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Chapter｜1｜プロローグ

―
厚生労働省
「平成26年度 障害者の
芸術活動支援モデル事業」とは？
―
障害のある方 や々その家族、障害のある方々
の創作活動を支援する人たちを支えるモデ
ル事業を実施し、そのノウハウを積み上げて
全国に普及していくことを目的としています。
障害のある方々の芸術活動に関する様々な
相談を受ける障害者芸術活動支援センター
の設置をはじめ、権利保護や芸術活動支援
に関する研修、作品の調査・発掘、評価・発
信にかかわる取り組み、また自治体や各種
関係機関とのネットワークづくりなど、多様な
実践が全国5ヵ所で取り組まれています。
―
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　我々商店街との関係が生まれてから、丸5年の月日が澪をひくように確かな足跡を残してき

たようです。初めての出会いを思い起こす時、「困惑」と「逡巡」そして大きな「不安」に満ち満

ちた彼らの心情が、その透明な視線の向こう側に宿っていることを私は感じたものです。その

凡そ二の足を踏んでしまいそうな彼らが今までに積み上げてきたモノは、実は途方もない力と

なって生育してきたのであります。次から次へと突きつけられる初めての課題には見本が無い

こともあり、さぞかし目を逸らしたくなることもあったに違いないのです。本来の予想しうるもの

から遠く離れた仕事に、愛成チームの個々人が何時しか楽しさを感じるようになってきたことは、

私共にとっても望外の喜びです。今回のモデル事業に於いて始めることが可能となった「著

作権・権利保護」という問題は、突きつけられた問題の中でも最も重量感のある部類であり、

錯綜した諸問題があふれ出てくることはほぼ間違いないことでしょう。既にその領域に足を踏

み入れてしまった今日、夫々の作品に注がれる価値が認められれば認められるほど、その価

値基準の構築が求められる時期に対峙する日が到来するに違いないことでしょう。

　今回の事業の推進中に於いて、新たな作品発掘の為の別実施事業の公募に4,600点も

の作品が集まったという事態にも臆する事なく事務局機能を如何なく発揮した事実は、なお

更今回の事業の取り組みの重大性を示すものであり、その任務の継続性によって課題解

決の糸口を根気よく探し出す長い旅の始まりであるといえます。それが将に「愛成チーム」に

課せられた使命ともいえるのです。幸い彼らを支えて下さる専門家の方々の存在は、向かう

方向性の羅針盤となって下さっているということであります。こうした環境に身を置いているとい

う自覚を持って、その幸運さを最大限活用することでモデル事業に相応しい事業の創出を構

築し続けて欲しいと思います。

　諸作品の黒子役として我々商店街ともども共同作業し続けることで、多くの人 に々伝えてい

く伝道師の道のりを極めて行こうではないですか。ここで私は改めて貴方方を「黒子の貴人

達」と御呼びして心よりその労をねぎらいたいと思います。

黒子の貴人達

青木 武
障害者の芸術活動支援モデル事業 協力委員会委員長

社会福祉法人 愛成会 評議員／中野ブロードウェイ商店街振興組合 理事長

　厚生労働省『平成26年度 障害者の芸術活動支援モデル事業』の全国5ヶ所の一つとし

て当法人が採択いただいたことを、当法人は勿論のことですが、それと共に、中野区の商店

街のみなさんのほうが自分の事のように喜びを表現して下さいました。　

　平成22年初秋以降、毎年中野区内の商店街の方 と々のコラボレーションによる『アール・

ブリュット』展を文化・芸術の街づくりに繋がる展覧会として開催しています。4年前からは中

野区内の福祉事業所と韓国の福祉事業所との『日韓交流展』の開催も行うようになりました。

　障害者芸術活動が街づくりの推進役を担っていると実感できるようになっています。『この

展覧会は街を繋ぐ接着剤』と表現された商店街の方もいらっしゃいます。

　この度の事業は、障害者の芸術活動を多面的に支え、広域にわたって発掘を展開する

意味があります。そして、事業を進めていく中でまさに共生社会に導くヒントがそこにいっぱい

詰まっていることを実感いたしました。都内5ヶ所で開催した東京都及び近郊施設合同展覧

会により新たなネットワークが生まれ、新しい作品がそれぞれの会場で披露されました。出展

されたことに『誇り』を感じる作家さんは頼もしく、ご家族の方も自然に微笑みの笑顔になられ

ていました。

　昨秋、全国各地に向けた作品の公募展に関わらせていただきましたが、その公募展には

約4,600点を超える新たな作家の作品の応募があり、それぞれがユニークで、オリジナリティー

に溢れ、アール・ブリュットを含む障害者芸術の奥行きの広さを示しました。

　東京都文化振興部を中心とする働きかけが都内の多数の障害者支援団体を結びつけ

東京オリンピック・パラリンピックを見据えた活動の取り組みが開始されたことは、大変に心強

い出来事です。わが法人は、ヨーロッパ巡回展［オランダ、ロンドン］や日本スイス国交樹立150周

年記念事業での展覧会など日本のアール・ブリュット作品を海外に送り出す事業の事務局

を担っています。

　『障害者の芸術活動支援モデル事業』の足跡と共に、我が国の創作活動がなお一層の

広がりを見せることにつながるよう努めて参ります。そして、この動きが日本だけではなく世界

へと。障害者の文化芸術活動支援は、国境を越え世界を豊かにする鍵となるとさえ思ってい

ます。今後も宜しくご鞭撻をお願い致します。

障害者の芸術活動支援モデル事業を振り返って

井上 庸一
社会福祉法人 愛成会 理事長
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　社会福祉法人 愛成会は、昭和33（1958）年、女性のみの精神薄弱児施設「愛成学園」を設立
後、昭和60（1985）年には入居者の成人化に伴って、精神薄弱児施設を廃止し、精神薄弱者施
設を新たに開設しました。
　当時から「愛成学園」では活動の場と生活の場を分けて考え、入所施設でありながらも、人が本
来望むべき生活スタイルを出来る限り実現する方針で支援を行ってまいりました。通所が可能な利
用者は通所施設へ行き、通所が難しい場合でも日中出来る限り施設の外で活動が出来るように活
動の場を施設外に設けるなど、入所施設の中でも仕事とプライベートの時間を分ける事により「暮ら
し」をつくる事に重きを置いてきました。この他、ボランティア主体による社会参加活動の時間を設け、
現制度で言う「移動支援・日中一時支援」を、入所施設の中で試験的に行っていました。
　平成22（2010）年の施設の建て替えに伴い、名称を「メイプルガーデン」と改め、全居室を完全個
室化すると同時にこれまでの4寮制から7ユニット編成へと変え、よりプライベートを重視したスタイル
になりました。
　また平成5（1993）年より「地域生活移行」の取り組みをはじめ、地域での暮らしを希望される方に
対し、その実現へと向けた支援を行ってきました。中には夫婦生活を始めた方もおり、個 に々あっ

た生活の実現に努めています。
　現在、障害がある方お一人お一人の個の尊厳を尊重し、日々 の生活から学ぶ姿勢を忘れず、
利用者・職員が共に自分を発見する拠点となる事を目指し、施設入所支援をはじめ生活介護や就
労継続支援B型、相談支援、共同生活援助、アトリエの開催などの事業を実施しています。

［プロロ－グ］

社会福祉法人 愛成会とは

人はみんな、自分の人生の主人公。
気持ちをくみ取り、ひとり一人のエンパワメント。

［障害者の創作活動を支援・発信する担い手として］

　愛成会は「中野区にある社会福祉法人として、利用者と共に地域づくり、街づくりへ寄与していくこと」を目指し、障害のある方の創作活動の支援と発信を行っています。
　当法人では、平成16（2004）年に、地域で暮らす障害のある方を中心とした創作活動の場として「アトリエpangaea（ぱんげあ）」を設立しました。個人個人の「あるがまま・あり
のまま」を大切に、充実した時間を過ごせる自由な集いの場として始めた活動は口コミにより徐 に々広がり、現在では、所属や年齢、障害の有無を問わない様々な人が地域
や障害福祉施設などから集まっています。
　平成22（2010）年には「障害のある人もない人も共に暮らしやすい街づくり」を目途として、初冬に東京都政ギャラリーにおいてアール・ブリュット展を開催しました。また、中野
区内では、地域商店街との協働によるアール・ブリュット発信の取り組みがこの年より始まりました。2つの商店街での展示からスタートしたこの取り組みは、平成25（2013）年
には「中野アール・ブリュット実行委員会」が組織され、地域商店街や地元の皆さんとの連携により、現在では5つの商店街と共に開催しています。この企画展では、全国の
アール・ブリュット作品と「アトリエpangaea（ぱんげあ）」の作品を展示しています。中野駅周辺では「中野まるごと美術館 アール・ブリュット―人の無限の創造力を探求する―」と
して、西武新宿線 野方駅周辺では「アール・ブリュットde街おこし展」として、毎年多くの方にアートが彩る街並みを楽しんでいただく恒例行事となっています。障害のある方
の芸術が街づくりにつながる一つの事例として、また、社会福祉法人が街づくりに寄与する一つの事例として、地域との協働が将来に向けてますます育っていくことを目指して
います。
　このように、障害のある方の芸術文化活動の普及を進めていくことは、障害の有無に関わらず誰もが地域や社会の一員として尊重される多様な価値観が共有され、障害
のある方への理解の促進及び地域コミュニティづくりの実現に寄与するものと考えています。

　この他、平成24（2012）年に法人企画事業部を設置し、ヨーロッパ各国を巡回する日本のアール・ブリュット展［※］の日本側事務局を担当しています。日本のアール・ブリュッ
ト作品は現在、ヨーロッパをはじめ各所で高い評価を受け、その関心は年々高まってきています。国内外を問わず評価される彼らの力は国境を越え、人 を々繋ぐ新たな芸術
文化の担い手であると考えています。
　この度の「障害者の芸術活動支援モデル事業」では、日本の障害者の芸術文化の裾野をさらに広げ、まだ見ぬ可能性を生み出す機会となると考えて取り組んで参りました。
本事業を通じて、福祉や文化芸術、教育や街づくりなど、様々な社会資源の活性化へと繋げていきたいと考えます。

［※］ヨーロッパ巡回展 「Outsider Art from Japan（Art Brut from Japan）」（2012年オランダ／ドルハウス美術館、2013年イギリス／ウェルカムコレクション）、
日本・スイス国交樹立150周年「ART BRUT JAPAN SCHWEIZ」（2014年スイス／ラガーハウスミュージアム）

「Outsider Art from Japan
ヨーロッパ巡回展

（Art Brut from Japan）」

日本・スイス国交樹立150周年
「ART BRUT JAPAN 

SCHWEIZ」

愛成会 メイプルガーデン 外観

展示風景
展覧会チラシ

ドルハウス美術館

展示風景
展覧会チラシ

ウェルカムコレクション

展示風景
展覧会チラシ

ラガーハウスミュージアム

2012年オランダ

2013年イギリス

2014年スイス
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NAKANO 街中まるごと美術館
「アール・ブリュット―人の無限の創造力を探求する―」 ［2010年～］

野方商店街 野方WIZ ギャラリー＋のがたストリートギャラリー展
「～いちばん身近な美術展～アール・ブリュット de 街おこし展」 ［2011年～］

ストリートギャラリー展 商店街街灯等ストリートギャラリー展 店舗編（約70店）アール・ブリュット展 野方WIZギャラリー

中野アール・ブリュットフォーラムアール・ブリュット展 中野マンガ・アートコート

アール・ブリュット展 中野サンプラザ中野ブロードウェイ商店街 階段ギャラリー

中野ブロードウェイ商店街南側入口

中野サンモール商店街 バナー展示

中野駅北口改札前 横断幕
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Chapter｜2｜事業概要



｜012｜Chapter｜1 ｜013｜Chapter｜2

心の真ん中にある衝動
Tokyo“Brut” プロジェクト

〈 1 〉権利保護・相談支援　障害のある方々の創作活動に関する相談支援

〈 2 〉人材育成　創作活動を支える人材の育成

〈 3 〉展覧会の開催　都内及び都内近郊による参加型合同企画展の開催

〈 4 〉ネットワークづくり　障害のある方々の創作活動を支援する人々のネットワークづくり

〈 5 〉作家の調査・発掘　作家の調査・発掘

〈 1 〉権利保護・相談支援

〈 2 〉人材育成

〈 3 〉展覧会の開催

〈 4 〉ネットワークづくり

〈 5 〉作家の調査・発掘

●東京アール・ブリュット サポートセンターRights（ライツ）の開設
　障害のある方の創作活動等に関する相談や情報の紹介をはじめ、権利保護に関する情報の提供を行っています。
［相談体制］
★相談員3名 ★アドバイザー 1名 
★外部アドバイザー（著作権などの権利保護に詳しい弁護士／障害のある方々の権利擁護に詳しい弁護士
　／美術館学芸員／アートディレクター）

●障害者の造形活動に関する著作権・権利保護の研修会［※人材育成の一環としても実施］★2014年12月9日［火］

●アトリエでのワークショップの開催 ［造形活動の現場体験］ ★2014年12月21日［日］ ★2015年1月11日［日］
　造形活動の開催の仕方や参加者への支援方法等の現場体験を通して、
　アトリエでのニーズや支援方法などの意見交換を行うワークショップを開催。

●造形活動をサポートする際に求められる視点についての勉強会
★福祉的な視点 2014年12月7日［日］ ★美術的な視点 2014年12月21日［日］ 
　障害者理解のための「福祉的な視点」と、創作活動をサポートする際に必要な「美術的な視点」
　の2つの視点に分け、それぞれに関する勉強会を開催。

東京都内及び近郊にて造形活動に取り組む団体の担当者（担任等）と協働の下、合同展を開催。
団体間で連携体制をつくるとともに障害者の造形活動をより幅広く知っていただく機会へとつなげていきます。
その場所でしか見ることのできない素敵な作品と出会える場所として、都内5か所で順次開催しました。

●『～心の真ん中にある衝動～Tokyo “Brut”展』
★品川区民ギャラリー 2015年1月16日［金］―25日［日］　★アルモニー（中野区沼袋） 2015年1月30日［金］―2月12日［木］
★成増アートギャラリー 2015年2月13日［金］―22日［日］    ★中野マンガ・アートコート 2015年2月19日［木］―3月8日［日］
★東京都庁 南展望室 2015年2月25日［水］―3月2日［月］

障害者の造形活動がより活発に推進されるよう他機関、他職種、他団体や個人など
多様な人が交流する機会を設け、より幅広いネットワークづくりを目的として実施しました。
●Tokyo “Brut”展関連イベント『マジックアワー』 ★2015年2月15日［日］  大妻中野中学校・高等学校 カフェテリア
　大人も子どもも、障害があるひともないひとも、誰もがともに楽しむことができるステージイベント。
　「マジックアワー」とは、太陽が沈みその残光が留まる、一日のうちほんのひとときだけ訪れるドラマチックな時間帯のこと。
　音楽・舞台・ダンスなど心を震わす多彩なアートが、多種多様なひとがともに過ごす時間に素敵な魔法をかけます。

●ネットワークづくり情報交換会

●東京都及び近隣県での作品の調査・発掘・発信
　障害を持つ方のまだ見ぬ作品の調査・発掘を行いました。専門的な知識を持った調査員が取材を行い、調査・
　発掘された作品は都内施設合同展等で展示し紹介しました。また、評価委員会を設置し、発掘した作品の評
　価や今後の活用にあたるデータベース化などを議論いたしました。

●調査方法
　★訪問調査★インターネットを活用した情報収集★特別支援教育に取り組む団体との連携による調査発掘
　★アール・ブリュット作品全国公募との連携★東京都及び近郊施設合同展覧会「Tokyo “Brut”展」との連携

　社会福祉法人 愛成会は、本事業（厚生労働省「平成26年度 障害者の芸術活動支援モ

デル事業」）を広く周知するとともに、より親しみやすく覚えていただくため「心の真ん中にある

衝動 Tokyo“Brut”プロジェクト」と名づけ実施いたしました。本プロジェクトでは、障害のある人
の創作活動を支援するため、「権利保護・相談支援」「人材育成」「展覧会の開催」「ネット

ワークづくり」「作家の調査・発掘」という5つの柱を立て、さまざまな視点から本プロジェクトが

拡充、推進されるよう取り組みました。
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［協力委員会議事録］

障害者の芸術活動支援モデル事業
協力委員会議事抄録

　事務局の片山から、厚生労働省「障害者の芸
術活動支援モデル事業」の経過と概要説明があり、
また、本協力委員会の各委員の紹介があった。
　続いて、小林瑞恵委員から本モデル事業の内容、
実施計画について説明がなされた。それを受け、ま
ず委員長の青木が口火を切り、意見交換が行わ
れた。
―――――――

青木｜本日、安倍首相夫人の昭恵様が愛成会に
いらした。東京都として恥じないよう、日本や世界に
アール・ブリュットを発信していけるような取り組みを
していきたい。また、実施計画がしっかりと完結でき
るように、皆様にアドバイスとご指導をいただきたい。
山田［議員］｜アール・ブリュットが広く認知されるよう、
アール・ブリュットという言葉から、それがどういうも
のなのかイメージが湧くようにしていく必要があるの
ではないか。アール・ブリュットを定着させていくため
にも、現在予定している各拠点の展示会場の周辺
の美術・芸術を志す学生さんたちにも多く見ていた
だけるよう発信していくことが大事ではないか。
小林瑞｜モデル事業では人材育成という観点にも
力を入れている。造形活動を支援している人や支
援したい人だけの人材育成だけでなく、美術を志し
ている学生にも広く事業に関わってもらえるモデル
事業にすることが大事だと考える。この視点を入れ、
多くの大学とも関わっていきたい。
　人口も施設の数も多い東京都だからこそできるこ
とを、このモデル事業を通じて行う責任の重みがあ
ると感じる。展覧会に向けての公募の周知を図り、
門戸の開かれた事業にしていく必要がある。
　権利保護と相談支援の部分では相談窓口に多
くの問い合わせが寄せられるよう、数年前から相談
窓口を設置している滋賀県の実施報告書を参考
にしながら取り組んでいく。
青木｜中野区だけではなく、他の区からの作品の
発掘にも力を入れていきたい。発掘に関しての情
報があれば協力をお願いしたい。
中久保｜権利保護に関する相談窓口の体制につ
いては、どんな人を置き、どのような電話対応をす
る予定か。
小林瑞｜現時点では、相談員として事務局の小川
が対応し、アドバイザーは小林が担当する予定。滋
賀県の「アイサ」の報告冊子を参考に、企画事業
部内全員で内容の把握をしながら進めていく。どの
ように始めていくかは中久保先生にご相談をさせて

いただきたい。
中久保｜著作権は権利の総称であり非常に難しい
権利概念である。弁護士でも著作権法関連業務
に携わっていないと分からない法律である。著作権
法の基本的知識すらなければ、施設の職員が相
談を受けても、実際何が問題なのかも分からないと
いうのが実態となるだろう。
　取り組み方として、2つの案がある。1つは権利
保護に関する研修をする。造形活動の現場にいる
方 に々著作権法のいろはを伝え、造形活動の現場
ではどのようなことが問題となるかを知ってもらう。問
題意識を持ってもらえるよう、現場に基本的知識を
浸透させる必要がある。
　もう1つは相談が上がってきた際の対処方法。立
ち上がりの時期は弁護士が入り、いずれ典型的な
相談例はマニュアルに従って回答できるようにする。
イレギュラーなものは弁護士に相談して対応する。
　相談を受ける側の人材育成、的確なアドバイス
のできる人材育成、施設の側では著作権法を含め、
ある程度基本的なことが分かっている人材を育成し
ていく必要がある。そうしていかないと現場での権利
保護の実現には結びつかないのではないかと感じる。
　モデル事業の予算と期間の範囲で一定の目覚
ましい成果を挙げることは、著作権法に関しては難
しいだろう。継続的な取り組みを見据え、立ち上が
りでの内容をどうするか考える必要がある。
　滋賀県の「アイサ」を参考にしながら、研修や周
知の方法等を考えていく。まずは現場から何が問
題なのか、的確に吸い上げることが重要である。また、
現場のニーズ、問題意識については、他のモデル
事業を行う5団体とも密に情報を共有しながら検討
していくといいだろう。
青木｜中久保先生の考えを十分に咀嚼し、対応を
お願いしたい。
小林瑞｜滋賀県では施設の人や障害のある人か
ら行政に相談が入ることがあり、「アイサ」に繋いで
いるという事例もあるので、東京でも行政に相談が
入った際には愛成会の窓口に繋いでもらえるよう、
協力をお願いしたい。また、相談窓口の立ち上げ
については後日、中久保先生のもとへ伺い、相談さ
せていただきたい。
中久保｜分かりました。
青木｜アール・ブリュットの作品が多くの人に知れ
渡ることにより、著作権の問題は大きな問題になっ
てくるだろう。しっかりとこの問題に取り組み、じっくり
と腰を据えて取り組んでいきたい。

第1回｜協力委員会
日時｜平成26［2014］年10月6日［月］

18：00―19：40
場所｜中野サンプラザ8階 研修室3

出席者［敬称略］

―

委員長

青木 武
―
委員

小林秀樹
小林瑞恵
中久保満昭
西脇誠一郎
野村建樹
蜂谷典子
山田貴之［板橋区議会議員］
山田貴之［中野区立第七中学校］
―

事務局

片山泰伸
清水芳之
小川由香里
河上 舞
椋本優花
―

記録

渡部紗貴子［事務局］

第2回｜協力委員会
日時｜平成26［2014］年12月12日［金］

10：00―11：15
場所｜中野サンプラザ8階 研修室3

出席者［敬称略］

―

委員長

青木 武
―

委員

小林秀樹
小林瑞恵
中久保満昭
西脇誠一郎
野村建樹〈途中退席〉
蜂谷典子
―

事務局

片山泰伸
清水芳之
小川由香里
河上 舞
椋本優花
―

傍聴

山縣真矢
―

記録

渡部紗貴子［事務局］

　青木委員長の開催挨拶のあと、小林瑞恵委員
から「アール・ブリュット作品全国公募」（10月31日公募

締切）について、応募数等（作家数約2,300名、作品数約

4,600点／審査の結果、78名の作家が選ばれる）の報告があ
り、続いて、本モデル事業の各事業の進捗状況が、
他の4団体（滋賀、広島、奈良、宮城）の状況も含め報
告された。その中で、東京の事業の名称が「心の
真ん中にある衝動 Tokyo“Brut”プロジェクト」に決
まった旨が確認され、また、「東京アール・ブリュット
サポートセンター Rights（ライツ）」の設置と、その事業
内容が説明された。
　その後、事務局の椋本から、12月9日に行われ
た「障害者の造形活動に関する著作権・権利保護
についての研修会」の報告があり、同じく事務局の
小川から、「障害者の造形活動の拡充とサポート
講演会」（12月7日開催）の報告と、12月21日、1月11
日に開催される講演会・ワークショップ、都内近郊
施設合同展「～心の真ん中にある衝動～Tokyo
“Brut”展」の進捗報告があった。
　各種報告のあと、協力委員による意見交換が行
われた。
―――――――

中久保｜権利保護の研修会にはどんな方が参加さ
れたか。
小川｜8割、9割が事業所の方。愛成会と面識の
ない方が多かった。
小林瑞｜8割くらいの方が意見交換ワークショップま
で残り、作品の保管場所等の日常的な相談やグッ
ズ製作に関する著作権について困ったこと等、熱心
に情報交換をされていた。また、こういった著作権
に関する研修会があって嬉しかったとの声もあり、
関心の高さが伺えた。研修会に関しては幅広く広
報周知し、これからも続けていきたい。
青木｜Rights（ライツ）の広報はどのようにするのか。
小林瑞｜モデル事業のホームページの中で紹介す
る。また、Rights（ライツ）のパンフレットを東京都や中
野区の窓口に置かせていただきたい。展覧会のチ
ラシとともにRights（ライツ）のパンフレットを郵送する等、
広報周知が大事だと考えている。
小川｜他にも事業所や関係する団体にも置いてい
ただきたい。
蜂谷｜東京都では生活文化局文化振興部の窓口
と人権プラザという人権関係の相談窓口を行ってい
る施設があるので、そちらにパンフレットを置くことで
協力ができる。今後、権利関係について問合せが

来た際はRights（ライツ）を紹介し、相談にのってもら
えるのではないかと考えている。
青木｜作品を展示しているときに作者が持ち帰りた
い、返してほしいといった場合はどうなるのか。
小林瑞｜ヨーロッパ巡回展の時に、「イクラのパジャ
マ」の事例がある。その時は展覧会の区切りまで
待ってもらい3点中2点取りに行った。作家さんの意
向をなるべく反映できるように調整した。
中久保｜展示に関する契約が事前にきちんと交わさ
れていれば、返す義務はないが、本人の意思を踏
みにじってまで展示することに意義があるのかという
問題がある。
　無料法律相談について、電話で相談に的確に
対応することは弁護士であっても難しく、相談者の
立場に立って手厚く対応することを考えれば、直接
来所いただいて相談に応じた方が、よほど実りがあ
ると思う。また、この取り組みは初の試みで、まして
難解な著作権に関する相談に、初心者の相談員
が立ち上がりから適切に対応することは難しいだろ
う。せっかく相談窓口を立ち上げ、電話をもらっても、
実りのある回答が得られなければ、相手もまた電
話してみようという気持ちにならない。相談窓口の
立ち上げの時期は、無駄を覚悟で労を惜しまずに
やらないと、現場でのニーズの汲み上げや問題解
決に繋がりにくい。そのため、弁護士の無料相談
の実施を提案した。モデル事業の実施団体の中で
東京は最も人口が多く、その点において愛成会は
注目されていることは確実で、それなりの成果を上
げることが望まれる。無料法律相談での弁護士の
対応を実際に見ていただきながら、対応のノウハウ
や問題の整理の仕方等を相談員の方 に々学んで
いただくことがいいのではないか。ただ、相談者に
勘違いを与えてしまわないよう、どの範囲まで弁護
士が無料で対応するのかを明確に線引きをする必
要があり、パンフレットの文言については注意が必
要。パンフレットの最終原稿ができたら再度確認さ
せていただきたい。
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　委員長の青木が前回の協力委員会の振り返り
を行ったあと、小林委員をはじめ、各担当者から、
この2か月間の進捗報告があった。　
　事務局の椋本が「東京アール・ブリュットサポート
センター Rights（ライツ）」のパンフレットの配布状況を
報告。小川からは、本モデル事業全国5か所の実
践報告会のもようが話され、渡部からは、Rights（ラ
イツ）に寄せられた相談内容や件数、弁護士無料法
律相談の事例報告があった。合同展覧会の開催
状況について小川が報告。続いて小林委員から、
前日の２月15日（日）に開催された合同展覧会関連イ
ベント『マジックアワー』、作品の調査・発掘の進捗、
モデル事業報告書の内容等について報告。それを
受け、協力委員の意見が交換された。
―――――――

中久保｜無料法律相談を2回行った。眼目は2点あ
り、１つ目は、現場の方々の法的知識がないため、
実際に対面で相談を実施しないと、現場にどのよう
なニーズがあるのかを的確に把握することが難しい
ことから、これを的確に吸い上げること。2つ目は、相
談者からの相談内容が、法的助言を要する相談
なのか否か峻別し、今後、相談窓口で的確な対
応が継続的にできるよう、人材育成を含む体制作
りを行うこと。この観点から、次回3回目の無料相談
では、相談担当者は見学だけではなく、実際に相
談者への応答を行い、相談内容の整理にトライし
てもらう予定。そのあたりの成果を、報告書に盛り
込んで頂きたい。
　また、施設や作家の側ではなく、作品を利用し
たいという事業者側からの、作品の二次利用（商品
化など）の方法についての相談が多かったことが印象
的だった。相談者からは、具体的に二次利用の際
のフォーマットが欲しいとの声が複数あり、メールで
フォーマットを提供した。

山田［議員］｜本来の仕事が区議会議員なので、
様々な障害者施設と出会う機会が多く、その際に
冊子や雑談を通して有意義な発掘ができた。ただ、
本人や家族の事情がそれぞれ異なるので、いかに
して個別に人をつなぐかに配慮した。今後、とりわ
け自身の板橋区において、さらなる飛躍に向けて努
めていきたい。一方、まだまだ埋もれている作家が
沢山いると思われるので、その発掘のためにはマン
パワーの充実を図る必要がある。そして、このような
企画は、通年で行い人々に認知をしてもらえるよう
展開する必要があると考える。
小林｜2月21日アール・ブリュットフォーラムが開催さ
れ、東京都の蜂谷課長が登壇し、東京における今
後の展開が語られた。東京の人口を鑑みると、より
一層作家発掘のニーズが期待される。また2020年
のオリンピック・パラリンピックにおける大々的な展示
も予定されているので、更なるネットワークの構築を
図っていきたい。2017年には文化で街おこしに成
功したフランスのナント市にて、アール・ブリュットを
はじめとした日本の伝統芸能・文化を紹介するフェ
スティバルを開催する予定。またスイスやパリの美
術館からもアール・ブリュット展の開催をしたいとの
声も上がっている。2020年のオリンピック・パラリン
ピックのPRとともに、世界との連携を図っていきたい。

第3回｜協力委員会
日時｜平成27［2015］年2月16日［月］

18：20―19：50
場所｜中野サンプラザ8階 研修室3

出席者［敬称略］

―

委員長

青木 武
―

委員

小林瑞恵
中久保満昭
西脇誠一郎
野村建樹
山田貴之［板橋区議会議員］
―

事務局

片山泰伸
清水芳之
小川由香里
河上 舞
椋本優花
―

記録

渡部紗貴子［事務局］

小林 瑞恵

協力委員
［五十音順］

社会福祉法人 愛成会 アートディレクター

青木 武［委員長］ 社会福祉法人 愛成会 評議員

小林 秀樹 東京都社会福祉協議会 事務局長

西脇 誠一郎 東京都福祉保健局 障害者施策推進部 自立生活支援課長

蜂谷 典子 東京都生活文化局 文化振興部 企画調整課長

野村 建樹 中野区健康福祉部長

中久保 満昭 あさひ法律事務所 弁護士

山田 貴之 板橋区議会議員［元ルイス・C. ティファニー庭園美術館 学芸員］

山田 貴之 中野区立第七中学校 特別学級［美術教員］／東京都特別支援教育研究会事務局長
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｜5｜作家の調査・発掘
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〈 1 〉権利保護・相談支援

〈 2 〉人材育成
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事業｜1｜権利保護・相談支援

　近年、障害のある方々の芸術が、日本の新しい文化財産のひとつとして注目されています。
　そのような中、作家やそのご家族、周囲の方々から、創作活動を充実させたい、作品をグッ
ズとして商品化したい、契約をしたいがどのようにしたら良いか分からない、などの声を聞くこと
が多くあります。
　しかしながら、その想いや質問をどこに伝えればよいのか分からず、解決できないまま終わっ
てしまう現状があります。このような現状を受け、障害のある方々の創作にまつわるご相談にお
答えし、その活動を支援するために「東京アール・ブリュットサポートセンターRights（ライツ）」（以
下、Rights（ライツ）と表記します）を設立しました。

