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「誰にも」の一人一人を思いながら
―徳島のユニバーサルミュージアムの取り組み

徳島県立近代美術館上席学芸員　徳島県立博物館専門学芸員

竹内 利夫　庄武 憲子

はじめに
隣り合った美術館と博物館が共同して、ユニバー

サル化に向けて取り組んでいる事例を紹介したい。
立地としては変則的かも知れないが、異なる機関が
課題を共有したり分け合ったりする状況を、いくら
かでも整理して示してみたい。ここでは主に平成26
（2014）年度の「みんなで創るユニバーサルミュー
ジアム」事業について紹介する。地域の関係者との
協働の動き、そして成果物の試作と更新の積み重ね
が、この取り組みを特徴づけている。また平成27
（2015）年度に引き継がれて現在進行中の事業につ
いても触れたい。完結した業務の検証・報告となら
ない面も多いが、ご了解いただけたらと思う。
きっかけと背景
平成26年度、徳島県立近代美術館、徳島県立博物

館、徳島県立二十一世紀館の 3 館が、この「ユニ
バーサル事業」を実施した。これらの施設は、徳島
市に位置する「徳島県文化の森総合公園」の中の、
同一の建物内に複合的に配置されている（以下、「美
術館」、「博物館」、「二十一世紀館」と記載する場合
は本事業の 3館を指す）。
この 3 館が共同でミュージアム機能の改善に取り
組んだ。聴覚障がい者、視覚障がい者、高齢者、幼
児、外国人の五つのテーマで、地域の関係者の協力
を得てワークショップを通した意見交流を行い、展
示や教材の提案、およびサイン等の改善を実施した。
活動の枠組みは、文化庁の平成26年度「地域と共

働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業」に応
じたもので、各館に縁の深い県内外の識者、学校等
の協力を得て実行委員会を組織した。組織体制や指
導者の顔ぶれなど詳細は事業報告書や各館年報を参
照していただきたい。
さて、美術館は国内外の20世紀美術を扱い、博物

館は人文系と自然系からなる総合博物館である。
二十一世紀館は野外劇場やホールなどの企画、情報
システム等を運用するとともに、各館事務を統括す
る機関であり博物館施設ではない。エントランスや
共用スペースは二十一世紀館の所管であり、サイン
改善などに関して二十一世紀館を含めた協議は欠か
せない。そのため 3館体制とした。
美術館では平成23（2011）年度に初めて自主企画
として手話通訳付きの展示解説を行った。25（2013）
年度には「みんなが楽しめる美術館づくり」と題し

て聴覚障がいのテーマを中心に講演とワークショッ
プを実施し、引き続きユニバーサル化を館内の課題
としていた。博物館は折りしも27年度の開館25周年
を前に常設展示のリニューアルを計画しており、
二十一世紀館も合流して25周年の全館リニューアル
を視野に事業化する条件がそろった。
ベースとなる進め方
利用者の声を取り込みながら、アクセスと展示空

間の主にソフト面の改善に着手することが事業の枠
組みとなっているが、これにはベースがある。一つ
は平成25年度のワークショップに際して、「みんな
の美術館プロジェクト」と「美術と手話を考える会
議」（註1）の関係者を講師に招き、テーマこそ聴覚障が
いに絞ったが意見交流の手法と視野はインクルーシ
ブ・デザインの考え方にならい、様々な立場の人が
ミュージアムの問題に向き合う経験を共有したこと
があげられる。講師は梅田亜由美、西岡克浩、和田
みさの各氏であった。催しには隣接する博物館や
二十一世紀館、同じく県立の図書館、文書館のス
タッフも参加した。
もう一つは、このワークショップや同じ年度に

行った「手話で楽しむ展示解説」の企画・実施にあ
たって、地元の障がい者関係団体、また支援学校か
ら心強い協力を得たことがあげられる。バリアフ
リーを目指して地道に活動してきた人の行動から学
ぶものは多く、何よりも抽象的なサービス論ではな
く当事者の顔を思い浮かべながら事業にあたる姿勢
が浸透したように思う。
このように必ずしも学術ベースではないにせよあ

