重要な登場人物を障害者とした映画は
少なくない 20)。その中でも『レインマン』は、第 61 回アカ
デミー賞や第 46 回ゴールデングローブ賞などを獲得し、世
界的なヒットを遂げた作品である。
	
  作品の終盤、これからの生活を唯一の家族である弟リチャ
ードと暮らすか、これまで暮らしてきた病院に戻るか、レイ
モンドに選択を委ねる場面が描かれている。周囲は、レイモ
ンドの能力では選択できないと諦めるが、リチャードはレイ
モンドの自己決定権を尊重する。そして、物語は、病院に戻
るため電車に乗るレイモンドをリチャードが見送る場面で幕
作品	
 18	
  『レインマン』(DVD)	
 
出典：映画.com	
 

を閉じる。これは、制作者の障害観や現実とのジレンマを伝
える重要なシーンである。しかし、全てを鑑賞した後に残る
のは、障害者隔離の問題や障害者の自己決定権の剥奪に関す

る障害者差別への再考ではなく、
「サヴァン症候群の卓越した能力と自閉症の行動特性」に尽きる。
ストーリー全体に、障害特性を忠実に再現する言動や、障害に関する説明がちりばめられており、
当時まだ無名であったサヴァン症候群への関心と知名度を高めるきっかけとなったのである。こ
の芸術は、
「障害の医学モデル」的障害特性を生物学的見地から可視化へ導いたが、物語に内在化
されていた具体的な障害者問題を社会へ広く位置づけるまでには至らなかった。
	
  一方、映画『くちづけ』(作品 19)は、知
的障害者のグループホームを舞台としたス
トーリーの中に、様々な障害者問題を盛り
込んだ作品である。障害者をあからさまに
差別する女子高校生、障害者が身内にいる
家族の実状、障害者年金を着服する親、グ
ループホームの経営難、障害者のホームレ
スや犯罪、障害者に対する性的暴力、障害
作品	
 19	
  『くちづけ』(DVD)	
 
出典：映画.com

者の自立生活への不安など極めて現実的な
問題が物語を展開に導いている。その中で
も最も大きな主題は、障害のある子供を持

つ親の不安である。癌により余命幾ばくもない主人公の父・阿波野幸助が、知的障害者の娘・マ
コを自らの手で絞殺するところで物語はクライマックスを迎える。障害者は親に殺されても仕方
のない存在ではない。しかし、この映画には、親亡き後の障害者の娘の行く末を案じた幸助の苦
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渋の決断が丁寧に描かれており、障害者の自立生活への不十分な社会制度や社会資源、そして障
害者差別に対する問題提起であると解釈できる。
	
  著者は、この映画の宣伝において「泣ける映画」としつこく謳っているところに「庇護や哀れ
みの対象としての障害者像」を連想し、鑑賞をためらっていた。また、観賞後は、健常者の俳優
による知的障害者の演技や、グループホームの設定に違和感を覚えた。さらに、ひとつの映画の
中に様々な切り口の障害者問題が盛り込まれているため、それぞれの問題に対する問いかけが散
漫になっているのも否定できない。しかし、この作品からは障害者問題を社会へ位置づけること
に対する制作者の強い意志がひしひしと伝わってくる。この映画は障害者の生きづらさをめぐる
具体的な問題を社会に喚起する目的を強く意識した芸術であると言える。
	
  次に、2 体の女性障害者の裸婦像における違いにつ
いて検証を試みたい。井桁裕子(1967-)による『片脚で
立つ森田かずよの肖像』(2015) (作品 20)は、女優・ダ
ンサーとして活動する森田かずよをモデルとした人形
である。二分脊椎症・先天性奇形・側湾症である森田
は、義足や車いすを使用し、積極的に活動を行ってい
る。この作品は、森田たっての希望により制作された。
井桁は人形作家であり、この作品を発表した個展にお
いても、森田象とは全く毛色の異なる沢山の可愛らし
い人形が展示販売されていた。
	
  ギャラリー内でひときわ異彩を放つ森田像の前には、
森田が使用していた義足が生々しく横たわっていた。
等身大よりも一回り程小さく作られた森田像の左足以
外の身体は、球体関節人形のように関節で分断された
パーツで構成されており、手足の末端と目の周りのみ
に血が通っているかのような彩色が施されている。そ

作品	
 20	
  『片脚で立つ森田かずよの肖像』	
 	
 

の様は、リアルな造形に反し人間とはおおよそかけ離

出典：ときの忘れもの	
 

れた聖なる存在感を放っていた。さらに、その神格化された障害者像の足下に供えられた使用感
の残る義足は、非現実と現実、あるいは森田像(障害者)と鑑賞者(健常者)との境界線を明確にする
かのごとく、長い一本の線として横たわり、森田像をさらに神々しいものに仕立て上げる。
	
  著者は、井桁との会話から、そもそもこの芸術が、障害者問題を社会へ広く位置づける目的で
制作された作品ではないと理解している。しかし、見世物としての「裸の女性障害者像」のよう
な興味本位の対象として森田像が扱われるのを避けるために纏わせた崇高な精神性は、障害者を
社会から切り離し、福助や七福神 21)のような、かつての神格化された障害者像を連想させ、や
やもすれば鑑賞者に「宗教・寓話的理解の対象」としての偏った障害観を植え付ける恐れを秘め
ている。
	
  一方、イギリスの芸術家マーク・クイン(1964-)による彫刻作品『アリソン・ラッパー・プレグ
ナント』(2005) (作品 21)は、2012 年ロンドン・パラリンピック開会式にそのレプリカが登場し、
障害者のイコン的存在となったことでも記憶に新しい。彫刻のモデルとなったアリソン・ラッパ
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ーは、サリドマイド薬害被害者であり、クインは同世
代の芸術家であるラッパーの妊娠したヌード姿を約
10 ヶ月の制作期間をかけ 3.6 メートルの巨大な大理石
像として、2005 年から 2007 年ロンドンのトラファル
ガー・スクエアにて発表した。
	
  ラッパーは妊娠中に、いわゆる「障害者の性へのタ
ブー意識」や「子育て問題から生じる女性障害者特有
の差別」を多分に感じていた。さらに、生まれてくる
子供も障害児ではないかと周囲から案じられ、以前に
も増して偏見を感じるようになったと述べている。
(BBC NEWS,2004)障害者差別は女性差別と結びつけ
られる場合が少なくない。クインは、女性障害者が最
も差別を感じる妊娠期の象徴的な身体を、包み隠さず
政治演説が頻繁に行われるロンドンの中心地に据える
ことで、障害者問題を歴史的・政治的コンテキストに
作品	
 21	
  『アリソン・ラッパー・プレグナント』	
 	
 

乗せようとしたのである。空も建物もグレーに染まる

出典：Knight	
 

ロンドンに、どっしりとそびえ立つ真っ白なラッパー
像からは、差別社会に立ち向かう凛とした人間性と逞
しくも優しい母性を感じた。
	
  クインは、この他にも『ジェイミー・ガレスピー』
(1999)、
『ピーター・ハル』(1999)、
『ヘレン・スミス』
(2000)、『キャサリン・ロング』(2000)、『スチュアー
ト・ペン』(2000)(作品 22)などの身体的特徴のある人々
をモデルにした等身大の大理石彫刻を多く発表してい
る。これらの作品を鑑賞する際、ミロのビーナスに象
徴される手足を欠損したギリシャ・ローマ彫刻の美的
価値観という色眼鏡をかけてしまいがちであるが、鑑
賞者は目の前の美しい大理石像が「究極の肉体美」か
らの欠損ではなく、身体的特徴に焦点を当てられた「障
害者のありのままの姿」であることに気付く。これら
の芸術は、
「障害の医学モデル」からの単なる機能障害
の可視化とは一線を画し、差別の原因行為である「比
較」にトリックを仕掛け、理想美の概念に障害者のフ

作品	
 22	
  『スチュアート・ペン』	
 	
 

ォルムを重ねることで、文化的美の基準だけに留まら

出典：Quinn	
 

ず医学規範によって統制された健康至上主義や優生思
想による「美の基準」により無意識的・常識的に行わ

れている差別の事実を鑑賞者に自覚させ、今日の障害定義に対する強い抵抗を示している。クイ
ンの彫刻は、現社会の障害定義に大きく揺さぶりをかけ、障害者問題への再考を促す極めて重要
な役割を果たしていると言える。
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  この他に、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術
と位置づけられる作品を紹介したい。
	
  2002 年に文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞
を受賞した佐藤秀峰(1973-)による医療を題材とした
漫画『ブラックジャックによろしく』(2002-2006・講
談社)は、永禄大学病院に勤務する研修医・斉藤英二郎
の成長を通して、現代医療における問題や矛盾、それ
をめぐる人間模様を描いた作品である。また、この作
品は、2003 年に TBS 系列にてテレビドラマ化され、
大きな反響を呼んだ。
	
  第３巻から第 4 巻(作品 23-1)は、「ベビーER 編①・
②」として、新生児集中治療室 (NICU)で起こる物語
が以下のように展開されている。精子減少症である田
辺秀勝と妻の佳子夫婦は、長年続けてきた不妊治療の
末に双子を授かった。しかし、早産であったため、双
子は未熟児として保育器に入ることとなる。小さいな
がら懸命に生きる我が子に、佳子には徐々に母性が芽

作品	
 23-1	
 『ブラックジャックによろしく』	
 (部分)	
 

生えてくる。一方、秀勝は、期待していた赤ん坊とは

出典：斉藤,2003,上 p.30-31 下 p.130-131	
 

異なる姿の双子を受け入れることができないでいた。
さらに、双子の弟がダウン症候群であることが判明し、
合併症である腸閉塞の手術の必要性が明らかになる。
斉藤の指導医である高砂は、手術同意書へのサインを
拒否し続ける秀勝に対し説得を試みるが、秀勝は聞く
耳を持たない。そんな中、双子の兄がダウン症候群の
弟へ命を託すように天に召された。主人公の斉藤は、
弟を助けたい一心で、田辺夫婦の親権剥奪を計画し、
手術を実行しようと行動に起こす。また、高砂も同意
書が得られないまま手術の指示を出した。手術が無事
に済んだところに、秀勝と別れシングルマザーとなる
覚悟を決めた佳子が現れ、手術を依頼する。そして、
数日後、ダウン症候群の子供の父となる決心を固めた
秀勝も NICU に現れるというストーリーである。
	
  この作品は、子供が欲しくてもできない夫婦が感じ
る重圧や差別、精神的・体力的苦労を伴う不妊治療の
実態、不妊治療で努力をした夫婦が抱き易い「パーフ

作品	
 23-2	
 『ブラックジャックによろしく』	
 (部分)	
 

ェクトベビー願望(身体的に異常がない健康で頭の良

出典：斉藤,2005,上：第 11 巻 p.144-145 下：第 12

い子供が欲しいという願望)」、障害のある我が子を受

巻 p.78-79	
 

け入れる際の葛藤、社会における障害者への偏見、障害について考え続けることの重要性、命の
重さなどが繊細に表現されており、高齢出産や不妊治療が取り沙汰されている現社会において、
非常に重要な問題提起がなされている。さらに、父親が、我が子を愛しいと思う気持ちと、我が
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子の障害を受け入れられずに世間に子供の存在を隠す葛藤や矛盾は、著者がこれまで出会ったダ
ウン症候群の子供を持つ父親と重なる部分がある。
	
  また、同シリーズ中、第 9 巻から第 13 巻は、
「精神科編①・②・③・④・⑤」(作品 23-2)とし
て、精神障害者に対する医療の実態、差別、報道のあり方が描かれている。
	
  勤務先において窃盗の疑いをかけられ統合失調症となった小沢は、退院直前に起こった小学校
での児童殺傷事件について、
「容疑者は精神病歴のある者だ」というマスコミの報道により「精神
障害者は危ない」という偏見にさらされていた。これにより、小沢は、自立への意欲をそがれる
ばかりか、社会の中に居場所を見つけることができず自殺を図る。この作品には、精神障害者の
自立、家族のあり方、安易な報道が生む精神障害者への偏見や差別など、これまであまり芸術作
品で取り上げられなかった障害者の生きづらさについて生々しく表現されている。
	
  佐藤の漫画は、医療という切り口にも関わらず、障害者を単なる生物学的な対象とせず、生き
づらさを抱える障害当事者を取り巻く家族や現社会の歪んだ倫理に鋭いメスを入れる意欲的な試
みがなされており、障害者問題における優生思想や障害概念への問い直しを促す極めて価値ある
芸術であると言える。
	
  次に、具体的な活動を芸術に昇華させた 2 名の芸術
家の作品について検証したい。
	
  折元立身(1946-)は、キリスト教において肉の象徴と
されるパンを顔に巻き付け、街行く人とコミュニケー
ションを図る「パン人間」のパフォーマンスで世界的
に著名な芸術家である。折元は、ビデオ・アートの先
駆者であるナムジュン・パイクの助手を勤め、フルク
サスに参加しパフォーマンス活動を行ってきた経歴を
持つ。ここでは、折元の母親、男代(おだい)との生活
の中から生み出された作品『アートママ』シリーズ
(1966-)を取り上げたい。
	