［権利保護・相談支援］

障害のある方々の創作にまつわる
相談支援・権利保護

Rights（ライツ）誕生の経緯

　当法人は、2010年より国内での「アール・ブリュット」の発信に取り組んでいます。2012年か

らはヨーロッパ巡回展『Art Brut from Japan（Outsider Art from Japan）』（2012年ドルハウス

美術館／オランダ、2013年ウェルカム・コレクション／イギリス）、2014年には日本・スイス国交

樹立150周年記念事業『ART BRUT JAPAN SCHWEIZ』展（ラガーハウスミュージアム／ス

イス）の日本事務局を務め、日本人作家の作品を国外美術館にて巡回展示しています。

　それぞれの美術館と作家との間で出展契約を交わす際に、成人で判断能力が不十分な作

家の方には、必要に応じ「成年後見制度」の利用をご案内し、法的に定められた作家の代理

人をたてていただくことで、権利保護がなされるように取り組んできました。その中で、作家ご本

人やその家族の方々、創作活動の支援を行う団体や企業などより様々なお問い合わせやご

相談をいただき、相談支援の潜在的な需要の存在や、これにお答えする必要性を強く感じて

きました。しかし、当法人は専門の相談窓口としての機能を有していなかったため、その需要

や必要性を感じながらも他府県にある相談窓口をご紹介するなどの対応にとどまらざるを得ま

せんでした。

　近年、障害のある方々が創作する作品に対する評価の高まりとともに、展覧会への出展を

はじめ、商品へのデザイン使用といった商業的利用の需要や作品の売買についてのお問い合

わせが、以前よりも増加してきています。このため、障害者の芸術活動支援の場面においては、

今後、権利保護のための相談体制の整備や、その担い手の人材育成に取り組むことが、障

害者の権利の向上や社会参加を推進していく上で最も重要な観点の一つであると考えます。

　このような観点から、障害のある方々がより安心して創作活動に取り組めるよう、相談支援

体制を整備すべく、この度本事業での「Rights（ライツ）」の誕生に至りました。

Rights（ライツ）の目的

　～みんなの「創る」をまもるために～

　様々な方の想いを受けとめサポートすることを通して、人と人とのつながりを広げていき、障害

のある方々の創作活動の充実を目指して、Rights（ライツ）は支援をしていきます。

「東京アール・ブリュットサポートセンター
Rights（ライツ）」とは

Rights（ライツ）がお答えする相談ケース

★障害のある方本人
✎作品を作ることのできる場所が知りたい。
✎自分の作品を、美術に携わる人に見てもらいたい。
✎作品を出展できる場所を教えてほしい。
✎自分の作った作品の画像が、勝手に使用されているようで困っている。

★家族・友人・知人
✎子どもが絵を描くのが好きなので、自宅の近くで通えるアトリエを探している。
✎作品をつくっている子どもたちの家族と情報交換をしたい。
✎私の友人が素敵な絵を描いている。作品を紹介したい。

★支援者・福祉施設関係者
✎施設でアート活動をはじめたいので、展覧会の開催や、グッズの制作などについてアドバイスがほしい。
✎作品を作るときの環境や使う道具、作品の保管方法などを教えてほしい。
✎障害のある人が通うアトリエの現場体験をしたい。そのようなアトリエがあれば教えてほしい。
✎作品の出展やグッズ制作に関する契約について教えてほしい。
✎契約をするにあたり、代理人（成年後見人）をたてる必要がある場合、どのような手続きをとれば良いのか相談にのってほしい。

★行政機関・学校など教育機関
✎子どもたちが作品を見る機会を設けたい。
✎アール・ブリュット作品の展覧会をおこないたいので、企画などを担う団体を教えてほしい。
✎アール・ブリュットに関する勉強会を開催したい。講師を紹介してほしい。

★企業・報道・美術関係者
✎商業施設内で展覧会を開催したいので、方法を教えてほしい。
✎作品を広告やグッズに使いたい。許可の取り方を教えてほしい。
✎メディアにとりあげたいので作家さんを取材したい。作家さんとつないでほしい。
✎冊子にアール・ブリュットについて掲載をしたい。詳しいことが分かる人を紹介してほしい。
✎作家さんへの謝礼はいくら払えばよいのか、教えてほしい。

★一般の方
✎現在おこなわれている展覧会を教えてほしい。
✎障害のある人たちの創作活動に興味がある。創作の現場を見てみたい。
✎○○さんの作品、作家ご本人に興味があるので詳しく教えてほしい。
✎アール・ブリュットについて教えてほしい。

■個人情報等について
✎お預かりした個人情報は、ご本人からのご相談にお答えする以外での目的では使用しません。
✎ご相談いただいた内容は厳格に秘密を保持し、ご本人の了解なく第三者に開示または漏えいすることはありません。
✎お預かりした個人情報は厳格に管理し、法令で許容されている場合等正当な理由がある場合を除き、
　ご本人の同意を得ずに第三者に提供することはありません。
✎個人情報の漏えいや改ざん等を防止するため、技術的、物理的手段による安全対策を講じ、
　スタッフへの適切な監督を行います。

東京アール・ブリュットサポートセンター
Rights（ライツ）

開所｜平成26年12月1日
支援体制｜相談員［3名］、アドバイザー［1名］

Rights（ライツ）相談窓口
〒164-0001　東京都中野区中野5丁目26－18
［社会福祉法人 愛成会 法人企画事業部内］
電話

Fax

受付

E-Mail

03-5942-7251
03-3387-0820
平日10：00－17：00
rights@aisei.or.jp
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パンフレット アメニティーフォーラムホームページ

事業｜1｜権利保護・相談支援

　Rights（ライツ）は、より専門的な視点をもっ
てご相談にお答えするため、各分野の専門家
に外部アドバイザーとして協力を依頼しています。
※ただし、Rights（ライツ）は、法的な助言を直
接おこなう機関ではありません。法的な助言を
要するご相談については、必要に応じ外部アド
バイザーの協力を得てお答えいたします。

著作権などの権利保護に詳しい弁護士

中久保満昭［あさひ法律事務所／弁護士］

［権利保護・相談支援］

外部アドバイザーの紹介

障害のある方々の創作にまつわるお問い合わせやご相談をお電話やメールにて承ります。
連携している様々な関係機関より情報を集約するとともに、
必要に応じ外部アドバイザーの協力も得て、その方に合った情報を提供します。

「相談支援」実施内容

相談支援の分類 ［開所日～平成27年3月25日時点］ ［総相談数　計207件］

Rights（ライツ）の広報実績
★パンフレットの作成　7,000枚配布（初回4,000枚、増刷3,000枚）
　郵送配布先：東京都人権啓発センター、東京都社会福祉協議会、東京都人権啓発企業連絡会、東京都内及び近郊施設を含む関係機関（約2,000箇所）、
　行政機関（中野区や品川区の相談事業所等）、美術関係（東京都現代美術館、アーツ千代田3331、AITアーツイニシアティブトウキョウ）など
★『Tokyo“Brut”展』をはじめとした展覧会場内でのパンフレットの配布
★厚生労働省「平成26年度 障害者の芸術活動支援モデル事業」のホームページの作成
★『アメニティーフォーラム 19』（2月6日～8日／滋賀県・大津プリンスホテル）にて、Rights（ライツ）のブースを出展
※『アメニティーフォーラム』：障害者の地域生活を推進していくための全国的なネットワークを作ることを目的に、全国から1,500名を超える人々が参加する福祉の集いです。

　

　絵を描く、ものを作る、音楽を奏でる等々、私たちは心に抱いているものを表現することによって、それを人
に伝え、自分を解放してきました。それらの表現が、人々の心を捉えて芸術的に価値あるものにまで高められ
たとき、その表現をまねたり、勝手に使ったり、あるいは表現することを強要したりすることは、表現者の権利
を侵害することになります。障がいのある人たちが表現者として現れたとき、家族や周囲の支援者は、その
表現（＝芸術）のみに注目し、表現者である本人の権利を蔑ろにしがちです。
　障がいのある人たちの創作活動を拡げて充実させるためには、成年後見人の選任、著作権法の検討
等 と々いう「権利擁護」のバックボーンが必要と思われます。「Rights（ライツ）」は、これまで手探り状態で活
動してきた支援者や家族、そして本人から、障がい者の創作活動にまつわるあらゆる相談を受ける機関とし
て誕生しました。これからも、相談活動の中で本人の権利を擁護することこそ、「Rights（ライツ）」のめざすべ
き道と考えています。

障害のある方々の権利擁護に詳しい弁護士

川島志保［川島法律事務所／弁護士］

　外部アドバイザーとして元美術館学芸員の立場から協力をさせて頂いた。障がいのある方々の創作活動
や成果物が益々、文化財として注目されていくと感じている。また商材としての活用も図られていくものと予想
がされる。魅力ある作品であるからこそ、作家の権利が守られる仕組みがなければならない。この度のサポー
トセンター「Rights（ライツ）」の開設は、障がいのある方々の創作に寄り添う極めて重要な取り組みであった。
美術的なアドバイザリーについても課題は多い。展示環境の整備や保存管理が相談として増えるだろう。作
家の活躍する場として、展覧会は直接的な機会であり、機会を求めるニーズがある。作品に傷みが生じな
いような安全な展示手法も求められてくる。また、作家が容易に手に入る画材を使うケースもあり、保存を考
えた場合、適切ではない画材もある。作家の良さを活かしながら、作品を永く守る視点も必要になるだろう。
いずれにしても、今後も作家や現場のニーズを汲み取りながら、「Rights（ライツ）」の相談機能が求められて
いくことになる。

美術館学芸員

山田貴之
［板橋区議会議員（元ルイス・C.ティファニー庭園美術館 学芸員）］

居住地別 相談内容別

法的助言の必要性

相談者別

東京都内

東京都外

作家・家族

作家・家族以外の個人

企業

障害福祉施設・団体

大学・研究機関

報道関係者

創作環境

展示機会

作品の出展

作品の二次利用

作品の販売

作家との作品の取扱全般

作家、事業所への取材

法的助言を要する相談

法的助言を要しない相談

84件

123件

67件

44件

4件

86件

2件

4件

30件

64件

10件

60件

10件

4件

8件

21件その他

82件

125件
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［無料法律相談］

無料法律相談 実施内容 2
作家の氏名等の情報を作品と共に公表をしたい場合、
誰に許諾を取ればいいのでしょうか。

⇒　作品を公表するか否かを決める権利（「公表権」）、作家の氏名を公表するか否か、及び公
表する場合にいかなる名前で公表するか（本名か、ペンネームか、など）を決める権利（「氏名表示
権」）は、著作者本人にあります。したがって、著作者本人の了解を得る必要があります（「著作権
者」ではなく「著作者」の了解を得る必要があります。両者は通常は一致しますが、著作権が譲渡
等により著作者ではない第三者に移転しているようなケースでは、「著作権者」ではなく、「著作者」
から了解を取る必要がある、ということに注意する必要があります）。

3
作品を利用したい場合、著作者とどのような契約をすればいいのでしょうか。

⇒　作品を利用したい場合、利用する著作物及びその利用態様を特定し、許諾料（ロイヤリティ）
の有無及び金額、支払条件その他、必要な事項を記載した著作物の利用許諾契約を、著作権
者との間で交わしておく必要があります。
　具体的には、①どの著作物の利用を許諾してもらうのか（作品の写真やコピーを契約書に添付
すれば、特定化が最も明確です）、②どんな利用態様について許諾してもらうのか（例えば商品化
であれば、商品の種類、サイズ、使用〈販売〉期間、販売を予定している商品の個数、商品の小
売価格、商品に使用する著作物のサイズなどのことです）等を契約書に明記するのが通常です。
　実務で使用されている著作物利用許諾契約書のフォーマットを提供しますので、参考にされてく
ださい（※p.29～p.30に掲載）。

4
作品を改変して使用したい場合、著作者とどのような契約をすればいいのでしょうか。

⇒　著作権法上、著作者には、著作物を「無断で改変されない権利」（同一性保持権）がありま
すので、著作物を改変して利用したい場合は、著作者の承諾を得る必要があります。その場合には、
改変の態様を特定した上で、そのような改変をして利用することについて著作者が了解する旨を、
書面で明確にしておく必要があります。

5
作品を販売または購入する際は、どのような契約をしたらいいでしょうか。

⇒　「作品を販売」または「購入」するという行為は、作品の所有権の移転を目的とする合意をする、
ということであり、通常、著作権とは関係がありません。その際には、作品の所有者との間で、作品
についての「売買契約」を締結する必要があります。

6
作品を使用する際の使用許諾料は、どのくらいが相場なのでしょうか。

⇒　許諾料については、著作物が持つ価値や作家・作品の知名度等によって千差万別であり、
「相場」というのはありません。著名なキャラクターを利用する場合であれば、高額の許諾料を払わ
なければ許諾が得られないことになりますし、逆に無名の作品をこれから世の中に出し、認知度を
高めてもらうことに意義がある、と著作権者側が思えば、無償で許諾する、というケースもあります。
要は、著作権者と利用者側とで、条件について合意に至れば、それでいい、ということです。
 なお、許諾料の定め方の形式としては、「許諾の対価として●万円」といった形で、定額で合意す
る方法、「1個あたり、小売価格の●％」などと、売上金額に応じた一定料率で定める方法、これら
を組み合わせ、最低保証数量（いわゆるMG）を定める方法など、いろいろな定め方があります。
いずれの定め方をする場合にも、契約の段階で、使用許諾料が機械的に算定できるよう、明確に
合意しておくべきでしょう。

　Rights（ライツ）にご相談のあった方のうち、法的な助言が必要と認められた方には、別途、外部
アドバイザーである弁護士による無料法律相談をご案内し、実施しました。
―
実施日

第1回｜平成27［2015］年1月23日［金］

第2回｜2月13日［金］

第3回｜3月6日［金］

―
目的

―
①現場の具体的なニーズの把握
　相談者と弁護士が直接対面することで、書面でのアンケート調査や電話・メール等では正確に
把握することができない、法的助言のニーズを具体的に吸い上げ、相談体制を今後充実させていく
上で、あるべき方向性を確認していきます。
―
②潜在的な相談需要の発掘
　専門家（弁護士）による無料法律相談の存在を周知することで、相談窓口への相談の動機付け
とし、潜在化している相談者のニーズを掘り起こす。
―
③相談員の人材育成
　弁護士の無料法律の場に相談員が加わることにより、相談窓口の担い手となる人材を育成して
いきます。
　具体的には、以下のとおり実施しました。

a. 無料法律相談1、2回目では、相談者に対する弁護士の応答を相談員が傍聴し、権利に関
する相談の受け方を学びました。
b. 3回目には、前2回の経験をもとに相談員が相談者に対する回答を実際に行い、その後、弁
護士が相談員の回答をふまえて補足・修正を行うことで、①「法的な助言を要する事項（専門家
アドバイザーの助言を要する事項）と窓口で回答できる事項の峻別の方法」、②「適切な問答の
方法」等を学び、相談業務の経験を積みました。

［第1回・第2回］ 無料法律相談
［相談者の相談に弁護士が回答、相談員は傍聴］

―
相談内容のまとめ
―

1
作品を使用したい時は、誰に許諾を取ればいいのでしょうか。

⇒　許諾をとるべき相手は、著作権者、すなわち原則として、著作物を創作した方です。
　ただし、本人の意思能力がないと判断され、契約内容を理解できない状態の方と交わした契約
は、法律的に無効となるおそれがあります。意思能力がない方と契約をする場合には、法律上は、
家庭裁判所に後見人を選任してもらい、この後見人と契約をする必要があります。
　しかし実務的には、意思能力の有無を判断することが困難なケースもあり、またご親族などの意
向で、作品の利用を許諾するためだけに後見人をつけることに消極的な方もいると思います。この
ため、本人との契約で良いか否かの判断に際しては、契約内容から判断されるリスクの程度、お
よび本人の状態等を勘案して、個別具体的に判断するほかないでしょう。

第1回無料法律相談の様子

相談窓口の専用回線を開設 第2回無料法律相談の様子
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［無料法律相談］

Rights（ライツ）に携わってみての感想

「法律相談の回答を経験して」
東京アール・ブリュットサポートセンターRights（ライツ）相談員｜三浦千晃
―

　これまで中久保先生による的確な法律相談を傍聴させていただき、自分には果たしてどこまででき
るだろうかと思っておりました。
　相談対応をさせていただくにあたり、まず相談者からの「事前相談シート」を元に、先生に回答の
ポイントをまとめていただき、他の相談員と共に、相談者の質問内容の確認を行ないました。質問
事項の中には、質問の意図が見えにくいものもあり、的確に解答する上で一つ一つ明確にしていく
必要があること、そのためにどのように伺うと良いか、確認しました。
　実際の相談時は、多少突発的な疑問が浮かび、即答できない場面も発生しましたが、事前の
充分な想定により、相談者の意図の汲み取りを心がけて対応することができました。
　あとから先生の補足説明をいただき、疑いもせず回答した言葉が、相談者にはわかりにくくなっ
てしまう可能性もあること、「そうすると親切です」と回答の表現を和らげた箇所が、逆に契約を結ぶ
際には必須であったことを学ぶなど、実地での貴重な経験を積ませていただきました。今後はさらに
正確な回答を持ち、相談者の目線に立つ相談を目指したいと思います。

「相談員の立場として」
東京アール・ブリュットサポートセンターRights（ライツ）相談員｜渡部紗貴子
―

　相談窓口は初めての取り組みでもあり、最初は不安もありましたが、無料法律相談では著作権
や権利に関する事だけではなく、相談対応の仕方についても学ばせていただき、大変勉強になりま
した。一番重要なのは、上手く相談に応えようとするのではなく、しっかりとお話をお伺いした上で
内容を整理していくことが問題解決の近道となり、相談者にとってよりよい支援に繋がることだと感じ
ました。
　権利に関する相談についても作品の2次利用や契約に関する相談が多く寄せられ、同じように悩
んでいる方が他にも大勢いるのではないかという印象を受けました。
　引き続きRights（ライツ）の広報周知に努め、今回学んだことを無駄にしないよう、1人でも多くの
方のお役に立てる窓口を目指して取り組んで参りたいと思います。

「法律の面からの相談支援を学んで」
東京アール・ブリュットサポートセンターRights（ライツ）相談員｜椋本優花
―

　これまで、支援者として沢山の障害のある方 と々関わってきました。その中で、障害のある方 に々

関する出来事は、ご本人の生活年齢に即して捉えられないことが多く、ご本人の了承がなくとも誰
かが代わって決めているという状況に違和感を覚えていました。
　本来ご本人がもっているはずの権利を守りたい、という想いはあったものの、その想いをどのよう
に支援につなげていったら良いかは分からずにいました。
　今回、障害のある方々の権利を守る上で重要な「法」という指標を得ることができ、多くの人がこ
の指標をもって創作活動を行っているご本人と関われば、権利をきちんと守っていくことができるので
はないかと思い、心が整理されたように思います。
　これまで保護の対象であった障害のある方々が、権利をもって芸術活動をより充実させることが
できるように、発信の機会を増やしていけたらと思います。

7
作家から作品の所有権を譲り受けた作品を二次利用する場合は、
契約などが必要なのでしょうか。

⇒　作品の所有権が移っても、同時に著作権の譲渡がなされていない限り、（一定の例外を除き）
作品を自由に利用することはできません。したがって、譲り受けた作品を二次利用する際は、作品
の著作権者と著作物利用許諾契約を締結することが必要です。

8
特定の人の作風を真似て絵を描く場合は、どのような手続きをとればいいのでしょうか。

⇒　作風自体は、著作権法による保護の対象ではないため、分かりやすく言えば、「雰囲気が似

ている」程度であれば、特に著作権者の許諾を得る必要はありません。ただし、例えば特定のキャ
ラクターが違うポーズをとっている絵など、原著作物に依拠して創作された著作物であることが明ら
かなものは、原著作物の著作権者の許諾を得ることが必要となります。

9
作家が亡くなった際、作品の著作権はどのように扱われるのでしょうか。

⇒　著作権の保護期間は、「映画の著作物」を除き、作家の死後50年間です。したがって、同期

間中、著作権は存続し、著作権者が亡くなった場合、著作権は、相続により承継されていくことに
なります。

［第3回］ 無料法律相談
［相談者の対応を相談員が行い、後に弁護士から補充回答］

―
絵画等を、展示の目的で借りる際は、誰と、どのような契約をすればいいでしょうか。
―
［相談員からの回答］

⇒　利用形態が、美術作品を屋内展示するということであれば、作品の所有者との間で、出展契
約書を交わすのが通常です。作品の写真やコピーを添付し、貸与を受ける作品を特定するとともに、
借用期間や展示場所、使用許諾料を支払う場合は、その金額についても記載するなど、利用態
様及び利用の対価等を特定して合意しておくのが望ましいと思います。

⇒　契約の際には、作品に対する写真撮影許可についての確認欄を書類に設けておくと、親切
かと思います。
―
［外部アドバイザーの弁護士からの回答］

⇒ ⇒　美術作品の屋内展示について、所有者との間で契約を交わせばいいのは、あくまでも原
作品の展示についてであり、コピーの展示については、著作権者の了解を得ないとならないことに
なっています。したがって、作品の著作権者と所有者が異なる場合には、注意が必要です。

⇒ ⇒　展示されている作品を来場者が写真撮影する行為は「複製」にあたります。著作権者の許
可なく写真を撮ると、複製権侵害になり、また、作品の写真を無断でインターネット上にアップすれば、
「公衆送信権」侵害にあたります。したがって、展示会場での作品の写真撮影の可否については、
これを一律に禁止するのではない場合には、作品を展示目的で借りる際、契約書類にチェック欄を
設けるなどして、意思確認をしておく必要があります。

第3回無料法律相談
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［1］「権利保護・相談支援」資料　「著作物利用許諾契約書」参考様式

著作物利用許諾契約書

○○○○（以下、「甲」という。）と、株式会社○○○○（以下、「乙」という。）とは、甲の創作に

かかる別紙１添付の著作物（以下、「本件各著作物」という。）を使用して乙が行う商品化につ

いて、本日、以下の通り合意する。

第１条（本件各著作物の使用許諾）

　甲は、乙に対し、本件各著作物を、乙が製造販売する商品（仕様その他の概要は別紙２に

記載のとおり。以下、「本件各商品」という。）において使用することを、次条以下に定める

条件により、非独占的に許諾する。

　　　　

第２条（適法な許諾権限の保証）

　甲は、乙に対し、甲が本件各著作物について適法な使用許諾権限を有すること、及び本

件各著作物が第三者の著作権を侵害するものではないことを、それぞれ保証する。

第３条（販売地域）

　本件各商品の販売地域は、日本国内に限る。

第４条（著作物使用料）

　乙は、甲に対し、本件各著作物の使用料を、下記の支払条件に従って、甲の指定する銀

行預金口座（○○銀行　○○支店　普通預金　口座番号○○○○　「○○○○」名義）に振

り込む方法により支払う。

記

①最低保証料　　　金　　額　　最低保証製造数量（○個）に相当する使用料

　　　　　　　　　　　　　　　金○○○○円

　　　　　　　　　支払時期　　本契約締結日から３０日以内に支払う。

②追加使用料　　　金　　額　　最低保証製造数量を超えて製造する数量につき、

　　　　　　　　　　　　　　　商品１個あたり、小売価格の○○％

　　　　　　　　　支払時期　　製造日の属する月の翌月末日限り支払う。

第５条（著作権者の表示）

　乙は、本件各商品に、下記の表示を行わなければならない。

記

6●●●●　２０１５

第６条（画稿等の使用目的の制限）

　乙は、甲から本件各著作物の画稿その他の資料の貸与を受けたときは、同資料を、甲の

事前の承諾なしに本契約によって許諾された以外の目的で使用してはならない。

第７条（権利の譲渡等の禁止）

　甲および乙は、本契約に基づいて取得した地位または権利を、相手方の事前の書面によ

る承諾なしに第三者に譲渡し、またはこれを担保の用に供してはならない。

第８条（権利の帰属）

１　本件各著作物の使用に伴い、二次的著作物に関する著作権（以下、「二次著作権」とい

う。）が生じた場合、二次著作権は、何らの手続きをも要することなく発生と同時にすべて

当然に乙より甲に移転するものとし、本件各著作物の使用によって、乙には何らの著作権

も帰属しないことを確認する。

２　前項の場合、乙は、甲に対し、二次著作権に基づく著作者人格権を一切行使しない。

３　本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとする。

第９条（甲による監修）

１　乙は、本件各著作物の商品化にあたり、事前に甲に対し商品見本を提示し、甲の監修

を受けなければならない。

２　前項に基づく監修の結果、甲から乙に対し商品化の態様等に関し指示がなされたとき

は、乙は、同指示に従わなければならない。

第10条（報告義務）

　乙は、甲に対し、毎月１日から末日までの１ヶ月間の本件各商品の製造及び販売数量を、

翌月○日までに書面にて報告しなければならない。

第11条（調査への協力義務）

　甲が、本件各商品の製造または販売の状況についての確認を求めたときは、乙は、売上台

帳及び証紙その他甲の求める必要な資料を開示して、甲の調査に協力しなければならない。

［特別寄稿］
―
「弁護士無料法律相談の狙いと成果」
―
中久保満昭 ［あさひ法律事務所／弁護士］

　本モデル事業の柱の一つである、障害のある作家の権利保護の取り組みの一環として、
試みに本年1月より3か月間にわたり、計3回の弁護士無料法律相談を企画し、Rights（ライツ）

の相談員3名と共に、相談対応に当たらせて頂いた。本モデル事業は、平成27年3月までの
期間を限定して行われた取り組みである。しかし、障害のある作家の権利保護に真に役立
つ取り組みとするためには、ニーズに的確にこたえられるよう、相談体制を不断に充実・改善し、
今後も取り組みを継続していく必要がある。この観点から、今回の法律相談は、今後のある
べき活動を見据え、相談員3名と協議の上、以下の3つの狙いを持って実施した。
　1つ目は、障害のある作家の方々の造形活動にかかわる現場では、どのような相談のニー
ズがあるのかを具体的に把握すること。そのためには、相談者と相対で、具体的にヒアリング
を行い応答することにまさる方法はないと考えた。
　2つ目は、「弁護士による無料相談」を周知することにより、相談の潜在的需要を掘り起こす
こと。電話相談窓口の設置のみでは相談に及び腰であった相談者も、「弁護士に直接無料
で相談できるなら聞いてみよう」と考える可能性があり、相談の呼び水にしたいと考えた。
　3つ目は、相談員の人材育成に役立てること。相談体制の充実は、その担い手である相談
者のスキルに負うところが大きい。その向上には、実地での経験（いわば臨床経験）が最も重
要であることは言うまでもない。この観点で役立つのではないかと考えた。
　実際に3回にわたり無料法律相談を実施した結果、予想外の発見があった。それは、相
談のニーズは、作家や施設の方 も々さることながら、むしろ作品を利用したいと考える側（民間
企業、NPO法人等）にも多数ある、ということである。最多の相談は、「作品を二次利用する
場合に、作家と締結すべき契約の内容を知りたい」というものであった。そこでRights（ライツ）で
は、著作物利用許諾契約のフォーマットを提供するとともに、今後、要望に応じ適時に提供で
きるフォーマットを用意した。適切な契約スキームでの作品の利用が拡大すれば、作家の権
利保護は勿論のこと、作品の認知度や価値向上、ひいては作家の創作意欲や創作機会の
拡大につながることが期待される。本モデル事業を皮切りに、障害のある作家の権利保護の
体制が益々充実し、社会において一定の役割を担えることを願っている。
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第12条（期間満了による本契約終了時の在庫品の取扱い）

　乙は、本契約に基づく商品化の権利が本契約の期間満了により消滅した場合に限り、契

約期間満了後３ヶ月間は、同満了時点において乙が保有していた在庫品を頒布することが

できる。但し、本契約第４条所定の著作物使用料が遅滞なく支払われることを条件とする。

第13条（権利侵害の場合の対処）

１　乙は、本契約に基づいて取得した商品化の権利を第三者が侵害し、または侵害するお

それが生じたときは、速やかにその旨を甲に報告し、甲の承認を得て、第三者の権利侵害

に対し必要な措置を講ずるものとする。

２　本契約に基づいて乙が商品化の権利を行使した結果、第三者と乙との間に紛争を生じ

た場合、乙は、あらかじめ甲と協議の上、乙の責任と費用負担において紛争を解決するも

のとし、甲に何らの迷惑をも及ぼしてはならない。

　但し、第三者との紛争が、甲の責めに帰すべき事由に基づくときはこの限りではない。

第14条（守秘義務）

　甲および乙は、本契約期間中であると契約終了後であるとを問わず、本契約に関連して

知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。

第15条（名誉及びイメージの保持）

　乙は、本件各著作物の使用にあたり、甲の名誉及び本件各著作物のイメージを損なう行

為を行ってはならない。

第16条（契約の解除）

１　甲または乙は、相手方が本契約のいずれか１つの条項に違反したときは、相当の期間

を定めて催告のうえ、同催告期間内に違反が是正されない場合、本契約を解除するこ　　

とができる。

２　甲は、相手方が次のいずれかに該当する場合、相手方に対する催告手続きを要しない

で直ちに本契約を解除することができる。この場合、甲または乙が損害を被ったときは、

相手方は遅滞なくその損害を賠償しなければならない。

①　支払を停止し、または破産、民事再生、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始

の申立があったとき。

②　自ら振出した手形もしくは小切手を不渡りとし、または銀行取引停止処分を受けたとき。

③　監督官庁から営業取消、停止等の処分を受けたとき。

④　差押・仮差押・仮処分・強制執行もしくは競売等の申立てを受け、または公売処分、租

税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。

⑤　資本減少・合併・解散・営業の廃止もしくは営業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決

議を行い、または資産もしくは信用状態に重大な変更を生じたとき。

⑥　任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。

⑦　画稿等の貸与資料を速やかに返還しないとき 

第17条（契約期間）

　本契約の有効期間は、平成○○年○月○日から○年間とする。なお本契約を更新する場

合は、甲乙間で別途協議の上、新たに契約書を作成して行う。

第18条（協議）

　１　本契約の解釈に疑義が生じ、もしくは事情変更が生じたとき、または本契約に　　

　定めなき事項に関する紛争を生じたときは、甲および乙は、信義誠実の原則に従って協

議のうえ解決を図るものとする。

　２　本契約の補足または修正等は、書面をもって実施するものとする。

第19条（合意管轄裁判所）

　本契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所のみを第一審の専属的合意管轄裁

判所とする。

　以上の合意を証するため本書面２通を作成し、甲乙それぞれ署名ないし記名捺印の上、各

１通を保有する。

　平成○○年○月○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙

事業｜1｜権利保護・相談支援

●造形活動はどのように

［アンケート調査結果］※33項目の中から一部抜粋して記載しています。

造形活動の現状と課題について

造形活動の振興について

① あり 48%
② なし 24%
③ 無回答 28%
―

「あり」と回答された方で
多かったコメント

●造形活動に関して
行われていますか？ 困ったことはありましたか？ 作者と取り決めを交わしていますか？

① 交わしている 5%
② 交わして
　いない 67%
③ 今後予定あり 3%
④ 無回答 25%
―

① 福祉サービスの
　事業内 68%
② 独自の
　事業として 6%
③ その他 13%
④ 無回答 13%
―

［アンケート］
―
［事前調査］
　Rights（ライツ）の開設にあたり、障害福祉サービス事業所での創作活動における現状と課題を把握することで今後より良質な支援を行う機関を目指す為に東京都
内の障害福祉サービス事業所に事前アンケートを実施しました。
●調査対象⇒東京都内の無作為で抽出した障害福祉サービス事業所等、約1,000箇所
●調査期間⇒平成26（2014）年11月～12月　●回答数⇒63件　●調査項目⇒33項目

②

③

●今後、造形活動を充実させたいですか？ 「充実させたい」と回答された方で多かった内容

① 現状維持 33%
② 充実させたい 59%
③ 縮小の方向 0%
④ 無回答 8%
―

②

②

④

④

④

④
④

①

①①

②

③

③ ③

③

③

② ②

②

①

①

①

①

取り決めを交わしていますか？

① している 5%
② していない 63%
③ 今後予定あり 3%
④ 無回答 29%
―

対応に苦労したことがありましたか？　利用に関する契約をしていますか？  収入の分配について、作者と
●作品の販売によって得た ●利用者の著作権に関して、困ったことや●グッズ制作の際に、作者と作品の二次 「あり」と回答された方の自由記述