る程度の運動の方向性を持ちながら事業が進められ
てきた。以下、美術館と博物館の担当者からそれぞ
れの内容を概説する。
美術館での取り組み
「ユニバーサル事業」が取り組み課題を五つのテー
マに設定しているのは、具体的に協力者を想定でき
た範囲によっている。そして鑑賞プログラムと、障
がいを持つ人などをリーダとするグループで意見交
流しながら館内を歩き、利用者の目線から改善点を
見つけ出す「美術館を観察するプログラム」の 2本
立てのワークショップを通して、協力者と意見交流
し改善案の試作につなげていく流れを基本とする
が、これは前述の「みんなの美術館プロジェクト」
の方法を徳島流に根付かせたものと考えている。当
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館では日頃、学校や団体の受け入れに際して、誰も
が気おくれせずに鑑賞の時間を過ごすことができる
ように工夫した導入プログラムを活用している。こ
の事業でも、そうした体験をしてもらうことで、よ
り自分らしく美術館に対する望みに気づき、互いに
共有できることを期待するのである。
①幼児
徳島市内の保育士有志の協力で、幼児や家族づれ
の美術館での過ごし方を考えた。前年度の近隣保育
所との連携「アートの日」の実績をもとに、言葉や
知識だけにたよらずアートを楽しむ幼児の活動もま
たユニバーサルの一つの姿であるとの理解が深めら
れた。お気に入りのビューポイントに足型マットを
置くグッズは、作品との間合いも学べることをね
らったアイデアである。現在この手作りマットは、
実際に展示室で活用されている。同様に、「蟻さん
の声」を勧めるマナー絵本や、観覧の前後にくつろ
ぐためのロビーのカーペットやローテーブルなど
も、保育士の発想からの提案である。そして、低年
齢の美術館デビューを希望する保育所が増えてきた
ことを受け、保育士研修会を通して美術館利用の理
解を広める動きも活発化している。
②視覚障がい者
県立の徳島視覚支援学校と徳島聴覚支援学校が新
設されたことを機に、多忙の中をぬって社会活動と
して本事業に協力する体制を組んでもらうことがで
きた。ワークショップは高等部と専攻科の協力を得
て、また授業見学を重ねながらアーティストの岩野
勝人氏による触る造形・鑑賞の授業も企画できた。
両校生徒が進行役をつとめるプログラムを実施した
り、西岡克浩氏と半田こずえ氏（註2）を講師にまねい
ての連続プログラムを試みるなど、運営面での課題
は抱えつつも、創造的な企画に挑戦することができ
た。また、絵の図柄などを確かめて対話のきっかけ
にする「触察図」の試作も、スタッフとボランティ
アが共働で改良を重ねている。ボランティアメン
バーには自身が視覚障がいの人も含まれ、自らの望
むミュージアム像を共に思い描く場が生まれてい
る。保育所や学校と学芸スタッフの連携による音声
ガイドの開発も成果をあげている。
③聴覚障がい者
前述の通り両支援学校の協力を得たほか、手話通
訳の関係者、そして難聴者と支援者のグループ、要

約筆記者との意見交流を重ねてきた。筆談ボードの
配置やタブレットを使った字幕表示など形に見える
アイデア以外にも、本来的にコミュニケーションの
充実を目指してきた当館の美術館教育の裾野を確実
に広げている。
④外国人
徳島大学国際センターのGehrtz三隅友子教授と
美術館との 7年来の連携をベースに取り組んだ。平
成26年度は、大学側も文部科学省委託事業として留
学生による「異文化キャラバン隊」の活躍の場面を
求めていたことから、より大人数で両館への助言を
もらうことができた。地域の人と日本語による共生
を目指す枠組みの中で、外国語表示の問題を検討す
る機会となった。ピクトグラムや身ぶりを含む非文
字の情報伝達の重要性も再確認された。これまで日
本語教育と美術鑑賞との連携の視点で活動を深めて
きたが、就労者や家族に対象を広げた取り組みの必
要性が浮かび上がっている。この点は平成27年度事
業に引き継いで展開している。
⑤高齢者
この領域はとくに調査が不足しており、これまで

普及事業等で縁のあったグループの有志に協力を得
た。負担を軽くしながら自分の脚で見学するための
シルバーカートや休憩椅子の調達、サインの言葉づ
かいや設置空間にやわらかさを考慮するなど、具体
的なアイデアも得られた。「高齢」の幅は広く事情
も様々だが、多様な力を活かしてもらえる場という
視点で美術館をとらえる必要性を実感している。現
在ボランティアで来館者対応や触察図の作成などに
大きく貢献してくれているメンバーの大半もシニア
世代である。
⑥展覧会型の活動
平成26年度の 2月に「アートでつながるユニバー