  鬱病を発症しアルツハイマー病となった男代は、薬
の副作用で耳が聞こえづらく、足は静脈血栓により歩
行が難しい。折元にとって男代は、貧しいながらも懸
作品	
 24	
  『アートママ(小さな母と大きな靴)』	
 

命に働き、芸術家としての自分を支えてくれた大切な

出典：折元,2003 ,口絵 p.1	
 

存在である。折元は、男代への介護は恩返しであり、

自分なりの方法で明るくやるしかない(折元,2003,p.31)と語り、男代への愛情に満ちた介護や、病
気の進行を和らげるための行為をアート・パフォーマンスと位置づけ、それらを記録した映像や
写真を『アートママ』シリーズとして芸術へと昇華させた。また、折元は、スタジオでの制作活
動だけがアートなのではなく、男代の世話をすることは、自分自身にとっての勉強であり、アー
トであると述べている。(折元,2003,p.44)つまり、折元にとって、介護をする日常それ自体が芸術
なのである。
	
  これまで男代が関わった代表的な作品には、背の低い男代に折元が制作した大きな靴を履かせ
た『アートママ(小さな母と大きな靴)』(1995) (作品 24)や、折元の代表作『パン人間』とのコラ
ボレーションから生まれた『パフォーマンス：パン人間の息子とアルツハイマーの母』(1996) (作
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品 25)があげられる。また、ベートーベンの交響曲『運
命』に合わせ、男代の頭部を激しくマッサージする『ベ
ートーベン・ママ』(2012)や、お面を被った折元がプ
レスリーの楽曲に合わせ男代の排泄介助をする『プレ
スリーのオムツ替え』(2013)、指揮者のように正装し
た折元が男代の食事介助をする『モーツァルト・ママ・
ディナー』(2013)などの映像作品はどれも、折元と男
代の暮らす自宅にて撮影され、日々の生活介護の中か
ら生まれた表現である。
	
  『アートママ』シリーズは、男代のプライベートな
生活を世間に晒すため、折元は母親に対し申し訳なく
思う気持ちがあるという(折元,2003,p.35)。一方で、芸
術家としての息子の成功を願い、楽しみながら協力す
る男代がおり、その気持ちに感謝する折元がいる。こ
のような 2 人の思いやりに満ちた相互関係もまたこの

作品	
 25	
  『パフォーマンス：パン人間の息子とア

芸術を魅力的にしている。

ルツハイマーの母』	
 

	
  折元は、
『アートママ』シリーズの他に、障害者や施

出典：折元,2003,口絵 p.3	
 

設で生活する高齢者とのコミュニケーションの中からコラボレーションとしての作品を発表して
おり、彼らの魅力について以下のように語っている。
	
  [アルツハイマーの人たちは、]ぼくたちの気づかないことを発見したりする。人間の
美しさというのは、案外そうなったときに発見出来るものだ。そうなったほうがきれい
に見える。きれいに見えるというのはおかしいかもしれないけど、そういう人たちは、
ふだんの生活では人間性を失ってしまっていることが多いんだけど、人が生きているっ
ていうことはああいうことなのか、というような魅力を感じる。精神的な障害の人や身
体障害の人には、ふつうの人にはない魅力があって、その魅力に人間の根源的なものを
感じている。そういうこともまた、ぼくのアートに取り入れたいと思っている。(折元,
2003,p.92[ ]内著者)
	
  このように、折本の眼差しは、高齢者や障害者の「できない」に向けられているのではなく、
彼らのエンパワーメントから湧き上がる人間的な魅力へ向けられている。そのため、一見ユーモ
アに感じる作品の根底には、対象者に対する折本の深い愛情や尊敬の念が基礎を成しているので
ある。折元にとって、芸術とはコミュニケーションであり、作品の主題となる対象者との精神的
距離が近い。
	
  男代の生活介護から生み出された三部作『ベートーベン・ママ』
・
『プレスリーのオムツ替え』・
『モーツァルト・ママ・ディナー』は、高齢者の介護における決してきれいごとでは済まされな
い日常の営みや苦労も包み隠さず表現されている。さらに、映像作品『車いすのストレス』(2012)
では、在宅介護により溜まったストレスを発散するかのように、男代に見立てた大量のパンの固
まりを車いすに乗せて散歩し、車いすごと鉄道の高架下にぶつけ発狂するパフォーマンスも記録
されている。
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  折元は、高齢化社会や障害者差別をめぐる広域的な問題を政治的に批判する手法を取らず、日
常を生きる人間のありのままの姿に焦点を当て、対象者との深い関係性に裏付けられた温かく人
間味溢れる表現を得意としている。そして、高齢者や障害者は自分たちとは無関係ではなく、共
生する美しく尊い存在であることを日々の営みを通して伝えているのである。折元の愛情深く飾
らない表現スタイルは、暗く重たくなりがちな高齢者や障害者の問題を明るく軽快な口当たりに
し、鑑賞者を登場人物と折元の関係性に宿る人間的な魅力に酔わせてしまう。折元の活動は、障
害者や高齢者に宿る人間の真の美しさを引き出すことにより、障害者や高齢者との間に引かれる
境界線を消滅させる極めて独自性の強い芸術であると言える。
	
  最後に、社会問題と芸術を繋げた活動を
精力的に続けるベトナム人芸術家のディ
ン・Q・レ(1968-)の活動を検証したい。レ
は、2015 年に森美術館で行われた個展『デ
ィン・Q・レ展 明日への記憶』(2015 年 7
月 25 日-10 月 12 日)において、『傷ついた
遺伝子』(1988)(作品 26)を発表している。
	
  この作品は、ベトナム戦争中、アメリカ
軍が散布した枯れ葉剤や除草剤の影響によ
る深刻な健康被害について警鐘を鳴らす目
的で制作された。ベトナムにおける 5 歳以
上の障害者数は、人口の 7.8％と多く、障
害原因は、先天性(35.8％)、病気(32.34％)
に続き、戦争が 25.56％となっており(アジ
ア途上国障害情報センター)、枯れ葉剤や除
草剤による後遺症は深刻な問題となってい
る。レは、ホーチミンの市場に店を出し、
作品	
 26	
  『傷ついた遺伝子』	
 	
 

結合性双生児の人形やそれを象徴的に表し

出典：森美術館,2015,p.47(上)	
 p.45(右下)	
 p.46(左下)

た服を販売するプロジェクトを実行した。

	
  個展のカタログには、
「母親になるはずだった女性たちは流産や死産の苦痛を経験するばかりか、
健康な子供をもてないという自らの不全感を伴うこともある。レはこの厳しい現実を直視し、障
害のある子供たちから恥辱の刻印を一掃すべく、結合性双生児の人形や玩具を作ることによって、
あえて話題とすることを促している(ファーミン,2015,p.143)」と解説されている。
	
  また、蓮の花や葉の上に乗る人形(作品 26 上)がとるポーズは、蓮台上の仏像を連想させ、その
手はまるで印相を結んでいるかのようである。レは、生物学的に独特の体型を持つ子供の人形が
戦争の負のアイコンとして「怖いもの見たさの欲求の裏返し(ファーミン,2015,p.143)」に陥るこ
とを避けるため、
「結合性双生児のシンボルとして、仏教寺院にみられる多数の手足を持つ菩薩像
との関連性を指摘している(ファーミン,2015,p.143)」。つまり、戦争による犠牲者となりながらも
人類にとって重要な社会問題への再考を促す結合性双生児の姿を、見返りを求めずとも人々に救
いの手を差し伸べる菩薩に重ねているのである。この芸術は、
「宗教・寓話的理解の対象」として
の偏った障害観を植え付ける危険性を孕んでいるが、戦争が原因で産まれた障害児が促す問い直
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しとして強い説得力持ち、唯一無二の価値を有する作品である。
	
  レが行ったプロジェクトは、
「戦争が障害者をつくった」と唱えることにより、戦争や環境汚染
による健康被害や、農作物を輸入に依存するベトナムの経済状況を再考する大変有益な芸術作品
である。また、それと同時に、ベトナム戦争により不本意にも「恥辱の刻印(ファーミ
ン,2015,p.143)」を押された障害児・者に、現社会を間違いから救済する可能性と価値を見出し、
彼らの姿を可視化することにより、障害者問題を引き起こした深刻な社会問題の再考を促してい
るのである。レの活動は、障害者を単なる戦争の犠牲者とせず、障害者のエンパワーメントを社
会へ広く位置づける極めて価値ある芸術であると言える。
	
  障害者問題を社会へ広く位置づける芸術は、今日の偏った障害定義や健常者の価値観で構成さ
れた社会規範を問い直す目的において、
「障害の社会モデル」的立場に立ち、不可視化された障害
者問題を率先的にデモンストレーションする。そして、人々へ多元的な視点を与え、ボイスの作
品同様《「自己規定」から理想的な社会のあり方を考える》行為に人々を導く役割を果たすのであ
る。さらに、障害者問題への再考を促すことは、人間としてのあり方を問う役割も担っているの
である。つまりこの芸術は、障害当事者へ向けた福祉政策やこれまで限定的に行われてきた「障
、、、、、、、、、、、
害者と芸術」の関係性とは一線を画し、現社会全体を巻き込む「マクロ的障害者問題改革」とな
るのである。
	
  現在、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術の数は限られており、その内容も視覚的依存度
の高い芸術という媒体であることから、見た目に障害が認識できる身体障害者の抱える問題に主
題が偏る傾向がある。しかし、芸術家が成し得なければならないのは、単なる障害者の可視化で
はなく、障害者問題を社会へ広く位置づけ、これまでの社会規範に対する再考へと人々を導くこ
とである。したがって、一般的認知度が低く差別として捉えにくい差別や、障害当事者でしか経
験することのできない特殊で複雑なジレンマであればある程、芸術の内在的主題としてふさわし
い障害者問題だと言える。この主題を扱う芸術家は、障害当事者の経験が真に反映されるよう障
害者の声に誠実に耳を傾け、障害に関する知識を深めることを障害当事者と社会に対する責任と
しなければならない。
	
  本節では、障害者を表現の中に取り入れた現代の芸術作品を検証しながら、障害者問題を社会
へ広く位置づける芸術の定義と条件、そしてその価値を示した。ここで取り上げた作品は、著者
の目指す障害者問題を社会へ広く位置づける芸術であるか否かという視点で検証したに過ぎず、
作品の価値や優劣を示したものではない。また、芸術における微妙な表現や第三者による作品解
説により、作品の内在的主題に対する多義的な解釈が一人歩きすることは承知している。しかし、
芸術とはその内在的主題の解釈を鑑賞者に委ねるものであり、障害者を安易に作品の中に取り入
れることは、芸術家の意図の及ばないところで、障害者を否定的・差別的に捉えるイデオロギー
と化す危険性を孕んでいることを忘れてはならない。
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4.2. 芸術による障害者問題喚起の有利性

4.2.1. 太陽なる芸術
	
  日本における障害者差別に関する取り組みは、主に法の整備によってなされてきた。法による
差別規制は、社会と人間にどのような差別抑制効果があるのだろうか。本項では、日本における
障害者差別を規制する法律を整理した上で、芸術による障害者問題改革と法による障害者差別規
制の決定的な違いを明らかにし、芸術による障害者問題喚起の有利性を示す。
	
  障害者に関する法律や制度について最も基本的な考え方を示す「障害者基本法(昭和 45 年法律
第 84 号)」第 1 章 第 4 条 差別の禁止には、以下のように明記されている。
1.

《障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止》
何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利
益を侵害する行為をしてはならない。

2.

《社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止》
社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その
実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に
違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がさ
れなければならない。

3.