●作品を展示した際の謝礼について、

① 交わしている 11%
② 交わしていない 46%
③ 今後予定あり 6%
④ 無回答 37%
―

① あり 12%
② なし 56%
③ 無回答 32%
―

［事前アンケート調査から見えてきたこと］
―

　事前アンケートでは「今後、造形活動を充実させたい。」という回答が半数を超えました。回答の中には、造形活動に関する知識や技術のスキルアッ
プ研修や著作権等に関する研修、造形活動に取り組む人の人材育成、造形活動に関わる人同士との交流の場の提供などといった支援を望まれる
声が多くあることが分かりました。また作品発表の機会や作品販売についても高い関心が見られ、今後、更に需要が増えることが予想されます。
　一方で、展覧会に作品を出展する際の作家へ謝礼や作品の販売によって得た収入の分配の仕方についてなど、契約を有する事項については、
取り組んでいる事業所が少ないことも分かりました。著作権については「あまり気にしたことがなかった。」という回答がある一方で、「著作権についての
本を購入したが実際に知識を活かせなかった。」「契約書の作成の仕方、契約の取り交わし方の注意点が知りたい。」など、問題意識はあるもののど
のように取り組んでいいか分からないという意見も多くありました。権利保護について、研修の開催や情報提供を行うこと機関の需要が望まれているこ
とが分かりました。
　相談機関の存在を広く周知していくとともに、引き続き事業所からの相談に応じていき、必要なニーズを汲み取っていきたいと考えます。

○作品の販売について
○制作場所や作品保管場所の確保について
○造形活動の始め方について
○利用者の興味や意欲を
　引き出すことについて

○施設職員を対象とした造形活動に関する知識や
　技術のスキルアップ研修
○作品をみてもらう機会を増やすこと
○造形活動に関わる人との交流（造形活動の担当者、学芸員等）
○造形活動を支援できる人材（美術経験者等）の確保
○作者の権利について相談できる窓口の利用

どのようなテーマを希望しますか？［自由記述］
●造形活動に関する研修会が開催されるとしたら、

○造形活動を行う際に必要な知識や技術について
○他団体で行われている造形活動の取り組みについて
○作品の取り扱いにおける著作権等、法律に関することについて

○著作権問題について本を買ったが、実際知識
を上手く活かせていない。○契約の取り交わし
方、実際の契約書作成の仕方、注意点を知りた
い。○販売する際の金銭について（複数名で1つ
の作品を作った時、どこに何%ずつ配分すれば
良いのか）○公共機関、法人、事業など、どこが
作品を所有するかという判断が難しい。○作品
展に出展する際、出展の意志を口答で確認して
いるが、それ以外はあまり気にしたことがなかった。
○このアンケートで逆に自分たちの著作権に関し
ての知識の甘さが分かった。もっと知りたい。
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図1［資料⑥］

事業｜1｜権利保護・相談支援

　障害のある方の芸術活動支援においては、著作権等の権利保護に関する
知識の普及と支援体制の整備が重要です。著作権の問題を専門的に扱う弁
護士、権利保護に詳しい弁護士、障害者の造形活動に関する相談支援を行っ
ている事業所の方。3人の有識者を招き、身近な例を挙げながら必要な知識
や視点など権利保護にまつわる内容を伝える研修会を行いました。

第1部｜13：30―［講演40分、質疑応答10分］

「著作権等の権利保護に関する講演」
講師｜中久保満昭 ［あさひ法律事務所／弁護士］

―

第2部｜14：25―［講演40分、質疑応答10分］

「障害のある人の権利保護の現状と課題」
講師｜川島志保 ［川島法律事務所／弁護士］

―

第3部｜15：25―［講演30分、質疑応答10分］

「著作権保護や造形活動に関する
相談事業を実践する事業所の取り組みの紹介」
講師｜齋藤誠一 ［アール・ブリュット インフォメーション&サポートセンター 所長］

―

第4部｜16：10―［40分］

「情報交換ワークショップ」
―
日時｜平成26［2014］年12月９日［火］13：30―17：00
場所｜中野サンプラザ ７階 研修室10
参加費｜無料
定員｜70名［要予約］
―

対象者

障害福祉サービス事業者や医療機関等で造形活動をされている方
これから造形活動を始めようとしている事業者の方
障害のある人の造形活動に関心のある方

［研修会リポート］ ※人材育成の一環としても実施

障害者の造形活動に関する
著作権・権利保護についての研修会

［講演録①］
―

「著作権等の権利保護に関する講演」
講師｜中久保満昭 ［あさひ法律事務所／弁護士］ 

―
NAKAKUBO Mitsuaki

―

　著作権は、広義には「著作者の権利」と「実演家
等の権利」の2つに大別され、さらに「著作者の権
利」は、「著作者人格権」と「著作権（財産権）」に
分けられます。それらをさらに細かく分けたのが、図
1［資料⑥］です。この図のオレンジ色で強調してある
ところ（複製権、公衆送信権、展示権、二次的著
作物の利用に関する権利）が、恐らく、障害者の造
形活動の場面で関連してくる権利だと思われます。
今日はここをピンポイントで解説し、本講演をお聴き
頂いた後には、末尾の「ケーススタディ」に正しくお
答え頂けることを獲得目標に、お話ししていきたいと
思います。

「著作物」と「著作者」

　本題に入る前に、2つの基礎概念について説明
します。まず「著作物」です。これは、「思想又は感
情（a）を創作的に（b） 表現したもの（c）であって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
（d）」だと、著作権法で定義されています。これを分
解すると、（a）（b）（c）（d）の4つのことを言っています。
　「思想又は感情（a）」とは、事実や単なるデータ
は（a）の条件を満たさず著作物ではない、という意
味です。例えば、「富士山の高さは3776メートルで
ある」という文章は、その内容に思想、感情の表現
が何もない。単に事実を書いただけなので、著作
物性は認められない。
　次に「創作的に（b）」という要件ですが、これは、
他人のまねをしたものは創作性がないからだめで
すよ、と。そして「表現したもの（c）」というのは、頭の
中にあるアイディアは保護されないということ。
　最後の「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
属するもの（d）」の意味するところは、デザイン的に
すぐれた工業製品は、この（d）の要件を満たさない
ので著作物性が認められないということです。
　次に「著作者」について説明します。職業としての
創作か否か、あるいは内容の上手下手には関係
なく、「著作物を創作する者」を「著作者」と定義し
ています。また、著作物の創作を他人に委託（発
注）した場合も、あくまで実際に著作物を創作した

人が著作者となります（契約で著作権の帰属が定
められ得ることと、「著作者」が誰かは別問題）。

複製権・公衆送信権・展示権
　
　ここからが本題です。「財産権としての著作権の
権利」の中で、障害者の造形活動に関連してくるも
のについて、解説していきます。
　まず1つ目は「複製権」。簡単に言えば、無断でコ
ピーさせない権利で、著作権の中核を成すものです。
複製とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他
の方法により有形的に再製すること」と条文では定
義されています。電子化の流れの中で紙等への見
える形での複写だけではなく、磁気ディスク、半導
体チップ等の媒体に記録すること、パソコンのハード
ディスクやサーバーに蓄積することも複製に当たる、
と解釈されています。
　続いて2つ目は「公衆送信権」です。これは、無
断で公衆に送信されない権利のことで、（a）テレビ、
ラジオなどの「放送」や「有線放送」、（ｂ）インター
ネット等を通じた「自動公衆送信」（受信者が選択
〈アクセス〉した著作物だけが手元に送信されるよう
な送信形態）、（ｃ）電話などでの申込みを受けてそ
の都度手動で送信する形態、といった種類があり
ます。中でも今日的に最も重要なのは（ｂ）で、それ
には公衆送信権者の許諾が必要となります。重要
なのは、自動公衆送信の場合、自動公衆送信装
置への蓄積や入力、送信可能化も公衆送信権の
対象だということ。つまり、インターネット上に無断で
アップしてダウンロード可能な状態にした瞬間に、
公衆送信権侵害は成立するわけです。誰かがそ
れをダウンロードしたかどうかという実績の有無は
関係ありません。
　3つ目は「展示権」です。条文には、「著作者は、
その美術の著作物又はまだ発行されていない写真
の著作物をこれらの原作品により公に展示する権
利を専有する」とあります（著作権法第25条）。著
作権者の了解を得ないと美術館等での展示をして
はいけない、ということです。
　これには例外規定があり、「美術の著作物等の
原作品の所有者（又はその同意を得た者）は、こ
れらの著作物をその原作品により公に展示すること
ができる」。つまり、美術の著作物に限り、所有権
を持つ者の意思のみで、美術館に展示することが
できるわけです。ただし、「その原作品により」とある
ように、コピーして展示することはできません。また、
「街路、公園その他一般公衆に開放されている屋
外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見
えやすい屋外の場所に恒常的に設置する」ことも許
されません。
　さらに2つ目の例外規定として、「美術の著作物
等を適法に公に展示する者は、観覧者のためにこ
れらの著作物の解説または紹介をすることを目的と
する小冊子に、これらの著作物を掲載することがで
きる」とあります。美術館での展示に伴って配布する
小冊子については、複製権の例外としましょうという
規定です。「レオナール・フジタ事件」という裁判例
があります。

著作者人格権

　著作者人格権というのは、大きく「公表権」「氏名
表示権」「同一性保持権」の3つの権利に分かれて
います。
「公表権」は、公表するかどうかを自分で決める権
利で、換言すれば、無断で公表されない権利です。
「氏名表示権」は、著作者名を表示するかしないか、
するとした場合に自分の本名なのかペンネームなの
かを決める権利です。
　最も重要なのが「同一性保持権」で、無断で改
変されない権利のことです。例えば、あるキャラクター
をつくったところ、その色遣いを変えて、青いキャラク
ターを赤にするとか、首を切り離して別のキャラク
ターの頭を乗っけるとか、そういうことをすると、著作
権侵害ではなく著作者人格権侵害の問題が発生
するということです。
　同一性保持権をめぐっては、昔、サザエさんとバ
カボンを合体させたキャラクターを作ったことで問題
となった「サザエボン事件」という裁判例がありました。
また、森進一の「おふくろさん」では、森が無許可で
オリジナルにはない台詞を付け加えたことで、作詞
家との間で騒動が起きました。
　著作者人格権に関する重要なポイントは、譲渡、
相続できない「一身専属的権利」だと言うことです。
いわば、作った人にしか帰属しない権利というわけ
です。となると、著作者が亡くなってしまった後、著
作権の保護期間中であるにもかかわらず、著作者
人格権は、まったく保護されないのでしょうか？
　それに対しては、法律がきちんとした手当をしてい
て、「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、
その著作物の著作者が存しなくなつた後において
も、著作者が存しているとしたならばその著作者人
格権の侵害となるべき行為をしてはならない」（著
作権法第60条）という規定があります。平たく言うと、
もし本人が生きていたら嫌がるようなことはしてはい
けませんということです。そして、著作者が亡くなった
後、誰がその権利を行使するのかといえば、それは
遺族（配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹）
のみで、実際上、孫が死亡した後は、権利を行使
できる者が存在しなくなります。

二次的著作物・編集著作物・共同著作物

　「二次的著作物」というのは、ある著作物を翻訳
したり編曲したり脚色したり映画化したり、これらを
総称して「翻案」と言いますが、この翻案することに
よって創作された著作物のことです。
　わかりやすい例としては、海外の小説を日本語に
翻訳して出版する場合。この場合、海外の小説が
原著作物で、日本語版の小説が二次的著作物に
なります。小説が売れると、今度は映画化の話が
来ます。これを脚本にして映画化すると、小説という
言語の著作物を、ストーリーは同じでありながら映
画という別の表現形態の著作物にしますので、ここ
でも二次的著作物という概念が発生します。
　こういう過程で著作物がつくられたときに、例えば、
この映画を今度はDVD化して販売しますとなった

場合、誰の許諾を得なければならないのか。この
例で言えば、海外の小説の著作権者、日本語版
の著作権者、映画の著作物の著作権者、全員の
同意を得ないと映画のDVD化はできません、といっ
た具合に、原著作者の権利というのは大変強いわ
けです。
　次に「編集著作物」という概念を説明します。こ
れは、一つ一つの記載された中身自体は著作物性
がないのだけれど、その並べ方に創作性が認めら
れるために、編集著作権という特別な著作権が認
められるケースがあるということです。百科事典、タ
ウンページ（電話帳）、オムニバスCD等がこれに該
当します。
　最後に「共同著作物」ですが、これは2人以上の
者が共同して創作した著作物は、著作権が共有に
なるということです。わかりやすい例は「ドラえもん」で、
ご承知のとおり、作者の「藤子不二雄」は、2人の漫
画家の共同ペンネームです。「ドラえもん」は、2人の
共同著作物で、著作権は共有ということになります。
その場合、共有者全員の同意がないと著作権を行
使できないというふうに法律には規定があります。
　注意していただきたいのは、例えば、歌詞とメロ
ディーがある歌の場合で、これは共同著作物では
なく「結合著作物」と呼んで区別しています。歌の
場合、歌詞単体で朗読したり、メロディーをオルゴー
ルで流したり、それぞれの著作物を単独で利用す
ることができるからです。

他人の著作物を利用する方法

　他人の著作物を利用する場合、何を注意すれ
ばいいのでしょうか。
　大原則は、権利者の了解を得ること。そして、そ
の権利者が、何権の権利者なのか。複製権なのか、
公衆送信権なのか……。そのあたりの権利概念を
きちんと理解しておくことが大切です。また、その一
方で、権利者の許諾を得なくてよい例外規定につ
いても把握しておくこと。例えば、展示などは所有者
の了解だけでいい場合もあり、あるいは展示に伴う
紹介用小冊子への作品の写真等の掲載について
は、著作権者の了解が不要な場合もある。著作者
の死亡後50年を経過すると保護期間が切れ（映
画の著作物は公表後70年）、家で鑑賞するための
複製などは権利制限規定の例外とされます。
　それから重要なのは、あらかじめ色遣いを変える
とか改変して利用することを予定しているような場合
は、著作者（著作権者ではない）から、著作者人
格権不行使の同意をとること。著作権人格権という
のは譲渡、相続不可ですので、著作者から了解を
とらないと意味がないわけです。
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なぜ、「障害者の権利」を考えるのか？

　まず「○○の権利」と言われる人たちのグループ
を考えてみましょう。女性、子供、障害者……。こ
れらのグループはこれまで、ケアや支援・扶養が必
要な「保護」の対象とされてきました。そのため、「権
利の主体」（自分で権利を主張する）とは考えられて
きませんでした。
　しかし、現状を見ると、それではダメなのは明ら
かで、そのことが一番わかるのが、障害者虐待の
実態です。平成24（2012）年10月に障害者虐待防
止法が施行されましたが、それによると虐待とは、
養護者による虐待、施設従事者による虐待、使用
者による虐待、この3つが対象とされています。この3
つの中で、圧倒的に認定件数が多いのが、養護者、
つまり家族による虐待です。日本の場合、家族への
期待や責任がまだまだ大きく、その義務感に押しつ
ぶされた養護者が虐待に走ってしまうという例がたく
さんあります。そうならないために、養護者への支
援も必要だと法律は考えています。
　ここで、被害者と加害者の関係性について考え
てみますと、被害に遭う障害者は加害者を拒めま
せん。ケアや扶養が必要ですから、やめてくれとは
なかなか言えない。一方、加害者は、例えば施設
内で障害者に性的な虐待をしていた人が、表を歩
いていて道端で性的な虐待をするわけではない。
やはりそこには上下の関係があると言わざるを得な
くて、この点でも障害者の権利を考えなければいけ
ない局面はあると思います。

「障害」は、個人的なこと？

　次に考えなければいけないことは、障害って個人
的なことなのだろうかということです。かつて「障害は
個性」と言われたことがありました。そう主張すること
で、決してマイナス評価ではなくプラスなんだと言い
たかったのでしょう。それでは今、障害はどのように
考えられているのでしょうか。
　平成23（2011）年に改正される前の（旧）障害者
基本法第2条では、「障害者とは、身体障害、知的
障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活
又は社会生活に相当な制限を受ける者」とされてい
ました。障害者を健常者と対比し、心身の機能に
障害を抱え、能力的に劣っている者と把握し、障害
者が遭遇するさまざまな困難を個人の心身の状態
に求めてきた。いわば機能障害中心の考え方です。

　これに対し、平成18（2006）年12月13日に「障害
者権利条約」が国連総会で採択され、障害の考え
方に大きな転換が起こりました。機能障害という「医
療モデル」から、社会の障壁と相まって障害はつく
られるという「社会モデル」への転換です。
　この条約を受け、国内法を整備するなかで、「障
害者基本法」が改正されました。障害者の定義は、
「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含
む）その他心身の機能の障害がある者であって、
障害及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」と変わりました。ここでの「社会的障壁」とは、「障
害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む
上で障壁となるような社会における事物、制度、慣
行、観念その他一切のもの」です。
　例えば、建物の2階に住む場合、車椅子の人は
階段を上れないので2階には住めない。それは個
人の機能の障害のためだと考えるのが「医療モデ
ル」。一方、垂直移動はそもそも誰だってできなかっ
たもので、階段があるから2階にも住める。車椅子
の人もエレベーターがあれば2階に上れ、2階に住
める。つまり、エレベーターがないという社会的障壁
によって障害が発生している。そう考えるのが「社会
モデル」です。

障害者権利条約

　平成26（2014）年１月20日、日本は「障害者権利
条約」の140番目の批准国になりました。この批准
に伴って、先ほど説明した「障害者基本法」をはじめ、
国内法が整備されています。
　「障害者虐待防止法」について、この法律は、虐
待をした人を処罰するものではなく、どうしたら虐待
を防ぐことができるかというもので、国や地方公共団
体、施設従事者や使用者等が何をすべきかを決
めています。また、障害者虐待を発見した人には
通報の義務が課せられています。
　それから「障害者総合支援法」ができ、「障害者
雇用促進法」も改正されました。また「障害者差別
解消法」は2016年４月に施行される予定です。この
「障害者差別解消法」では、「差別的取り扱い」と
「合理的配慮の不提供」の2種類の差別を禁止し
ています。この「合理的配慮」は、障害者権利条約
に由来する新しい概念です。例えば、精神障害の
ある職員の通勤がラッシュに重ならないよう勤務時
間を変更するとか、知的障害のある人には、わかり

やすい図や絵で説明するなど、必要とされる特定の
変更や調整を行うのが「合理的配慮」です。この合
理的配慮については、国・地方公共団体等は義務、
民間事業者は努力義務になっていますが、負担が
非常に大きい場合はその限りではありません。

地域で暮らす

　「地域で暮らす」というのは、皆さんにとっては当
たり前のことでしょう。憲法22条では「居住、移転の
自由」が保障もされています。しかしながら、障害者
権利条約の中に、「地域で暮らす」ことがわざわざ
入っているのは、やはり障害のある人は暮らし方に
ついて大きな制限を受けてきたということです。
　障害者権利条約の19条では「地域社会で生活
する平等の権利を有する」とあり、それが「地域社
会における共生等」という障害者基本法第3条に反
映されています。そこには社会参加の機会の確保
のほかに、可能な限りどこで誰と生活するかについ
ての選択の機会が確保され、地域社会において他
の人 と々共生することを妨げられない、とあります。
憲法13条や22条に書いてある当たり前のことなん
ですが、わざわざ書かなくてはいけない。それがまさ
に障害のある人たちの権利の現状なのです。しかも、
施設に入所している知的障害者が12.8万人、精神
障害で入院等をしている人が32.3万人いるそうです。
この現状をどうしたらいいのか。今後の課題です。

街の中でみんなに紛れて暮らすために

　一番いいのは、街の中でみんなに紛れて暮らす
ことだと思います。ここに障害者、ここに誰 で々はなく

ね。そのためには何が必要か。
　「Life can be wonderful if you’re not afraid of 
it. All it takes is courage, imagination... and a little 
dough.（人生は恐れさえしなければ、とても素晴らし
いものになる。人生に必要なものは、勇気と想像力、
そして少しのお金なんだ）」。チャップリンの名言です。
そうなんです。お金なんです。お金がなかったら、
暮らしていけないのです。
　障害者の施策が「措置制度」から「支援費制度」
へ移行し、障害者も暮らすためにお金が必要にな
りました。お金は働いて得るのが基本です。となると、
障害者も働く場が必要となります。障害者の法定
雇用率というのが決まっていて、平成25（2013）年
からは民間は2.0％、国や地方公共団体等は2.3％

になっています。
　障害者雇用促進法も改正され、雇用の分野に
おける障害を理由とする差別の禁止、合理的配慮
の提供義務が課されました。
　お金を得るにはもう1つ、障害年金があります。
いろいろ問題はあるのですが、まず第一に、現状、
生活するのに十分な支給額か。そして、必要な人
に受給されているのか。さらに、もっと問題なのは経
済的虐待です。せっかく年金をもらっても、本人の
ためには使われていない。例えば、家のローンや兄
弟の学費に使われてしまったり。また、働いても給
料が払われなかったり、最低賃金以下の給料だっ
たり、何年たっても昇給しなかったり等も立派な経
済的な虐待です。このように、働いても十分にお金
がもらえず、年金をもらっても本人のためにきちんと
使われないといったような状況もあるようです。

成年後見制度

　知的障害や精神障害の方たちの中には、どうし
ても自分のお金をきちんと管理できない人がいます。
半面、民法では、人は出生の時点で権利能力（権
利義務の主体となる能力）を取得する、となってい
ます。そうすると、自分でお金を管理できない人はど
うするのか。民法には、一人で取引行為ができな
い者を保護する制度が定められています。それが
成年後見制度です。
　成年後見制度の概要としては、「補助」「保佐」
「後見」の3つ類型があります。
　「補助」というのは、援助の中身は一つ一つオー
ダーメイドで、同意権や代理権を補助人に裁判所
から付与してもらうのですが、本人の同意が必要な
んです。ここが結構ネックで、軽度の知的障害の人

は、お金の管理を人に任せるのを嫌うことが多いん
です。本来はこれが最も自己決定に基づいた支援
の仕方なのですが、あまり使われていません。
　「保佐」というのは、もう少し判断能力が不十分で、
自分の財産を管理・処分するには常に援助が必要
な場合で、民法13条の行為の同意権が中心とな
ります。借金や不動産売買、相続等重要な財産
行為について保佐人の同意が必要で、同意がな
い場合は保佐人が取り消すことができます。
　最後は「後見」です。重度の知的障害や認知症
で判断能力を欠いている人については後見人をつ
けられます。民法の859条によると、後見人は被後
見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法
律行為について被後見人を代表する、とある。つま
り財産管理は全部やる、というわけです。成年後見
人にすべてを握られコントロールされかねない、どち
らかというと財産管理を重視し過ぎた制度だといえ
ます。

地域は危険がいっぱい

　地域には、危険がいっぱい潜んでいます。学校・
地域等でのいじめ、虐待、消費者被害、性的被害
など、犯罪の被害者になることもあります。社会的
障壁の存在により、ラべリングを嫌って障害を認め
ないために生きにくい人はたくさんいて、そういう人
たちって大体居場所がない。するとどこへ行くのかと
いうと、反社会的団体などに向かってしまう。暴力
団って、ある意味、とても優しいんです。同じことは
加害者になった場合にも言えて、刑務所ってすごく
居心地がいいらしいんです。それから、司法手続に
も問題がある。取り調べの可視化が言われていま
すが、特に知的障害の人は言われるがままに「はい、

はい」と、自白調書をつくられてしまったりするんです。
　こういう生きにくさを抱えた人こそ支援が必要で、
福祉につないでいかなくてはいけないわけですが、
そのあたりはまだ、うまくいっていない。彼らの居場
所があって、存在を認められることが大事だと思っ
ています。そして、彼らはトラブルもいっぱい抱えて
います。まさに弁護士の出番だなとよく思います。

その人らしく生きること
　
　「法の前に等しく認められる権利の承認」というの
が障害者権利条約の12条にあります。障害があっ
ても権利は同じ、ということです。そうなると、成年後
見制度における自己決定尊重の実情の問題が浮
かび上がってくるんです。
　今一番重要だと言われているのは、意思決定支
援です。どんな人にも意思があるのだけれど、実際
の成年後見制度はそういう仕組みにはなっていま
せん。法律では一応「意思を尊重し」と書いてある
のですが、実態はといえば、周囲の意向で在宅か
ら施設入所にされてしまうことも多い。それから、財
産管理を通じて人生そのものを管理してしまうという
問題もある。
　これから、たぶん、成年後見制度は変わっていく
でしょう。人生を丸抱えして指図する必要はなく、本
人の意思決定をポイントポイントで支援すればいい。
適切な情報を提供して、信頼関係のある適切な支
援者がいて、新しい経験を蓄積していけば、自分で
決めることもできるだろう。あとは、支援をし尽くして
も自己決定が難しい人たちをどうするか。最後の最
後は、その人のベストインタレスト（その人にとって
の最善の利益）を模索し、決めていくことになるのだ
ろうと思っています。

［講演録②］
―

「障害のある人の権利保護の現状と課題」
講師｜川島志保 ［川島法律事務所／弁護士］

―

KAWASHIMA Shiho

―
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「アイサ」の活動について

　「アイサ」は、「アール・ブリュット インフォメーション
&サポートセンター」の略で、滋賀県で活動してい
ます。「アール・ブリュット」は、フランス語で、アール
は「芸術」、ブリュットは「生の」とか「加工されてい
ない」という意味で、合わせると「生（き）の芸術」と
訳されます。
　このアール・ブリュットの概念に当てはまる作品を
作る方の中に障害のある方もいらっしゃり、このアー
ル・ブリュットを象徴する障害のある人たちの造形
活動に情報提供したり、具体的な支援を講じてい
くという意味合いを込めて、「アール・ブリュット イン
フォメーション&サポートセンター」と命名しました。こ
の名称だと長いので、片仮名の頭文字をとって「ア
イサ」と略称で呼んでいます。
　アイサの目的は、障害のある人が安心と希望を
もって造形活動に取り組める環境づくりを進めるこ
とです。具体的な事業内容は「相談支援・情報提
供」になります。作家やその家族、福祉事業所の
スタッフからの相談を受けアドバイスしたり、美術
館からこの作家の作品を展示させてほしいとか、
企業からうちの会報にこの作家の作品を掲載させ
てほしいとか、そういった依頼に対し調整をしたりし
ています。
　また、アイサがスタートした平成24（2012）年度
から25（2013）年度にかけて、滋賀県内の障害福
祉サービス事業所を実際に訪問し、事業所内で
の取り組みや課題などを伺い、その現状を調査し
ました。さらに、今日の講演もその一環になると思う
のですが、現場で障害者の造形活動を支える方々
の育成のための研修会等も開催しております。

「アイサ」が設置された背景と経緯

　昭和20（1945）年、滋賀県大津市南郷に「近

江学園」という児童施設が誕生しました。初代の
園長には、当時、県庁におられた糸賀一雄さんが
県庁を辞めて就任しました。その後の近江学園の
取り組みは、日本における障害児施設の先駆けと
評されています。
　この近江学園のある大津市南郷は、陶芸の里
として有名な信楽（しがらき）の山を隔てて反対側
に位置していることもあり、割と良質な粘土がとれま
した。そこで、施設での職業訓練の一環として、粘
土造形への取り組みが始まったのでした。この先
人たちの取り組みを礎に、その後、障害者の造形
活動が発展していき、その延長として2004年、
「ボーダレス・アートミュージアムNO-MA」が滋賀県
近江八幡に誕生するわけです。
　国内での巡回展をはじめ、2008年はスイス、
2010年にはフランスなど海外の美術館でも展覧
会が開催され、アール・ブリュットに対する関心が
日本国内でも高まってきました。そうした中で、障害
者の造形活動への支援の必要性が高まってきた
のでした。
　平成23（2011）年6月に、滋賀県は「障害のある
作家の権利保護のあり方研究会」を設置しました。
「障害のある“作家”」というのがミソで、公の機関と
してはおそらく全国で初めてとなる研究会だと思わ
れます。この研究会では、調査や検討会が実施さ
れ、現状の課題が取りまとめられました。
　1つ目は、著作権（所有権も含まれるのですが）
を意識しないまま作品の販売や保管、利用が福
祉事業所の中で行われていること。これはだから、
ある種、悪気なく行われているという現状があると
いうことが1つ。
　2つ目に、造形活動を行う上で、福祉事業所の
造形活動の担当の方はいろいろ悩み事や困り事
を抱えているけれども、相談したり情報交換できる
場所がなく、その設置を望まれているということ。
　3つ目として、これは障害者全般に言えることでしょ

うが、作者自身がなかなか意思表示をすることが
難しく、権利を主張しにくい弱い立場であることが
多いため、権利擁護が必要であるということ。
　そして、これら3つが現状と課題として取りまとめ
られ、それを踏まえ、この研究会では、作者の権
利を守るための具体的方策が行政に答申されまし
た。それが、以下となります。
　①障害福祉サービス事業所向けの著作権等保
護に関する指針（ガイドライン）の策定。
　②障害のある人の造形活動を支援する拠点の
設置。
　①については後で詳しく説明するとして、②の支
援する拠点ということで、滋賀県が年間700万円の
運営費を補助し、当時の滋賀県社会福祉事業団
（今は合併して「グロー（GLOW）」という名前に
なっておりますが）によって、「アイサ」が開設された
というわけです。

「アイサ」に寄せられる相談について

　実際に、アイサに寄せられた相談を分類したも
のが図1になります。
　図の中にも特徴を3点列記しましたが、滋賀県
単独の補助金にもかかわらず、どういうわけか滋
賀県外からの相談が多いんです。また、作品の
利用に関する相談が半数を占めており、障害福
祉サービス事業所からは、ガイドラインが策定され
たこともあって、権利保護に関する相談が多くなっ
ています。
　「つくる」「つながる」「まもる」。この3つがアイサの
活動のキーワードです。では、具体的にどのような
相談が寄せられているのかを、事業者の方からの
相談を中心に、3つのキーワードごとにご紹介してい
きます（図2、図3、図4参照／赤い文字が障害福
祉サービス事業所からの相談）。
　まず「つくる」では、安く借りられる展示会場を紹

介してほしいとか、法人としてアール・ブリュットを展
示する美術館を開設したいといった相談がありまし
た。次に「つながる」というのは中間支援なので、
ほぼ報道機関とか企業の方々からの相談で、中に
は大学の先生から執筆中の論文に、とある作者の
作品を掲載したいというようなご相談もいただくこと
もありました。
　最後は「まもる」です。これが福祉事業所の方に
とっては一番切実というか悩まれるところで、亡く
なった作者の著作権の扱い方について教えてほし
いとか、みんなでつくった作品の著作権の考え方
についてとか、既存のキャラクターを真似て描いた
絵は誰の著作物になるのかとか。あとは、これが
一番多かったのですが、滋賀県のガイドラインにつ
いて、法人内での規定を整備したいので相談に
乗ってほしいというものがありました。

造形活動を支える人材の育成

　平成25（2013）年11月まで行っていた滋賀県内
の造形活動実施施設への聞き取り調査では、全
部で49カ所、訪問させていただきました。その結果、
まず権利保護については、必要だと思いながら事
業所の中で何から取り組んでいいかわからないと
いう施設長さんとか、あるいは、造形活動の担当
の方とかは、他の事業所でどんな造形活動に取り
組んでいるのか知る機会を設けてほしいなどといっ
た意見がありました。それを受け、滋賀県では以
下のような研修会を実施しています。
　まず、作者の権利を守る研修会ということで、法
律家による著作権に関する講演、あとは、かなり早
くから権利保護に乗り出している法人さんに、どの
ような議論を経て法人内で規定を整備したかをご
紹介いただく機会を設けました。また、独自性の高
い活動を実施している事業所の協力を得て、例え
ば京都の大学の美術学部と連携して実施したワー

クショップなどを、他の施設のスタッフさんにも一緒
になって体験してもらう研修会などを開催し、意見
交換も行いました。

滋賀県の指針 ［ガイドライン］について

　平成24（2012）年3月、滋賀県が策定した「障
害福祉サービス事業所向けの著作権等保護に関
する指針（ガイドライン）」の具体的な中身について
ご紹介しましょう。
　まず、これまで事業所では意識されることのな
かった「造形作品の著作権や所有権」について整
理しています。「著作権」でいいますと、造形活動
で制作される作品は原則として著作権法で定める
著作物であるということ。その作品の著作権は自然
発生的に起こり、作品の著作者に帰属するのが原
則だということ。作品を利用しようとする場合は著作
者の許可が必要だということを記しています。
　「所有権」については、原材料費を負担している
者に帰属するという民法の規定があるので、例え
ば事業所の中で、事業所が画材を用意して描か
れた作品等の所有権は原則として事業所に帰属
する。しかしながら、これも民法の規定ですが、そ
の作品が原材料費よりも著しく高い価値を生む場
合には、作品の所有権は作者に帰属すると。そして、
所有権が作者、事業所のどちらに帰属するかはあ
らかじめ合意しておきましょう、といった内容がガイド
ラインに盛り込まれています。また、著作権等の保
護の具体的な方法を整理しているのも、このガイド
ラインの特徴です。例えば、「著作権を持つ者によ
る承諾」についてや、「収益があった場合の対価の
支払い」「作品の保管等の判断」についてです。さ
らに、事業所の中での「作品の取り扱い規定等の
整備」や「作者の権利擁護」について記載されてい
ます。作者の権利擁護のために成年後見制度の
活用も求められています。