サルミュージアム展」として、13点の所蔵作品とさ
まざまなグッズ類の試作をおひろめし、12日間に11
回の催しを行った。また保育所の「アートの日」の
取り組みを紹介するコーナーも設けたが、これは前
述の通りユニバーサル化の可能性を示唆するものと
しての展示であった。日常的な展示の様子や案内業
務として、改善点を提案していくこのスタイルは、
次年度にも引き継がれ、開館25周年記念「人間表現
を楽しむ25のとびら展」（平成27年10月 3 日－28年
1 月11日）の「五感で観よう」の一室には触察図や
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各種プログラムが常設されている。
⑦サインについて
このような活動を通して得られた、アクセスなど

に関する意見をひろいながら、玄関先の館名表示、
エントランスの床面サイン、総合案内カウンターの
表示とサービスボード、展示室付近の進入路表示、
美術館カウンターの表示など、設備をさわることな
くこれまで欠けていたところに文字やピクトグラム
などを補う提案を行った。平成26年度の試作は、次
年度の25周年リフレッシュ事業として更新されてい
る。博物館では引き続き、徳島視覚支援学校の協力
を得ながら常設展などのサインを大幅に改善した。
サイン業務は、利用者の声や施設側の様々な考え方
を統合しながら試行と評価を繰り返す必要がある。
プロフェッショナルの検証やデザインのノウハウを
介さない進め方ではあるが、職員が頭をつきあわせ
て取り組むことの意味は特にこうした複合施設では
大きいと思う。
現在までの取り組みは模索の連続であるととも

に、事業としての不連続性も目立つ。それでも、日
頃の鑑賞支援の実践と連動させていること、また力
を貸してくれる関係者とお互いの顔を思い浮かべる
ことができるようなローカルな歩み方にこだわって
いること、この点で取り組みの持続性が保たれてい
くように考えている。たとえ我流でも持続力と地方
の美術館にできる役割像は見失わないようにしたい
のである。先は長い。
博物館での取り組み
（1）博物館でめざしたこと
博物館では平成17（2005）年度から、より利用者

の立場に立った展示をめざすため、公募ボランティ
アと共同で、常設展示室の活性化を図るイベント事
業を開催してきた。その積み重ねの中で、利用者の
視点によるボランティアスタッフのアイディアで作
成した教材や展示室でのイベント開催は大変好評
で、利用者は「見る」だけではなく、より積極的な
「体験」や「対話」を博物館の展示に望んでいるこ
とを痛感してきた。
ただ博物館では、利用者の立場という漠然とした

枠組みで改善に取り組み、美術館のように個別の事
情に焦点を当てての積極的な活動は行ってこなかっ
た。
平成25年度に美術館で行われた「みんなが楽しめ

る美術館づくり」のワークショップに参加する機会
を得て、聴覚障がいを持つ人たちが、自分たちの経
験から溢れ出る、施設の表示案内やサービスのあり
方についての意見を積極的に出す姿を目の当たりに
した。この時に、人それぞれが持つ個別の事情や経
験はとても大切なものであり、意識してこれに近づ
き、個々の視点から博物館の展示の改善をめざせ
ば、これまで行ってきたボランティアスタッフとの
取り組みがブラッシュアップされるのではないかと
感じ、美術館での活動を参考にしながら、「みんな
で創るユニバーサルミュージアム」事業に取り組む
こととした。
具体的には、博物館でこれまで培ってきたボラン

ティアとの活動の経験を活かし、展示をより楽しむ
ための教材づくりとイベントの開催に力点を置い
た。幼児、視覚障がい者、聴覚障がい者、高齢者、
外国人という 5 つの異なった立場の人の協力を得
て、それぞれの事情に近づき、個々の視点から現状
の展示の改善を試みる教材の作成とイベントを開催
し、よりみんなが楽しめる博物館への改善につなげ
ることをめざした。
（2）ワークショップで得た意見
ワークショップは、あらかじめ参加者に、博物館

の展示を改善するために、協力をお願いしたい旨を
伝え、展示室で、通常要望があった際に行っている
解説と案内を学芸員が行った。その後、それぞれの
立場からワークショップに参加してくれた人から意
見をもらうというやり方で行った。ワークショップ
で出た現状の展示についての意見は次のようなもの
だった。