《国による啓発・知識の普及をはかるための取り組み》
国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図
るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供
を行うものとする。
(内閣府 a)

	
  また、
「障害者基本法」の基本理念に基づき、差別抑制に関する法整備や具体的な計画が以下の
ようになされている。
・	
  「障害者基本計画(第 3 次)」(2013 年-2017 年)
	
  「障害者基本計画(第 3 次)」とは、障害者基本法第 11 条第 1 項に基づき、障害者の自
立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定さ
れ、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として位置づけられている
(内閣府 e)。「障害者基本計画(第 3 次)」は、2013 年から 2017 年までの概ね 5 年間を対
象期間としており、1982 年から 1992 年の「障害者対策に関する長期計画」と、1993
年から 2002 年の「障害者対策に関する新長期計画」を踏まえた障害者施策に関する長
期計画である。この計画は、共生社会の実現に向け、障害者が自らの能力を最大限発揮
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し自己実現できるよう支援すると共に、障害者の活動を制限する社会的な障壁を除去す
るため、政府が取り組むべき課題と位置づけられている。障害者基本法第 3 条 地域社
会における共生等・第 4 条 差別の禁止・第 5 条 国際的協調の基本原則に基づき、福祉・
医療などのサービスの充実、インクルーシブ教育の推進、文化芸術活動やスポーツの振
興、国際協力など 10 分野への施策を打ち出し、障害者の自立及び社会参加への支援を
総合的かつ計画的に実施するとしている。また、第 3 次計画における新分野として、差
別の解消及び権利擁護の推進が設けられ、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止
など、障害を理由とする差別の解消と権利擁護の推進を目指している。(内閣府 e)平成
25 年度における差別の解消及び権利擁護の推進状況は、内閣府が、「障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」について障害者政策委員会委員や
障害者団体などの関係者からのヒヤリング、障害者差別解消のための啓発活動、地域協
議会の設置やその運営暫定指針の取りまとめを行っている。また、厚生労働省は、雇用
分野における取り組みとして、同年 9 月より「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・
合理的配慮の提供の指針のあり方に関する研究会」を 9 度開催している。(内閣府 f)
・	
  「障害者権利条約」(2014 年批准)
	
  2006 年に国際連合総会において障害者の権利実現のための「障害者の権利に関する条
約(障害者権利条約)」が採択された。
「障害者権利条約」は、障害者の人権や基本的自由
の享有を確保し、障害者固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現するた
めの措置等を規定している。その内容は、①一般原則(障害者の尊厳、自律及び自立の尊
重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等)、②一般義務(合理的配慮の実
施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる
人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進すること等)、③障害者の
権利実現のための措置(身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育、
労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現に
ついては漸進的に達成することを許容。)、④条約の実施のための仕組み(条約の実施及
び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委員会における各締約国か
らの報告の検討。)となっている。日本は、2007 年に署名した後、条約批准に向けた国
内の取り組みとして 2011 年に「障害者基本法」を改正し、それまでの障害者の定義に
発達障害者とその他心身機能の障害を加え、障害者を包括的に捉えた共通理念を示した。
また、2011 年に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (障
害者虐待防止法)」(2012 年施行)、2012 年に「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)」(2013 年施行)、2013 年に「障害者差別解消
法」(2016 年施行)を制定し、国内の法制度の整備を行った。そして、日本は、2014 年
に批准書を国際連合事務総長に寄託し、140 番目の締約国となった。(外務省)
・	
  「障害者雇用促進法」(2006 年身体・知的・精神障害者対象)
	
  1960 年に「身体障害者雇用促進法」が制定され、1987 年には知的障害者も法の適用
対象となり「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に改正された。
さらに、2006 年には精神障害者(精神障害者保健福祉手帳保持者)も適応対象となり、障
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害者の雇用促進のための措置や職業リハビリテーションの措置等を通じ、障害者の職業
の安定を図ることを目的に改正を繰り返しながら整えられた。事業主に対し、障害者雇
用率に相当する人数の障害者雇用を義務づけ、実雇用率における納付金制度を採用して
いる。また、障害者の職業生活を支援するために、ハローワーク、地域障害者職業セン
ター、障害者就業・自立支援センターにおいて職業リハビリテーションを行っている。
(厚生労働省 e)さらに、事業主には、障害者雇用における差別の禁止及び、障害者が職場
で働くにあたって合理的配慮の提供を義務づけている(厚生労働省 f)。
・	
  「障害者虐待防止法」(2012 年施行)
	
  2011 年に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (障害者
虐待防止法)(平成 23 年法律第 79 号)」が成立した。「障害者虐待防止法」は、障害者に
対する虐待が障害者の尊厳を害することから、自立及び社会参加にとって虐待を防止す
ることが極めて重要であるとし、擁護者・障害者福祉施設従事者等・使用者(雇用者)に
よる①身体的虐待・②ネグレクト・③心理的虐待・④性的虐待・⑤経済的虐待を防止す
る規定を設けた。尚、この法律の大きな目的のひとつとして、養護者に向けた支援があ
げられる。虐待が障害者の自立を阻害するものとしての認識を高め、虐待の原因の除去
や防止を目的とし、養護者への相談支援やレスパイトを想定した居室の確保なども規定
に盛り込まれた。さらに、虐待の通報および窓口として、「市町村障害者虐待防止セン
ター」や「都道府県障害者権利養護センター」の設置が定められた。(厚生労働省 g)
・	
  「障害者差別解消法」(2016 年施行)
	
  2013 年に制定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法
律第 65 号)(障害者差別解消法)」とは、差別を解消するための具体的な措置として、国・
地方公共団体・民間事業者を対象に、差別的取扱いの禁止や合理的配慮不提供の禁止を
法的義務、または努力義務(民間事業者の合理的配慮)と定め、実効性の確保を図る政府
の取り組みである。また、差別を解消するための支援措置として、紛争解決・相談、地
域における連携、啓発活動、情報収集等を行うことを基本方針として閣議決定されてい
る。(内閣府 g)
	
  これらの障害者差別に関する法律は、1990 年にアメリカにおいて制定された「障害をもつアメ
リカ人法(Americans with disabilities Act : ADA 法)」に代表される障害者に対する差別禁止が明
文化された法律が欧米各国において次々と成立したことに端を発する。日本は、この世界動向を
受け、自民党と民主党の二大政党体制における与党案と野党案の修正協議を経て、2004 年に「障
害者基本法」が改正され、基本理念に障害者差別禁止を掲げ、都道府県と市町村に対しても障害
者計画の策定を義務づけた。しかし、ADA 法に明記されたような処罰規定などの具体的な政策は
なく、極めて実効性の低い理念法に留まり、実際の障害者差別に関する規定は、
「障害者差別解消
法」まで待たなければならなかった。さらに、
「障害者権利条約」の批准に向けた国内法の整備の
一環である「障害者虐待防止法」(2011 年制定)や「障害者差別解消法」(2013 年制定)などの差別
政策は、ここ数年間のうちに制定された法律であり、「障害者差別解消法」の施行に至っては、
2016 年 4 月 1 日からと未だ法の効力が及んでいない状況である。
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  このような法による理念や具体的な政策は、社会における秩序を整える規範的役割を果たす。
しかし、言い換えれば、国はこれらの強制的な取り締まりや対策がなければ、障害者は差別の対
象となるという社会常識が根底に存在すると考えているのである。さて、これらの障害者差別規
制は、差別の解消に本当に効果があるのだろうか。
	
  今日、ほとんど全ての人間が、障害者を差別することは良くないと認識しているにも関わらず、
差別はその形態を変化させ一向に消滅しない。今日の差別はあからさまな形態を取らず、その姿
を「善」の裏へ潜めているため、法規制の網からすり抜け、差別をする側・される側とも無自覚
な差別が横行している。社会という個が埋もれる集団に向けた禁圧的な規制は、かえって社会の
構成員である一人ひとりの責任を放棄させ、集団の代表者が障害者問題への「建前の扉」を開く
までにしか至らない。
	
  イソップ寓話の『北風と太陽』という物語は、人に変化を要求する際、北風のように力任せで
旅人の上着を脱がすような厳罰的な強制よりも、太陽のように寛大な態度により、人を主体的な
行動へと導く方が賢明であるという教訓を示す物語として知られている。社会というのは、人で
構成されている。差別とは、人間の心の中にある偏見が顕在化されたものであり、人の心の外側
から障害者に対する差別禁止を強いたところで、所詮北風としての役割しかない。これらの差別
規制は、既に社会に顕在化する差別に対しての取り締まりは可能でも、差別する人の心を差別し
ない心へ変化させる力は有していない。
	
  視覚障害者が誤って駅のホームから転落し、電車と接触する痛ましい事故が後を絶たないのは、
障害者が安全に利用できる駅の環境整備が進んでいないことにひとつの原因があることは間違い
ない。健常者の合理主義に基づき作られた施設を誰もが使い易いデザインに改善し、物理的障壁
を取り除くことは大切である。しかし、側を歩く視覚障害者を見守り、安全に配慮する心をごく
当たり前に持つ人が多ければ、未然に防げた事故も多いのではないだろうか。人の心のあり方を
なおざりにし、ホームドアという合理的配慮の欠如に事故の責任を押しつけたところで、障害者
の生きづらさの根本原因となる心理的障壁が無くなるわけではない。つまり、
「心の変化」無くし
て、人や物は動かないのである。今日の障害者差別に関する国の取り組みは、雇用や虐待に関す
る施策まで及んでいるものの、差別の存在を前提とした後手の対処法であるため、一時的な抑止
力としての効果に留まり、偏見の発生する心に根本から揺さぶりをかける効果は期待できない。
	
  芸術は太陽となり、今日の不可視化された差別をあぶり出し、差別する心を照らすことで、人
間が持つエンパワーメントを刺激し、主体的に行動を変化へと導く力を有する。障害者差別に関
する取り組みは、差別が社会へ顕在化される前段階の心に働きかけ、人が差別する心を覚知し自
己規定により自らを変化に導くことが重要なのである。

4.2.2. 万人を受け入れる芸術
	
  現社会では障害者と健常者が二極化し、日常生活において健常者が障害者との接触機会を得る
ことが難しくなっている。障害者の生きにくさの根本原因を払拭するには、障害当事者に向けた
取り組みだけではなく、むしろ障害者に無関心な人・差別的な人に対する政策が重要なのではな
いだろうか。障害者に無関心な人とは、思考の優先順位から無意識に障害者を排除してきた「普
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通に差別的な人(三村,2010,p.255)」22)であり、障害者の存在は認識していても無意識的に接触を
避ける「消極的な差別者」である。また、障害者に差別的な人とは、人生のある時点において、
障害者に対してネガティブなイメージを持つ何らかの出来事が複数回起こり、障害者に対する差
別的な態度を形成した「積極的な差別者」と言える。
	
  現社会では、心理的・物理的に障害者と健常者が分離されており、相互に接触機会を持つこと
が容易ではないため、そもそも障害者に対して思考を働かせる機会が乏しく、健常者にとって「差
別が身近な問題として実感がわかない(栗田,2015,p.16)」のは無理もない。不可視化される障害に
ついて、アメリカ障害学の父アーヴィング・ケネス・ゾラは次のように述べる。
	
  車いすや補装具などの「可視化された障害」は、小さい子供の興味や関心を惹き付け
る。子供たちは「どうしてそれを身につけているの？」「触ってもいい？」「夜はそれを
外すの？」など矢継ぎ早に質問をするが、周囲の大人たちから、障害を無視し見て見ぬ
振りをすることを強いられ、タブーに触れてはいけないと教わる。また、障害者を施設
に隔離することにより、人は幼少期から心理的・物理的に社会化される「障害の不可視
化」を常識として生きる。(Zola,1983,p.200,著者訳)
	
  このような環境は、誰もが一人ひとり異なることを認め、共に生きる社会形成を目指す上にお
いて、障害者と健常者の境界線のみをいたずらに浮かび上がらせ、両者の二極化を生む。さらに、
障害者の生活や教育支援においても専門性が求められるため、健常者が障害当事者側へと続く扉
に手を掛けることに、ためらいが生じるのも理解できる。この社会状況は、障害者が疎外される
だけではなく、健常者からも障害者との接触機会を奪うことになり、我関せずの態度を貫く障害
者に無関心な「消極的な差別者」が増え、偽善的で無自覚的な差別が横行するという悪循環を招
く。さらに、
「積極的な差別者」にとっても差別の対象と見なした集団について再考する機会を阻
害され、差別がより深く過激なものになる恐れを孕んでいる。
	
  しかし、このような二極化された社会を形成したのは、他でもない我々人間であり、差別が顕
在化する以前に遡ってやり直すことはできないのである。長年に渡り積み重ねられてきた分離政
策は、健常者の心のバリアを一層厚いものにし、障害者に無関心な人・差別的な人を生み出して
しまった。ゾラの指摘する「障害の不可視化(同書,p.200,著者訳)」により、日常生活において障
害者と接する機会がほとんどない人々は、障害者に関する十分な理解を得られないまま「実態の
ない幻想が増幅していくことで溝がますます広がっていく(栗田,2015,p.141)」。さらに、それが差
別動機に繋がることにより回避的な行動へと発展し、自分とは関係のない別の種類の生き物とし
て、障害者に無視を決め込み隔意を表す。
	
  共生社会を視野に入れた「障害者理解教育」は、このような人々に向けた障害者問題政策とし
て期待されている。障害者理解教育は、
「社会と、障害との関わりを考えることを通して、自らの
社会への関わり方の指針をえること、その過程で、一人の個人としての他者との関わりのあり方、
人間の尊厳、社会的な存在としての個人などについて、学習する機会(真城,2008,p.216)」である
と定義され、今後のインクルーシブ教育システムの構築に向けた取り組みとして重要な課題と位
置づけられている。
	