　では、このガイドラインがどれくらいの事業所に活
用されているのかというと、平成26（2014）年の滋
賀県が実施した調査によりますと、造形活動を実
際していると回答した55事業所のうち、14事業所
が活用していると答え、38事業所がなんらかの形
で著作権を意識した作品の取り扱いをしていると
答えたそうです。平成24～25（2012～2013）年に
アイサが実施した調査では49事業所のうちの活用
しているのが4事業所だったことを考えると、確実に
この1、2年でガイドラインを活用している事業所は
増えてきています。

現場で感じる違和感との対話

　行政が民間である我 と々一緒になって指針をつ
くってみるとか、定期的な実態調査を行うとか、こう
いった民間と行政とのパートナーシップは今後ます
ます必要になってくると思っています。一方で、例え
ば、我々がNPOの立場で研究会を行って、提言
等をまとめたりすることはとても貴重なことなのです
が、行政がガイドラインを示すとなると、やはりその
影響力はとても大きいんです。そういう意味で、行
政の役割も今後ますます重要になっていくでしょう。
あとは、このような「権利擁護に関する研究」の継
続です。参加者数も増えてきていますし、引き続き
継続して、このような機会を設ける必要があると思っ
ています。
　最後に、「現場とのなじまなさ」にきちんと耳を傾
けるということはとても大切だと考えています。違和
感を感じるからやらないというのではなく、その違和
感を解消していく術を、対話を通して一緒に見い
だしていく。ガイドラインはあくまで指針であって、まっ
たくこのとおりにする必要はないわけで、この指針
に基づいて、自分たちが違和感を感じない規定を
それぞれの事業所でつくっていけばいいのではな
いでしょうか。

［講演録③］
―

「著作権保護や造形活動に関する相談事業を実践する事業所の取り組みの紹介」
講師｜齋藤誠一 ［アール・ブリュット インフォメーション＆サポートセンター／所長］

―

SAITO Seiichi

―
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［ワークショップ］
―

情報交換ワークショップ
ナビゲーター｜小林瑞恵 ［社会福祉法人 愛成会／アートディレクター］

―

KOBAYASHI Mizue

―

【概要】　
　参加者は5グループに分かれ、各自付箋を使い造形活動に関する現状や課題などをあげました。
改善策やヒントを出し合い、グループごとに発表しました。
―

―

【発表内容】
―

グループ①
✎施設などにある作品の点数が多く、作品の管理や保管が課題である。
✎展覧会等への出展において、家族からの承諾は得ているが、判断能力が不十分な作者の場合は作者
　からの承諾を得ることが難しい場合がある。
✎作品の所有についてどうしたらよいか。
✎弁護士などへの相談、施設同士の連携を図り、相談しあえる環境を作っていきたい。
―

グループ②
✎作品を公の場に出す機会や作品を商品化したときの販路を広げていきたい。
✎障害者の造形活動に関する研修への参加や人材育成が重要である。
―

グループ③
✎創作活動に取り組んでいるが、外部との連携が少ない。
✎作者の創作の意欲を高めるサポートを支援者としてどのようにできるのか（環境づくりや素材選びなど）。
✎作者本人の意思確認が大切であるので、今後、判断能力が不十分な作者への意思確認をどのように
　行っていくかなどの取り組みが必要と考えている。
✎工賃やデザイン料などとして、作者本人に還元していく仕組み作りをしていきたい。
―

グループ④
✎作品を商品化した際の作者本人への還元をどのように考え、取り組んでいくか。
✎著作権について、研修会の開催など学べる機会が増えると良い。
✎作家契約や賃金の支払い等、企業で行っている方法などを取り入れていくのはどうか。
―

グループ⑤
✎作者名の公表について、本人が決めるのか、周りが決めているのか、どのようになされているのか。
✎創作活動においては、作品の人気が出て、商品化など販売に繋がっているケースもある。
✎画材等の材料費の扱いについて悩んでいる。
✎作品の販売について、販売等を業務として担っている機関に委託していくのはどうか。
―

―

【成果】
　障害のある方の造形活動に際しては、著作権などの創作活動にまつわる相談を行える機関の必要性や、
他団体・他機関との連携やネットワークづくりに対する需要が高いことが伺えました。Rights（ライツ）が広く活用
されるよう周知に努め、今後、関東圏域の障害のある方の造形活動に関しての相談業務、研修会等の実施、
情報発信等を、行っていくことが求められている。
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［アンケート］
―

「障害者の造形活動に関する著作権・権利保護についての研修会」

●年齢についてお聞かせ下さい

① 10代　0%
② 20代　10%
③ 30代　24%
④ 40代　31%
⑤ 50代　28%
⑥ 60代以上　7%
無回答　0%
―

●どちらからお越しになられましたか  

① 東京都内　89%
② その他　11%
無回答　0%
―

●研修会全体の内容について

① とても満足　24%
② 満足　63%
③ ふつう　3%
④ やや不満　0%
⑤ 不満　0%
⑥ 無回答　10%
―

　参加されたいと思われますか
●今後もこのような研修会があったら

① とても思う　63%
② 少し思う　34%
③ どちらでもない　0%
④ 思わない　0%
⑤ 無回答　3%
―

［感想・意見］

―

第1部 「著作権等の権利保護に関する講演」について
○なんとなく知ったつもりになっていましたが、お話を聞くと幅広く、法律は奥が深いと感じました。
○著作権ということを考えたことがなかったので、障害者にも当然ある権利だと気づき、はっとさせられました。
　障害のある方の活動に必要なことを知ることができてよかったです。
○利用者の作品を扱う中で、著作権をどう考え、どう整えたらいいのかということを課題として感じていました。
　法的な部分での理解が進み、参考になりました。
○一言で「著作権」といっても非常に幅が広く、
　福祉の現場において職員が理解を深めなければいけないということを感じました。
　具体例を出していただき、分かりやすくご説明いただけてありがたかったです。
―

第2部 「障害のある人の権利保護の現状と課題」について
○成年後見人制度の実態と、現在障害者の直面している問題を分かりやすくタイムリーに説明してもらい、
　頭の整理ができました。
○本人の気持ちを考えながら行っていたはずが、どんなものを作りたいか本人へ希望を聞かずに作り、
　職員側の気持ちに寄ってしまったことに気がつきました。
○成年後見人の説明会は多く行われていますが、補助や保佐人制度があるのは知らなかったです。
　「本人の気持ちを」とおっしゃられていたのが印象的でした。その通りだと思います。
○実際に障害者とかかわっているのですが、権利について改めて考える機会となりました。
　本当に障害のある方が意思決定をできているのか、きちんと考えていかなければと思いました。

② ②

②

②

③

③

④

⑤

⑤

⑥

⑥

①

①

①
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［感想・意見］

―

第3部 「著作権保護や造形活動に関する相談事業を実践する事業所の取り組みの紹介」について
○造形活動を支援するハンドブックがいただけてすごく心強かったです。
　自分で著作権を保護する書類を作っていたが相談できるところがなくて心細かったので、
　サポートセンターがあると聞いてまた一歩踏み出せそうです。
○実際に福祉の現場から出ている内容などを伺うことができ、分かりやすく、
　自分の現場でも起こりうることだったので興味深かったです。また、契約書のひな型も拝見できて非常に参考になりました。
○今回お話のあった事業所の活動は、福祉施設や作者にとって安心できる存在だと感じました。
　権利保護を考える機会が今までなかったため、本人の意思＝親の意思になってしまっています。
　後見人をつけている人も数名であり、施設や家族を含めて意識していけるようにしたいと思います。
○資料（ハンドブック）がたいへん分かりやすく、大変貴重なものと感じました。大変なご尽力であったと感じます。
　参考にさせていただき、他の職員とも共有していこうと思いました。
―

第4部 「情報交換ワークショップ」について
○現場の職員の方の施設での現状、課題を聞くことができ、新鮮でした。意見交換ができてよかったです。
○色々な事業所のことを聞けてよかったです。利用者自身に利益を還元できるような方法を考えていきたいです。
○色々な施設のお話を伺うことができ、自分の現場と同じような問題が発生していることを感じることができました。
　共有できたことが非常にありがたかったです。

事業〈 1 〉「権利保護・相談支援」の振り返り
　

Chapter｜3｜「5つの事業」報告

［成果］と［課題］

ニーズの高い書式（フォーマット）の提供
――作品を利用したいと考えている相談者から、著作物利用許諾契約の内容等、利用方法に関する
問い合わせが多く寄せられました。作品の適切な利用方法を、契約書フォーマットを提示するなどして啓
蒙することは、作家の権利保護のみならず、作品の利用機会の拡大、これによる作品の認知度や価値
の向上、ひいては作家の創作意欲の向上や創作機会の拡大につながると思われます。今後、ニーズに
合わせたフォーマットの提供を行える環境づくり（Webサイトでダウンロード可能にしていく等）を検討します。

相談員の人材育成
――法律の専門家アドバイザーによる無料相談日を設け、相談員が全日程に同席することにより、相談者
への対応の仕方や質問に対する回答など、相談員として必要なスキルの向上につなげました。
――権利に関する相談について、更に専門家アドバイザーに確認を行いながら対応経験を積み、相談者
に対して直接回答できる質問と、弁護士を通じて回答すべき質問の仕分けを的確に行えるようなスキルを
身につけると共に、法的助言を必要としない事項についても、外部アドバイザーに協力いただきながら回答
できる体制づくりに努めていきます。

知識の普及及び相談体制の強化
――今後は、ニーズの高いフォーマットの提供、寄せられる頻度の高い相談に関するQ&A集の作成、研
修会の実施等、現場のニーズにマッチした活動に積極的に取り組んでまいりたいと思います。また、必要
に応じ、弁護士との連携体制を拡充し、相談体制を強化していくことも検討します。

広報周知・連携
――SNSやホームページを活用し、多方面への周知を行い、広報周知に努めました。
――行政や地区の相談窓口との連携体制の構築に務め、相談内容に合わせてRights（ライツ）を紹介い
ただく等、相談窓口を活用いただけるよう、今後も広報周知に努めていきます。
――地方にお住まいの方からご相談があった際、その地域の中で利用できる機関等を紹介できるよう情
報収集を行い、ネットワークの構築にも努めていきたいと考えています。



｜041｜Chapter｜3

Chapter｜3｜「5つの事業」報告 事業〈 2 〉人材育成
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みんなの創るを、育むために。
―

　近年、障害のある方々の芸術が、日本の新しい文化財産の1つとして注目さ
れはじめています。その中において、造形活動を充実させたい、どのように創作
活動を広げていけば良いか分からない、などの声を聞くことがあります。
―

　創作活動の場をより楽しく、より自由に表現できる環境づくりをするために、2
つの視点に焦点を絞り、人材育成の講演会を開催しました。
―

　1つ目の視点としては、障害のある方に関わる際に必要な障害や特性につい
ての理解を深めるということ。2つ目としては、創作活動をサポートする際に必要
な画材の用意や空間作りなど、必要な環境を整えるという視点。
―

　それぞれの視点から、2人の専門家の講師をお迎えしました。

［講演会リポート］

障害者の造形活動の拡充とサポート

福祉的な視点と美術的な視点―
―表現の場における

［講演録①］
―

〈福祉的な視点から学ぶ〉
―

障害のある人の創作活動に
かかわるとき知っておきたいこと
―

―臨床心理士の立場から―
講師｜齋藤乾吾［臨床心理士］

―
日時｜平成26［2014］年12月7日［日］

10：00―11：30
場所｜中野サンプラザ 7階 研修室8
参加費｜無料
定員｜40名
―

障害のある人たちのこと

　ここでいう「障害」とは「状態」であるということです。
つまり、障害といわれる困難な状態は、いろんな状
況が重なって生じているのであって、その人個人の
特性だけで生じているわけではありません。したがっ
て、その人個人の特性はそのままあったとしても、
周辺の状況や環境が変わることによって「障害・困
難な状態」というのは変わりうるとういうことです。障
害をあまり固定的なものとみないことが大切です。
　さて、障害には、いろいろなものがあります。まず
は「発達障害」。人が成長発達していく途上で起こ
る障害で、知的障害とか脳性まひ、自閉症スペクト
ラム障害（ASD）などがあります。そして、うつ病や
統合失調症といった「精神障害」があります。これは、
ある程度大人になってから発症するのが特徴です。
主に思春期とか青年期以降に起こります。3つ目が
「中途障害」です。主に事故や病気の後遺症によっ
て、身体障害や高次脳機能障害などが起こります。
あとは、いわゆる「難病」です。本日の講演では、私
が普段一番関わりを持っている「発達障害」を中心
にお話ししていきたいと思います。
　人というのはそもそも、植物のように自分ひとりだ
けで大きくなっていくわけではありません。周りの人
や環境との相互作用の中で関わり合いを持ちなが
ら、変化・成長していきます。
　外界との関わり方には、3つのチャンネルがありま
す。1つ目は「運動」です。歩いて移動する、といっ
た「意思で動かす身体能力」です。次に「感覚」です。
向こうから誰かが来た、何かの音が聞こえる、そう
いった様々なものを知覚するチャンネルです。3つ目
は「認識」です。外で音がしたら誰か人が通ったの
かなと、情報から類推するチャンネルです。それぞ
れのチャンネルの働きは、しかるべき時期に一定の
順序に従って発達していきます。
　まず最初に「感覚」、次に「運動」、最後に「認識」
が発達していきます。しかしそれらに障害が起こると、
発達がアンバランスになります。それが、発達障害で

す。その原因は、脳の中枢神経の機能障害と言わ
れていますが、原因がはっきりしないところもあります。
　発達障害の方の場合、感覚・運動・認識、いろ
いろなレベルでの支援が必要になるわけですが、
創作活動の場面においては、おそらく知的障害、
自閉症の方が多いかと思いますので、感覚面、認
識面の支援がとても大事になってきます。
　1つ例を挙げますと、彼らの集中を妨げるような、
あるいは不安になってしまうような不快な刺激をでき
るだけ少なくし、安心できる場をつくることです。あとは、
彼らの弱いところや苦手なところだけではなく、得意
な部分をうまく生かしていく、そういった発想が大切
です。特に、自閉症や言語理解に障害のある人た
ちは、聞いて言葉を理解するよりも見て理解するほ
うが得意なので、なるべくそこに働きかける、いわゆ
る視覚化していくことが大事になります。
　また、知的障害がある方の理解の特徴は、抽象
的な概念ではなく具体的に考えるところです。です
ので、私たちが伝えたいことをどれだけ具体的に言
い表せるかもポイントになってきます。
　といった具合に、発達障害の当事者には、思考
様式に独特の特徴があるわけです。よく言われるの
が、自閉症の人の感覚・認識面の視覚優位性です。
つまり聞くよりも見るほうが得意なのです。そして「シ
ングルフォーカス」。1つのことに注意が向くとそれば
かりが気になってしまい、他のことは目に入らない。
これに対しては、優先順位を付けて1つずつ伝えて
いくことが大事になります。しかも言葉ではなく、でき
るだけ具体的に見て分かるものがいいです。他には
「中枢性統合」というものがあります。これはシング
ルフォーカスと関連があるのですが、物事の全体像
をつかむよりも部分にすごく反応します。人の顔を
描くとき、輪郭よりもパーツから先に描き始めたり、
全体のバランスのなかで歯の一本一本や鼻の穴、
洋服の柄などの方を特に強調して描く人もいます。
　このように、発達障害の方々の支援をする場合、
彼らの感覚・認識面での特徴を理解することが肝
要なわけです。

障害のある人にとっての創作活動とは

　まず、障害のある人に創作活動を提供する側は、
創作活動という一つのジャンルを、概念、理念で考
えていますが、では、当のご本人たちは、どのように
思っているのでしょうか。私は主に子どもを対象にし
ているので、子どもに関して言わせていただくと、そ
れは「遊び」だったりします。感触遊びだったり、繰
り返し遊びだったり。そして、学校に入ると、それが
教科学習の一つ、図工になったりもします。成人の
施設なんかでは、日中の活動の1つとして創作活動、
表現活動が生活の一部になっている人もいます。
　それから、小学校を回っていて感じたことですが、
子どもたちの生活の中では、図工の時間だけがアー
トではないんです。実は、休み時間とかに真っ白な
自由帳やノートに好きなことを描いていたりする。そ

れらを見てみると、いかに自分の物の見方に癖や
濁りが付いていたかを思い知らされ、こういう見方も
あったのかと解放されることもあります。私がそういう
時に感じるのは、子どもたちの「感覚の豊かさ」です。
色彩であったりとか、筆圧、タッチの強さだったりとか、
何度も何度も同じものを描くしつこさだとか、そういう
ところで注がれているエネルギーは本当に凄いなあ
と思うのです。
　以前、あるお子さんに名前を書いてと言ったら、
漢字の部首の「しんにょう」を色とりどりのペンで何
個も書いてくれて、その上、これは誰ちゃん、それは
何君と名前まで付けてくれました。こんなふうに、生
き物じゃないものを生き物みたいに見立てられるとい
うのは、やっぱり子どもならではの感覚だなと。自閉
症や知的障害の人は、そういった部分が顕著だっ
たりもします。精神医学の世界では「相貌的知覚」
と言うそうなんですが、いわゆるアミニズムのような、
生き物のようなものを見出すという感覚があるみた
いです。
　あとは、「目を喜ばせてくれる視覚的な刺激」に惹
かれるようです。遠近法がとても好きな子どもや、色
んなものを斜めから見る子どもがいたりして。心理
学的には「視覚刺激」と言うのですが、アートという
観点からだとまた違った面白さがあるかもしれません。
　それから「テーマに縛られない自由さ」を感じます。
学校の図工は与えられたお題を自分の事に引き寄
せて表現することが求められるので、そういう枠には
まるということはなかなかないんですけれど、彼らには、
テーマに縛られない自由さというものがあります。
　そして「“好きなものは好き”を貫く姿勢」ですね。
電車が好きだったらどのモチーフにも必ず電車が登
場したりだとか、好きなものに対する執拗さは凄い
です。

創作活動をサポートするということ

　私は臨床心理士なので、その立場としての関わ
り合いという視点で障害者の創作活動の場を考え
てみます。そうすると、私が支援できるのは、彼らの
コミュニケーション活動についてかなと。「創作する
人」と「彼らの活動をサポートする人」との人間関係
に、私の関心は向くのです。この場合、こういう方
向に導きたいと指示的になってはいけないでしょうし、
逆に、もっと何かを引き出したいと促進的な感じに
なってもいけないと思うんです。むしろ、なんだか知
らないけど、その人といるときは自由で心地よい気持
ちでいられるといったニュートラルな関係がいいので
はと思っています。
　しかしながら、そうは言っても、「関係性」は相手
があってこそ成り立つものだから、このような抽象的
な物言いだけでは実際のところ、そんな雰囲気を演
出することはなかなか難しいことも確かです。ですの
で、例えば、心理カウンセリングの場合、クライアン
トとちょっと大事な話をしたい時には、いつもとは場
所を変えたり、特別な時間を設定したり、そんない

つもと違う舞台づくりを行ったりするのですが、障害
者の創作活動支援においてもこの手法は有効なの
ではないか。つまり、どのような「場所」や「時間」で
一緒に過ごすのかということも大切な要素の1つだと
思うのです。
　また、創作活動が、学校なら勉強の時間とは違
うということ、施設なら普段の活動とは違うということ
を、分かりやすく伝えるための演出も必要になると
思います。例えば、創作活動に慣れるまでは活動
時間や場所をなるべく一定にしたほうがいいし、一
緒に活動するメンバーはそれ以外の介助や支援を
する人とは別の、その活動でしか会えない人のほう
がいい。あるいは、その活動を意識付けできるよう
な具体的なアイテム（エプロン等）を用意するとか、
そういった配慮が必要だということです。
　ではどうして、そのような演出が大切なのでしょう
か。障害のある人の日常生活での人間関係を振り
返ってみると、自力でできないところを「介助」される
関係というのがあります。介助する人は、なるべく自
主性を損なうことなく必要最低限のサポートを心が
けてはいるものの、相手がどう認識するのかという
問題があります。また、知的障害の人は特にそうな
んですが、何か新しいことをするためにコミュニケー
ションを取ろうとするときに、自分の本意ではないん
だけどついつい相手に同調してしまう「同調行動」と
いうのが特徴としてあります。すると、こんなことをや
りたいと思っていても、支援する人とのそれ以前の
人間関係が邪魔になって、ストレートに表現できな
いということが起こるかもしれません。あるいは、普段
から身の回りのことをやってもらったりしていると、こ
の人に従っておけば悪いことにはならないという依
存的関係になるかもしれません。ですから、時間や
場所等の演出が大切になってくるわけです。
　一方、このような関係性は悪いようにも思うんで
すが、あえて現場的な感覚でいうと、そういうのもあ
りなのかなって思うんです。
　例えば、いつもその人の身の回りのことをしている
看護師さんだったり、ご家族だったり、支援スタッフ
だったりにしか汲み取ることのできないご本人の意
思表示やさまざまな兆候があると思うのです。このよ
うなご本人と支援者との関係は、創作活動の場で
のご本人とサポーターさんとのあいだにも起こりうるわ
けです。サポーターさんの姿が見えない作品だけで
なく、このサポーターさんと一緒だからこそできる表現
のかたち、また、このアトリエだからこそできる作品と
いったこともあるのではないでしょうか。

［引用・参考文献］
○望月昭（2000）「行動分析（行動福祉）の観点から表出援助（STA）を考える―ヒューマンサービスの
新たな展開の中で―」、国立特殊教育総合研究所、特別研究報告書、81～93、2000年3月
○高谷清（2003）「こころを生きる―人間の心・発達・障害」、三学出版
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障害者の創作活動をサポートするとは

　20年ぐらい前に、私が住んでいるまち、兵庫県西
宮市で、いわゆる押しかけボランティアで、アトリエ
をやらせてほしいというのがスタートでした。今もそ
のアトリエすずかけ作業所の絵画クラブは続いてい
ますし、その後、兵庫県の尼崎市にある親の会の
方たちの要望でそういうアトリエを開きました。また、
滋賀県でも「バンバン」という施設でアトリエを開きま
した。　
　また、全国、北海道から沖縄の離島に至るまで、
いろいろなアール・ブリュットの作家をお訪ねして、
面白ければそれをどんどん世の中に発信することも
続けております。
　東京では愛成会さんが、アール・ブリュットの世
界に早 と々着眼され、大きな成果を上げていらっしゃ
います。私は、全国で100人近い優れたアール・ブ
リュット作家を発掘しておりますが、愛成会も事業
の中でいろいろなところに行って作品を発掘するとい
う事業をなさっていらっしゃいます。
　まず人材育成の観点から、西宮のすずかけ絵画
クラブの作家さんのエピソードをご紹介したいと思い
ます。
　竹村幸恵さんは、かなり重度のダウン症で、会
話もほとんどできない方です。ですから、具体的に
何かを描くということもできないのです。そこで、しば
らく絵具とかいろいろなものを並べて、好きなように
使ってみてもらいます。そして、その人がどういう特
質を持っているかというのを見きわめて、画材をだ
んだん絞っていく。養護学校などの美術教育では、

色鉛筆を使ったり、形を見てリンゴならリンゴを描
いてみようといった文科省が決めたプログラムがある
のですが、私の考えとしては、子供であること、大人
であることは越えて、本人が一番感覚的にヒットする
やり方、つまり「私のやり方」という、例えば竹村幸
恵さんだったらユキエちゃん自身が、「私が絵を描くっ
てこういうことよ」という、一つのプライドを育てていくと
いうことが一番重要で、そうなると表現の深さも深度
を高められていくと思います。そのことが、彼女を表
現に向かわせていき、そのエネルギーがずっと持続
していくことにつながっていきます。だから、何度やっ
ても彼女自身が本当に興奮して、楽しい時間を過ご
すことにつながるわけです。彼女の作品は今や300
枚近い状態であるのですが、保管し切れないので、
特徴的なものを整理し保存をしています。
　障害者のサービス事業所や障害者のアトリエ活
動を行なっている人は作品の保管を通じて、作家
が同じことを繰り返すことでとても気持ちが安定し、
自分がやっていることが積み上がることで一つの完
成形を迎えるということをサポートしてゆくのです。で
すから一見、遊びでやっているという感じも、本人に
とっては本当に、呼吸をするのと同じように、欠くべ
からざる行為なのです。
　アトリエで作家によっては、モチーフを目の前に置
いて描いている人もいます。モチーフをとにかく見て
描くということによって、思いもかけない、とても我々
が思いつかない形というものが出現するときがありま
す。　
　また、アトリエにはいろいろな道具が置いてありま
す。スプレーだったりお水を注ぐ容器であったり、ペ

ンチ、ぬいぐるみ、通販カタログまで、そういうものが
絵画クラブの棚にはたくさん並んでいます。しかし環
境がいくら整っていても、作家によってやはり波があ
るので、アトリエに2年間ぐらいはまったく来なかった
りして、またひょこっと現われて1年間ぐらい描いてい
るうちに、またぴたっと止まってしまうということもあり
ます。障害も含めてリズムがあり、放出していきたい
という思いの周期にあるときは、ものすごく描くので
すが、そういうエネルギーをあまり発散しないという
時期のときは、どんなに説得しても全然表現活動は
しません。本当に、エネルギーがわーっと出ていると
きは大変な勢いと力で描き込むので、それは一般
の人も同じことが言えるのではないかと思います。
自閉症の方などは、1つのものに絞り込むというとこ
ろが特徴的で、そのパワーがものすごく凝縮され、
表現にも出ていきます。ですが、自閉症の方は、我々
とまったくかけ離れてはいないのですが、バランスよ
く世の中をつかんで、バランスよく生きるというところ
ではとても苦手な方たちであるわけです。
　絵を描くことの時間というのは、いろいろな日常で
抱えている、悲しいこともうれしいこともひっくるめて、
月に1回この時間が自分を何とかプラスマイナスの真
ん中あたりでバランスをとるという働きをもたらし、絵
を描くということが彼らにとっては欠くべからざる1つ
の行為なのだなと思います。

アール・ブリュット作家は、
日本の新しい文化財産

　岩手では、きららアートという公募展がもう10年以

上続いていまして、私も毎年審査で行かせていただ
いています。『いわて・きららアート・コレクション』とい
うのは、岩手の隅 ま々で知れ渡っていますので、も
のすごい作品量が発見できています。ですから、東
京都なども大変人口が多い場所ですし、定期的な
公募展を切り口に、どんどん社会の中に浮上させて
いくことは、とても有意義なことだと思います。
そして日常的に、スタッフの方にできることは、やはり
画材の選択です。画材のセレクションというのは、
表現に独自のリズムを与えてくれる大変重要な要
素だと思います。それぞれの作家が持つ記憶やバッ
クボーンによって、様々な素材が画材になります。
方眼紙の一番上に野菜を植えている列を描き、自
分の理想の世界を追求する方もいれば、アルミホイ
ルで手が1本しかない人体を造形する方もいます。
知る人ぞ知る「イクラのパジャマ」という作品は、もとも
と白いパジャマだったものに、ステッチで丸をいっぱ
い描き、最初はマーカーペンで丸を描いていただけ
だったのですが、そこにまたステッチを入れて更に
絵具で赤く塗った作品です。したがって、寝ていると
きに汗をかいて、イクラのパジャマの絵具が全部シー
ツに移るので、施設には、こんなシーツを汚すような
行為はやめさせなければだめだと言う人もいたので
すが、これも表現であるという視点から、イクラのパ
ジャマを本人から引きはなしてはいけないと、現在も
保存されています。
　最後に、澤田真一さんをご紹介します。澤田真
一さんは、2013年のヴェネチア・ビエンナーレという
国際的なアートのコンペティションで、日本作家の
代表として選ばれました。彼の作る作品は、小さな

とげがいっぱいついた仮面や生き物を思わせる焼き
物です。澤田さんを指導なさっている先生は、まっ
たくほったらかしではないのだけれど、ちょっと困って
いるところだけを補助をしています。造形については、
まったく澤田さん自身のやり方で作っておられます。
そして穴窯で焼くというところは本人が行うことは難し
いので、スタッフの方が三日三晩火の番をしながら
焼いておられます。
　私がアール・ブリュットと出会って最もショックを受
けたことは、彼らは他者の表現と自分自身の表現と
を全く比較しないことです。一般のアーティストは「誰
よりも新しく、誰よりもインパクトが強い作品を作りた
い。」と比較しがちです。しかし、アール・ブリュットの
表現者達は比較をしません。自分一人の中で、生
活の中から必然的に生まれる方法で表現するので、
迷いが無い。揺るぎが無いのです。「もっと違ういい
画材があるんじゃないかな」というようなことを自分で
あれこれ悩まないとか、そういうところはアール・ブ
リュットの作家たちの表現としては非常に強いです。
揺るがない、ぶれないというところが。誰が何と言お
うとも、自分の中にある気持ちよさと、今やっている、
集中しているととても気持ちがいいという、その原点
が本当に確たるものとしてあり、それがうらやましい
ぐらいに思います。
　「日本も澤田さんを始めとした優れたアール・ブ
リュット作家などの逸材を、新しい文化財産として
捉え、きっちりと守り、作品を保管して後世に残す」
というプランを滋賀県は出していまして、日本発で
育ったアール・ブリュットの歴史を残すべく取り組ん
でいるところであります。

［講演録②］
―

〈美術的な視点から学ぶ〉
―

創作活動をサポートする際の環境の準備、作品の扱い方について知識を深める
講師｜はたよしこ［ボーダレス・アートミュージアムNO-MAアートディレクター、絵本作家］

―
日時｜平成26［2014］年12月21日［日］10：00―11：30
場所｜中野区産業振興センター 勤労福祉会館 3階 大会議室
参加費｜無料
定員｜90名
―
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［開催目的］
―

　当法人では2004年より、地域の障害のある人が創作活動を行う場としてアト
リエを運営しています。これまで活動を行ってきた中で、施設で創作活動を始め
たいがどのように環境を整えたら良いのか分からない、参加者一人ひとりに合
わせたサポートの仕方を学びたいといったニーズがあがってきています。
　今回、アトリエの活動に興味や関心のある方に、新しい作品が創られる瞬間
や様々な画材、アトリエの雰囲気に触れていただき、障害のある方々が自由に
創作を楽しめる場の拡充へと繋げていく事を目的としてワークショップを開催しま
した。参加者にはアトリエ開催における環境づくりを準備段階から参加いただき、
事前に利用者への対応で配慮いただきたい点等をお伝えした上で、一緒に創
作を行いながら現場を体験していただきました。

［開催概要］
―
日時｜平成26年［2014年］12月21日［日］12：30―17：00

平成27年［2015年］1月11日［日］12：30―17：00
場所｜第1回 中野区産業振興センター 3階 大会議室

第2回 中野区産業振興センター 地下1階 多目的ホール
［東京都中野区中野2丁目13－14］

―

［タイムテーブル］
12：30―13：30　アトリエの紹介、画材などの創作環境の準備
●本事業の概要やアトリエpangaea（ぱんげあ）の活動紹介、利用者への対応
や活動中の留意点などの説明
●机の配置や画材の準備といった創作環境の準備
―