ちぎった空間を手で鑑賞する「手探り彫刻」。見える人も見えない人も
つくって感じたことを交流できる。
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①幼児
・  子供向けルートを設置し、「めくる」「足跡を踏
む」などのアクティビティを取り入れる。

・  キャラクターなどを使った子供向け解説資料が
あるとよい。

②視覚障がい者
・  触れる資料は楽しいが、巨大なものは全体像が
つかみにくい。

・  手にとって全方向を確認できる触れる資料があ
るとよい。触って比較できると楽しい。

・  音声ガイドがあるとよい。ただ現在の解説をそ
のまま音声ガイドにすると内容がわかりにく
い。

③聴覚障がい者
・音声展示には字幕つきの映像があるとよい。
・映像展示には字幕がほしい。
④高齢者
・  展示室をゆっくりと見るために、シルバーカー
の貸し出しがあるとよい。

・  知識を交換できるような対話の場があるとよい。
⑤外国人
・  まず英語、できれば自国語の解説があるとよい。
・  「縄文時代」「弥生時代」などの年代がよくわか
らない。西暦表示を入れてほしい。

・  昔のものの使い方がよくわからない。イラスト
や映像があるとよい。

博物館の常設展示は徳島の自然と歴史の概要を通
史的に紹介する内容となっている。この中に、触れ
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資料、音声、映像などが数点含まれている。ワー
クショップを経て、「歴史の流れ」を多くの人に伝
える難しさを感じるとともに、触る資料（触ること
に意味のある資料）の重要性や、文字に頼らない展
示の可能性について考えさせられた。
（3）教材の試作とイベントの開催
ワークショップを経て、23名のボランティアス
タッフと 6名の学芸員が、受けた意見を参考にして
教材を試作、その試作を展示室で活用するイベント

の開催に取り組んだ。人員の関係で、強引なやり方
ではあったが、展示を利用するのに不利な点に重な
りがあるとして、幼児＋外国人（文字情報を受け取
りにくい）、視覚障がい者＋高齢者（視覚情報を受
け取りにくい）、聴覚障がい者（音声を受け取りに
くい）の 3つに班分けをして、それぞれの班が不利
な点を解消する教材を考え試作、イベントで活用し
た。詳細は事業報告書（註3）にまとめたが、庄武が担
当した視覚障がい者＋高齢者での取り組み結果をか
いつまんで紹介しておきたい。
視覚障がい者と高齢者から得た意見を参考に、

触って考えてもらう教材が有効と考え、江戸時代の
展示について、古文書を触って読む教材、同縮尺の
プラモデルの城を比較する教材、千両箱の重さを体
感するためのレプリカ、人形浄瑠璃の頭の 4つを作
成、用意し、これらを使って学芸員が利用者に展示
解説することをイベントで行った。結果、これま
で、あまり人気のなかった展示へ多くの人の興味を
引きつけることができたと感じた。立場によって展
示を楽しむのに不利な点を補っていく方法は、みん
ながより楽しめる展示への道へつながるものとの感
触を得た。今後も同様な方法を積み重ね、だれもが
展示を楽しめる方向をめざしたいと考えている。
 （たけうち・としお／しょうたけ・のりこ）

くずし字を盛り上げた古文書のレプリカでクイズに挑戦する子どもたち

註 1　  「みんなの美術館プロジェクト」は、障がい者芸術の可能性を提唱するNPO法人エイブル・アート・ジャパン、平井康之・九州大学大学院
芸術工学研究院准教授をはじめとする研究者、美術館が構成員となり、さまざまな人の立場から美術館を検証し普及事業を展開している活
動。「美術と手話を考える会議」もまた、エイブル・アート・ジャパンを中心に、聞こえない人の美術鑑賞について検証している活動。講師
に招いた梅田亜由美氏（女子美術大学非常勤講師・当時）は「みんなの美術館プロジェクト」のメンバー。西岡克浩氏（丹青社・CGデザイ
ナー）、和田みさ氏（手話通訳士）は「美術と手話を考える会議」メンバーである。

註 2　  半田こずえ氏（明治学院大学非常勤講師・当時）も「みんなの美術館プロジェクト」の参加メンバー。各地で視覚障がい教育に関する研究活
動に参加している。

註 3　みんなで創るユニバーサルミュージアム事業実行委員会『みんなで創るユニバーサルミュージアム報告書』2015年