  「障害者基本法」第 16 条(教育)には、「3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒
と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理
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解を促進しなければならない。(内閣府 a)」と規定されている。また、「共生社会の形成に向けた
インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」における特別支援教育の
推進内容には、
「特別支援教育に関して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が障害の
ある人や子供と共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員としての基礎を作っ
ていくことが重要である。次代を担う子供に対し、学校において、これを率先して進めていくこ
とは、インクルーシブ社会の構築につながる。(文部科学省 c)」とある。
	
  このような政策を基礎とした「障害者理解教育」は、今日、多くの学校・施設・企業などで実
践されており、障害についての正しい理解と、ノーマライゼーション理念やソーシャルインクル
ージョン理念の浸透を促進することが期待できる。また、障害児と健常児との接触経験や相互理
解は、特に健常児と呼ばれる子供の差別する心の形成を未然に防ぐ教育政策として評価できる。
	
  しかし、その実態は、
「『車いすの体験』
『視覚障害者の歩行体験』
『高齢者の施設訪問』
『河川敷
のゴミ拾い』など(中略)形式的な福祉の経験にとどまり、自らの課題として考えを深める(真
城,2008,p.36)」までに至らないケースが多い。これでは、
「障害者は生活するのに大変な人たち」
「介助は簡単ではない」という「障害の医学モデル」からの認識を植え付けるだけであり、
「消極
的・積極的な差別者」が差別する心を問い直すまでの効果は期待できない。
	
  また、学校教育においては、いわゆる「道徳の時間」や「特別活動の時間」、「総合的な学習の
時間」を利用して行われているため、
「特別な学習」として子供たちに認識され、障害者が「特別
な人たち」であると記憶されてしまう(真城,2008,p.80)。さらに「障害者理解教育」の担い手が務
まる教師が少なく、人材育成にも時間がかかる見込みである。今日、
「福祉教育を担当する教師が
中心になり取り組みを進めている(真城,2008,p.81)」が、特定の教師だけが担当するだけでは「特
別な時間に行われる特別な学習(真城,2008,p.79)」の域を超えることはできず、現状ではこの教育
の効果を期待することができない。
	
  一方、芸術による障害者問題喚起には、教育的善導手段に頼らずとも芸術による独自性により
健常者の無意識に差別する心へ「気づき」をもたらすことが可能である。芸術はこれまで閉ざさ
れていた障害当事者世界への扉を開く役割を担い、障害者との接触機会を奪われてきた人々へ、
受動的に障害者問題について再考する機会を与える。芸術は他からの制約や抑圧が及ばない「表
現の自由」のもとに、多数派の秩序と抵触する少数派や、社会的排除の対象とされた当事者によ
って構成されるもうひとつの秩序を、社会と呼ばれる同じ土俵にあげる役割がある。そもそも人
間は、障害者・健常者などのあらゆる属性を越えた所で、同じ人間として分かり合いたいのでは
ないのだろうか。
「消極的・積極的な差別者」が、はからずも芸術家から投げかけられた障害者問
題への思考の一端を享受する貴重な機会を受動的に得る。障害者との接触経験が乏しい人でも、
障害に関する専門家でなくとも、芸術作品であれば堂々と鑑賞し、障害者問題に思考を巡らすこ
とが可能である。つまり、芸術は万人にとって間口が広く、全員が人間と社会の理想的関係性の
追求に参加するための「芸術の社会的効能」を、障害当事者から離れた場所においても有効に発
揮するのである。
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4.2.3. 哲学的思考を鑑賞者に委ねる芸術
	
  芸術は、内在的主題についての哲学的思考を鑑賞者に委ねるという性質がある。芸術家にとっ
て作品とは、主体的なもの(＝作るもの)としてのみでなく、客体的なもの(＝鑑賞されるもの)とし
て認識されている。また芸術は、言葉のように鑑賞者の思考に先立ち、その主題の全てを語るこ
とをしない。そのため芸術の内在的主題や性格は、享受する鑑賞者によってそれぞれ少しずつ異
なった解釈がなされる。芸術は内在的主題の伝達に少しの「沈黙」や「アソビ」を設けることで、
鑑賞者に思考への参与を促し、能動的に《「自己規定」から理想的な社会のあり方を考える》行為
に導く役割を果たしているのである。
	
  鑑賞者は、内在的主題の全てを作品から容易に理解してしまうと、それまでの経験と目の前の
新しい提案を比較検討する機会を放棄し、芸術の前からすぐに立ち去ってしまう。一方、理解す
るのに多大な困難を生じる作品を前にすると、解読を諦め、その時点で芸術の存在意義が失われ
る。メディアに関する理論が再び脚光を浴びているマーシャル・マクルーハンは、様々なメディ
アを「熱いメディアと冷たいメディア」に分類しながら、受容者の参与性について次のように述
べる。
	
  熱いメディアとは単一の感覚を「高精細度」で拡張するメディアのことである。
「高精
細度」とはデータを十分に満たされた状態のことだ。(中略)熱いメディアは受容者によ
って補充ないし補完されるところがあまりない。したがって、熱いメディアは受容者に
よる参与性が低く、冷たいメディアは参与性あるいは補完性が高い。(中略)熱いメディ
アはどれも冷たいメディアより人の参与性を許さない。(マクルーハン,2011,p.23)
つまり芸術は、ヒントを多く蓄えたクイズであり、鑑賞者の参与性を促す冷たいメディアなので
ある。しかし、内在的主題への理解には、鑑賞者のリテラシーや経験により差が生じる。ボイス
は作品の内在的主題伝達を補完するように、言葉も芸術であり(ボイス,1984,p.21)公の場で話しを
することが重要である(同書,1984,p.151)とし、作品やアクションと合わせ積極的にレクチャーや
講演を開き、社会変革に対する自身の考えを共有する場を設けた。
	
  障害者問題を社会へ広く位置づける芸術家は、
「アソビ」の割合が多い高度な表現を提示し、分
かる人だけ分かれば良いという態度ではなく、多様な鑑賞者が誤解なく内在的主題を理解し、能
動的に障害者問題への思考に導くことができるような表現を選択すべきである。また、作品を展
示する際は会場へ出向き、できるだけ多くの鑑賞者と作品に内在化される障害者問題について話
をし、作品表現に対するフィードバックを得るよう努めることが大切である。
	
  本節では、芸術による障害者問題喚起における 3 つの有利生について述べた。障害者問題を社
会へ広く位置づける芸術は、①差別が社会へ顕在化される前に、障害者に無関心・差別的な人々
の心に働きかけ、②受動的に障害者問題に触れ、③能動的にその内在的主題について思考を巡ら
、、、、、、、、、、、
す機会を与える唯一の独立的有利性を持つ「マクロ的障害者問題改革」と位置づけることができ
る。
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註

20) アメリカ映画では、知的障害の父親と娘の親子愛を描いた『アイ・アム・サム』(2001)、知的障害の男性の成長を回想し
た『フォレスト・ガンプ/一期一会』(1994)が有名である。また、事故により頸髄を損傷した大富豪とその介護人となった
貧困層の若者の関係性を描いたフランス映画『最強のふたり』(2011)や、市という名の全盲者の活躍を描いた『座頭市』
(1962 他)、養護学校を舞台に知的障害のある生徒と先生の関係性を描く『学校Ⅱ』(1996)、重度の知的障害と自閉症のあ
る妹千鶴と母親を 1 年間撮影し続けた『ちづる』(2011)などの日本映画も障害者を主題とした映画である。
21) 商売繁盛の守り神として知られる福助は、脳水腫の後遺症による障害児を模したものである。一家の災いを一身に被る障
害児を大切にすることにより、商売繁盛への保障であるという福子思想は、当時、障害児を育てて行くために、その子の
生存を根拠づける論理の必要性からできたものと推察される。また、七福神の恵比寿は『蛙子(ヒルコ)神話』に出てくる流
し棄てられた障害児「ヒルコ」が漂着したものだという信仰があり、福禄寿もその頭のかたちから察するに障害者である
疑いを捨てきれない。(河野,1977,p.46)
22) 三村は、取り立てて差別的ではない、いわば「普通に差別的な人」のとらわれている日常的な意識として差別があり、そ
のルーティン化された意識・行動の中に差別があると指摘する。(三村,2010,p.255)
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5. 障害者問題を社会へ広く位置づける芸術表現

	
  本章では、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術における具体的な表現の方向性
を探る。第 1 節では、今日の差別形態・当事者研究・差別動機を踏まえた上で、障害
者問題を社会へ広く位置づける芸術が内在的主題とすべき障害者問題を示す。第 2 節
では、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術が障害者に無関心な人・差別的な人の
どのような心を揺さぶるべきなのかを導き出し、この芸術を「自己覚知政策」と位置
づける。

5.1. 内在的主題とすべき問題

5.1.1. 不可視化された差別
	
  さて、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術の主題には、どのような障害者問題を抽出すれ
ばよいのだろうか。
「障害者の人権尊重」や「障害者差別の禁止」を具体的な実感がないまま形式
的に芸術に移植するだけでは、既に明文化されている「障害者虐待防止法」や「障害者差別解消
法」などの法律をなぞるだけであり、障害者に無関心な人・差別的な人の心に真に届くとは考え
にくい。そもそも、障害者に無関心な人・差別的な人でも、障害者に対する偏見や差別は望まし
くない、人権は尊重されるべきものだということを、少なくとも建前上は承知しているだろう。
つまり、芸術の内在的主題に、漠然と障害者差別は良くないことだという意図を放り込んでも、
障害者に無関心な人・差別的な人の心を動かし、社会規範にパラダイム・シフトを起こす「芸術
の社会的効能」を期待することはできない。
	
  ここで、今日の差別形態を見返してみたい。栗田は、
「現代の差別は露骨ではっきりとした形で
はなく、曖昧でわかりにくい(栗田,2015,p.17)」と述べている。これを三村の差別形態論にあては
めて考えると、今日の差別は、障害児殺しに代表される「抹殺」、障害者を社会の周縁に追いやる
「隔離」、障害者を何らかの対象から除外する「排除」といった比較的差別として捉え易い「排除
型の差別(三村,2010,p.119)」よりも、障害を治す努力を強制する「抑圧」、精神的・倫理的に障害
者差別を押さえ込もうとする「融和」、障害そのものを無くそうとする「同化」などの健康規範や
能力主義を基礎とした差別とは認識されづらい「抑圧型の差別(三村,2010,p.119)」が多くを占め
ているということになる。つまり、今日の不可視化された「抑圧型の差別(三村,2010,p.119)」は、
障害者に無関心な人・差別的な人には差別として認識されていない可能性が高い。しかし、栗田
が「曖昧でわかりにくい(栗田,2015,p.17)」と指摘するように、
「善」の顔をした「排除型の差別(三
村,2010,p.119)」も未だ多く存在しているのである。
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  今日、高齢出産の増加に伴い、ダウン症候群の子供を妊娠する割合が増加している。横浜市立
大学国際先天性異常モニタリングセンターの分析によれば、ダウン症候群の子供の出生報告数は、
1995 年は 1 万人あたり 6.3 人であったのに対し、2011 年は 13.6 人と倍増している。また、ダウ
ン症候群を理由とした中絶数は、1995 年から 1999 年を基準とすれば、2005 年から 2009 年には、
その数が 1.9 倍に増加した。妊娠を継続した場合に生まれていたとされるダウン症候群児童出生
数の推計は、2011 年では 1 万人あたり 21.8 人であり、それを人口動態統計の新生児出生数にあ
てはめると(調査では実数を出していない)、2011 年の本来のダウン症候群児童出生数は約 2300
人であるはずが、実際の出生数は 1500 人であった。つまり、その差約 800 人の一部が中絶され
たと考えられる。この 15 年間で超音波検査による出生前診断などが広がり、2013 年 4 月には、
妊婦の血液から胎児の染色体異常を調べる新型出生前診断が導入された。胎児の染色体異常が確
定された 56 人のうち 9 割以上が中絶を選んだとされる。(岡崎,2014)
	
  この事実は、今日の医学技術の進歩に頼る人々の優生思想が引き起こした「障害児の大量虐殺
(＝『抹殺』)」と、「生存している障害者の存在否定(＝『排除』)」と捉えることができる。さら
に、
「身内に障害児を授かることは良からぬこと」として障害者問題が家族の問題となり、悲壮な
覚悟で中絶を決断した母親がいることも想像に難くない。
	
  つまり、今日の差別は、
「抑圧型の差別(三村,2010,p.119)」だけに留まらず、社会から見えにく
い「常識化された差別意識(横塚,2010,p.38・杉野,2007,p.231)」としての「排除型の差別(三
村,2010,p.119)」も水面下で横行していることになる。このように、今日の障害者差別はブラッ
クボックス化しているのである。社会規範の偏りを正すには、ブラックボックスを開き、見えな
いものを見えるようにし、聞こえないものを聞こえるようにし、それらを人々の心と思考に届け
ることから始めなければならない。芸術は、このような一般には認識されづらい差別を、より良
い手続きにより、多くの人々に再考を促す役割を担わなければならない。
	