13：30―16：00　アトリエ活動（内、おやつ休憩あり）
●アトリエ利用者のサポートやスタッフとしての動きを行う、創作現場の体験
―

16：00―16：30　作品発表
●活動時間に創作した作品の発表会
16：30―17：00　意見交換・情報交換
●創作環境づくりをテーマに意見交換
―

［ワークショップ］

創作の現場体験
アトリエpangaea（ぱんげあ）での
ワークショップ

［開催の様子］〈第1回〉
―

平成26年［2014年］12月21日［日］　参加者｜18名
―

　福祉施設にて日中の活動の中で創作活動を担
当されている方や障害者のアートをテーマにした映
画制作をされている方、中野区在住の地域の方、
学生等をはじめ、東京都外からの参加もありました。

［意見交換・情報交換］
創作の現場体験終了後には、「障害者の創作の場がある事の意義」をテーマに定め、意見交換を行いました。
施設職員やアーティスト、雑貨店の販売員など様々な方面からの参加があり、以下のような意見交換・情報交換が行なわれました。

●利用者が作品発表などを通してお互いを認め合う機会につながる。
●作品展などを通して家族とのコミュニケーションの機会につながる。
●作品のグッズ化や販売によって金銭面でのゆとりにつながる。
●普段とは違う利用者の新たな一面の発見につながる。
     

画材や素材コーナー

創作の様子

作品発表会の様子

意見交換・情報交換 開催風景 ポストイットを使用し、様々な意見を出し合う。 グループ別に発表を行う様子

創作の様子

ワークショップ開催風景
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作品発表会の様子

［開催の様子］〈第2回〉
―

平成27年［2015年］1月11日［日］　参加者｜15名
―

　施設で創作活動ができる環境を作りたいと考え
ている方や、既に活動の場を設けているが少し環
境を変えたいと考えている方など、多くの福祉施設
職員の参加がありました。

［意見交換・情報交換］
「どんな創作活動の場がつくれるといいか」をテーマに意見交換を行いました。
参加者は9割が施設職員だった事もあり、通所施設等でクラブ活動として創作を取り入れている方が今後創作の場をどのように変化させ、
プログラムとして意義のあるものとして取り組んでいくのか、現状と課題や今後取り組みたい内容等、以下のような意見交換・情報交換が行われました。

●もっと思い思いのかたちを表現できる環境を整えたい。
●利用者が描き方などを強いられるのではなく、あくまで創作を楽しむことが目的の空間を作りたい。
●個々の特性に合わせた対応ができる仕組みを作りたい。

     

［アトリエpangaea（ぱんげあ）とは］

ワークショップ開催風景

創作の様子

意見交換・情報交換 開催風景 グループ別に発表を行う様子

　2004年より地域で暮らす障害のある方 を々中心に、所属や年齢、障害の有無を問わずオープンなスペー
スとして、毎月1～2回の活動を行っています。絵や創作活動が好きな方や得意ではない方、この場所が好き
でのんびりとした時間を楽しむ方など、さまざまな人が思い思いに過ごしている空間です。

「障害者の造形活動の拡充とサポート講演会～福祉的な視点から学ぶ」 ［アンケート］

●年齢についてお聞かせ下さい

① 10代未満　0%
② 10代　0%
③ 20代　44%
④ 30代　22%
⑤ 40代　17%
⑥ 50代　17%
⑦ 60代以上　0%
⑧ 無回答　0%
―

●どちらからお越しになられましたか  

① 東京都内　78%
② 東京都外　22%
③ 無回答　0%
―

●講演会はいかがでしたか

① とても満足　44%
② 満足　44%
③ ふつう　6%
④ やや不満　0%
⑤ 不満　0%
⑥ 無回答　6%
―

●今後もこのような研修会があったら参加されたいと思われますか

① とても思う　83%
② 少し思う　17%
③ どちらでもない　0%
④ 思わない　0%
⑤ 無回答　0%
―

［講演会の感想・意見］○福祉的側面からの専門的な内容で大変役立ちました。学んだことを生かして、バランスをとりながら今後の授業作りをしていこうと思いました。
○講演会に参加し、第三者（支援員だけでなく地域の人々等）のサポートも必要なのだと感じました。○今回の講演で、障害のある方が創作活動をする時の寄り添
い方のヒントをいただけたと思います。今後の支援の参考にしていきたいと思います。○発達障害についてはたくさん本が書かれていますが、今回の話は簡潔にまと
まっていたため、大変よく理解できました。

［講演会の感想・意見］○色々な画材をおいて、本人に一番フィットする方法にしぼっていくというお話がとても印象に残り、勉強になりました。教育の現場で障害児と関
わっていますが、今日お聞きした事を活かせるようにしたいと思いました。○多くの人と関わり、様々な場に足を運ばれ、集中してその一人一人を観てこられた先生のお
話はとても興味深い視点でした。○アートで自己表現をすることで気持ちが安定すると聞いて、うちの施設でも試してみようと思いました。彼らなりの自己表現を見逃さず
大切にしていきたいと思います。○環境の準備や作品の扱い方など、ノウハウを知りたいと思っていましたが、ノウハウは重要でなく、絵を描く人が楽しんで安定して取り
組めるようにするという事が大切なのだと感じました。○障害のある方のアート活動について、サポート側としてどこまでやったらよいのか悩んでいました。作品は作るの
ではなく日常生活の全てだと講演を聞いて、考えが少し変わってきました。またこういった講演を聞きたいです。

②

②

②

③

③

④

⑤

⑥

⑥

①

①
①

「障害者の造形活動の拡充とサポート講演会～美術的な視点から学ぶ」
●年齢についてお聞かせ下さい

① 10代未満　0%
② 10代　0%
③ 20代　28%
④ 30代　24%
⑤ 40代　15%
⑥ 50代　24%
⑦ 60代以上　9%
⑧ 無回答　0%
―

●どちらからお越しになられましたか  

① 東京都内　74%
② 東京都外　26%
③ 無回答　0%
―

●講演会はいかがでしたか

① とても満足　50%
② 満足　21%
③ ふつう　12%
④ やや不満　0%
⑤ 不満　0%
⑥ 無回答　17%
―

●今後もこのような研修会があったら参加されたいと思われますか

① とても思う　65%
② 少し思う　24%
③ どちらでもない　0%
④ 思わない　0%
⑤ 無回答　11%
―

⑦

②

②

②

③

③

④⑤

⑤

⑥

⑥

①

①
①
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「創作の現場体験 アトリエpangaea（ぱんげあ）でのワークショップ 12月21日」

「創作の現場体験 アトリエpangaea（ぱんげあ）でのワークショップ 1月11日」

［アンケート］

●年齢についてお聞かせ下さい

① 東京都内　73%

② 東京都外　27%

③ 無回答　0%

―

●アトリエぱんげあは、いかがでしたか●どちらからお越しになられましたか  参加されたいと思われますか 

① とても思う　73%

② 少し思う　0%

③ どちらでもない　0%

④ 思わない　0%

⑤ 無回答　27%

―

① 10代未満　0%

② 10代　0%

③ 20代　55%

④ 30代　27%

⑤ 40代　0%

⑥ 50代　18%

⑦ 60代以上　0%

⑧ 無回答　0%

―

① とても満足　64%

② 満足　18%

③ ふつう　0%

④ やや不満　0%

⑤ 不満　0%

⑥ 無回答　18%

―

［創作の現場体験の感想・意見］○間近で制作する現場を見ることができて、とても勉強になりました。みなさんの集中力がすごく、良い作品を作られていたのですごいなと思いました。 楽
しかったです。○とても良いコミュニティの場だと思いました。ボーダレスな地域の繋がりを私の施設でも目指していきたいと思います。○利用者の皆さんがとてもイキイキと楽しそうに過ごし
ていました。準備や環境がいかに重要であるか痛感しました。これだけ色 そ々ろえるのは大変、画材がとても豊富ですね。とても参考になりました。○おおらかな流れや空気をつくりながら、
参加者ひとり一人それぞれのキャラクターを生かして創作活動をしてもらえるように、十分な配慮をなされているところがさすがと思いました。参考になる点が多くありました。

③
④

⑥
⑤②

⑤

②

⑥

① ①①

③

④

⑥
⑤②

②

⑥

① ①①

●年齢についてお聞かせ下さい

① 東京都内　78%

② 東京都外　22%

③ 無回答　0%

―

●アトリエぱんげあは、いかがでしたか ●どちらからお越しになられましたか  参加されたいと思われますか

●今後もこのような研修会があったら  

●今後もこのような研修会があったら

① とても思う　73%

② 少し思う　0%

③ どちらでもない　0%

④ 思わない　0%

⑤ 無回答　27%

―

① 10代未満　0%

② 10代　0%

③ 20代　44%

④ 30代　22%

⑤ 40代　17%

⑥ 50代　17%

⑦ 60代以上　0%

⑧ 無回答　0%

―

① とても満足　64%

② 満足　18%

③ ふつう　0%

④ やや不満　0%

⑤ 不満　0%

⑥ 無回答　18%

―

［創作の現場体験の感想・意見］○実際に準備の段階から参加させていただき、道具の種類、環境設定など色 と々知る事ができて良かったです。利用者の方の笑顔や作品に対する想
いを知る事ができて良かったです。○とても自由な空間で、かつ障害特性に対応できる空間が整っており、のびのび活動できていることに感動しました。支援の幅広さについても勉強にな
りました。障害のある方の可能性について、本来の力をひきだすための視点を学びました。○参加されている方がとても楽しそうで、好きなように、自分のペースで活動されており、とても良
いなと思いました。発表の場や拍手される場、認め合える場があることで、よりイキイキするのだと思い、すぐに出来ることから実践していこうと思ってます。○たくさんの画材を並べて選べる
空間、やってもやらなくてもいい自由な空間、なによりも利用者の皆さんが楽しんで参加している様子が印象的でした。職員側も共に楽しみ、一緒に作り出していく空間作りの参考になり
ました。今度、職場でもしたいと思います。

事業〈 2 〉「人材育成」の振り返り Chapter｜3｜「5つの事業」報告

障害者の造形活動の拡充とサポート―表現の場における福祉的な視点と美術的な視点―
［成果］
　福祉、美術の分野にそれぞれ通暁した専門家2名に、障害のある方の創作に携わる上で基本となる知識についていくつかの事例をもとにお話しいただきました。
　第1回「福祉的な視点」では、主なターゲットとして考えていた美術分野に携わる方だけでなく、施設職員や学校教員等、普段から障害のある方と接している方が参加者の
半数以上を占め、改めて障害について認識する機会として効果がありました。また、講演の中で挙げられた様々な実例を通して、障害が特別ではなく、人が個 に々特性として
持ち得るものであり、加齢と共に経験する事も有り得る身近なものである事を認識する機会へと繋がったのではないかと思います。
　第2回「美術的な視点」では、東京都を中心に近隣県からの参加が多数見られました。障害者施設の関係者が全体の約7割を占め、支援や仕事の一環として創作活動
を導入する動きが広がりつつある事が見えてきました。また、遠方からの参加者が多いことから、今後、創作活動の場を展開していくにあたり、情報提供の場が少ない事が伺え
ました。
［課題］
　齋藤乾吾氏の講演には25名の方、はたよしこ氏の講演には50名の方が参加しました。齋藤氏の講演では、周知期間を充実させると共に、美術系の大学や専門学校、教員
や保育士などの方面への周知を強化する事によって、多方面からの参加が見込まれます。障害を理解し、この分野に興味を持って関わる人が増えていくことが課題とされます。
また、はたよしこ氏の講演は、並行して実際にアトリエの中でレクチャーを行う等、開催方法の工夫によって、話で聞いた事を実際に見ていただく事で、今後アトリエや創作活動
の導入の際により良い空間づくりへと繋がっていくのではないかという課題が見えました。

創作の現場体験 アトリエpangaea（ぱんげあ）でのワークショップ
［成果］
　ワークショップでは、障害者施設のスタッフの方をはじめ、障害のある方の作品や創作の場に興味がある方27名が参加しました。
　創作活動を行う上で、スタッフがどの部分でどの程度支援を行うのか、個々の特性に合わせてどのように空間をつくっていけばいいのか、といったマニュアル化ができない困
難に対して、個別的な事象部分を実際に体感いただける機会となりました。また、後半に行った意見交換では、それぞれの現状での悩みに対し、アトリエスタッフも交えて活発
な意見交換がなされました。これらを通して、実際に創作活動の現場をつくっていく上でこのようなプログラムの需要の高さが伺えました。
［課題］
　通所施設等で創作活動を取り入れる際に、障害の程度や特性が様々なため、個々の創作の充実度には偏りが出てしまいがちになります。これは、施設が十分に広さを確
保できなかったり、支援するスタッフ数に限りがある等の理由からくるもので、造形活動の場を設けた際に、最初の段階で悩みとして挙がってくる事のひとつでもあります。
　今回のワークショップは2回とも同じ内容で行いましたが、1回のワークショップではお伝えできる内容に限りがあり、何回か積み重ねる事で、見えてくる支援の方法や場の空
気作りのコツをより深く体験することができるのではないかと考えます。今後は、例えば、アトリエでの研修を複数回重ねることで1つのプログラムになるような企画を考案するなど、
障害のある方とその支え手が、共に充実した創作活動の場作りを実現するためのサポートが出来ればと考えます。
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Chapter｜3｜「5つの事業」報告 事業〈 3 〉展覧会の開催
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事業｜3｜展覧会の開催

［開催の経緯］
　近年、障害者の芸術活動は、作品が持つ魅力やその表現の可能性
が多くのひとの耳目を集めています。しかしながら、障害者の作品が展示
される機会はまだまだ少なく、加えてほとんどの作品は福祉施設などで生
まれているため、作品が美術の世界へつながる機会も多くはありません
でした。その現状を踏まえ本事業では、東京都内及び近隣県の福祉施
設・学校・病院との協働による合同展覧会を開催いたしました。
―

［概要］
　今年1月より品川区民ギャラリーを皮切りに、『東京都及び近郊施設合
同展覧会 ～心の真ん中にある衝動～ Tokyo“Brut”展』が始まりました。
本展では、東京都及び近隣県にある福祉施設・学校・病院12団体から
計82名の作家、加えて5名の板橋区在住の作家による、延べ717点の作
品を都内5会場（新宿、品川、板橋、中野［2会場］）にて展示いたしました。
　また、多くの方に来場いただき各会場を巡回して楽しんでいただけるよう、
会場ごとに展示内容を変え、時期をずらして開催致しました。
　出展にご協力いただいた団体の皆さまには、展覧会出展前の準備段
階から各会場での設営、撤収まで携わっていただき、展覧会ができるまで
の過程を体験していただくと共に、本展覧会を通して、施設間の交流が
深まりました。
―

［開催場所・期間］ 全会場入場無料
―
品川｜SHINAGAWA

場所｜品川区民ギャラリー　
東京都品川区大井1-3-6 イトーヨーカドー 8階
日時｜2015年1月16日［金］―1月25日［日］ 10：00―17：00 ※1月20日［火］休館

○オープニングセレモニー

日時｜1月16日［金］ 14：00―14：45
―
中野（沼袋）｜NAKANO（NUMABUKURO）

場所｜アルモニー　
東京都中野区沼袋2-40-18 中野障害者福祉会館内1階
日時｜2015年1月30日［金］―2月12日［木］ 9：00―16：00 ※土・日休館

―
板橋｜ITABASHI

場所｜成増アートギャラリー
東京都板橋区赤塚5-34-27 アリエス3階
日時｜2015年2月13日［金］―2月22日［日］ 10：00―18：00 ※2月16日［月］休館

○オープニングセレモニー

日時｜2月13日［金］ 11：00―11：45
○ギャラリートーク

日時｜2月14日［土］ 15：00―16：00
講師｜山田貴之［元ルイス・C. ティファニー庭園美術館 学芸員］

―
中野｜NAKANO

場所｜中野マンガ・アートコート
東京都中野区中野3-40-23
日時｜2015年2月19日［木］―3月8日［日］ 10：00―17：00
○オープニングセレモニー

日時｜2月19日［木］ 11：00―11：45
○ギャラリートーク

日時｜3月7日［土］ 15：00―16：00
講師｜山田貴之［中野区立第七中学校 主幹教諭］×本展担当スタッフ

―
新宿｜SHINJUKU

場所｜東京都庁 南展望室　
東京都新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎45階
日時｜2015年2月25日［水］―3月2日［月］ 10：00―17：30

［参加団体］
―
○社会福祉法人中野あいいく会 杉の子城山
○特定非営利活動法人 エンジョイ・パートナーほっと
○医療法人社団光生会 平川病院 造形教室
○社会福祉法人品川総合福祉センター
○社会福祉法人昴 デイセンターウィズ
○社会福祉法人東京都知的障害者育成会 中野区障害者福祉会館
○公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきアート
○社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園
○社会福祉法人友愛学園
○社会福祉法人愛成会 アトリエpangaea（ぱんげあ）
○中野区立大第七中学校 特別支援学級
○社会福祉法人大泉旭出学園 板橋区立徳丸福祉園
他、板橋区より5名

［Tokyo“Brut”展］

東京都及び近郊施設合同展覧会
～心の真ん中にある衝動～Tokyo“Brut”展

「描きたい」「作りたい」そんな衝動は
私たちが生きることの原点かもしれません。

「拘束」 江中裕子

「動物園」 武藤信代

「動物」 熊谷敏江「韜晦」 本木健

「フクロウ」 中村政樹

「ぼたん」 中野区障害者福祉会館 
地域活動支援センター事業 おしゃべり工房

「幸への黒い扉」 名倉要造

「無題」 椿三千夫

展
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事業｜3｜展覧会の開催

［HOW TO展示］

―

今回行った展示方法



｜056｜Chapter｜3 ｜057｜Chapter｜3
事業｜3｜展覧会の開催

―
開催期間｜平成27年1月16日［金］―1月25日［日］ ［9日間］

オープニングセレモニー｜1月16日［金］ 14：00―14：45
出展作家｜28名　出展作品数｜233点　来場者数｜419名
※出展作家名・所属は巻末の展示目録をご参照ください。

―

　JR大井町駅西口を出てすぐにあるイトーヨーカドーの8階に「品川区民ギャラ
リー」はあります。白を基調とした四角形の開放感のある空間には、品川区内
の施設で生まれた作品を中心に手漉き和紙や粘土の動物、墨で描かれたキャ
ラクターや賑やかな表情、100号サイズの油彩など幅広い作品が揃いました。
会期中、ご来場の方が、ひとつひとつの作品を長時間かけてじっくりと鑑賞され
ている姿が多くみられました。作品を出展いただいた作家の皆さま、またその関
係の方をはじめ、買い物に来たお客様、掲載された新聞を片手にご来場いた
だいた方など、様々な方が作品と出会うために会場を訪れました。

［Tokyo“Brut”展］

都内及び近郊施設による参加型合同企画展の開催

品川区民ギャラリー　
［東京都品川区大井1-3-6 イトーヨーカドー8階］

～心の真ん中にある衝動～Tokyo“Brut”展

［第一会場］ ［開催の様子］

［アンケート］ Tokyo“Brut”展［第一会場］品川区民ギャラリー
―

●年齢についてお聞かせ下さい

① 10代未満　0%
② 10代　0%
③ 20代　7%
④ 30代　17%
⑤ 40代　13%
⑥ 50代　30%
⑦ 60代以上　33%
⑧無回答　0%
―

●どちらからお越しになられましたか  

① 東京都内　77%
② その他　23%
③ 無回答　0%
―

●本展の内容について、ご満足いただけましたか

① とても満足　57%
② 満足　37%
③ やや不満足　0%
④ 不満足　0%
⑤ 無回答　6%
―

●今後もこのような催しがあればいらっしゃいますか

① とても思う　87%
② 少し思う　7%
③ 思わない　0%
④ 無回答　6%
―

［本展の感想・意見］

―

○買い物のついでに寄ったのですが、とてもすばらしい作品ばかりで感動しました。様々な状況の中での作品作りの様子が思い浮かびました。○集中力や色彩感覚、
ふつうは目に留まらないようなところに興味をもってアートにしてしまう感覚がすごいと思いました。描きたい、作りたいという衝動がそのままあふれ出していて素晴らしかっ
たです。○非常に細かく描いている作品などは、ずっと見ていても飽きないです。様々な団体の作品が見られて、楽しく過ごさせていただきました。○力強く、美しく自
由な描線。素晴らしい作品ばかりでした。支援する方々の活動も今後益々広がっていくことを願っています。○近所にある施設の方たちがこのような作品を描かれたり、
制作されていることに驚きました。品川でやっていただいた事に感謝します。○今回は娘の作品が出展され、とてもうれしく思います。普段なかなか社会との関わりを
もつことのない娘の存在が、今後もいろいろな形で沢山の人に知っていただけたら幸せです。

⑦
②

②

②

③

④

⑤

④

⑥

⑤

①

①

①

出展作家来場の様子（作家／岡崎千穂）

オープニングセレモニーの様子。作家や施設職員などがテープカットを行いました 観覧風景

展示風景

出展作家来場の様子（作家／武藤信代） 出展作家来場の様子（作家／熊坂妃佐子）

出展作家来場の様子（作家／上野友和） 出展作家来場の様子（作家／舟橋直子）



｜058｜Chapter｜3 ｜059｜Chapter｜3
事業｜3｜展覧会の開催

―
開催期間｜平成27年1月30日［金］―2月12日［木］ ［10日間］

出展作家｜18名　出展作品数｜63点　来場者数｜350名
※出展作家名・所属は巻末の展示目録をご参照ください。

―

　中野区沼袋にある中野区障害者福祉会館。通所での生活介護サービスを
提供したり、スポーツ、創作活動、趣味活動などでの自立訓練事業を行うこの
施設の1階に、「アルモニー」はあります。日本では珍しい障害者の芸術作品を
常設する展示施設として平成26年にオープンしたばかりの真新しいギャラリーの
壁面には、会場となった施設に通う利用者たちが共同で制作したタオルや布を
貼り合わせて構成した絵画作品など、中野区在住の作家や中野区内で開催さ
れているアトリエの参加者の作品などを展示しました。施設を訪れる人たちで活
気あふれる建物の一角にあるギャラリーで、施設の利用者などが作品を興味
深げに鑑賞していました。

［第二会場］

アルモニー 
［東京都中野区沼袋2-40-18 中野障害者福祉会館内1階］

［開催の様子］ ［アンケート］ Tokyo“Brut”展［第二会場］アルモニー
―

●年齢についてお聞かせ下さい

「Tokyo“Brut”展」での取り組み①
―

展覧会をつくる「わ」を広げる―ネットワーク作り―

① 10代未満　0%
② 10代　0%
③ 20代　23%
④ 30代　15%
⑤ 40代　0%
⑥ 50代　8%
⑦ 60代以上　54%
⑧無回答　0%
―

●どちらからお越しになられましたか  

① 東京都内　100%
② その他　0%
③ 無回答　0%
―

●本展の内容について、ご満足いただけましたか

① とても満足　54%
② 満足　46%
③ やや不満足　0%
④ 不満足　0%
⑤ 無回答　0%
―

●今後もこのような催しがあればいらっしゃいますか

① とても思う　100%
② 少し思う　0%
③ 思わない　0%
④ 無回答　0%
―

［本展の感想・意見］

―

○とても繊細でびっくりしました。障害のある方と関わる仕事をしているので、大変勉強になりました。○色づかいがとてもきれいで素晴らしいと思いました。自分では書
けないので、すごいなあ。感性が豊かなんですね。家に飾りたいと思う作品が何点かありました。○障害のある方も、素晴らしい才能を表現できるということがよく理
解できました。今後このような作品展がありましたら、ぜひ参加したいと思います。○この作品をどんな気持ちで作成しているのだろう…と思いながら見させていただきま
した。きっと楽しい気持ちで、その時間を過ごされているのでしょうかね。たくさんの方が見て、元気をもらえると良いですね。

⑦

②

③

④

⑥

①

展示風景

　本展覧会は参加団体の方 と々の協働により、全5会場での展覧会開催へと至りました。展覧会の打ち合わせを端緒として、出展作品の情報をまとめ
たリストの作成、会場に来られた方に作品をより深く楽しんでいただくための作家紹介文の作成や作品の額装作業など、出展準備から展示まで多岐に
わたるご協力により700点を超える作品が各会場にて多くの方の目に触れる機会に繋がりました。

打ち合わせの様子



｜060｜Chapter｜3 ｜061｜Chapter｜3
事業｜3｜展覧会の開催

―
開催期間｜平成27年2月13日［金］―2月22日［日］ ［9日間］

オープニングセレモニー｜2月13日［金］ 11：00―11：45
ギャラリートーク｜2月14日［土］ 15：00―16：00

山田貴之［元ルイス・C. ティファニー庭園美術館 学芸員］

出展作家｜38名　出展作品数｜174点　来場者数｜443名
※出展作家名・所属は巻末の展示目録をご参照ください。

―

　東武東上線成増駅から徒歩3分の場所にある複合施設「アリエス」の3階に｢
成増アートギャラリー｣はあります。図書館や郵便局、飲食店などが入った賑や
かな建物の一角にある落ち着いた雰囲気のギャラリーに、板橋区在住の作家
や埼玉の施設の作家作品をメインに展示をいたしました。大量の針金を組み
合わせたドラゴンや100号サイズの絵画など大きなものや、他に書道や多数描
かれたロボットの絵画などバラエティに富む作品が出揃いました。オープン2日目
に開催した、山田貴之氏（元美術館学芸員で現板橋区議）によるギャラリートー
クには、40名を超える参加者が集まり盛況となりました。

［第三会場］

成増アートギャラリー　
［東京都板橋区成増3-13-1 アリエス3階］

［開催の様子］

［アンケート］ Tokyo“Brut”展［第三会場］成増アートギャラリー
―

●年齢についてお聞かせ下さい

① 10代未満　0%
② 10代　13%
③ 20代　13%
④ 30代　16%
⑤ 40代　15%
⑥ 50代　43%
⑦ 60代以上　0%
⑧無回答　0%
―

●どちらからお越しになられましたか  

① 東京都内　87%
② その他　13%
③ 無回答　0%
―

●本展の内容について、ご満足いただけましたか

① とても満足　69%
② 満足　29%
③ やや不満足　2%
④ 不満足　0%
⑤ 無回答　0%
―

●今後もこのような催しがあればいらっしゃいますか

① とても思う　81%
② 少し思う　18%
③ 思わない　0%
④ 無回答　1%
―

［本展の感想・意見］

―

○心の奥を揺さぶられるような思いで観ました。作品の中に、作者が向き合ってきた長い時間が織り込まれているように感じました。○子どもと一緒に通りかかったところ、
針金の作品に興味をもち、見せていただきました。チューブから直接絵具をのせて作った絵も印象的でした。どの作品も、大人も子供も見て楽しめる素晴らしい作品
でよかったです。○一枚一枚に生きる明るいエネルギーを感じることができました。自分の子どもの成長の時に、子どもの絵の中にこんな面もあったのではと思えるよう
な絵を見つけ、もっと親身に見守ってやれることがあったのではと思いました。○作者の制作環境や発表の場がより充実すれば良いなと思います。○今回、板橋区が
この活動に参加されたと聞いて、とても嬉しく思いました。今後もこのような活動が行われることを願います。

②

②
②

②

③

④

④

⑤

⑥

①

①
①

オープニングセレモニーの様子。作家や施設職員などがテープカットを行いました。

展示風景

ギャラリートークの様子 作家にインタビューしながらのギャラリートークを行っている様子

観覧風景出展作家来場の様子（作家／間瀬克人） 出展作家来場の様子（作家／なみさん28）
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事業｜3｜展覧会の開催

―
開催期間｜平成27年2月19日［木］―3月8日［日］ ［18日間］

オープニングセレモニー｜2月19日［木］ 11：00―11：45
ギャラリートーク｜3月7日［土］15：00―16：00

山田貴之［中野区立第七中学校 主幹教諭］×本展担当スタッフ

出展作家｜28名　出展作品数｜70点　来場者数｜504名
※出展作家名・所属は巻末の展示目録をご参照ください。

―

　中野駅南口を出て3分程の所に「中野マンガ・アートコート（旧 桃ヶ丘小学
校）」があります。学校法人が運営するこちらの施設には高校や専門学校の他、
様々な企業が入っています。本会場では、普段教室として使用されているスペー
スを展覧会場に仕立て、中野の作家を中心に、ビニールテープで創られた無
数の文字やキャラクター、巨大なコラージュ作品、街中の看板の文字が書き記さ
れたノートやフリーペーパーなどの作品を展示しました。会場には、出展作家や
関係の方をはじめ、隣接する教室にて同時開催していた全国のアール・ブリュッ
ト作品の展覧会の来場者、週末ごとに開催されるコスプレイベントで同施設を
訪れたコスプレイヤー、学生、近隣の方など幅広い方にご来場いただきました。

［第四会場］

中野マンガ・アートコート 
［東京都中野区中野3-40-23］

［開催の様子］ ［アンケート］ Tokyo“Brut”展［第四会場］マンガアートコート
―

●年齢についてお聞かせ下さい

「Tokyo“Brut”展」での取り組み②
―

展覧会をつくる「わ」を広げる―人材育成―

① 10代未満　0%
② 10代　4%
③ 20代　7%
④ 30代　0%
⑤ 40代　29%
⑥ 50代　41%
⑦ 60代以上　19%
⑧無回答　0%
―

●どちらからお越しになられましたか  

① 東京都内　93%
② その他　7%
③ 無回答　0%
―

●本展の内容について、ご満足いただけましたか

① とても満足　56%
② 満足　37%
③ やや不満足　3%
④ 不満足　0%
⑤ 無回答　4%
―

●今後もこのような催しがあればいらっしゃいますか

① とても思う　74%
② 少し思う　22%
③ 思わない　0%
④ 無回答　4%
―

［本展の感想・意見］

―

○色の塗り方など、工夫が見られ、とても見ごたえのある作品でした。線1本1本がとても力強く、1つ1つの作品からパワーがあふれていたのが印象的でした。○理
屈ではない衝動で描くことの大切さを改めて感じました。○感動しました。内面の感情を素直に表現し、迷いのないまっすぐな心を表し、どの作品にも魅力を感じました。
素直に表現できる喜びに、見る側もたくさんの感情がひき出される思いでした。ありがとう！○様々な障害のある方が一緒に紹介されていて、新鮮でした。○芸術作品
として心から感動しました。このような鑑賞の場、発表の機会があることは大変に素晴らしいことと思います。ぜひ継続させてください。

⑦

②

②

②
②

③

③

⑤

④

⑤

⑥

① ①

①

展示風景

　本展覧会は参加団体の方 と々の協働により搬入や撤収の際も一緒に取り組んで参りました。各展覧会場にてこれまで展示にあまり馴染みのない団体
の方には、会場の設営や撤収作業を通じて展示方法や梱包方法、作品の扱い方、作品の額装の仕方などを体験していただく機会となりました。協働
での開催を通して各団体が「障害者の造形活動」を結び目として連携していく、ネットワークの構築にもつながりました。

設営の様子 ライティングの様子
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事業｜3｜展覧会の開催

―
開催期間｜平成27年2月25日［水］―3月2日［月］ ［6日間］

出展作家｜51名　出展作品数｜188点　来場者数｜約1万名
※出展作家名・所属は巻末の展示目録をご参照ください。

―

　新宿駅西口にある東京都庁の第一本庁舎最上階にある「南展望室」には、
観光客をはじめ、1週間に約1万人が訪れます。本会場では今回参加いただい
た全団体の作品展示を行うと共に、都内及び近隣県での作品調査・発掘によ
り出会った作家の作品を展示いたしました。
　会場に連日訪れる観光を目的とした方 は々、思わぬ出会いに喜び、よくよく会
場を巡っては気になる作品の前でじっと立ち止まる姿や一緒に来られた方と作
品を見て楽しまれている姿が多くみられました。また、ご自身の作品を見に来ら
れた作家やその関係の方 に々は、作品だけではなく、展望室から見える眺望を
あわせて楽しんでいただけたようでした。

［第五会場］ ［本事業で調査・発掘された作品を展示するコーナー］ 出展作家 9名 作品数52点

東京都庁 南展望室　
［東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁 第一本庁舎45階］

［開催の様子］

［アンケート］ Tokyo“Brut”展［第五会場］東京都庁 南展望室　
―

まさかここに巡回して来るとは思いませんでした。福祉に携わる者として、この様な展示会が開催される事に大きな喜びを感じます。
こちらの会場は外国の観光客も多いので、多くの方々の目に触れることは嬉しいですね。
出展作品のもユーモアがあって面白いし、テーマもその着眼点が素晴らしい。環境省ではないんですね。
東京オリンピック・パラリンピックが楽しみですね。これからも応援します。
［50代男性／板橋区在住］

 ―

都庁に来たら、都内の障害のある方の作品展が行われていてびっくり。
これまで障害者の作品は見たことがありませんでしたが、さまざまな作品が見れ、良い日を過ごしました。
人の表現って、障害に関わらず、多様だなぁとつくづく思いました。
［30代女性／大阪府在住］

―

成増展の作品に場所を変えてまた会えるのは新鮮な気持ち。
もう仲間の様な気がする。品川の新しい仲間もなかなかいい。
ウルトラマンについ反応してしまいました。富士山もいいです。
［40代男性／板橋区在住］

―

すごかった、楽しかった。僕の国にもいるよ。
［7歳男性／オーストラリア在住］

―

人の集まる場所での展覧会は効果的ですね。偶然の出会いにつながり、多くの人に観て知っていただきとても嬉しいです。
［50代女性／中野区在住・出展者家族］

―

障害者の作品展とは思わずに、観ていて、途中で気づいて驚きました。日本では障害者の作品展は多いのでしょうか？　
日常の中に自然とアートがある光景は心地良いものです。
［30代女性／中国在住］

―

中野で毎年やっているアール・ブリュット展はいつも楽しみに拝見しています。
東京の作品のみでこれだけ力がある作品を見ることが出来るとは驚きです。
もっともっとたくさんの作品を見れる機会をつくって下さい。
［40代／練馬区在住］

展示風景

展示風景
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［特別寄稿］
―
「Tokyo“Brut”展について」
―

山田貴之 ［板橋区議会議員（元ルイス・C. ティファニー庭園美術館 学芸員）］

　東京において5ヵ所を巡回するTokyo“Brut”展が開催されたことの意義は極めて大きいと考えるが、深く
関わった板橋区立成増アートギャラリーでの展覧会を振り返り、その意義について考察したい。

　第一に、作家調査発掘活動において、地域関係団体の人脈が生かされた。発達障害者の親の会から
2名の作家が紹介された。会の代表者は、「アール・ブリュット」に関心を持ち、会員の活動の場を求めてい
たこともあり、展覧会への協力について快諾していただいた。団体内外での日常的な人的交流が作家発掘
につながった。

　第二に、展覧会の準備にも多くの地域関係団体の協力をいただき、アール・ブリュットを含む障害のある
方々の創作活動の普及が進んだ。板橋区手をつなぐ親の会には、会場の借用において力を貸していただ
いた。発達障害の親の会は、会報を通じて展覧会の広報をして下さった。会期中多くの会員から、高い評
価を示すメールが届いた。一方、十分な準備時間を取れなかったことで、作品を創作している会員から広く
作品を募るなど、普及を広げる余地は残された。より多くの方々への周知と、さらなる普及拡大への課題が
残る。

　第三に、自治体の理解を進めるのには絶好の機会となった。板橋区の部課長級の職員に「アール・ブ
リュット」の作品を目にする機会を創出した。職員の多くは、初めてのアール・ブリュット作品の鑑賞であったが、
本展が好評を博したことで区との関係発展が期待される。以前の職場での付き合いのあった物故作家の作
品展示を観て、涙を流しながら作家を偲ぶ職員もおり、作品展示の必要性や意義を感じることで機会創出
の機運を高めることができた。

　自宅のある区内施設に作家の活躍の場ができたこと、社会との接点を持てずにいた作家が初出品したこ
と等、他にも意義は多い。また板橋区では展覧会場を舞台に人的な交流も深まり、アール・ブリュットを含む
障害のある方々の創作活動支援のローカルネットワークが生まれつつある。さらに広く強固なつながりとする
ために事業の継続が求められていると感じる。

事業〈 3 〉「展覧会の開催」の振り返り Chapter｜3｜「5つの事業」報告

［成果］
　展覧会を開催することで、普段家族や支援員など身近な人にしか知られることがなかった作品が多くの人の目に触れる機会となりました。そして、参
加団体からは発表の機会があることが制作意欲の向上にもつながるという声があり、発表の場の重要性が感じられました。
　12の参加団体の造形活動への取り組み方は様 で々あり、盛んに活動をしている団体では、定期的に講師を招いたアトリエや造形教室、作品発表
の場として展覧会の開催も行っています。一方で、日常の支援の中であくまでも余暇の活動として創作を行っているところが多いという現実もあります。
そのように造形活動への取り組みにグラデーションがある中で、他団体の活動を知ることができることは刺激的であったことと思います。また、知的障害
者の施設や、精神科の病院、中学校の特別支援学級など障害の枠組みを超えて作品展示ができたことで、多様な表現を目にする機会となりました。

［課題］
　今回、各団体より集まった700を超える作品は、普段各施設又は、各家庭に保管されているものでした。既に額装や展示ができるように施されている
作品は、全体の4割程でした。活動が盛んな団体では作品の保管状態や方法がある程度確立されているようでした、団体によって大きく違いがみられ
ました。今後、障害者の芸術活動を広めていくにあたり、作品の扱い方や保管、展示について簡単にできる参考例をまとめた小冊子を作製するなど、
作品の扱いについての知識を分かりやすく伝えていく必要を感じました。
　また、今回参加していただいた団体の他にも、都内で創作活動に重きを置いて活動を進める団体やこれまで出展などの機会がなかったという方々
が参加できる首都圏でのネットワークを構築することが望まれます。情報交換・共有ができる場を作ることで、作り手・支え手双方にとって、より活動しや
すい環境づくりや出展機会の拡充へと繋がっていく機会になると考えます。
　また、自宅にて制作を行っている方などは、外部団体との繋がり等が乏しく、作品発表の機会に結びつく事はきわめて少なくなってきます。その為、こ
の度のような展覧会や、都内での調査・発掘を更に進め、作品発表の機会へと繋げていく事が重要とされます。
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Chapter｜3｜「5つの事業」報告 事業〈 4 〉ネットワークづくり
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事業｜4｜ネットワークづくり

［開催報告］
―
①関連イベント「マジックアワー」
開催日時｜平成27［2015］年2月15日［日］ 13：00―16：00
場所｜大妻中野中学校・高等学校 1Fカフェテリア
〒164-0002 東京都中野区上高田 2-3-7
参加者｜120名
―
開催報告｜東京都及び近郊施設合同展覧会「Tokyo“Brut”展」の出展
者やその家族、出展施設関係者、展覧会の観覧者、福祉事業所関係者、
地域商店街の方、教育・美術大学生・高校生などの教育機関関係者、
企業、報道関係者、一般の参加者など約120名にお越しいただき、音楽・
舞台・ダンスなど多彩なアートを通じて、多様な人が交わる機会となりま
した。
―

［概説］
　障害のある方の造形活動を推進していく上では、創作を行う本人へ
の支援や障害者の造形活動推進に取り組む団体への支援の他、芸術
及び教育機関、地域商店街、行政機関、企業等、さまざまな領域・職
種の人が参画し支援や関心の輪を広げるということも大事な視点の一つ
です。
　本事業では、多領域・他職種が参加し交流や情報交換ができる場を
創出し、多くの人が障害者の芸術文化振興に携わっていただける機会と
なるよう実施いたしました。
―
［事業内容］
①東京都及び近郊施設合同展覧会「Tokyo“Brut”展」の開催時期に
合わせて、関連イベント「マジックアワー」を開催
　大人も子どもも障害のある人もない人も、誰もが共に楽しむことが出来
るステージイベントを実施しました。
②ネットワークづくり情報交換会の実施
　東京都及び近郊施設合同展覧会「Tokyo“Brut”展」出展施設関係
者、創作活動を行うご本人やその家族、美術の専門家などが集まり、意
見や情報交換を行う場を設けました。

［タイムテーブル及び出演団体］
―

13:00｜開演
13:15―13:25｜踊りカラクリ語り
13:40―14:00｜ランタンルージュとゆかいな仲間たち
14:10―14:30｜新倉壮朗［タケオ］&小日山拓也
14:45―15:05｜大妻中野中学校・高等学校ダンス部
15:20―15:50｜こころおと
―
司会｜エスムラルダ［ホラー系ドラァグクイーン／脚本家・ライター］

ブルボンヌ［女装ライター／パフォーマー］

コーディネーター｜金箱淳一［女子美術大学アート・デザイン表現学科
メディア表現領域助手］

［ネットワークづくり］

障害者の造形活動を支援するネットワークづくり

開催風景

司会者（左：ブルボンヌ氏、右：エスムラルダ氏）

こころおとによるパフォーマンスの様子

新倉壮朗（タケオ）氏のジャンベ演奏の様子

開催風景

ランタンルージュとゆかいな仲間たちによるパフォーマンスでは、観覧者も一緒になって舞台に上がって参加

司会者が観覧客に感想や意見を伺う様子 出演者と関係者の記念撮影

②ネットワークづくり情報交換会
開催日時｜平成27［2015］年3月16日［月］ 17：00―19：00
場所｜社会福祉法人 愛成会 メイプルガーデン多目的室
参加者｜13名
―
開催報告｜東京都及び近郊施設合同展覧会「Tokyo
“Brut”展」出展施設関係者、出展者家族、美術の専
門家（アトリエ講師やアートディレクター）などが集まり、
障害のある人の造形活動支援にあたり必要なことや今
後取り組むべきこと、今事業を通して感じたことなど、さ
まざまな議論がなされました。
※参加者からのコメントは次のページに掲載。



障害者の創作活動を支援するネットワークづくり
本事業についての意見交換ひろば

ネットワークづくり情報交換会及び『マジックアワー』に参加いただいた展覧会出展者の
ご家族や施設関係者、イベントの出演者、スタッフより今回の事業の感想を集めました。

参加させていただけて良かったと思います。これ
から活動のすそ野を広げられるよう努力していきた
いですし、自分たちにとって良かったことがどんど
ん波及していくといいなと思っています。

真榮田宗明 ［展覧会参加施設職員］
社会福祉法人東京都知的障害者育成会
中野区障害者福祉会館 自立訓練支援員

日中活動と生活支援のウエイトが高く、日々の支援
に追われている中、職員たちに都内の展示を提案
しても実現が難しいのが現状で、今回の企画は大変
ありがたいと思いました。機会があったら、自分自
身もまた協力したいですし、障害のある人がイベン
トに来られるカジュアルな仕組みがあったらと思いま
す。散歩したりお茶を飲んだりする所に自然にアー
トがあったらいいですね。

大家将司 ［展覧会参加施設職員］
社会福祉法人友愛学園
アートディレクター

非常に良い経験ができました。ありがとうございます。当法人
には、今回参加の城山の他にも3ヶ所の事業所があるので、
次回は法人全体で参加できたら、もっと面白さが広がるかもし
れないと思いました。

高岡麻衣子 ［展覧会参加施設職員］
社会福祉法人中野あいいく会杉の子城山城山絵画クラブ担当スタッフ

これまで品川区による区役所での障害者作品展などでの展示
機会はありましたが、こういう展覧会への参加は初めてです。
あんなに素晴らしく作品を飾っていただき、とてもうれしく思い
ました。広報面では、一般の方に足を運んでいただくために、
品川区商店街にもアール･ブリュット作品のポスターや垂れ幕
などがディスプレイされたら面白いかもしれません。
いい経験をありがとうございました。

松下樹里 ［展覧会参加施設職員］ 
社会福祉法人福栄会
品川区立西大井福祉園 支援員

受託してから実際展示までの期間が短かったので単発的イ
ベントが多くなるのは致し方ない部分もありますが、次回行
う際は、シリーズ化したイベントを企画し、楽しめたら良い
ですね。
アール･ブリュットはまだまだ好きな人がピンポイントで見てい
る印象。
皆さんそれぞれが日常触れている作家や作品との出会いを
情報として集約できたら、今後の調査研究にも役立てられ
るのではないでしょうか。
また Facebook で「イベント」のページを作り、展覧会の準
備段階の情報からアップし続けることも有効だと思います。
チラシが出来上がっていなくても、現在こんなのを作ってい
ますという様子を見せていくとそれに対する反響もあり、広
報になると同時に展覧会をみんなで作っているという機運も
高まるのではないかと思います。

ウラベノリコ［展覧会参加施設職員］
公益社団法人発達協会
造形教室講師／いきいきアート担当スタッフ

作品を作ることを様 な々事情であきらめざるを
得ない人や、その創作環境をサポートすると
いう意味で、Rights (ライツ ) の役割はとても
大きいと思います。行政とともに支援の輪を
広げていけたらいいですね。展覧会につい
ては、来年もTokyo “Brut” 展に “ 埼玉 ”も
入る感じでいけたら、そして埼玉でも県内で
もっと盛り上がっていけたらと思いました。

石平裕一 ［展覧会参加施設職員］
社会福祉法人昴 デイセンターウィズ 支援課長

本企画をコーディネートするにあたり、以下の点に留
意しました。１. 音楽に始まり、演劇やパフォーマン
スなど、様々な楽しみを共有できる空間を創出する
こと　２. 聴覚障害者、視覚障害者を含め様 な々障
害を持った方々が楽しめるイベントにすること  ３. 聴
覚障害者に対する演劇では字幕などで情報の保証
をすること、音楽を視覚的に楽しむための工夫を取
り入れること。これらの工夫により、障害の有無に
関係なく多くの人が楽しむステージを作り出すことが
出来たように感じます。
楽器というコミュニケーションツールを研究している
私にとっては、ここまで多様なパフォーマンスの形
態をひとつのイベントにまとめることは初めてでし
たが、出演者や協力者のイベントに対する理解に
助けられました。本企画は、パフォーマンスの多様
性と共に、観客同士が相互に多様性を認める良い
機会になったと考えます。

金箱淳一 ［関連イベントコーディネーター］
女子美術大学 芸術学部
アート・デザイン表現学科メディア表現領域助手

Tokyo “Brut” プロジェクトはウェブサイトがあるので、関連団体に
リンクを貼ってもらうことは有効だと思います。展覧会場でのトーク
イベントの他に、会期中作家に会場に来てもらい、自分の作品を
説明してもらうことや、立ち番に入るスタッフが必要に応じて観覧者
に作品背景をお伝えすることで、さらに展覧会を楽しんでいただけ
るのではないかと感じました。

三浦千晃 ［事務局職員］
社会福祉法人愛成会 法人企画事業部 スタッフ

今回合同展に参加くださった各施設の方々の
ご協力でアートの分野においてネットワークが
築かれたり、マジックアワーの開催によって
地域の方も普段あまりふれあうことのない障
害のある方々を間近にして様子を知ることが
できたりと、多彩なつながりがうまれました。
思わぬところでつながりがうまれる場面を私
自身実際に目にすることができ、そこから様々
な可能性を感じることができました。
どんな場所にどんなネットワークをつくること
ができるのか、今後も探していくことで多様
な方々のものづくりが幅広く発展する足がか
りにしていければと思います。

渡辺はなか ［事務局職員］ 
社会福祉法人愛成会
法人企画事業部スタッフ

地元・中野で行われる、非常に有意義で面白
そうなイベントだということで、ブルボンヌさんと
共に司会をさせていただいた「マジックアワー」。
実際には、予想をはるかに上回る楽しさ、温か
さに満ちていて、お客さんも出演者も、全員が
とてもいい表情をしていて、幸せな気持ちにな
りました。中でも印象に残っているのは、終盤
の「こころおと」さんと新倉壮朗さんとの共演。
ハプニングから急遽始まったコラボレーションで
したが、非常に「マジックアワー」らしい瞬間だっ
たように思います。さまざまな人たちが場を同じ
くし、力を合わせて何かをやることで、少しずつ
互いを理解し、心の距離を縮めていく。この素
敵なイベントが、来年以降も続いてくれるといい
な……と願っています。

エスムラルダ ［関連イベント司会］
ホラー系ドラァグクイーン、脚本家・ライター

私たち性的少数者はよく、種の保存に反しているから存在を認
められない、などと否定もされてきました。また昨年、NHK の
E テレで放送された「ハートネットTV」の出生前検査がテーマ
の回に出演しました。その際には、女装で表現をするゲイの立
場で深刻なテーマをどう受け止めるべきかと悩みましたが、この
技術が進めばいずれ、「同性愛者になる遺伝子を持つなら、そ
んな子は産まないでおこう」と言った判断もありうるのだと気付
き、血縁の「普通」を求める心の裏側にある怖さややるせなさ
を感じました。
マジックアワーで触れ合った皆さんは障害のあるなしに関わらず
本当に生き生きとされていて、柔らかく情感のある舞いを披露さ
れたり、躍動感溢れる力強い太鼓のリズムを奏でたりしてくれま
した。何かが苦手な分、秀でていることがあったり、何かを失っ
ている分、感じられる大切なことがあったりという当たり前のこと
が、楽しい演目の中で実感として伝わる素晴らしい機会だった
と思います。
余談ですが、先日開催されたアカデミー賞授賞式で、ナチスの
暗号を解読し多くの人の命を救った偉大な数学者が、性的少数
者であったがために残酷な運命を強いられた実話を描いた映画
『イミテーション・ゲーム』が脚色賞を受賞しました。若い頃、人
と違っている苦しみから自殺未遂をしたという受賞者による真摯
なスピーチを、心に刻んでいきたいと思います。
Stay weird, Stay different.
「変なままでいてね、違ったままでいてね」

ブルボンヌ ［関連イベント司会］

Rights (ライツ ) の活動はとても良いですね。作品
を守っていただけるのだと心強く感じます。展示は
複数の会場で行われ出展者側でも把握しきれない
程でした。次回行う際には、この取り組みを知ら
ない人にもわかりやすい形態で、年間のイベント

情報を出していくなどさらなる事前周知ができればと思います。展
覧会は障害者展という雰囲気ではなく、見せ方の勉強になりまし
た。息子にとって展示された自分の作品を見るのは初めての経験
で、感じ方や人間的な変化が見られるのでは、と楽しみです。
今後もぜひ続けてください。

佐藤敏江 ［出展作家ご家族］

ギャラリートークの開催は、作家さんご本人や
ご家族から作品の背景を伺える機会として非常
に評価できると思います。息子は自閉症ですが、
マイクを持ったら 30人ぐらいのお客さんの前で
お話ができました。自分の書道がアートという
枠で展示されたことにも刺激を受けたようで、アート的な作風
にも挑戦するようになりました。これまで関わってきた方 と々も
新たな接触が生まれ、本展を通して頂いた素晴らしい宝物に
感謝しております。また広報周知については板橋区では「魅
力発信」という Facebook があり、そちらに本展情報も取り上
げていただきました。こういった自治体の広報媒体を活かす広
報課・町内会長さんなどの協力を得るのも必要だと感じました。

吉村由佳里 ［出展作家ご家族］
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［アンケート］ マジックアワー

●年齢についてお聞かせ下さい

① 10代未満　0%
② 10代　0%
③ 20代　50%
④ 30代　12%
⑤ 40代　15%
⑥ 50代　9%
⑦ 60代以上　12%
⑧無回答　2%
―

●どちらからお越しになられましたか  

① 東京都内　76%
② 東京都外　21%
③ 無回答　3%
―

●イベントについてお聞かせ下さい

① とても楽しかった　76%
② 楽しかった　24%
③ ふつう　0%
④ あまり楽しくなかった　0%
⑤ つまらなかった　0%
⑥ 無回答　0%
―

　参加されたいと思われますか
●今後もこのようなイベントがあったら

① とても思う　62%
② 少し思う　38%
③ どちらでもない　0%
④ 思わない　0%
⑤ 無回答　0%
―

［マジックアワーの感想・意見］

―

○様々な種類の音楽やパフォーマンスを見ることができて、飽きずに楽しかったです。
○みなさん一体となって、劇や音楽に楽しんでいらして、いい雰囲気でした。
○とても楽しかったし、地元でこういう試みができていること嬉しかったです。皆さんありがとうございました。
○みんなが踊りだしたり鳴らしたり、障害あるなしに関わらず、みんな楽しめる音楽ステージイベントを身近で体感できて良かったです。

⑧

②

③

②

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

①
①

事業〈 4 〉「ネットワークづくり」の振り返り Chapter｜3｜「5つの事業」報告

［成果］
　ネットワークづくりは、2つの視点から取り組みました。1つは、東京都及び近郊施設合同展「～心の真ん中にある衝動～Tokyo“Brut”展」の関連イベント「マ
ジックアワー」です。イベントでは、障害のある方やその家族、展覧会出展団体、芸術・福祉・教育関係者、学生、マスメディア、一般の方など幅広い人が一堂
に会し、時間と場所を共有いたしました。障害のある人の表現活動を初めて観たという方も、日々 の中で障害のある方に接する機会がないという方も、障害の
ある方も積極的にイベントに参加し、人の表現の多様性や面白さを感じていただくひとときとなりました。このイベントを通じて様々な人が出会い、障害のある人の
造形活動に対して関心を持っていただく機会となったと考えています。
　2つ目の視点から、「～心の真ん中にある衝動～Tokyo “Brut”展」に参加した作家やその家族、出展団体、芸術関係者などが集まり、本事業に関する意見
交換を行う場を設けました。権利保護の重要性、広報流布をもっと積極的に取り組むことで今事業をより社会に広めること、ネットワークをより構築していくことな
ど活発な意見交換がされ、とても有意義な会となりました。また参加者からは定期的な会の開催が求められ、今後のネットワーク形成を育む上でも大きな役割
を果たすものと考えます。
　この2つの視点により、1つ目は社会にいる他職種・他団体や個人が交わることでより広い視野でのネットワーク作りを築く機会となり、2つ目の視点では本事業
に関わった人々のネットワークを強め、今後の連携体制をより深めることにつながりました。

［課題］
　上記の視点の1つ目にある取り組みでは、芸術・福祉・教育関係者や一般の方などの参加が多く、企業や行政からの参加は少なく、偏りがみられる参加状
況となりました。理由としては対象者ごとに絞った広報流布が十分でなかったことが伺え、今後のネットワークづくりでは、より多様な参加が望めるよう対象者ごと
の広報流布の仕方を明確化し、取り組むことが必要であると感じています。また参加者同士の交流を求める声もあり、協働して取り組むようなプログラム作りも
求められていると感じています。
　2つ目の視点では、1回のみの開催であったが、障害のある方の造形活動に関する意見交換を行う場がこれまでなかったため、参加者からは継続したネット
ワークづくりの場を求める声が多くあがり、座談会のような定期的なコミュニケーションの場を求める需要が高いことが伺えました。今後、ネットワークを広げ、成熟
させていく上でももっと取り組む必要があると考えます。
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Chapter｜3｜「5つの事業」報告 事業〈 5 〉作家の調査・発掘
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事業｜5｜作家の調査・発掘

　障害のある方の表現活動に注目が集まる中、障害のある方々の作品が展覧会などで紹介され
る機会も増えてきています。東京は、日本の人口の10％以上が住む人口過密地域であり、当然な
がら障害のある方々の人口も多く、施設や病院、自宅等で創作活動に取り組んでいる方も数多く
おられます。しかしながら、東京都内での障害のある方の創作活動の状況はまだまだ把握されて
いないのが現状です。
　本事業では、東京都内及び近隣県の作家を中心として調査を行いました。また、調査したさまざ
まな情報をアーカイブとして残し、そのデータベースを活用した展覧会を開催することで広く発信の
機会を設けました。作品の調査・発掘の活動が周知されることによって、一人でも多くのまだ見ぬ作
家の発掘へと繋げていき、文化芸術を通じて多様な人が触れ合う機会を創出していくことを目的と
して実施しました。

［調査方法］
―

①訪問調査
　東京都内及び近隣県の障害福祉サービス事業所や障害者の創作活動を支援するアトリエ、
個人で創作をしている作家の自宅などを訪問することで、作品の調査を行いました。
―

②インターネットを活用した情報収集
　現在、パソコンや携帯電話の普及によりネット社会がどんどん広まっています。多くの人が利用し
ているインターネットを活用し、作者や作品の情報提供を呼びかけました。収集した情報の中から、
調査対象となる作者・作品を選定し、調査を実施しました。
―

③特別支援教育に取り組む団体との連携による調査発掘
　20歳未満の障害のある方の作品調査は、全国的にみても成人の障害のある方よりもまだ取り
組まれていないのが現状です。特別支援教育に取り組む団体と連携し、就学期の障害のある方
の作品の調査発掘を実施しました。
―

④アール・ブリュット作品全国公募との連携
　当法人内の別事業にて「アール・ブリュット作品全国公募」の事務局を担ったことで、東京都内
からの応募も多くみられました。その中で、都内より応募された作品より調査候補を選定し、調査を
実施しました。
―

⑤東京都及び近郊施設合同展覧会「Tokyo“Brut”展」との連携
　東京都及び近郊施設合同展覧会の開催に際し、協力団体との連携体制を築いた中で発掘さ
れた作品の取材調査を行いました。

［評価委員の設置］
―

　創作活動に造詣が深い専門家による評価委員会を設置し、調査発掘された作品の中から評価
を行いました。また、発掘した作品の情報をアーカイブとして残す方法や、それらの情報を他の団
体が今後展覧会を開催する際にデータベースとして活用する方法などを、議論しました。
―

松下 功［東京藝術大学教授 副学長］

山田貴之［板橋区議会議員（元ルイス・C. ティファニー庭園美術館 学芸員）］

小林瑞恵［社会福祉法人 愛成会 アートディレクター］

［調査員］
―

　調査に伴う専門的な知識をもった方が調査員を担い、作品や創作環境、実際の創作の様子
に関する取材などを、先にあげた5つの調査方法で実施しました。
―

山田貴之［中野区立第七中学校 特別学級 美術教員／東京都特別支援教育研究会事務局長］

山田貴之［板橋区議会議員（元ルイス・C. ティファニー庭園美術館 学芸員）］　　
小林瑞恵［社会福祉法人 愛成会 アートディレクター］

小川由香里［社会福祉法人 愛成会 法人企画事業部 事業推進課長］

［作家の調査・発掘］

東京都及び近隣県での作品の調査、発掘、発信

評価委員会開催の様子
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佐野 奈津美｜Natsumi Sano｜1980年生まれ［板橋区］

―

　絵は昔から描いていたが、佐野の絵が大きく変化したのは、はたよしこ氏の主催するアトリエに
通い始めてからである。下書きはせずにサインペンを握り、伸び伸びと線を引いたあと、クレパスで
太目に縁どりをし、絵の具で着色をする。大きなキャンバスに小柄な身体で熱心に描く。絵はカラ
フルで構図も大胆だ。月1回のアトリエ活動を通じて年4枚程度をマイペースに描いている。
　佐野本人に、描く上で頑張ったところを訪ねると「魚の口」の部分だと話してくれた。彼女の魚
の絵には、立派な歯が生えている。近視の佐野にとっては細かな物を見るのは苦手かも知れな
いが、一生懸命に再現をすることが佐野の個性となっている。魚は画面いっぱいに描かれる。野
菜や果物も画面をはみ出すぐらいのサイズで描かれる。人に元気を与える力に満ちており、ユー
モラスで明るい世界が広がる。展覧会を開けば、「購入したい」と問い合わせも多く、今後も期待
される作家の1人である。
―
調査員｜山田貴之 ［板橋区議会議員（元ルイス・C. ティファニー庭園美術館 学芸員）］

吉村 翔｜Kakeru Yoshimura｜2000年生まれ［板橋区］

―

　小学校に上がる前、筆ペンを使って数字やアルファベットをいくつもいく
つも描いていた事から吉村の創作は始まっている。
　母親の勧めにより、小学校2年生の時に書道教室に入り、書道を習い
始めた。以降、吉村の作品は数々の賞を受賞してきた。
　これまでは、通っていた教室の流派に添った作品をつくって来た為、今
回彼が発表したような文字で何かを表現した作品は、あまりなかったそうだ。
今回出展した［夏］という文字が4つ並んだ「地球温暖化」の作品では、そ
れぞれ温度設定がされており、その気温の上昇と共に文字自体がうなだれ、
暑さを表している。また、ニュースで見た事件を思い作品をつくるなど、静か
な印象の吉村が日常の中で感じることや知る事に対して抱く感情は、吉村
らしい形で表現されている。
―
調査員｜小川由香里 ［社会福祉法人 愛成会 法人企画事業部 事業推進課長］

恩田 秀知｜ Hidetomo Onda｜1983年生まれ［板橋区］

―

　恩田宅を訪ねると灰色の「ドラゴン」は居間に置かれていた。恩田の快作である。工具を使い
針金を巧みに加工した、重量感がある作品だ。頭部の力強さや体のしなやかな曲線が際立ち、
目つきや爪の鋭さは印象的であるが、材料はDIY店に売っている無機質な針金のみである。恩
田はイメージを膨らませ、設計図を書くことはない。
　「死神」や「サソリ」などをモチーフにして100点余りの作品を制作してきたが、作家本人の意思
で全てを売り切った。恩田は、欲しいものがあると、上野公園に出かけて、露天販売をする。大き
なワイヤーの作品は持って行くのも躊躇する重さがあり、高さ1m、重さ10数kgになるものもある。
カラフルなモールで作った人形やザリガニも販売し、人気だったという。母が大好きだった「死神」
は、お子さんのいるご家庭に5千円で訪問販売した。全作品を見られず残念であるが、創作とユ
ニークな販売活動が作家恩田秀知の個性を際立たせている。
―
調査員｜山田貴之 ［板橋区議会議員（元ルイス・C. ティファニー庭園美術館 学芸員）］

庄司 浩明｜Hiroaki Shoji｜1987年生まれ［板橋区］

―

　庄司の絵との出会いは、発達障害親の会が発行する冊子であった。1冊の表紙絵に彼の描
いたロボット「牙大王（キバダイオウ）」が掲載されていた。連絡を取り、彼の母が持参した作品は、
紙袋にいっぱい詰め込まれたA4サイズのコピー用紙の塊、全てオリジナルロボットの絵であった。
庄司は幼稚園時代から特撮の戦隊ヒーローやそのロボットに熱中し、絵を描いてきた。毎日1枚の
ペースでA4サイズのコピー用紙にボールペンで直接描く。サインペンで縁どりがされ、色付けがさ
れるものもある。「RVRVRV将軍」、「究極無敵将軍」等の強そうな名前も一部冠される。
　多産な作家から溢れ出たイマジネーションは圧倒的である。戦隊ヒーローのロボットの要素を取
り入れながら、一体一体異なるロボットを描き続けた。庄司は現在、時 自々分の描いたロボの絵
を眺めるものの、約7年前の交通事故がきっかけで描くことをしなくなった。彼の世界観が十分に
披露できる展示機会が待たれる。
―
調査員｜山田貴之 ［板橋区議会議員（元ルイス・C. ティファニー庭園美術館 学芸員）］

富岡 利夫｜Toshio Tomioka｜1952年―2011年［板橋区］

―

　兄の書斎に丸テーブルを出して、兄嫁の台所仕事の気配を感じながら、富岡は、絵画作品の
制作に取り組んだ。加賀福祉作業所に通いながら、帰宅後、雨の日は水色のサインペンを持っ
て雨の絵を、桜の咲く日はピンク色のサインペンを持って桜の木を描いた。絵の主題は友達が多く、
友達の絵には好きだった電車やバスも描き添えられる。
　初期の画材は、スケッチブックにクレヨンであったが、画用紙にサインペンでも描いた。画用紙
にあまりに顔を近づけて描くことで、サインペンの揮発性のインキ成分が富岡の身体に良くないの
ではと家族の配慮があり、晩年はスケッチブックに色えんぴつで描くようになる。
　色鉛筆全12色を順番に取り出して、四角と丸を組み合わせた単純な形を描いた。次第に握
力が無くなる中で描き続けたので、スケッチブックを追うと次第に色彩は薄くなっていく。切なく淡
い夢のような世界が広がる。家族や関係者の愛情に包まれ、2011年に逝去した。
―
調査員｜山田貴之 ［板橋区議会議員（元ルイス・C. ティファニー庭園美術館 学芸員）］