  障害者問題を社会へ広く位置づける芸術家は、一見、
「善い行い」
・
「常識的な慣習」とされる人
間の素行や社会のあらゆる事情から「何故人や社会がそのような態度を取ったのか」を分析し、
その中に身を潜めている根深い個々の障害者問題をあぶり出し芸術に移植しなければならない。

5.1.2. 当事者の声
	
  障害者問題を喚起する芸術家の多くは、健常者が占める。障害当事者ではない健常者に、果た
してこの芸術の担い手が務まるのだろうか。健常者の芸術専門家は、どのような姿勢で芸術の内
在的主題に障害者問題を移植すればよいのだろうか。これについて、障害者の権利を獲得するた
めに当事者が声をあげた障害者運動と、健常者の障害専門家に独占された支援業務における関係
性から考察を試みたい。
	
  1970 年代初め、アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校の学生であった重度の身体障害者
エド・ロバーツが中心となって起こした自立生活運動は、①障害者は施設収容ではなく地域で生
活すべきである、②障害者は治療を受けるべき患者でもないし、保護される子供でも、崇拝され
るべき神でもない、③障害者は援助を管理すべき立場にある、④障害者は障害そのものよりも社
会の偏見の犠牲になっている(中西,2008)などの主張を掲げ、専門家主体ではなく障害当事者のニ
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ーズに即した権利としての支援やサービスの提供、障害者の自尊心と自己決定権の奪還を実現さ
せた。それまで障害者は、あらゆる領域の専門家や環境に従い、自己決定権を侵害され続け、自
立生活の機会を失ってきた。この運動は、瞬く間に全米に広がり、1972 年には「自立支援センタ
ー(Center of Independent Living : CIL)」を発足し、1978 年には、
「リハビリテーション法」23)
が改正されるまでに至り、アメリカで生を受けた自立生活運動は、20 年の歳月をかけ世界中に広
がった(中西他,2014,p.25)。
	
  日本においても 1970 年代に起こった「全国青い芝の会」による脳性麻痺者の権利擁護運動を
皮切りに、1980 年代には、①個人としての障害者が地域で自立生活をする運動と、②サービス事
業体および運動組織としての自立生活センターの 2 つの方向から、障害者の自立生活が展開して
いった(中西他,2014,p.25)。しかし、日本の福祉・医療・教育領域の多くは、未だ専門家による独
占業務の対象となっている。また、行政によるあらゆる政策は、障害者という対象に的を絞った
仕組みづくりを推進してきたため、福祉先進国からは、
「社会福祉事業に膨大な予算を講じている
が、その多くはいかに障害者だけのコミュニティをつくるかに当てられている(白木,2009,p.156)」
と批判の的となっている。
	
  「専門家主義」への対抗として「当事者主義」という言葉がある。「当事者主義」とは、「私が
私の主権者である、私以外のだれも——国家も、家族も、専門家も——私がだれであるか、私の
ニーズが何であるかを代わって決めることを許さない、という立場の表明である(中西
他,2014,p.4)」。つまり、障害者の状態やニーズは、あらゆる専門家よりも当事者自身が一番よく
分かっており、医学・生物学的障害の等級が同じ障害者でも、感じている差別やニーズはそれぞ
れ異なり多種多様なのである。また、近年、医療において広がりを見せる「インフォームド・コ
ンセント」は、
「正しく、十分な説明を受けた上での合意」と訳され、患者の意思に関係なく・患
者の利益のために・患者に代わって意思決定をするという専門家からの一方的なパターナリズム
医療のあり方にメスを入れた。
	
  健常者芸術家が、障害当事者の抱える問題に不勉強なまま、健常者にとってご都合主義的な障
害者像を芸術の内在的主題として採用することは、社会へ偏った障害概念を定着させるどころか、
芸術の専門家から障害当事者へ一方向的で極めて押し付けがましいパターナリズム芸術となる恐
れがある。率直に言えば、第 4 章第 1 節において取り上げた芸術『東京境界線紀行「ななつの大
罪」』のように、障害当事者が主体的に表現に加わり、当事者自ら声を発する表現に勝る芸術は存
在しない。障害当事者ではない健常者芸術家は、自らの限界をわきまえざるを得ない。しかし、
だからこそ、健常者芸術家は、障害者のために障害者問題を喚起しあげているという利他的な行
動に対しての快楽・自己満足・賞賛に陥るのではなく、まず健常者としての無知を自覚し、障害
当事者の声に誠実に耳を傾けなくてはならない。
	
  パターナリズム芸術が障害当事者と社会へ与える危険性についてさらに考察を深めたい。視覚
障害者と聞くと、どんな人物を思い浮かべるだろうか。盲導犬を携え、白杖を持った全盲者と答
える人は少なくないだろう。しかし、実際は視覚障害者の人口における全盲者の割合はほんの一
部にしか過ぎず、そのほとんどは見えているが見えづらい人や、色覚に特性のある人である。そ
れにも関わらず、視覚障害者＝全盲というステレオタイプが定着している。その原因のひとつに
は、映画・ドラマ・小説を中心とした芸術に取り上げられる視覚障害者の設定に偏りがあるため
ではないだろうか。
「共生の理念や人権意識、平等主義的な社会規範が強調される今日の社会にお
いては、[健常者には]明示的にあるいは暗黙に、障害者に対する肯定的・需要的な態度や振る舞

―	
 87 ―	
 

いが要求されている(栗田,2015,p.17[ ]内著者)」ため、機能障害が重い全盲者は、庇護や哀れみの
対象となり鑑賞者の同情を誘い易く、「努力する障害者像」や「愛される障害者像」といった「き
れいごと」として重宝されるのである。他にも、「車いすに乗る障害者は、けなげに頑張ってい
る」「知的障害のある人は、素朴で純粋だ」などの「障害者は皆いい人モデル」や、「リハビリ
で障害を克服する障害者」「障害にめげずにスポーツに打ち込む障害者」などの「障害者は皆努
力家モデル」を作り出す障害者表現の偏りは、社会へステレオタイプを定着させ、障害者に対す
る多くの誤解と役割期待を招くパターナリズム芸術となる。これらの表現は、公共機関による意
識啓発・啓蒙を目的とした芸術利用にも顕著に見ることができる。
	
  著者の知人の視覚障害者は、視野の中で部分的に見えないところや、色や形がぼやけて見える
ところがあり、信号機の存在に気付かず赤信号のまま横断し危険な目に遭うことや、人が急に前
を横切ると避けきれないで衝突する場合がある。しかし近くの文字などは、拡大鏡のついた眼鏡
を使用すれば読むことができる。つまり、生活に多少の支障を来していても、見えているのであ
る。それにも関わらず、公共交通機関を利用する際には全盲を装い、絶対に読書をしないと話す。
それは「視覚障害＝全盲」というステレオタイプ的障害概念が浸透し、弱視という障害に対する
一般の認知度が低いため、視野が狭いという生きにくさが周囲に理解されづらいからだと話して
くれた。例えば電車やバスの乗降の際は、危険が伴うため白杖を使用し慎重に歩を進める。しか
し、その車内で新聞を広げて文字をすらすら目で追ってしまっては、周囲の乗客が期待する視覚
障害者像とはかけ離れているため、
「なんだ、本当は見えているのか」と誤解を受け、冷たい視線
が突き刺さるばかりか、周囲からの見えづらいことへの配慮まで失うという訳だ。つまり知人は、
社会が期待する障害者像に合わせ、障害の程度を過剰に演出するというジレンマを常に抱えて生
きているということになる。また、著者の伯母・梅森も知的障害が軽度であるが故に、いわゆる
「空気が読めない面倒なおばさん」と周囲に誤解され、困難をきたす事態に見舞われたことが多
くあった。このように障害者は、健常者には想像すらできない当事者それぞれの体験に基づく生
の声を持っており、その生きづらさの中にこそ社会へ広く位置づけなければならない障害者問題
が眠っているのである。
	
  しかし、一方で健常者芸術家には、健常者だからこそできることがあるのではないだろうか。
障害者問題を社会へ広く位置づける芸術家の任務は、障害当事者に向けた取り組みよりも、むし
ろ、健常者の心に潜む偏見を解毒することにある。障害者のニーズは、障害当事者でないと分か
らないように、健常者だからこそ知る「健常者特有の心の癖」がある。著者はこう思う。伯母の
存在と芸術のお陰で顕在化こそしていないが、健常者と呼ばれる著者にもきっと障害者を差別す
る心は眠っている。そして、著者の心に身を潜めている偏見は、程度の差はあれ全ての健常者の
心にも同じように存在するだろう。つまり、己の心の癖に向き合うことができれば、差別の特効
薬となる芸術を調合することは難しくないのである。
「善」の顔をした差別や障害者を生きにくく
する無意識的な言動とは何かを自らの心に正直に尋ね芸術に移植することができれば、健常者に
とって新しい気づきになるに違いない。障害者問題を社会へ広く位置づける健常者芸術家は、自
らの心の癖を自覚した上で、社会へ偏ったステレオタイプや、間違った障害観・障害定義を定着
させることなく、障害当事者の声に誠実に耳を傾けた「アドボカシー」とならなければならない。
さらに言えば、協調して運動を起こすことが難しい発達障害者や、知的障害者・重度障害者など
の一見自己決定ができないと思われている障害者にこそ芸術家は寄り添い、声にならないメッセ
ージや意思を解釈し社会に伝えることに芸術の大きな役割がある。
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5.1.3. 障害とは何か・健常とは何か
	
  現在、障害者と呼ばれる人は、日本の人口の約 6%存在する(内閣府 b)。しかし、残りの約 94%
の人間のほとんどは潜在的障害者であり、人生のある時点において障害者となる可能性が高い。
それにも関わらず、多くの潜在的障害者は、「障害」が我が身に顕在化され、「障害者」として
社会の周縁に追いやられるまで、障害者問題に対してあまりにも無関心で無知である。このよう
な人々は、現社会のあらゆる価値観や規範に捕われ、障害とは一体何か・健常とは一体何なのか
を再考する機会を得ないまま、「障害の医学モデル」に基づく障害定義を一方的に障害者と呼ば
れる人々に押し付けている。ルビンの図形を援用した三村の障害定義によれば、「聞こえない」
と「手話ができない」など 2 つのできないという問題の間に「障害」が生まれるとしている。そ
して、本来二者の「境界線」として存在するはずの「障害」は、多くの場合「聞こえない」方に
内自有化され(三村,2010,p.29)「聞こえない」人は障害者という属性を負う。
	
  それでは、「見えること」と「全く見えないこと」の間において、障害者と健常者の「境界線」
はどこにあるのだろうか。前項で取り上げた視覚障害のある知人は、
「裸眼で見えている」が障害
者という属性を持って生きている。一方、近視の著者は、
「分厚い眼鏡をかけてようやく見えてい
る」にも関わらず、障害者という属性を持っていない。公式には、障害者手帳における視覚障害
の障害程度等級表により、その「境界線」は定まっている。等級が最も軽い 6 級には、矯正視力
後(眼鏡やコンタクトレンズ等を着用後)「一眼の視力が 0.02 以下、他眼の視力が 0.6 以下のもの
で、両眼の視力の和が 0.2 を越えるもの」24)(東京都福祉保険局)とある。つまり、視力の矯正を
試みても、一定以上の視力の回復を見込めない人は視覚障害者という属性を着せられる。これが、
障害者と健常者を隔てる現社会における一般的な「境界線」なのである。
	
  昨今の健康ブームにより、人間の健康への欲求は増幅の一途を辿る。最近では、角膜を削るこ
とにより屈折異常を矯正し、視力を取り戻す手術も人気を呼んでいる。眼鏡やコンタクトがない
時代に生を受けていたら、著者も障害者として生きていたのかもしれない。今日、人間は当然の
ごとく科学技術や医学の進歩の恩恵を受け、視力を矯正し障害者である自覚のないまま「障害を
治すこと」により健常者として生きているのである。今後、優生医療が進み、全ての機能障害を
治すことが可能な時代が訪れたとしたら、審美性・機能性とも高い義足を装着し、移動や運動に
何の障壁もなくなった人を、障害者と呼ばなくなる日が訪れるのだろうか。それとも、人間は弱
い者探しを続けるのだろうか。障害を治さ
ない選択をした人はどのような扱いを受け
るのだろうか。そもそも、健常者としての
未来は、障害者として生きるよりも幸せと
言い切れるのだろうか。このように考える
と、障害とは一体何であるのか、健常とは
一体何を指すのか、誰にもその基準は分か
らない。
	
  この問題について、著者の映像作品『健
康規範眼鏡あります。』(2015)25)(作品 27)
を引用し考察を深めていきたい。まず、こ

作品	
 27	
  『健康規範眼鏡あります。』(部分)	
 