［調査作家紹介］

［①訪問調査］ 4名

［②インターネットを活用した情報収集］ 1名 ［板橋区］

作家の作品 作品を使用して出来た製品

佐野奈津美「アジ」

［上］調査の様子　［下］吉村翔「地球温暖化」

［上］取材の様子
［下］恩田秀知 左「ドラゴン」、右「キノコドラゴン」

［上］調査の様子　［下］庄司浩明「無題」

調査の様子

KOMONEST｜［コモネスト：小茂根福祉園］
―

　KOMONESTは障害者と健常者を超えたチーム、クラフト集団が生
み出すブランドです。手づくりや手しごとを大切にし、小茂根福祉園に
通所する人 と々の共同作業によってプロダクトが展開されており、現代
版のアーツ＆クラフトとして発信しています。アトリエ活動で生まれる絵を
プロのデザイナーが加工して、質の高い雑貨を生み出し、カレンダーや
Ｔシャツのモチーフとして、多くの人々の目に触れる機会に繋げています。
プロデューサーとデザイナーが関与し、制作・加工・流通を支えています。
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　調査員を務める山田貴之氏（中野区立第七中学校 特別学級 美術教員／東京都特別支援教育研究会事務局長）が中心となり、中野区立第七
中学校特別支援学級での創作活動の調査を行いました。
―
作家名｜川上琴音、京相千春、佐藤陽和、仲田悠達、中村海渡、堀野もえ、峯奈々葉、渡邉誠
―

作家へのインタビューとまとめ
―

　作品展示をした生徒から、「ぼくは、絵を描くことが苦手でした。でも、たくさんの絵を描いているうちに絵を描くことが好きになりました。」という言葉が
ありました。中学に入ってきた時には、物の形がうまく取れずに、自分が描こうとしているものがうまく表現できずに絵を描いていてイライラすることがありま
したが、表現が豊かになってきた生徒の感想です。
　また、「絵を描く時に、色鉛筆で色を塗っています。色鉛筆でいろいろな色を重ねて塗っています。重ねると一つの色で塗った時と違った色になりま
す。」と感想を言っている生徒もいます。ひまがあると友だちや教師の似顔絵を描いている生徒がいますが「友だちの顔を描くのが好きです。友だちの顔っ
て、とても面白いです。」と言って、友だちの顔をたくさん描いています。今回の作品展に出品できたことは、生徒の作品発表の場として、また、みなさま
に作品を見ていただくことができて、とても良い機会となったと考えています。（※調査・発掘された作品は本事業により開催された展示会において展示いたしました。）

―
調査員｜山田貴之 ［中野区立第七中学校 特別学級／美術教員／東京都特別支援教育研究会事務局長］

金井 裕香｜Yuka Kanai｜1990年［板橋区在住］

―

　金井は月に１回開催されるアトリエで制作を行っている。モチーフを丹念に見ながら写
生が進められ、大胆にデフォルメされていく。これは故意にではなく、モチーフの特徴をよ
く見ながら丁寧に写生を行う中で必然の形状となって描写されるものである。金井は写
生を終えると、画面にかなり目を近づけオイルパステルでモチーフの内部を塗っていく。
持ち前の色彩感覚を味方に完成した作品はどれも絶妙な配色でエネルギッシュに構成
されていることに驚かされる。その後、マジックなどにより再度、モチーフの輪郭をなぞり、
外枠をアクリル絵の具で塗りつぶして作品は完成する。
　普段は福祉作業所に通い、箱折りや封入の仕事を行っている。家ではパソコンゲー
ムに熱中する若者である。創作（絵を描くこと）はアトリエ以外の時間では行わないのだ
と言う。
―
調査員｜小林瑞恵 ［社会福祉法人愛成会 アートディレクター］

［調査作家紹介］

［③特別支援教育に取り組む団体との連携による調査発掘］ 8名 ［中野区］ 

作家名｜磯前健太郎、伊藤賢士、内田怜、尾崎越季、金井裕香、
小林甫悟、松浦萌、柴田匠、関口訓正、林裕也、増野猛

［④アール・ブリュット作品全国公募との連携］ 11名 ［豊島区、板橋区、練馬区、葛飾区、北区、江戸川区、立川市、茨城県］ 

渡邉誠「友達の顔」峯奈々葉「チューリップ」堀野もえ「友達の顔」中村海渡「友達の顔」

仲田悠達「海の中」

佐藤陽和「友達」京相千春「春」

川上琴音「海の中」

磯前健太郎「デコポン、リンゴ、アジ、長ネギ」 伊藤賢士「足を上げる人」

小林甫悟「パプリカ、スルメ、ナス、パイナップル」 松浦萌「ビニールテープワーク」

林裕也「特上寿司」 関口訓正「サメ」

柴田匠「マンリョウ」 増野猛「ドラセナと羊のお面」

内田怜「アジの開き」 尾崎越季「働く乗り物」

金井裕香「セロリとタマネギ」
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柿沼 陽介｜Yosuke Kakinuma｜1979年生まれ［中野区］

―

　柿沼が生まれ育ったのはビルが立ち並ぶ都会のど真ん中で、両親とともに暮らしている。
柿沼は3歳頃、駅に貼ってあった自然豊かなJAのポスターに心を奪われる。ある時、母
親が紙とクーピーペンシルを渡したところ、太陽、山、空、海、木、虹などを勢いよく描き始
めた。柿沼が創作に向かうときは、使用する画材の色やとがり具合の確認など、創作環
境を整えるところから始まる。そして描き始めると、何も見ず、他に何を描き足そうか思案す
る場面もなく次 と々描き進めていく。絵の内容は柿沼のイマジネーションによるもので、自然
を主として家や人、生き物、文字や数字なども絵によって組み合わされて描かれている。
　また柿沼は18歳頃から毎日、絵日記を書いている。彼は時おり部屋の窓から山や大
自然が広がる絵を描く。実際には、商店街の道路や家々が見えるのだが、彼の自然へ
の変わることのない想いや関心が見え隠れする。
―
調査員｜小林瑞恵 ［社会福祉法人 愛成会 アートディレクター］

上野友和｜Tomokazu Ueno｜1976年生まれ［品川区］

―

　上野は、ぐるぐる回るファンやプロペラなどを好み、その部分を主体として描いている。
特に好きなものは、換気扇のプロペラ部分と電車のホロ（幌）と呼ばれる接続部分である。
幼少期より、中身がどのようにできているのか、どうして動くのかなどモノの構造が気になっ
た。成人してからも、気になったモノを分解してみたり、創作で使用している鉛筆が短く
なると、割って分別して廃棄したりという具合である。
　日中は障害者の通所施設に通っており、創作は帰宅後の自宅にて、気が向いた時に
行われる。題材はやはり、好きな換気扇や電車などである。そうかと思えば、他の人か
ら「これ描いて」とお願いされると、そのリクエストにも答えて描くそうだ。
　上野の趣向や観点を通すと、物事のまた違った見え方や捉え方に出会えて非常に
愉快である。何の物体を描いているのか、見る人はその全貌を思索し、上野が注視す
る独特の角度に気がついた時には思わず笑みがこぼれる。
―
調査員｜小林瑞恵 ［社会福祉法人 愛成会 アートディレクター］

山田 貴之｜板橋区議会議員（元ルイス・C. ティファニー庭園美術館 学芸員）

―

　約1,350万人が暮らす人口密集地域である首都東京には、国内外で活躍ができるアール・ブ
リュットを代表する作家が必ずいます。作家の調査発掘は、2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けてさらに強化をしていくべきです。この世界的なスポーツの祭典に併せて、日本を代表する
作家が活躍の機会を持ち、地球を舞台に活躍することを願います。そのポテンシャルを十分に感じ
た板橋区での調査活動でした。

小林 瑞恵｜社会福祉法人 愛成会 アートディレクター

―

　7～ 8年程、日本各地の障害のある作家の発掘調査に取り組んできましたが、東京都内及び近
隣県での発掘調査に焦点を当て、取り組むのは始めてでした。本調査での調査期間は半年ほど
と短いものでしたが造形活動に取り組んでいる団体や個人が多くいることが分かりました。まだ見ぬ
作家がたくさんいる、首都圏という人口過密地域がもつ潜在する可能性の高さを体感しました。今後、
継続した発掘調査を行なうことで、日本のアール・ブリュット作品が国外で評価を受けているように
障害のある人の造形が、人を、世界を驚かせる日もあるだろうと考えます。

小林紗羅｜Sara Kobayashi｜1996年生まれ［中野区］　　　　　　　　　　　　　

―

　その小さな体の中から溢れるパワーは、私たちを圧倒する。
　小林は描く時に、一定のリズムを取りながら描き始める。作品に対する彼女の集中力
は、ずば抜けている。描く時は無心で描く。ペン先で描く線が狂うことはなく、その音はア
トリエ中に響く。無心で描く時に、彼女の持っている創造的能力が開花する。そして、再
び笑顔が戻る。その可能性は無限大である。この作品には、受け手をノスタルジックな
気分に変えてしまう。そんな不思議な色彩を持っている。
―
調査員｜小川由香里 ［社会福祉法人 愛成会 法人企画事業部 事業推進課長］

コバヤシカオル｜1975年生まれ［埼玉県］

―

　広告や段ボール、画用紙などを小さく切った紙には、彼女がその時 で々気になってい
るものが描き綴られている。単に模写するだけでなく、人物などは、かわいらしくアレンジ
され、POPな作品に仕上がっている。オートバイであったり、レコードのジャケットであったり、
時には、昔の記憶の中で残っているものを思いだして描くなど、その時によって様 で々ある。
　通所先の施設では、本や写真集に載っているいろいろな写真を模写する事が多いが、
自宅では大好きな古本祭りという地元のお祭りのオリジナルポスターを手描きでつくって
いるそうだ。それらは、彼女の宝物として大切に袋に入れて毎日放さずに持ち歩かれ、
保管されている。
―
調査員｜小川由香里 ［社会福祉法人 愛成会 法人企画事業部 事業推進課長］

［調査作家紹介］

［⑤東京都及び近郊施設による合同展覧会「Tokyo“Brut”展」との連携］ 4名 ［品川区、中野区、埼玉県］ 

［評価委員より］ 

柿沼陽介「無題」

上野友和「換気扇」

小林沙羅「つぶつぶ」

コバヤシカオル「カオルの絵」
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［特別寄稿］
―

「まだ見ぬ才能を探そう」
―

松下 功 ［作曲家／東京藝術大学副学長］

　「とにかく面白い！」「どうしてこんな自由な発想ができるのだろうか！」「感動の涙が止まらない！」……。これが、「松下さんは、どうして障がい者の芸術活動の奨励に
取り組んでいるのですか？」と聞かれた時の私の答えです。
　そして、私が東京藝術大学で〈障がいとアーツ〉という取り組みを始めた切っ掛けは、いくつもの素晴らしい出会いがあったからです。大学での初めての授業にい
た視覚障がいをもつ弦楽器の学生の才能、北京で出会ったダウン症の画家・羅錚（ロ・チェン）君の鋭い感性、ダウン症の書家・金澤翔子さんのダイナミックな表現
……。いずれも私を圧倒し、大きな感動を与えてくれました。そして、この神から与えられた彼らの才能にどんどん魅了されていきました。
　自由で捉われのない豊かな心を持ったこのアーティストたちの作品と表現に触れ、彼らにもっと光を与えたい、障がいを持つ人も持たない人も〈共に生きる〉空間
を一緒に作りたいと願って、様々な企画に携わってきました。

　東京藝大では、この数年〈見える音・聞こえる色〉をモットーに、身体・知的の障がいの分け隔てなく、音楽・美術・スポーツも一緒に取り入れた《障がいとアーツ》
という企画を開催しています。東京藝大の奏楽堂が、すべての壁を超えた素晴らしい芸術に満ち溢れるひと時です。そして大きな感動を私たちに与え、未来に生
きる力を与えてくれています。
　この地球には何億もの人間が命の営みを行っています。そのすべての命は、それぞれの文化に育まれ、自らの心を表現する力と権利を持っています。障がいを
持つ持たないではなく、どんな人でも自由な表現が出来る世界を創造することが肝要なことでしょう。その生きるという力と、表現する心の素晴らしさを、私は障がい
者アーティストに見いだしています。
　日本は、2020年の「東京オリンピック・パラリンピック」開催を目前にしています。このスポーツと文化の大会では、音楽・美術をはじめ、あらゆるジャンルの世界の
障がいをもつアーティストたちが集う大きな祭典が同時に開催されることを願っています。そして、誰もが豊かで暖かい心を持った社会を形成していかなければなら
ないと思います。そのためにも、まだまだ眠っている障がい者の才能を掘り起こし、様々なアーツの可能性を探って行かなければなりません。
　大きな感動を与えてくれる「障がいとアーツ」の素晴らしさを一人でも多くの人に知ってもらいたいと思っています。

事業〈 5 〉「作家の調査・発掘」の振り返り Chapter｜3｜「5つの事業」報告

［成果］
　今事業では5つの手法により、施設で創作する作家や自宅で創作する作家、特別支援学校や学級に通う就学期にある作家など、創作環境や年齢、障害の種
別など多面的な角度での調査発掘を実施いたしました。
　①訪問調査では、実際に現場に赴き作家や家族及び関係者から直接創作の様子を伺うことができ、創作状況について深く知る機会となりました。②インターネッ
トを活用した情報収集では、インターネットやSNSを活用することで広くPRを行い、都内と都外、国外からも情報提供をいただきました。③特別支援教育に取り組む
団体との連携では、特別支援教育に携わる山田協力委員の下、就学期にある作家の調査発掘を実施しました。またあわせて東京都及び近郊施設合同展「～心
の真ん中にある衝動～Tokyo “Brut”展」（以下、合同展）にも出展いただきました。就学期にある方の参加は成人に比べると少なかったが、出展いただくことで広く
啓蒙周知され、今後の広がりに期待がもてます。④アール・ブリュット作品全国公募との連携では、応募された作品の中から都内近郊の応募者より調査対象作家
を選定し、調査を実施しました。公募という手法により新たな作家情報の提供につながるとともに、知的障害、精神障害、発達障害などさまざまな障害のある人の
発掘につながる機会ともなりました。今後も引き続き公募展のアーカイブも活用し調査を実施したいと考えます。⑤合同展では、12団体と連携を図り展覧会実施に向
け作家や作品の選定を行なう中で多くの作品と出会うきっかけが生まれました。その中で調査対象作家を選び、調査を実施いたしました。
　調査された作品は、東京都庁南展望室での合同展開催の際に、調査事業で発掘された作品の展示コーナーを設け、広く紹介させていただきました。本事業で
調査発掘した作家は、アーカイブとしてデータ化し、今後の展覧会での出展や都内での造形活動の取り組み状況を紹介させていただく際の情報としても、今後広く
活用したいと考えています。
　今回の調査発掘事業で発掘された作品について評価委員や調査委員からは、作品の質や表現の多様性について評価する声が多く、約1,350万人が暮らす人
口過密地域である首都東京での調査発掘は、今後、継続して行うことでより多くの作家の発掘が期待できる大きなポテンシャルが潜んでいると感じています。

［課題］
　今回の調査発掘では展覧会での協力団体や評価委員及び調査委員の関係周辺から調査発掘の情報収集を進め、提供いただいた情報の中から調査を実施
する方法で行なったため、調査発掘で紹介された作家の所在地に偏りがありました。ただし、成果でも取り上げたように発掘された作品は、質の高いものが多く、
人口過密地域である東京都内での今後の調査発掘事業には大きな期待が持てるため、市や23区などの各所在地からの作品の調査発掘が進められるよう各所
在地の福祉団体や行政と連携体制をとりながら、事業を展開していくことが望ましいと感じました。
　また地域性だけでなく、幅広い作家の調査発掘につながるよう知的障害者領域だけでなく、精神科領域や特別支援教育団体との連携をより密にはかれるよう今
回の評価委員会の設置に加え更に実行委員会を組織するなど、領域を横断しながらの調査発掘ネットワークを構築することも重要な課題であると考えます。
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Chapter｜4｜情報の発信とその成果
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メディアでの報道記事や、本事業内で作成した各種パンフレットやチラシ、
ホームページ等の資料をまとめて掲載します。

［パブリシティ報告］

平成27（2015）年1月22日［木］　朝日新聞 掲載 平成27（2015）年2月28日［土］　毎日新聞 掲載
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平成27（2015）年1月31日［土］　広報いたばし 掲載

表紙本事業紹介のパンフレット

本事業ホームページ
http://brut.tokyo

トップページ画面

中面

平成27（2015）年1月11日［日］　広報しながわ 掲載

［広報資材資料］
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表紙 平成26（2014）年12月21日［日］、
平成27（2015）年1月11日［日］ 開催
アトリエpangaea（ぱんげあ）で
創作の現場、体験しませんか！？

平成26（2014）年12月7日［日］、
平成26（2014）年12月21日［日］ 開催
障害者の造形活動の拡充とサポート
～表現の場における福祉的な
視点と美術的な視点～のチラシ

平成26（2014）年12月9日［火］ 開催｜障害者の造形活動に関する著作権・権利保護についての研修会のチラシ

東京アール・ブリュットサポートセンターRights（ライツ）のパンフレット
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東京都及び近郊施設合同展覧会
～心の真ん中にある衝動～Tokyo“Brut”展

展覧会チラシ表面 展覧会チラシ中面

展覧会カタログ 展覧会カタログ中面
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Chapter｜5｜エピローグ
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小林 秀樹
［東京都社会福祉協議会 事務局長］

青木 武
［障害者の芸術活動支援モデル事業 協力委員会委員長］

⇒ p.007参照

［協力委員・関係者コメント］ 五十音順

　これまで他団体と連携しながら障害のある方の芸術文化振興に努めて参りましたが、本事業で
は取り分け行政、芸術、法律、教育、福祉などさまざまな立場からの有識者が一堂に会し、協働し、
事業に取り組む大きな機会となりました。協力委員会では、事業の進捗状況の共有を始め、事業
の実施内容について各委員の専門的な視点を交え、議論することで事業内容がさらに吟味され、
弁護士による無料法律相談の実施など事業が改良される機会ともなりました。
　また、障害のある方の芸術文化振興を推進していく上では、発信する側だけでなくより多くの人
に関心を持ってもらい協働していけるような仕組み作りが大切です。本事業はその「始原」として、
水面に落ちた一滴の雫が波紋を広げるように多様な人をつなげ、結んでいく大きな原動力となると
感じています。今こそ、芸術文化の出番。多様な人たちが出会い認め合う社会作りにも芸術文化
の力が大きく寄与できるものと信じます。

小林 瑞恵
［社会福祉法人愛成会 アートディレクター］

　本モデル事業の趣旨に賛同し、愛成会の協力委員として約6か月間、著作権を中心とした権利
保護の観点から、様々な関与をさせて頂いた。「障害者の芸術活動支援」を目的とする事業である
以上、これを一朝一夕に達成できるはずもなく、成果を上げるには継続性が要求される。「モデル
事業」の最大の目的は、この「障害者の芸術活動支援」を継続的に行っていくにあたり、支援する
側の自己満足に終わらぬよう、真に役立つ支援を提供するためにあるべき方向性を見出すことに
あったと思う。この観点で、人口比から見れば、障害者の芸術活動の機会も最も多いはずの東京
において、まずは現場のニーズを的確にくみ取ることに重点を置いて、活動内容を提案させて頂いた。
この活動はまだ緒についたばかりだが、本モデル事業を通じて行った活動が、今後の継続的支援
へとつながり、障害のある作家の方々の今後の芸術活動に、少しでもお役に立てることを願っている。

中久保 満昭
［あさひ法律事務所 弁護士］

　この度、「障害者の芸術活動支援モデル事業」の成果が「Tokyo“Brut”」報告書として発刊され
る運びとなり、心からお慶び申し上げます。Tokyo“Brut”として、都内各地で展覧会が開催されま
したことは勿論、障害者の創作にまつわる権利保護や相談支援を行うRights（ライツ）の開設や人材
の育成、さらにはネットワーク構築など、障害者の造形活動を支援する多様な活動が行われたこと
は、大変素晴らしいことでございます。また、このような活動に一協力委員として参画出来たことに感
謝する次第です。
　東京都では、障害者総合美術展など障害者の文化・芸術活動を通じて社会参加の促進を図っ
ているところです。今後とも、皆様方の活動をとおして、障害福祉がより一層向上いたしますよう、御
協力をよろしくお願いいたします。結びに、貴法人の今後益々の御発展と、関係者の皆様の御活
躍を祈念いたしまして、私のお祝いの言葉とさせていただきます。

西脇 誠一郎
［東京都社会福祉保健局 障害者施策推進部
自立生活支援課長］

野村建樹
［中野区健康福祉部長］

　東京都のアール・ブリュットをはじめとした障害者アートについての取組は、今まさに転換期を迎
えています。今般公表された「東京文化ビジョン（素案）」には、障害者アートへの支援や障害者の
鑑賞・参加を促す活動を推進することが明記されていますが、このことは、今回の「障害者の芸術
活動支援モデル事業」をはじめとした愛成会の皆様のアール・ブリュットに対するこれまでの取組が
大きなきっかけの一つになっています。
　これまでは私は協力委員という立場でしたが、今後は、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ
クに向け、都の障害者アート支援施策の推進のために、愛成会の皆様の協力が必要です。東京
都がこれから『障害者アートの東京』として存在感を発揮できる都市へと発展を遂げられるよう、官
民手を携えて頑張ってまいりましょう。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　愛成会によるモデル事業「Tokyo“Brut”」では、権利保護・相談支援、人材育成、展覧会開催、
ネットワークづくり、作家の調査・発掘という幅広い活動が取り組まれ、障害者の芸術活動を総合
的にサポートする枠組みが模索されたと思う。
　これらの取組は、支援の輪を広げ、多様な主体に拡大していくという可能性を追及しながら試み
られており、そういう側面からも成果を上げていた。研修会では多くの施設の職員の参加が得られ
ており、権利保護や創作支援に対する関係者の関心の高さと情報共有の必要性が示された。ま
た展覧会においては街おこしと連携するなど地域の人 を々巻き込んで実施され、障害をもつ方々の
生み出す芸術の魅力を広くアピールできていた。
　これからも、このような支援の輪が地域に広がっていくことを期待したい。

　アール・ブリュットへの愛成会の取組みの特徴は、「地域ぐるみ」、「まちぐるみ」にあります。一過
性のイベントではなく、愛成会の主体的で熱意ある継続した取組みが、商店街や町会、幅広い区
民の理解と賛同を得て、今や中野のムーブメントとなりつつあることに敬意を表します。
　本事業では、サポートセンターを設置し、著作権保護という側面から作品の公正な評価をとおし
て障害者の創作活動を保障する社会的基盤づくりにも歩みを進められました。障害者の社会的
活動と社会参加を推進する立場からは、このことを大いに評価し、今後に益々期待するところです。

蜂谷 典子
［東京都生活文化局 文化振興部 企画調整課長］

　元美術館学芸員という立場から参加をさせていただきました。アール・ブリュット等の活動に対し
て関心を高くしておりましたので、協力の機会を頂けたのは光栄でした。関係者と広く面識を持ち、
他専門家からの様々な意見や提言に触れることができました。特に弁護士である協力委員は、著
作権に関わる課題を的確にご指摘下さいました。分かりやすく解説を頂き、専門家としての職能を
発揮されました。
　また、委員会は事業の進捗状況を確認する上で重要な役割を果たしました。事務局の置かれ
ている状況が整理され、各協力委員との関係が明確になりました。さらに各展示会場の様子や相
談支援のパンフレットなど、事業としての成果を具体的な例示に触れながら知る機会となりました。
　限られた時間ではありますが、事業における協力者が参集し、意見交換の機会を持てたことは、
意義がありました。この事業を推進するために必要な「人材」の信頼関係の構築にも大きな貢献を
したと言えます。

　中学校特別支援学級の教師として、日頃、障害のある生徒への美術教育に取り組んでいます。
知的障害のある生徒たちにとって、絵をかいたり、造形活動をしたりすることが「楽しい」と思えること
をねらいに日々 教えています。自分で描きたいものをうまく表現できないでイライラしたり、「何描いてい
るかわからない」と言われたり、絵を描くことが嫌いになってしまう生徒もいます。
　「絵を描くことが好き」、「自分に自信がもてる」「自分が好き」美術の授業を通して、そのような生徒
を育てていきたいと考えています。
　今回の企画に協力委員として参加したことは、障害のある人たちの美術活動を、広くみなさまに
理解をしていただくためには、とてもよい機会だと感じています。このような活動の広がりがさらに広ま
ることを願っています。

山田 貴之
［中野区立第七中学校 特別学級 美術教員
東京都特別支援教育研究会事務局長］

山田 貴之
［板橋区議会議員
元ルイス・C. ティファニー庭園美術館 学芸員］
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　この度のモデル事業を実施するにあたり、東京で行う事業であるということを識別化し、周知を行う際に親し
みをもってもらえるよう、事業名を「心の真ん中にある衝動Tokyo“Brut”プロジェクト」と名付けました。
　“Brut（ブリュット）”という言葉は「熟されていないもの」「生のままの」という意味をもちます。障害者芸術がもつ特
性に加え、これから人や社会の中で大切に育まれていく際の代名詞となればという願いをこめ、この名称を付け
ました。また、Tokyo“Brut”のロゴは当法人に所属する利用者に書いていただき、本事業がスタート致しました。
　本事業は、「5つの柱」で実施されました。それぞれの事業での取り組みについて総括し、振り返りたいと思い
ます。

①「権利保護・相談支援」事業
　東京都障害者造形活動支援センターとして、東京アール・ブリュットサポートセンターRights（ライツ）［以下、Rights 

（ライツ）］を平成26（2014）年12月1日に開所し、障害のある方の創作にまつわる権利保護や創作活動等に関する
日々 の相談業務に加え、平成27（2015）年1月より毎月1回の弁護士による無料法律相談を実施しました。この無
料法律相談は、単なる法律相談というだけでなく、現場や社会のニーズを探ることも企図していました。その結果、
作品の二次利用や展覧会への出展、作品借用の際に行う契約に関してなど様々な相談が、福祉団体、企業、
個人などから寄せられ、具体的なニーズを知る貴重な場にもなりました。
　昨今、創作に力を入れる福祉事業所の増加に伴い、相談支援のニーズが増してきているにもかかわらず、相
談できる場所はきわめて少ないのが現状です。著作権や権利保護に関する知識が乏しいために、法律的な事
項で足踏みをしてしまっているケースも多いようです。Rights(ライツ)では今後、無料法律相談をはじめとした相談
窓口の体制を更に強化し、相談支援におけるプラットホームとなれるよう行政とも連携していきたいと考えています。

②「人材育成」事業
　障害のある方の創作活動に関する著作権などの権利保護についての研修会や創作活動の場における環境
整備や支援に関する研修会を実施しました。更に創作の現場体験など、幾つかの角度から人材育成のための
プログラムを設けました。
　とりわけ、創作活動を行う際の権利保護に関する研修会は、これまでにほとんど事例がなかった事もあり反響
が大きく、今後も継続的に実施してほしいと望む声を多数いただきました。
　その背景には、作品を使用した商品開発や作品の売買といった、芸術文化活動を通じた障害のある方によ
る社会参加の動きの高まりが一因になっていると思われます。そのような流れの中で、権利保護に関する知識
や理解の拡充は、人材育成の面から観ても重要なポイントだと考えています。つまり、障害のある方が芸術活
動を通じ社会参加していく際に、権利保護に関する理解や知識を身につけた彼らを支援する家族や施設スタッ
フは、必要不可欠な人材なのだということです。本モデル事業では、権利保護に関する研修会は1回のみの開
催でしたが、今後は、複数箇所での開催や視点を変えた権利保護の研修など、プログラムの内容をより充実さ
せる必要を感じています。
　そして、創作の現場体験ワークショップでは、参加者が意見や情報の交換を行う時間を設け、日ごろ悩んで
いる事や今後の取り組みついて意見を交わしました。そこで見えてきたのは、障害のある方の創作活動において
は、まだまだ思いや問題意識を共有する場が身近に少ない事から、問題解決の糸口を見つけ出すに至らない
事も多いということです。また、似たようなケースの悩みも多いことから、今回のような意見交換の場を設ける事が、
問題の緩和や解決、改善へと繋げるひとつの有効な手段であることが確認されました。

③「ネットワークづくり」事業
　方法を変えて2回実施し、多くの方にご参加いただきました。
　1つ目は、東京都及び近郊施設合同展「心の真ん中にある衝動Tokyo“Brut”展」の関連イベント「マジックア
ワー」として実施されました。このイベントでは、様々な人が交わる機会の創出を目的とし、広く本モデル事業を周
知し、他職種・他団体や個人が交わる中で、広い視野を持ったネットワークづくり（本事業に共感する応援隊を
社会の中で多く育むこと）に繋げることができました。
　2つ目は、展覧会の出展作家やその家族、参加団体や芸術・福祉・行政関係者など、本事業に関わった人々
によるネットワークを構築するための意見交換会の開催です。一度きりの開催であった事や広報周知が十分で
なかった事により、参加者に偏りが出てしまったことは今後の見直し点とするとして、このネットワークづくりが一過
性のものとならぬよう継続的・発展的な協働関係を築き、その輪を成熟させていきたいと考えています。

［総　括］ 

「障害者の芸術活動支援モデル事業」を振り返って

④「展覧会の開催」事業
　東京都及び近郊施設合同展「心の真ん中にある衝動Tokyo“Brut”展」では12団体が参加し、都内5か所で
の展覧会を開催しました。12の団体には、知的や精神、身体に障害のある方をはじめ、発達障害や特別支援
教育等、様々な障害者支援を行う団体が参加しました。参加団体の障害種別が多岐にわたる展覧会を開催
できた事、また都内5か所で総数約700点にも及ぶ展示の機会を得られた事は大きな成果と言えます。今回都
内及び近隣県の団体による合同展覧会の開催は初めてであったため、まずは合同展を企画立案し、土台（基
盤）を作る事に注力しました。今後、都内において障害のある方の創作活動を精力的に推進している団体との
連携を築き上げ、各団体が得意分野や専門性を生かし、より多くの人が参加できるような体制の強化を図る事
が今後の更なる発展へと繋がっていくと考えています。

⑤「作家の調査・発掘」事業
　5つの手法により作家発掘に努めました。これにより、施設や自宅で創作する作家や特別支援学校・学級に
通う就学期にある作家など、創作環境や年齢、障害の種別など多面的な角度での調査発掘へと繋がりました。
本事業で調査・発掘した作家をデータベース化し、今後、展覧会への出展や都内での創作活動の取り組み状
況を紹介する際のアーカイブとしての活用を考えています。
　人口過密地域である東京都内での調査・発掘は、質の高い作品が多く存在している事を窺い知る機会となり、
今後の調査・発掘事業には大きな期待が持てると実感しています。今回は作家の所在地に偏りがありましたが、
今後は23区や市などの各行政地域ごとに作品の調査・発掘が進められるよう、各地の行政や福祉団体に働き
かけ、また、精神科領域や特別支援教育団体との連携体制の強化を進め、調査・発掘の広範なネットワーク
を構築していく事を重点に置いていきます。これによって首都圏における膨大なデータを集めていく事が出来ると
共に、現在都内で取り組まれている創作活動の現状の調査にも繋げていきたいと考えています。この調査は、
2020年に開催されるオリンピック・パラリンピックに向けて、東京都としても大いに活動促進の手がかりとして活用
できるものでもあると思います。

　本事業で「5つの柱」を実施したことにより、多角的なアプローチで障害者の芸術活動の推進に取り組むことが
できました。「権利保護・相談支援」事業は、相談窓口を立ち上げたことによって障害のある人の芸術活動に関
する社会のさまざまなニーズを受け止め、情報提供や権利保護に繋げるとともに、人と人を結ぶ中枢機関として
も障害者の芸術活動を支える柱となる重要な機能を果たしています。「人材育成」事業は、障害のある方の創
作活動を支援する人材の拡充と知識の普及を行うことで、障害のある方の創作環境を整え、広げていく大きな
役割を果たしました。また「ネットワークづくり」事業では、個人や団体など社会資源をつなげ、多くの人と協働し
取り組む機会を創出していきました。「展覧会の開催」事業では、社会で暮らすさまざまな人に作品を鑑賞いた
だくことでさらに多くの人に周知する機会となり、また創作活動に取り組む団体間の連携の構築にもつながりまし
た。来場者からは「こうした活動は社会の壁を越え・国境を越え、万国共通の価値観を生むのではないでしょうか。
文化・芸術がもつ意味だと思います。」といった声もいただきました。「作家の調査・発掘」事業は、我が国におけ
る障害のある人の才能と可能性を社会に広めると同時に、障害のある方の創作した作品が日本の新しい芸術
文化となる希望を開拓していきます。そして、本事業では協力委員会の設置により、行政や専門家の方 と々の

連携が進み、現場との横断的な話し合いの場が生まれたことも大きな成果と言えます。
　このように「5つの柱」がそれぞれの角度から実施されたことにより、福祉の土壌だけでなくさまざまな社会資源
へと多面的に人をつないでいき、障害者の芸術活動を支援する裾野を確実に広げていくものとなりました。また
今後の事業における新たな構想として、中高大学生などの若年層にも参画いただけるような事業内容を取り入
れたいと考えます。そのことによって、次の世代の人材育成と事業の普及啓発になると同時に、教育的な観点に
おいても障害の理解・促進につなげることで福祉への雇用促進にもつなげて参りたいと思います。
　障害のある方の創作活動支援の広がりと共に、芸術・文化を通じて人と人との結びつきが生まれ、互いに知
り合い、理解を深めていく事によって共生社会の創造に向かう限りない道標が生まれます。今後も大いに発信
に努めて参りたいと考えます。
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厚生労働省｜平成26年度 障害者の芸術活動支援モデル事業
心の真ん中にある衝動 Tokyo“Brut”プロジェクト｜事業報告書
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東京都及び近郊施設合同展覧会｜心の真ん中にある衝動 Tokyo“Brut”展｜参加団体
社会福祉法人 大泉旭出学園 板橋区立徳丸福祉園、社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山、
特定非営利活動法人 エンジョイ・パートナーほっと、医療法人社団 光生会  平川病院 造形教室、
社会福祉法人 品川総合福祉センター、社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ、
社会福祉法人 東京都知的障害者育成会 中野区障害者福祉会館、中野区立第七中学校 特別支援学級、
公益社団法人 発達協会 造形教室&いきいきアート、社会福祉法人 福栄会 品川区立西大井福祉園、
社会福祉法人 友愛学園、板橋区出展作家5名、社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea［ぱんげあ］
 
東京都及び近郊施設合同展覧会｜心の真ん中にある衝動 Tokyo“Brut”展｜協力団体
特定非営利活動法人 東京都発達障害支援協会、板橋区 手をつなぐ親の会

東京都及び近郊施設合同展覧会｜心の真ん中にある衝動 Tokyo“Brut”展｜後援団体
東京都、品川区、中野区、東京都社会福祉協議会、中野区社会福祉協議会、
中野ブロードウェイ商店街振興組合、学校法人タイケン国際学園 中野マンガ・アートコート

ネットワークづくり｜東京都及び近郊施設合同展覧会｜心の真ん中にある衝動 Tokyo“Brut”展｜関連イベント｜マジックアワー｜協力団体
大妻中野中学校・高等学校

ネットワークづくり｜東京都及び近郊施設合同展覧会｜心の真ん中にある衝動 Tokyo“Brut”展｜関連イベント｜マジックアワー｜後援団体
東京都、中野区、東京都社会福祉協議会、中野区社会福祉協議会、中野ブロードウェイ商店街振興組合
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No 名前 Name タイトル 制作年 素材 所属 作品数

1 石倉 真理 イシクラ マリ 無題 2012年 画用紙、ペン 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室 10点

この景色に住んで 2012年 画用紙、ペン 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

どこに立ち止まればいいのか 2014年 画用紙、ペン 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

思いに近づこうとする 2014年 画用紙、ペン 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

現実とともに 2014年 画用紙、ペン 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

林の中で迷う 2014年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

妖精 2012年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

一人の女性の中に存在する人物 2014年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

泣く人の前に立つ少女 2013年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

ひまわりのある夏 2014年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

2 石澤 孝幸 イシザワ タカユキ 桃色の思ひ 2006年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室 2点

stray 2005年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

3 佐藤 由幸 サトウ ヨシユキ 光の天使と闇のキューピッド 2012年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室 10点

不機嫌な現代の類人猿 2010年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

視線に恐怖する悪魔 2010年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

妖怪ワールド 2014年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

天使の王子様 2014年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

内なる軽蔑から怒りから悲しみから叫び、そして笑顔に 2012年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

怒りに目覚めた悪魔 2009年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

ドラゴンの女賢者 2013年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

いかつい天使 2010年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

怒り苦悩する鬼 2010年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

4 名倉 要造 ナグラ ヨウゾウ 幸への黒い扉 2001年 キャンバス、油絵具 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室 2点

地に潜る顔 1988年 紙、ボールペン 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

5 本木 健 モトキ タケシ 韜晦 1999年 キャンバス、油絵具 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室 2点

風呂場を確認する男 2003年 キャンバス、油絵具 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

6 大森 昭雄 オオモリ アキオ 無題 2014年 紙、水性ペン 社会福祉法人品川総合福祉センター 2点

7 川田 和子 カワタ カズコ 紙 2014年 紙 社会福祉法人品川総合福祉センター 1点

8 熊谷 敏江 クマガイ トシエ 動物 2014年 粘土 社会福祉法人品川総合福祉センター 47点

9 熊坂 妃佐子 クマサカ ヒサコ 夜の名古屋城 制作年不詳 ペーパークラフト、おはじき、ビーズ 社会福祉法人品川総合福祉センター 1点

10 舟橋 直子 フナハシ ナオコ 自由 制作年不詳 毛糸、割り箸、画用紙、発泡スチロール等 社会福祉法人品川総合福祉センター 1点

11 武藤 信代 ムトウ ノブヨ 動物園 2000年頃 画用紙、色鉛筆 社会福祉法人品川総合福祉センター 1点

12 宇根 正浩 ウネ マサヒロ 宇宙人の生活 2010年―2012年 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 2点

13 ケンジ&カズヒサ 無題 2011年― 紙、色鉛筆、水性ペン 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 4点

14 コバヤシカオル カオルの絵 2012年 ポストカード、水性ペン 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 48点

15 なみさん28 無題 2013年 画用紙、水性ペン、ボールペン 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 2点

16 山岸 里枝 ヤマギシ リエ 無題 制作年不詳 画用紙、色鉛筆 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 4点

17 上野 友和 ウエノ トモカズ モーターボート（後ろ） 2014年 画用紙、色鉛筆、鉛筆 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園 8点

換気扇 2014年 画用紙、色鉛筆、鉛筆 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

換気扇 2014年 画用紙、色鉛筆、鉛筆 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

電車 2014年 画用紙、色鉛筆、鉛筆 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

パンタグラフ 2014年 画用紙、色鉛筆、鉛筆 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

連結 2014年 画用紙、色鉛筆、鉛筆 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

東急線 2014年 画用紙、色鉛筆、鉛筆 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

扇風機 2014年 画用紙、色鉛筆、鉛筆 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

18 日下 貴裕 クサカ タカヒロ 湖と富士山 2014年 画用紙、鉛筆、パステル 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園 6点

湖にうつる富士山 2014年 画用紙、鉛筆、パステル 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

夕焼けの逆さ富士 2014年 画用紙、鉛筆、パステル 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

北の国 富良野 2014年 画用紙、鉛筆、パステル 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

ラベンダー畑の富士山 2014年 画用紙、鉛筆、パステル 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

夜の富士山 2014年 画用紙、鉛筆、パステル 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

19 佐々木 優考 ササキ マサヨシ ウルトラマンシリーズ 2015年 半紙、墨汁 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園 10点

ヒーローシリーズ（ウルトラマン、ガンダム他） 2015年 半紙、墨汁 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

20 杉原 彩乃 スギハラ アヤノ 無題（顔シリーズ） 2014年 半紙、墨汁 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園 4点

21 岡崎 千穂 オカザキ チホ 無題 2014年 厚紙、木クズ、木工用ボンド 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 1点

22 柿沼 陽介 カキヌマ ヨウスケ 無題 制作年不詳 画用紙、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 6点

23 小林 紗羅 コバヤシ サラ つぶつぶ 2011年 イラストレーションボード、ポスターカラー、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 2点

火と夜 2012年 イラストレーションボード、油性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

24 佐藤 弘明 サトウ ヒロアキ 無題 2013年―2014年 画用紙、クレヨン、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 9点

25 佐藤 未来 サトウ ミライ 犬 2014年頃 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 4点

ぞう 2014年頃 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

ネズミと犬 2014年頃 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

ネコと熊とライオン 2014年頃 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

26 宮 宏一郎 ミヤ コウイチロウ 超一流社会へ 2014年―2015年 画用紙、絵具、鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 2点

高エネルギーの時代 2014年―2015年 画用紙、絵具、鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

27 柳澤 志都 ヤナギサワ シズ 動物シリーズ 制作年不詳 画用紙、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 4点

28 吉澤 健 ヨシザワ タケシ 無題 制作年不詳 ノート、フリーペーパー、鉛筆、ボールペン、チラシ、新聞、セロハンテープ 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 27点

―心の真ん中にある衝動―Tokyo“Brut”展‖品川区民ギャラリー 総点数222点



1 齋藤 大 サイトウ ダイ 無題 2014年 紙、ボールペン 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

No 名前 Name タイトル 制作年 素材 所属 作品数

2点

無題 2014年 紙、ボールペン 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

2 宮 宏一郎 ミヤ コウイチロウ 超一流社会へ 2014年―2015年 画用紙、絵具、鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 2点

高エネルギーの時代 2014年―2015年 画用紙、絵具、鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

3 朝川 真利恵 アサカワ マリエ 鳩とにわとりとハムスターとパンダとかたつむりとアンパンマン仮面となめくじとはしと 2014年 紙、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 2点

みみずとお皿とチンプイとキティお面とおかめお面と動物のシリーズテレビいっしょに

東京スカイツリ と̶東京タワーとてるぼうずとちょうちんとはと東京とハンドタオル 2014年 紙、クレヨン、鉛筆、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

4 宮崎 園子 ミヤザキ ソノコ 絵日記 2014年 紙、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 2点

ハロウィンパーティー 2014年 紙、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

5 熊田 昇生 クマダ ノブオ スミレヤッコ 2014年 紙、鉛筆、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 2点

アフリカンバファロー 2014年 紙、鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

6 小松 賢吾 コマツ ケンゴ 無題 2014年 紙、カラーペンシル 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 2点

無題 2014年 紙、カラーペンシル 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

7 松浦 萌 マツウラ モエ ビニールテープワーク1 キャラクターがいっぱい 2014年 ビニールテープ 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 3点

ビニールテープワーク2 字じジ 2014年 ビニールテープ 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと

ビニールテープワーク3 のりもののりもの 2014年 ビニールテープ 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと

8 尾崎 越季 オザキ エツキ 働く乗り物 2013年 画用紙、油性マーカー、色鉛筆 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 2点

乗用車イロイロ 2014年 画用紙、油性マーカー、色鉛筆 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと

9 中村 政樹 ナカムラ マサキ フクロウ 2014年 色鉛筆 社会福祉法人東京都知的障害者育成会 中野区障害者福祉会館 1点

10 地域活動支援センター事業 ぼたん 2014年 タオル・ボンド・画用紙・布・木材 社会福祉法人東京都知的障害者育成会 中野区障害者福祉会館 1点

おしゃべり工房

11 バスネット・オム・バハドー 地球 2014年 色鉛筆 社会福祉法人東京都知的障害者育成会 中野区障害者福祉会館 1点

12 佐野 奈津美 サノ ナツミ 元気なカエル 2007年 紙、パステル、ポスターカラー 板橋区在住 2点

りゅうきゅうの茎と葉つきニンニクと赤とうがらし 2007年 紙、パステル、ポスターカラー 板橋区在住

13 柿沼 陽介 カキヌマ ヨウスケ 無題 制作年不詳 画用紙、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 4点

14 柳澤 志都 ヤナギサワ シズ 動物シリーズ 制作年不詳 画用紙、色鉛筆、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 8点

15 佐藤 未来 サトウ ミライ 犬 2014年 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 4点

ぞう 2014年 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

ネズミと犬 2014年 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

ネコと熊とライオン 2014年 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

16 山田 雪子 ヤマダ ユキコ 誰でもない 制作年不詳 ハガキ、水性ペン、クレヨン、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 21点

17 山西 敏子 ヤマニシ トシコ 母 制作年不詳 紙、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 2点

母 制作年不詳 紙、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

18 川上 卓也 カワカミ タクヤ トリ 制作年不詳 紙、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 2点

1 吉村 翔 ヨシムラ カケル 地球温暖化 2015年 半紙、墨汁 板橋区在住

No 名前 Name タイトル 制作年 素材 所属 作品数

3点

文化遺産 2014年 半紙、墨汁 板橋区在住

心の中の真ん中にある衝動 2015年 半紙、墨汁 板橋区在住

2 富岡 利夫 トミオカ トシオ さくら 2002年 紙、マジック

紙、マジック

紙、マジック

紙、マジック

紙、マジック

紙、マジック

板橋区在住

板橋区在住

板橋区在住

板橋区在住

板橋区在住

板橋区在住

6点

でんしゃ 2001年

クロネコとでんしゃ 2001年

おともだちとねこ 2002年

無題 制作年不詳

無題 制作年不詳

3 恩田 秀知 オンダ ヒデトモ サソリ 2015年 針金 板橋区在住

針金 板橋区在住

針金 板橋区在住

3点

キノコドラゴン 2015年

ドラゴン 2014年

4 佐野 奈津美 サノ ナツミ アジ 2014年 油性マーカー、ソフトパステル、クレパス、水彩絵の具 板橋区在住

板橋区在住

2点

葉っぱとたけのこ 2014年 油性マーカー、ソフトパステル、クレパス、水彩絵の具

5 庄司 浩明 ショウジ ヒロアキ 無題 制作年不詳 紙、ボールペン、水性ペン 板橋区在住 19点

6 Y.M 無題 制作年不詳 紙、鉛筆 特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと 8点

7 齋藤 優華 サイトウ ユウカ 無題 制作年不詳 紙、絵具 特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと 1点

8 西尾 直紘 ニシオ ナオヒロ 無題 制作年不詳 紙、色鉛筆 特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと 2点

9 鵜殿 ゆき ウドノ ユキ まぁ 制作年不詳 キャンバスボード、アクリル、アクリルガッシュ 特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと

制作年不詳 キャンバスボード、アクリル、アクリルガッシュ 特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと

特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと

2点

色んな記憶

10 山賀 康弘 ヤマガ ヤスヒロ 無題 2014年 カレンダー、絵具

特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと

特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと

特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと

カレンダー、絵具

2点

しみずさん 制作年不詳

11 木村 達哉 キムラ タツヤ 無題 制作年不詳 紙、鉛筆 6点

12 鈴木 祥太 スズキ ショウタ 無題 制作年不詳 紙、マジック 1点

13 磯前 健太郎 イソマエ ケンタロウ デコポン、リンゴ、アジ、長ネギ 2014年 画用紙、油性マーカー、デザインマーカー、アクリルガッシュ 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

14 伊藤 賢士 イトウ ケンシ 足を上げる人 2014年 黄ボール紙、油性マーカー、ソフトパステル、アクリルガッシュ 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと

公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと

公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと

公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと

公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと

1点

15 内田 怜 ウチダ サトル アジの開き 2009年 画用紙、油性マーカー、デザインマーカー 1点

16 金井 裕香 カナイ ユカ セロリとタマネギ 2012年 画用紙、油性マーカー、クレパス、オイルパステル、アクリルガッシュ 1点

17 小林 甫悟 コバヤシ トモノリ パプリカ、スルメ、ナス、パイナップル 2008年 画用紙、油性マーカー、クレパス、水彩絵の具 1点

18 赤澤 輝晃 アカザワ テルアキ じょうろとツワブキ 制作年不詳 1点

―心の真ん中にある衝動―Tokyo“Brut”展‖成増アートギャラリー 総点数174点

―心の真ん中にある衝動―Tokyo“Brut”展‖アルモニー 総点数63点



1 齋藤 大 サイトウ ダイ 無題 2014年 紙、ボールペン 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

No 名前 Name タイトル 制作年 素材 所属 作品数

2点

19 柴田 匠 シバタ タクミ マンリョウ 2010年 画用紙、油性マーカー、クレパス、水彩絵の具 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

20 増野 猛 マスノ タケシ ドラセナと羊のお面 2012年 画用紙、油性マーカー、オイルパステル 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

21 林 裕也 ハヤシ ユウヤ 特上寿司 2012年 画用紙、油性マーカー、ソフトパステル、クレパス、水彩絵の具 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

22 江中 裕子 エナカ ユウコ 光りと影 2009年 コラージュ 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室 1点

23 森 隆敏 モリ タカトシ 5号室の自分 2011年 キャンバス、油絵具 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室 2点

眠れない夜に、僕が住む街は燃えている様に見えた 2014年 キャンバス、油絵具 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

24 コバヤシカオル カオルの絵 2012年 ポストカード、水性ペン 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 24点

25 なみさん28 無題 2013年 画用紙、水性ペン、ボールペン 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 3点

26 山岸 里枝 ヤマギシ リエ 無題 制作年不詳 画用紙、色鉛筆 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ

社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ

社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ

社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ

社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ

社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ

社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ

2点

27 ケンジ&カズヒサ 無題 2011年― 紙、色鉛筆、水性ペン 4点

28 宇根 正浩 ウネ マサヒロ 宇宙人の生活 2010年―2012年 画用紙、水性ペン 2点

29 間瀬 克人 マセ カツヒト バレリーナ 制作年不詳 画用紙、水性ペン 2点

30 飯島 康介 イイジマ コウスケ 無題 制作年不詳 画用紙、ボールペン、色鉛筆 16点

31 江原 香 エハラ カオリ スライム 制作年不詳 タイル

制作年不詳 タイル

2点

無題

32 伊藤 清貴 イトウ キヨタカ 楽しいお出かけ 制作年不詳 紙、クレヨン、絵具 板橋区立徳丸福祉園

板橋区立徳丸福祉園

板橋区立徳丸福祉園

1点

33 井上 行弘 イノウエ ユキヒロ 天昇る 制作年不詳 紙、アクリルガッシュ、油性マジック 1点

34 蔭山 史 カゲヤマ フミ あの頃の想い出 制作年不詳 紙、アクリルガッシュ、油性マジック 1点

35 柿沼 陽介 カキヌマ ヨウスケ 無題 制作年不詳 画用紙、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

14点

36 柳澤 志都 ヤナギサワ シズ 動物シリーズ 制作年不詳 画用紙、色鉛筆 12点

37 山田 雪子 ヤマダ ユキコ 誰でもない 制作年不詳 ハガキ、水性ペン、クレヨン、色鉛筆 21点

38 小林 紗羅 コバヤシ サラ つぶつぶ 2011年 イラストレーションボード、ポスターカラー、水性ペン 2点

火と夜 2012年 イラストレーションボード、油性ペン

2 宮 宏一郎 ミヤ コウイチロウ 超一流社会へ 2014年―2015年 画用紙、絵具、鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 2点

高エネルギーの時代 2014年―2015年 画用紙、絵具、鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

3 朝川 真利恵 アサカワ マリエ 鳩とにわとりとハムスターとパンダとかたつむりとアンパンマン仮面となめくじとはしと 2014年 紙、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 2点

みみずとお皿とチンプイとキティお面とおかめお面と動物のシリーズテレビいっしょに

東京スカイツリ と̶東京タワーとてるぼうずとちょうちんとはと東京とハンドタオル 2014年 紙、クレヨン、鉛筆、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

4 宮崎 園子 ミヤザキ ソノコ 絵日記 2014年 紙、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 2点

夏 2014年 紙、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

5 松元 秀憲 マツモト ヒデノリ くだものと野菜、だんご 2014年 紙、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 2点

くだものと野菜を描きました 2014年 紙、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

6 中村 政樹 ナカムラ マサキ フクロウ 2014年 色鉛筆 社会福祉法人東京都知的障害者育成会 中野区障害者福祉会館 1点

7 江中 裕子 エナカ ユウコ 拘束 2004年 コラージュ 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室 1点

8 長谷川 亮介 ハセガワ リョウスケ ソウルメイト 2004年 アクリル 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室 2点

若さの化身 2004年 アクリル 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

9 名倉 要造 ナグラ ヨウゾウ 幸への黒い扉 2001年 油彩 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室 1点

10 佐藤 由幸 サトウ ヨシユキ 光の天使と闇のキューピッド 2012年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室 10点

不機嫌な現代の類人猿 2010年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

視線に恐怖する悪魔 2010年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

妖怪ワールド 2014年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

天使の王子様 2014年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

内なる軽蔑から怒りから悲しみから叫び、そして笑顔に 2012年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

怒りに目覚めた悪魔 2009年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

ドラゴンの女賢者 2013年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

いかつい天使 2010年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

怒り苦悩する鬼 2010年 画用紙、鉛筆 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室

11 仲田 悠達 ナカタ ユウト 海の中 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆、アクリル絵の具 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

12 川上 琴音 カワカミ コトネ 海の中 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

13 京相 千春 キョウソウ チハル 春 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

14 峯 奈々葉 ミネ ナナハ チューリップ 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

15 佐藤 陽和 サトウ ヒヨリ ともだち 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

16 渡邉 誠 ワタナベ マコト 友だちの顔 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

17 堀野 もえ ホリノ モエ 友だちの顔 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

18 中村 海渡 ナカムラ カイト 友だちの顔 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

19 玉上 圭吾 タマガミ ケイゴ 筆洗器と菜の花 2014年 画用紙、油性マーカー、水彩色鉛筆、墨汁 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

20 関口 訓正 セキグチ クニマサ ライオン 2014年 紙、油彩マーカー、水彩色鉛筆、アクリルガッシュ 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 2点

サメ 2014年 紙、油彩マーカー、水彩色鉛筆、アクリルガッシュ 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと

21 松浦 萌 マツウラ モエ ビニールテープワーク 2014年 ビニールテープ 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

22 柿沼 陽介 カキヌマ ヨウスケ 無題 制作年不詳 画用紙、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 8点

23 吉澤 健 ヨシザワ タケシ 無題 制作年不詳 ノート、フリーペーパー、鉛筆、ボールペン、チラシ、新聞、セロハンテープ 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 10点

24 佐藤 弘明 サトウ ヒロアキ 無題 2013年―2014年 画用紙、クレヨン、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 6点

25 佐藤 未来 サトウ ミライ 犬 2014年 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 4点

ぞう 2014年 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

ネズミと犬 2014年 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

ネコと熊とライオン 2014年 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

26 山西 敏子 ヤマニシ トシコ 母 制作年不詳 紙、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 1点

27 川上 卓也 カワカミ タクヤ トリ 制作年不詳 紙、色鉛筆 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 2点

28 岡崎 千穂 オカザキ チホ 無題 2014年 厚紙、木クズ、木工用ボンド 社会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 2点

―心の真ん中にある衝動―Tokyo“Brut”展‖中野マンガ・アートコート 総点数70点



1 宮 宏一郎 ミヤ コウイチロウ 高技術の時代 2014年 画用紙、絵具、鉛筆、クレヨン 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

No 名前 Name タイトル 制作年 素材 所属 作品数

1点

2 宮崎 園子 ミヤザキ ソノコ ハロウィンパーティー 2014年 紙、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 1点

3 熊田 昇生 クマダ ノブオ スミレヤッコ 2014年 紙、鉛筆、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 1点

4 森 由紀子 モリ ユキコ 時計と電車 2014年 紙、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 2点

お兄ちゃんとおいっこさん 2014年 紙、色鉛筆 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

5 小松 賢吾 コマツ ケンゴ 無題 2014年 紙、カラーペンシル　 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山 2点

無題 2014年 紙、カラーペンシル 社会福祉法人 中野あいいく会 杉の子城山

小林 甫悟 コバヤシ トモノリ カイチュウデントウとハケ 2008年 画用紙、油性マーカー、クレパス、水彩絵の具 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

赤澤 輝晃 アカザワ テルアキ じょうろとツワブキ 制作年不詳 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

柴田 匠 シバタ タクミ マンリョウ 2010年 画用紙、油性マーカー、クレパス、水彩絵の具 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

増野 猛 マスノ タケシ ドラセナと羊のお面 2012年 画用紙、油性マーカー、オイルパステル 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

林 裕也 ハヤシ ユウヤ 特上寿司 2012年 画用紙、油性マーカー、ソフトパステル、クレパス、水彩絵の具 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

関口 訓正 セキグチ クニマサ ワニ 2014年 紙、油彩マーカー、水彩色鉛筆、アクリルガッシュ 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

伊藤 賢士 イトウ ケンシ 足を上げる人 2014年 黄ボール紙、油性マーカー、ソフトパステル、アクリルガッシュ 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

6 松浦 萌 マツウラ モエ ビニールテープワーク 2014年 ビニールテープ 公益社団法人発達協会 造形教室&いきいきあーと 1点

7 地域活動支援センター事業

おしゃべり工房

ぼたん 2014年 タオル、ボンド、画用紙、布、木材 社会福祉法人東京都知的障害者育成会 中野区障害者福祉会館 1点

8 バスネット・オム・バハドー 地球 2014年 色鉛筆 社会福祉法人東京都知的障害者育成会 中野区障害者福祉会館 1点

名倉 要造 ナグラ ヨウゾウ 地に潜る顔 1988年 紙、ボールペン 医療法人社団 光生会 平川病院 造形教室 1点

9 仲田 悠達 ナカタ ユウト 海の中 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆、アクリル絵の具 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

10 川上 琴音 カワカミ コトネ 海の中 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

11 京相 千春 キョウソウ チハル 春 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

12 峯 奈々葉 ミネ ナナハ チューリップ 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

13 佐藤 陽和 サトウ ヒヨリ ともだち 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

14 渡邉 誠 ワタナベ マコト 友だちの顔 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

15 堀野 もえ ホリノ モエ 友だちの顔 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

16 中村 海渡 ナカムラ カイト 友だちの顔 2014年 画用紙、鉛筆、色鉛筆 中野区立第七中学校 特別支援学級 1点

17 上野 友和 ウエノ トモカズ 換気扇 2014年 画用紙、色鉛筆、鉛筆 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園 4点

換気扇 2014年 画用紙、色鉛筆、鉛筆 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

連結 2014年 画用紙、色鉛筆、鉛筆 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

東急線 2014年 画用紙、色鉛筆、鉛筆 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

18 日下 貴裕 クサカ タカヒロ 湖と富士山 2014年 画用紙、鉛筆、パステル 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園 6点

湖にうつる富士山 2014年 画用紙、鉛筆、パステル 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

夕焼けの逆さ富士 2014年 画用紙、鉛筆、パステル 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

北の国 富良野 2014年 画用紙、鉛筆、パステル 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

ラベンダー畑の富士山 2014年 画用紙、鉛筆、パステル 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

夜の富士山 2014年 画用紙、鉛筆、パステル 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園

19 佐々木 優考 ササキ マサヨシ ウルトラマンシリーズ 2015年 半紙、墨汁 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園 6点

20 杉原 彩乃 スギハラ アヤノ 無題（顔シリーズ） 2014年 半紙、墨汁 社会福祉法人福栄会 品川区立西大井福祉園 4点

21 大森 昭雄 オオモリ アキオ 無題 2014年 紙、水性ペン 社会福祉法人品川総合福祉センター 2点

22 熊谷 敏江 クマガイ トシエ 動物 2014年 粘土 社会福祉法人品川総合福祉センター 32点

23 武藤 信代 ムトウ ノブヨ 動物園 2000年 画用紙、色鉛筆 社会福祉法人品川総合福祉センター 1点

24 Y.M 無題 制作年不詳 紙、鉛筆 特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと 9点

25 齋藤 優華 サイトウ ユウカ 無題 制作年不詳 紙、絵具 特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと 1点

26 渡邉 あかり ワタナベ アカリ 無題 制作年不詳 紙、絵具 特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと 1点

27 木村 達哉 キムラ タツヤ 無題 制作年不詳 紙、鉛筆 特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと 6点

28 鈴木 祥太 スズキ ショウタ 無題 制作年不詳 紙、マジック 特定非営利活動法人エンジョイ・パートナーほっと 1点

29 吉村 翔 ヨシムラ カケル 地球温暖化 2015年 半紙、墨汁 板橋区在住 1点

30 富岡 利夫 トミオカ トシオ さくら 2002年 紙、マジック 板橋区在住 6点

でんしゃ 2001年 紙、マジック 板橋区在住

クロネコとでんしゃ 2001年 紙、マジック 板橋区在住

おともだちとねこ 2002年 紙、マジック 板橋区在住

無題 制作年不詳 紙、マジック 板橋区在住

無題 制作年不詳 紙、マジック 板橋区在住

31 恩田 秀知 オンダ ヒデトモ ドラゴン 2014年 針金 板橋区在住 1点

32 佐野 奈津美 サノ ナツミ アジ 2014年 油性マーカー、ソフトパステル、クレパス、水彩絵具 板橋区在住 1点

33 庄司 浩明 ショウジ ヒロアキ 無題 2014年 板橋区在住 4点

34 伊藤 清貴 イトウ キヨタカ 楽しいお出かけ 制作年不詳 紙、クレヨン、絵具 社会福祉法人 大泉旭出学園 板橋区立徳丸福祉園 1点

35 井上 行弘 イノウエ ユキヒロ 天昇る 制作年不詳 紙、アクリルガッシュ、油性マジック 社会福祉法人 大泉旭出学園 板橋区立徳丸福祉園 1点

36 蔭山 史 カゲヤマ フミ あの頃の想い出 制作年不詳 紙、アクリルガッシュ、油性マジック 社会福祉法人 大泉旭出学園 板橋区立徳丸福祉園 1点

37 コバヤシカオル カオルの絵 2012年 ポストカード、水性ペン 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 12点

38 なみさん28 無題 2013年 画用紙、水性ペン、ボールペン 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 2点

39 山岸 里枝 ヤマギシ リエ 無題 制作年不詳 画用紙、色鉛筆 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 1点

40 ケンジ&カズヒサ 無題 2011年― 紙、色鉛筆、水性ペン 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 4点

41 宇根 正浩 ウネ マサヒロ 宇宙人の生活 2010年―2012年 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 1点

42 間瀬 克人 マセ カツヒト バレリーナ 制作年不詳 画用紙、水性ペン 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 1点

43 飯島 康介 イイジマ コウスケ 無題 制作年不詳 画用紙、ボールペン、色鉛筆 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 9点

44 江原 香 エハラ カオリ スライム 制作年不詳 タイル 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ 2点

無題 制作年不詳 タイル 社会福祉法人 昴 デイセンターウィズ

45 椿 三千夫 ツバキ ミチオ 無題 2004年 水彩、ペン、墨汁、和紙 社会福祉法人 友愛学園 2点

46 久下 智香 クゲ チカ 無題 2014年 藍染 社会福祉法人 友愛学園 5点

47 深澤 美江 フカザワ  ミエ 無題 2014年 陶器、草木染め、シルク 社会福祉法人 友愛学園 1点

48 柿沼 陽介 カキヌマ ヨウスケ 無題 制作年不詳 画用紙、色鉛筆 会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 12点

49 柳澤 志都 ヤナギサワ シズ 動物シリーズ 制作年不詳 画用紙、色鉛筆 会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 6点

50 小林 紗羅 コバヤシ サラ つぶつぶ 2011年 イラストレーションボード、ポスターカラー、水性ペン 会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 2点

火と夜 2012年 イラストレーションボード、油性ペン 会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea

51 山田 雪子 ヤマダ ユキコ 誰でもない 制作年不詳 ハガキ、水性ペン、クレヨン、色鉛筆 会福祉法人 愛成会 アトリエpangaea 21点

―心の真ん中にある衝動―Tokyo“Brut”展‖東京都庁南展望室 総点数196点
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