の映像作品のあらすじを紹介する。

出典：著者	
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  主人公の青年には、視界の中心部分が見えづらい中心暗転の視野障害がある。白杖をつき点字
ブロックの上を歩く青年は、「健康規範眼鏡あります。」と書かれたのぼりが並ぶ奇妙な眼科とへ
迷い込む。その眼科には、白い大きな眼科医の男がいた。青年は、その眼科で半ば強制的に視力・
色覚検査を受ける。その結果に青年は屈辱を味わい、眼科医は高笑いをする。そして、眼科医か
ら、どんな人間でも健康的な視力が取り戻せる健康規範眼鏡を受け取った。恐る恐る目を開けた
青年は、元いた歩道に戻っていた。そこには、はっきりとした世界が広がり、青年には全てが輝
いて見えた。悦びに浸る青年の前を母親に抱かれた幼女が通り過ぎる。なんと、その幼女は、青
年と同じ健康規範眼鏡をかけていた。青年は驚き、他に自分と同じ眼鏡をかけている人間はいな
いかと周囲を探す。すると、健康規範眼鏡をかけた何人もの老若男女が青年をじろじろ見ながら
通り過ぎ、青年は驚嘆する。青年の頭上から「健常者手帳」と書かれた 1 冊の手帳が降ってきた。
「健常者手帳」には、「健康規範眼鏡の使用時に限り健常者として認める」という旨が明記され、
健康規範人(眼科医)の捺印が押されていた。青年は、その手帳に自分の名前を見る。この「健常
者手帳」は、青年へのスティグマであった。自らの障害を否定し隠し続けながら生きて行かなく
てはならないことを悟った青年は、その場に呆然と立ち尽くした。
「健常者手帳」から目をそらし
た青年の視界に飛び込んできたのは、再び姿を現したのぼり。そしてその向こうには、過去の白
杖をつく青年の姿が浮かび上がる。青年は「健康規範眼鏡」と「健常者手帳」を投げ捨て、過去
の自分との境界線に向かい走り出す。しかし、青年がのぼりをくぐり抜ける前に、横断歩道の信
号が点滅し赤に変わる。
	
  この芸術は、障害を治すことを強制される視覚障害者の青年を通し、障害とは何か・健常とは
何か、また、障害者とは誰か・健常者とは誰を指すのかを問いかけ、今日の健康至上主義や優生
思想による障害を否定的に捉えた「障害の医学モデル」へ一石を投じる作品である。白い大きな
眼科医の男は、今日の医学規範を象徴し、健康規範眼鏡をかけた何人もの老若男女は、
「抑圧型の
差別(三村,2010,p.119)」を受けている自覚のないまま障害を治すことを受け入れる障害者の実状
を表現している。健康規範という言葉から連想されるのはとてもポジティブなイメージであるが、
健康への過剰な執着は、
「消極的な差別者」を無自覚のまま「積極的な差別者」へと変化させ、健
康規範を満たすよう「抑圧型の差別(三村,2010,p.119)」の矛先を障害者に向けるのである。
	
  健常者と呼ばれる人々の中に「標準」と呼ばれる評価基準が存在するとすれば、本来その基準
は多様なはずである。大きな社会の流れや、多数派の価値観にいとも簡単に洗脳される人間は、
社会が決定した「境界線」からはみ出した人々に、障害者という属性を着せることで、健常者と
しての自分に優越感を覚える。しかし、その「境界線」は本当に正しいのだろうか。そもそも、
多様な人々が存在する中で、「境界線」を引くことに意味があるのだろうか。「障害者への眼差し
は、社会の価値観や構造、自分自身のものの見方を反映(栗田,2015,p.160)」する。このような人
類にとって共通の問題を提起する芸術は、障害者問題だけに留まらず人類全体の問題を考える上
で根源的で非常に重要な課題を示す役割がある。
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5.2. 芸術は何を揺さぶるべきか——「自己覚知政策」
	
  今日、あからさまな差別が比較的減少しているという事実は、人々の認識の中に、障害者に対
して差別をすることは、人としての品性を問われ美しくないという倫理規範が擦り込まれ、社会
に差別を抑制する潮流が生まれてきた証である。しかし、一方で「抑圧」・「融和」・「同化」など
の差別だと認識されづらい「抑圧型の差別(三村,2010,p.119)」や、水面下で横行される「排除型
の差別(三村,2010,p.119)」に減少傾向が見られないのは、差別として人間の行動へと顕在化され
る以前の「偏見」が個人レベルで深く根を下ろしていることが原因ではないだろうか。
	
  偏見を抑制しようとする偏見抑制動機には、他者の目に社会的に望ましい自分を印象づけたい
という「外的偏見抑制動機(EMS)」と、偏見は良くないという信念により自らを律する「内的偏
見抑制動機(IMS)」の 2 つの動機付けが知られている(Plant & Devine,1998)。栗田は、障害者に
対する潜在的偏見の度合いと、二者の偏見抑制動機の関連性を調査するための実験を行った 26)。
その結果、内的偏見抑制動機(IMS)が高い被験者は、低い被験者よりも障害者に対する潜在的偏
見が弱く、外的偏見抑制動機(EMS)が高い被験者は、低い被験者よりも障害者に対する潜在的偏
見が強いという傾向が見られた。つまり、潜在的偏見の低下には、内的偏見抑制動機(IMS)が貢
献し、外的偏見抑制動機(EMS)はむしろ逆効果に働くことが導き出された。(栗田,2015,p.31)
	
  この実験結果と今日の差別形態の変遷を関連づけると、あからさまな差別に減少傾向が見られ
るのは、他者から見た客観的な自分が、障害者に対して露骨な差別をするのは望ましい姿ではな
いという「建前」としての外的偏見抑制動機(EMS) が高い人々の増加によるものであり、その結
果、障害者に対する潜在的偏見が強化し、今日の差別形態が一見差別だと認識しづらい不可視化
された差別へ移行したと考えられる。つまり、人間の心は、社会からの強制や規制には閉塞的に
なる傾向があり、自らの意思や自己決定を尊重するような仕組みで成り立っているのである。し
たがって、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術は、
障害者に対し潜在的偏見を持っている人の内的偏見抑
制動機(IMS)に揺さぶりをかけることが重要なのであ
る。つまり、芸術は、障害者に無関心な人・差別的な
人の心に宿る潜在的偏見に刺激を与えることにより猛
省や葛藤を促し、人間としてのあり方に対する再考へ
と導くことが重要なのである。
	
  内的偏見抑制動機(IMS)に揺さぶりをかける芸術と
して、著者のサウンドインスタレーション作品
『 Delayed Echolalia( 遅 延 性 エ コ ラ リ ア ) 』
(2008)27)(作品 28)を引用し具体的な考察を深めたい。
この作品は、障害児・者の遅延性エコラリアと、それ
に遭遇した健常者の反応を表現した作品である。
	
  エコラリアとは、反響言語あるいはオウム返しとも
訳され、自閉症児の特異行動としてレオ・カナーに指
摘されて以来、他者の話した言葉の意味を伴わない反

作品	
 28	
  『Delayed Echolalia』(部分)

復として、その病理性が注目を集めてきた(日本発達心

出典：著者	
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理学会,2010)。エコラリアは、即時性エコラリアと遅延性エコラリアの 2 種類に分けられ、前者
は、モデルの言葉を提示した直後、もしくは短時間後に表出される言語行動である。例えば、関
わり手が、エコラリアの表出が認められる者に「お名前は？」と尋ねると、自分の名前ではなく
「お名前は？」と返答する、まさにオウム返しのような言語行動である。後者は、モデル掲示後
長時間を経過して表出され、作品『Delayed Echolalia』の参考となった言語行動である。例えば、
コンビニエンスストアのドリンク棚に向かい、「セコムしてますか？」「ファイナルアンサー？」
など、テレビや近親者などから耳にした特徴的なフレーズを記憶し、しばらく時間を経過してか
ら発語するという言語行動である。公共空間において、このような遅延性エコラリアに遭遇した
経験がある人も多いのではないだろうか。
	
  著者は、まず日本とイギリスにおいて、自らが遭遇した 4 種類の遅延性エコラリア(以下の A〜
D)について、発語内容・場所・日時・周囲の反応を観察し記録した。そして、それぞれの発語を、
ネオンカラーに塗装した 4 つのトランペットスピーカーから定期的に大音量で流すサウンドイン
スタレーションを制作し、「いつ」「どこ」で「誰」による発語なのかをそれぞれのスピーカー近
くにテキストで表示した。尚、発表場所がスコットランドであったため、全ての発語を英語に翻
訳し、英語を母国語とする健常者にエコラリアを忠実に再現してもらい、その音声を録音したも
のを作品に使用した。
A)

スケベー、スケベー。スケベー、スケベ。
16 歳ですか？あと 2 年早いですよ。
スケベー、スケベー。スケベー、スケベ。
(いつ：2005 年 11 月/どこ：電車内/誰：自閉症の男子児童)

B)

ごめんなさい、本当にごめんなさい。
そんなつもりじゃなかったの。
私が全部悪かったの。ごめんなさい。
でも本当にそんなつもりじゃなかったのよ。
これは私の責任よ。
ごめんなさい、ごめんなさいね。
本当にごめんなさい。
(いつ：2002 年 5 月/どこ：バス車内/誰：知的障害・肢体不自由の女子児童)

C)

ばかばかし。
(いつ：2002 年 6 月/どこ：アトリエ/誰：ダウン症候群の男子児童)

D)

心理学、心理学……心……心理学
僕は心理学を勉強しているんだ。
アイゼンクを知ってる？僕はその本を探しているんだ。
心理学、心理学……心……心理学
(いつ：2007 年 12 月/どこ：本屋/誰：知的障害の男性)
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  発表の際は、これらの遅延性エコラリアが発せられた環境を再現するため、決められた展示空
間以外にもスピーカーを設置した。鑑賞者は、芸術施設の正面エントランスを潜るや否や「時間
の無駄だ」と罵倒される(「ばかばかし。」を英訳する際、実際のエコラリアが発せられた状況を
考慮し「時間の無駄だ」と意訳した) (C)。また、大きなギャラリー内にはコミカルなフレーズが
反響する(A)。カフェでくつろぐ人々は、一方的に謝罪を受ける(B)。静かな階段の踊り場には心
理学についてブツブツ唱える声が響く(D)。
	
  それぞれのフレーズを耳にした鑑賞者の多くは、現在自分の置かれている状況とフレーズの内
容との不一致、あるいは、そのフレーズが持つ語調の面白さに、直ぐに声をあげて笑った。しか
し、しばらくすると、これは一体何のためのフレーズなのか、何を表現したものかという思考に
入り、スピーカーの近くにある小さなキャプションに情報を求める。そして、発語の主を知った
途端、多くの鑑賞者は笑った口を抑え神妙な面持ちになった。実は、これら一連の行動に障害者
への潜在的偏見が隠されているのである。
	
  障害者が発するエコラリアに対し、
「笑ってはいけない」という暗黙の倫理はどこから生まれる
のだろうか。著者が実際に遭遇したこれら 4 つの遅延性エコラリアを取り巻く状況と、展示会場
における鑑賞者の反応は酷似していた。例えば、A のエコラリアを記録した実際の現場での状況
はこうである。電車内にいた乗客たちは皆迷惑そうな面持ちで、扉の前に座り込む数名の男子高
校生たちへ冷たい視線を向けていた。そこに乗車してきた自閉症の男子児童は、突然くるくる回
転しながら男子高校生たちに向け、「スケベー、スケベー。16 歳ですか？あと 2 年早いですよ。」
と遅延性エコラリアを発した。受け手側の男子高校生の年齢を考えれば、非常にユーモラスな状
況であったことは言うまでもない。それにも関わらず、男子高校生たちは、何事もなかったかの
ようにそそくさと車両を移動し、周囲の乗客たちは見て見ぬ振り・聞いて聞こえぬ振りを演じる
ことで無関心を装っていた。
	
  三村が吃音者としての自らの体験に基づき定義した「倫理主義的差別(三村,2010,p.126)」は、
吃音者のみが対象となる差別ではない。障害者の言動に注視してはならないという倫理が、健常
者の間で無意識に存在しているのは事実であり、そこには「倫理主義的差別(三村,2010,p.126)」
が存在するのである。
	
  作品『Delayed Echolalia』は、著者が実際に遭遇した遅延性エコラリアに反応する健常者の振
る舞いから「倫理主義的差別(三村,2010,p.126)」を抽出し、芸術を媒体とした状況再現を試みる
作品である。つまり、スピーカーから聴こえてきたフレーズを純粋に楽しんでいた「笑い」と、
そのフレーズが障害者による発語だと知った後の「倫理的沈黙(三村,2010,p.126)」の相違を鑑賞
者が体験することで、
「何故笑ってはいけないと思ったのか」という問いに鑑賞者を導き、心に潜
む偏見に対する「気づき」をもたらすのである。この「気づき」が、まさに内的偏見抑制動機(IMS)
に揺さぶりをかける効能なのである。
	
  このように、芸術による障害者問題喚起は、障害者に無関心な人・差別的な人の無意識に差別
、、、、、、
する心を揺さぶり、内的偏見抑制動機(IMS)に刺激を与える「自己覚知政策」として非常に効果
的な手段なのである。
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註

23) 「リハビリテーション法」は、職業リハビリテーションプログラムを保証することにより、雇用と個人の生活を支援し、
雇用主を援助するためのアメリカにおける連邦法である。本法において、障害者に関する重要な規定と位置づけられる条
項は、1973 年に成立した第 504 条に、連邦政府機関が実施したプログラム、連邦資金援助を受けたプログラム、連邦での
雇用、連邦政府と契約した者について、障害に基づく排除・差別を禁止するとある。しかし、本条の施行の遅れや、適正
に施行されないことを理由に、全国的な障害者運動が起こった。「リハビリテーション法」の問題点として、適用対象が
連邦公務員や一定額以上の契約を締結した企業などに限定されていた点があげられる。このようなリハビリテーション法
の問題点を踏まえ、障害者団体が、障害者に対する差別禁止法理の適用を一般企業にまで拡張することを求め、1990 年に
「ADA 法」が成立した。この他、「リハビリテーション法」における障害者に関係する条項として、以下があげられる。
第 501 条：連邦機関による積極的差別是正措置、差別禁止。第 503 条：連邦政府の請負及び下請け業者による積極的差別
是正措置、差別禁止。第 508 条：連邦政府が使用する電子・情報技術の開発、維持、調達の要件で、障害者がアクセス可
能な技術要件を定めている。(内閣府 h)
24) これは、万国式視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。
また、「両眼の視力の和」とは、両眼視によって累加された視力の意味ではなく、両眼の視力を別々に測った数値の和の
ことである。(東京都福祉保健局)
25) 『健康規範眼鏡あります。』(2015), 映像 25 分, 発表：2015 年 11 月,『国際交流女性現代美術展「アートの断面 ─A Cross
Section of Art」』, BankArt Studio NYK［日本・神奈川］【出演】主演：仁平広之, 健康規範人：石川展光, 障害を治し
た人：吉田悠莉・森田明・藤田ありさ・長沼光代・三上航平・原田美樹・熊木尋啓, 協力：吉田悠美・熊木梨乃【技術】
撮影・照明・録音：植木誉人, 撮影助手：三上航平, 協力：瀬尾侑之, 企画・制作・監督・構成・編集・美術：SEINO
26) FUMIE(Filtering Unconscious Matching of Implicit Emotions)テスト方法により測定された。FUMIE テストとは、潜在
的態度を測定する方法であり、FUMIE＝踏み絵という語が意味するように、その人の持つ信念や態度を見分けるために用
いられる。このテストでは、複数の単語が縦一列に並べられており、その中にランダムに「障害者」という語が含まれて
いる。回答者は良いことを意味する単語(「正義感」や「有意義」など)については○印を、悪いことを意味する単語(「恐
怖心」や「大災害」など)については×印を制限時間内につける。「障害者」という単語に関しては実験前に○をつけるべ
きか×をつけるべきかを実験者から告げられる。このテストでは、回答者が障害者に対してネガティブなイメージを持っ
ているほど、「『障害者』の語には×をつけよ」と支持された場合の方が「『障害者』の語には○をつけよ」と支持され
た場合よりも印をつけるのが早くなり、相対的により多くの印をつけることができる。この実験には、健常の大学生・大
学院生 140 名(男性 51 名、女性 78 名、無記名 11 名、平均年齢 18.3 歳)が調査に参加した。参加者は、実施者から調査の
説明を受けた後、最初に偏見抑制動機尺度に回答し、自らの内的・外的偏見抑制動機を意識した。その後、潜在的態度を
測定する FUMIE テストを実施した。最後に障害者に対する顕在的態度と接触経験について質問用紙に回答した。その結
果、内的偏見抑制動機が高い者は、低い者よりも障害者に対する潜在的偏見が弱かった。一方、外的偏見抑制動機が高い
ものは、低い者よりも障害者に対する潜在的偏見が強いという傾向が導き出された。(栗田,2015,p.31)
27) 『Delayed Echolalia』(2008), サウンドインスタレーション, スピーカー(4)・MP3 プレーヤー(4)・アンプ(4)・キャプシ
ョン(4), 発表：2008 年 6 月,『MFA Degree Show』, Tramway［イギリス・グラスゴー］
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6. 障害者問題を社会へ広く位置づける芸術家のあり方

	
  本章では、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術を取り巻く様々な問題を分析し、
障害者問題を取り扱う芸術家のあり方を示す。第 1 節では、マーク・クインの作品『ア
リソン・ラッパー・プレグナント』をめぐる賛否両論を検証し、障害者問題を表現主
題とする芸術に対するモラル批判について考察する。第 2 節では、障害学における研
究者の姿勢と責任を踏まえ、ジェイク・アンド・ディノス・チャップマンの作品『昇
華されないリビドーモデルとしての接合子の増殖』を検証し、障害者問題を社会へ広
く位置づける芸術家が、障害当事者・社会の両者に示すべき責任について考察する。
第 3 節では、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術家が、より純粋で効果的な社会
変革を遂行するために欠かせない重要な立ち位置を示す。

6.1. モラル批判と「永久的な会議」
——マーク・クイン『アリソン・ラッパー・プレグナント』からの考察
	
  タブー視されがちな障害者問題を芸術の表現主題として採用する場合、しばしば賛否両論の対
象となる。ロンドンの中心に鎮座した彫刻作品『アリソン・ラッパー・プレグナント』に対し、
障害専門家と芸術専門家の意見が二分した。障害者権利委員会は、
「力強く、人目を引く作品であ
る」と評価し、その最高責任者のボブ・ニーヴェンは、
「ロンドンの中心にある彫刻は、障害に関
する公開討論を高める」と社会的意義を認めた。これに対し、美術評論家は、「醜い作品である」
と酷評。美術雑誌の編集者であるロバート・サイモンは、
「不快である」と批判した。これに対し、
モデルとなったラッパーは、
「この芸術が、障害者論争のプラットフォームとなるための英国論争
を引き起こす事実が嬉しい」と叫んだ。クインは、芸術においてこれまで障害者が過小評価され
ていたとし、
「アリソンの彫刻は女性英雄主義の新しいモデルを象徴とする」と述べている。(BBC
NEWS,2005)
	
  クインの彫刻のように堂々と可視化された障害者像は、17 世紀の科学革命以前に障害者が怪物
とされコレクションの対象となった過去、寓話的・宗教的理解の対象とされた時代(ルロ
ア,2006,p.4)、また、「フリークス」と呼ばれ、サーカスや見世物小屋でエンターテイナーとして
好奇の目にさらされてきた歴史(フィードラー,1992,p.8)を想起させ、健常者は過去に行った自ら
の過ちから「道徳的罪悪感」や「倫理的退化」を感じ、モラル批判の対象とすることにより事な
かれ主義を求める。このような無責任な批判は、尊厳ある障害者と常に社会を俯瞰し真の命題遂
行の任務を授かる芸術家を管制塔から突き落とす。しかし、ボイスが繰り返し唱えるように、単
なる「反感」や「共感」からは社会変革は望めない。
『アリソン・ラッパー・プレグナント』が巻
き起こした批判を含めた英国論争は、ラッパーの述べる「障害者論争のプラットフォーム(BBC

―	
 97 ―	
 

NEWS,2005)」やボイスの述べる「永久的な会議(ボイス,1984,p.20)」として社会に対する価値あ
る抵抗に成功した証であり、芸術家の意図するところである。

6.2. 「表現の自由」の上に位置する「私的責任」と「公的責任」
——ジェイク・アンド・ディノス・チャップマン
『昇華されないリビドーモデルとしての接合子の増殖』からの考察
	
  障害研究には、
「研究の自由」を振りかざし障害と障害者を否定的に捉え、健常者中心の社会に
適応するための永久的なリハビリや、サリドマイド薬害被害者のための動力義手に象徴される障
害者の意思や尊厳を無視した極めて抑圧的な「余計なお世話」を押し付けてきた歴史がある。
	
  障害学とは誰の「学」なのかという議論をめぐり、障害学・福祉学を専門とする倉本智明は、
「障害学とは障害と健常の関係をめぐる政治学と倫理学の総称である」とした上で、
「障害学を担
うのは、障害や健常にかかわる問題を、単なる知的好奇心の対象としてではなく、自分自身の問
題として受けとめ悩む、時に楽しむことのできる人であれば担い手になり得る」とし、健常者の
障害学研究者を認めている(倉本自身は、視覚障害者である)。ただし、
「学問とは自らの視点を明
らかにすることで成り立ち、自分の立ち位置に無自覚な者に障害学は出来ない」と付け加えてい
る。(倉本,2001)
	
  一方、障害者問題を社会へ広く位置づけ
る芸術家は、その多くを健常者が占めてお
り、障害当事者の尊厳や声を無視したパタ
ーナリズム的活動は、かつての障害研究同
様、社会へ誤った障害概念や障害観を浸透
させ、障害者に対する冒涜行為になる危険
性を孕んでいることを忘れてはならない。
	
  芸術家は、障害者問題を可視化する目的
において、時に過激に、時に非合法に、事
実に輪をかけた極端な表現に舵を切ること
がある。これは、人間や社会の間違いを分
かり易く鑑賞者の目の前にあぶり出し、非
難する表現手法のひとつである。しかし、
作品	
 29	
  『昇華されないリビドーモデルとしての接合子の増殖』	
 

その極端な手段は、時に表現される側の尊

出典：Chapman	
 

厳を傷つける恐れがある。

	
  イギリスの現代芸術家、ジェイク・アンド・ディノス・チャップマン(1966-/1962-)による『昇
華されないリビドーモデルとしての接合子の増殖』(1995) (作品 29)は、スニーカーを履く裸の少
女のマネキン群が、その身体を一体化させた彫刻作品である。その群像の中には、結合性双生児
を連想させる少女や、男性器の型をした鼻と肛門のような口を突き出す少女が数体存在する。こ
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の芸術は、児童の性的虐待・性的搾取などの社会不安に対する抵抗と、化学実験や科学技術の発
達における生命倫理に対する警告を示唆している。しかし、障害者という主題に焦点を当てると、
過激な児童の性描写に付加された機能障害のみが強く浮かび上がり、会田の『犬』シリーズ同様、
障害当事者の気持ちに配慮した表現とは言い難い。この芸術は過激性や皮肉性が問題なのではな
く、芸術家が「表現の自由」を振りかざし、障害当事者の苦しみや芸術が社会へ与える影響を考
慮せずに、いたずらに機能障害のみを表現に取り入れる危険性について具体化している。
	
  社会福祉学・障害学を専門とする杉野昭博は、イギリス障害学研究者のトム・シェイクスピア
が示した学術研究における研究者の責任について論じた「関与」としてのコミットメントと、政
治活動における活動家の責任性について論じた「義務」としてのアカウンタビリティを意訳し、
前者を「私的責任」、後者を「公的責任」とした上で、学術研究に求められるのは、「私的責任」
や研究の方法およびプロセスへの手続き責任であるのに対し、障害者運動などの政治活動に求め
られるのは結果責任としての「公的責任」であると述べている(杉野,2007,p.31)。
	
  障害者問題を社会へ広く位置づける芸術家は、障害学・福祉学・社会学の研究者として、また
芸術を媒体とした社会変革を遂行する活動家として、両者の総合的責任能力を保持する必要があ
る。障害者問題を芸術に移植する際、障害当事者への「私的責任」が発生し、芸術が芸術家の手
を離れ社会の中で客体化する際、その社会的影響に対する「公的責任」が発生するのである。し
たがって、
「表現の自由」とは障害当事者ではなく社会に対する権利であり、障害当事者に示す「私
的責任」と社会に示す「公的責任」に由来する自由なのである。障害者問題を社会へ広く位置づ
ける芸術家は、知的好奇心を満たす目的ではなく、自分自身の問題として障害者問題を受けとめ、
責任と自らの立ち位置を厳しく自覚した上で社会変革に取り組まなくてはならない。

6.3. 中立なる芸術家

6.3.1. 「感情」と「思考」からの中立
	
  ボイスは、芸術家のあり方について、プライベートな馬鹿として自分のアウトサイダー的な生
活をそれなりに楽しみ自己満足したいということだけではだめであり(ボイス,1984,p.141)、厄介
な学問からの逃避の先にある楽そうな学問として芸術を見てはならないと注意を促している(同
書,1984,p.146)。言い換えれば、芸術家が制作の愉楽に溺れるのではなく、あらゆる学問領域に
精通し社会の仕組みを学び、芸術の内在的主題に対する客観的思考力を持つことの重要性を説い
ているのである。
	
  さらにボイスは、「思考」は「感情」に上から形式を与え、「感情」は「思考」に色彩や運動を
与える良好な共同関係にある時、
「感情」は初めて単なる「共感」や「反感」から解放され、唯一
の資本である「創造力」になると述べている(同書,1984,p.49)。つまり「感情」と「思考」が尊重
し合い、両者の特性が生かされる時、社会変革的ダイナミズムを顕在化させた抵抗芸術が誕生す
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るのである。
	
  障害者問題を社会へ広く位置づける芸術家は、障害者差別に対する怒りや悲しみ＝「感情」
・社
会変革のための研究や分析＝「思考」のどちらか一方に依存することなく、
「感情」が満ちたら管
制塔に登り、芸術として障害者問題を社会へ出力するために極めて冷静な「思考」により「感情」
を芸術の「創造力」へと変換しなければならない。

6.3.2. 障害者と現社会からの中立
	
  障害者問題を社会へ広く位置づける芸術家は、
「私的責任」において常に障害当事者の味方であ
り、その声に誠実に耳を傾けなければならない。しかし、この芸術の目的は、社会的弱者を社会
的強者に仕立て上げることではない。強者・弱者の区別なく、人間と社会のより良い関係形成の
ために、現社会における障害者問題をより多くの人と共有し、共に考え、その結果を具体的な社
会のあり方へと活かすことに目的がある。したがって、芸術家は、一旦社会に客体化された芸術
について「公的責任」に応じる用意があり、「永久的な会議(同書,1984,p.20)」を歓迎するが、制
作期においては障害者・現社会どちらの天秤皿にも乗らず、管制塔から社会へ俯瞰の眼差しを向
けなければならない。
	
  著者がこの芸術に取り組み始めた当時、モデルを依頼した障害児の母親から芸術表現に対する
強い介入があった。その希望は、内在的主題に則した表現とは異なり、「優しく幸福な障害児像」
を制作して欲しいというものであった。幸せそうな我が子の肖像に目を細める親の気持ちは理解
できる。しかし、著者は、肖像彫刻家や似顔絵師のようにモデルが求める作品を都合良く制作す
る商業芸術家ではない。また、ある企業学芸員から、今後同作品を取り扱うにあたり障害の表現
に配慮するよう細かな指示が入った。著者は、作品と自らの尊厳を守るため二者との縁を切り捨
てざるを得なかった。
	
  この介入を福祉に置き換え考察を深めたい。福祉における「利用者本位」という言葉をめぐり、
その主人公である利用者の要望は絶対であるとして、支援者から労働と尊厳を搾取する事例が少
なくない。支援者は、利用者の家来でも召使いでもなく、利用者と同じ尊厳を持つ人間なのであ
る。本来、当事者主権とは、
「サービスという資源をめぐって、受け手と送り手のあいだの新しい
相互関係を切り開く概念(中西他,2014,p.6)」である。障害者問題を社会へ広く位置づける芸術に
おいて、「サービス資源」は「芸術の社会的効能」、「受け手」は障害当事者と現社会、「送り手」
は芸術家と置き換えることができる。つまり、
「芸術の社会的効能」の送り手である芸術家と、そ
の受け手である障害当事者・現社会との間には、抑圧的な上下関係ではなく、互いの尊厳が尊重
される対等な関係性が築かれるべきである。
	
  芸術が客体化される以前に、障害当事者や現社会が芸術家の自己規定を侵害し、内在的主題へ
の過多な介入や何らかの隷属を強いる行為は、芸術が二者択一のイデオロギーの道具として利用
され、ボイスが否定する現社会への単なる「共感」や「反感」と化し、新しい理想的な社会を創
造するための問題喚起として極めて純度の低い芸術となる。つまり、この芸術は、障害者運動の
延長線上に存在するものでも、現社会の需要に応えるために存在するものでもなく、独立した存
在として「障害の社会モデル」的立場をとることにより、健常者側との距離が近い現社会を、全
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ての人間の中心に置く任務を遂行することに意義がある。そのために、障害者問題を社会へ広く
位置づける芸術家は、一人の人間としての尊厳を保持し、障害者と現社会からの中立を守らなく
てはならない。
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  著者は、
「芸術とは社会変革である」という芸術概念を持つ芸術家として、また知的障害者の伯
母を持つ一人の人間として、これまでの「障害者と芸術」の関係性をめぐる研究領域から飛び出
し、障害者問題を社会へ広く位置づけるための芸術活動を実践しながら、本論においてこの芸術
の社会的意義とそれを担う芸術家のあり方を示した。
	
  全ての人間の心には、自分と異なる属性を持つ者に対する「偏見の種」が存在している。そし
て、その心を自覚していなければ、あらゆる条件が整った時にその種は芽吹き、境界線の向こう
側にいる人間を正当化した差別によって無自覚に切り捨ててしまう。障害者差別について問い直
すことは、この社会の中で人としてどう生きていくべきかについて考えることに等しい。障害者
問題を社会へ広く位置づける芸術は、これまで限定的に行われてきた障害当事者に向けた福祉的
な政策や、社会へ向けた対処療法としての差別規制とは一線を画し、社会に差別が顕在化される
前に、障害者に無関心な人・差別的な人の心に潜む偏見へ直接揺さぶりをかけ、自己覚知へ導き、
「美」的な社会を形成する唯一の独立的有利性を持つ「障害の社会モデルの実践」なのである。
	
  本論の冒頭に、
「本研究は、独特の文化的背景を持つ日本の現社会へ向け、芸術の新たな社会的
価値や可能性を提起する芸術的側面と、芸術の独自性と有利性により、障害者に無関心な人・差
別的な人へ障害者問題を喚起する社会的側面の 2 つの目的を持つ」と記した。しかし、内閣府に
よる「文化に関する世論調査(平成 21 年)」によれば、1 年間に美術館・博物館へ「行かなかった」
と回答した人の割合は、「行った」と回答した人の割合を上回った。さらに、「行った」と回答し
た人の中でも、
「1〜2 回しか行かなかった」と回答した人が最も多い結果となった。(内閣府 i)こ
のような芸術界の閉塞状態は、ソーシャル・アートの領域に留まらず、今日の芸術界全体に及ぶ
非常に大きな課題のひとつである。
「物質主義型芸術」以外の芸術に関心を示さない日本人を対象
に、芸術を媒体とした社会変革を遂行することに無力感を覚えないわけではない。今日の社会状
況を考慮すれば、
「現社会における芸術需要の偏り」
・
「一般社会へ浸透する障害定義」両者のパラ
ダイム・シフトには長期戦を覚悟するしかないのである。
	
  また、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術の担い手の多くは、芸術により直接的な経済利
益を得ておらず、生業を他に求める二重構造の労働を強いられている。著者も芸術活動や研究を
主としながらも、教育や福祉に生業を求め制作環境を転々としている一人である。つまり、社会
のために懸命に働くソーシャル・アーティストもまた、ワーキングプアとして経済的ニーズを抱
える一人なのである。
	
  ソーシャル・アートはいわゆる隙間産業であり、芸術と他領域の狭間に存在している。障害者
問題を社会へ広く位置づける芸術家は、芸術に太い軸を刺しながらも、障害学・福祉学・社会学
にまでその弧を広げ活動する。それゆえ、芸術の専門家からは評価の対象とされにくく、この芸
術の価値を社会へ可視化する手段は限られている。また、障害の専門家も福祉畑の人間がそのほ
とんどを占めるため、芸術と言えば障害者による芸術活動やアートセラピーに知識が偏り、この
芸術が有する社会的効能にはまだ期待が低いように感じる。
	
  このように、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術家は、芸術領域・障害学領域へのジレン
マを抱えつつも耐え忍び、人間と社会のより良い関係形成のために戦わなければならない時代を
生きていると言える。本論を、障害者問題を社会へ広く位置づける芸術と芸術家のあり方を方向
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付けるひとつの礎と位置づけ、この問題を担う多くの芸術家の出現を期待すると同時に、一人で
も多くの人が無意識に差別する心を覚知し、社会的排除を感じている全ての人々の問題を自分自
身の問題として再考する日が訪れることを強く望み、本論の結びとする。
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  資料 5
「芸術の社会的効能」
出典：著者作成

・	
  作品 14
ヨーゼフ・ボイス,1974,『私はアメリカが好き、アメリカも私が好き』(部分)
出典：Harlan Volker,Rappmann Rainer,Schata Peter,1984,

Soziale Plastik: Materialien zu Hoseph Beuys,Achberger Verlag

・	
  作品 15
ヨーゼフ・ボイス,1966,『グランドピアノのための均質浸透：現代最も偉大な作曲
家はサリドマイド児だ』(部分)
出 典 ： Schneede M. Uwe,1988, Joseph Beuys - Die Aktionen. Kommentiertes

Werkverzeichnis mit fotografischen Dokumentationen, Hatje Cantz Verlag

・	
  作品 16
会田誠,1998,『犬(雪月花のうち“雪”)』
出典：会田誠,森美術館(編)2013,『会田誠：天才でごめんなさい』青幻舎

・	
  作品 17
会田誠,2003,『犬(雪月花のうち“花”)』
出典：会田誠,森美術館(編)2013,『会田誠：天才でごめんなさい』青幻舎

・	
  作品 18
バリー・レヴィンソン(監督),バリー・モロー,ロナルド・バス(原作・脚本),ダスティン・
ホフマン,トム・クルーズ(出演),1988,『レインマン』
出典：映画.com,レインマン：フォトギャラリー
http://eiga.com/movie/32157/gallery/ (参照 2014-7-21)

・	
  作品 19
堤幸彦(監督),宅間孝行 (原作・脚本),貫地谷しほり・竹中直人 (出演),2013,『くちづけ』
出典：映画.com,くちづけ：フォトギャラリー
http://eiga.com/movie/77543/gallery/ (参照 2014-7-21)

・	
  作品 20
井桁裕子,2015,『片脚で立つ森田かずよの肖像』
出 典 ： と き の 忘 れ も の ,2015, 「 井 桁 裕 子 『 片 脚 で 立 つ 森 田 か ず よ の 肖 像 』」 ,
http://www.tokinowasuremono.com/artist-b86-igeta/igeta_67.html,(参照 2015-12-1)

・	
  作品 21
マーク・クイン,2005,『アリソン・ラッパー・プレグナント』
出典：Knight Garry,2007,「Flicker-Photo Sharing! 『Alison Lapper』」
https://www.flickr.com/photos/garryknight/516610175/,(参照 2014-5-20)

・	
  作品 22
マーク・クイン,2000,『スチュアート・ペン』
出典：Quinn Mark,「Artworks『Stuart Penn』」
http://marcquinn.com/artworks/single/stuart-penn,(参照 2015-12-20)

・	
  作品 23
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佐藤秀峰,2002-2006,『ブラックジャックによろしく』
第 3・4 巻(ベビーER 編①・②)
第 9・10・11・12・13 巻(精神科編①・②・③・④・⑤)
出典：23-1 斉藤秀峰,2003,『ブラックジャックによろしく第 4 巻』講談社(部分)
	
  	
  	
  23-2 斉藤秀峰,2005,『ブラックジャックによろしく第 11 巻』講談社(部分)
	
  	
  	
  31-2 斉藤秀峰,2005,『ブラックジャックによろしく第 12 巻』講談社(部分)

・	
  作品 24
折元立身,1995,『アートママ(小さな母と大きな靴)』
出典：折元立身,2003,NHK「にんげんドキュメント」制作グループ・KTC 中央出版(編)
『介護もアート 折元立身 パフォーマンスアート』KTC 中央出版

・	
  作品 25
折元立身,1996,『パフォーマンス：パン人間の息子とアルツハイマーの母』
出典：折元立身,2003,NHK「にんげんドキュメント」制作グループ・KTC 中央出版(編)
『介護もアート 折元立身 パフォーマンスアート』KTC 中央出版

・	
  作品 26
ディン・Q・レ,1988,『傷ついた遺伝子』(部分)
出典：森美術館(編),2015,『ディン・Q・レ：明日への記憶』平凡社
・	
  作品 27
SEINO,2015,『健康規範眼鏡あります。』(部分)
出典：著者
・	
  作品 28
SEINO,2008,『Delayed Echolalia』(部分)
出典：著者
・	
  作品 29
Jake & Dinos Chapman,1995,『昇華されないリビドーモデルとしての接合しの増殖』
出典：Chapman Jake & Dinos,『Zygotic acceleration, Biogenetic de-sublimated
libidinal model』,
http://jakeanddinoschapman.com/works/zygotic-acceleration-biogenetic-de-sublima
ted-libidinal-model-enlarged-x-1000/3862/,(参照 2014-9-19)
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