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第１回アール・ブリュット発信検討委員会会議録（概要） 

 

日時：平成 23 年 6 月 16 日（木） 15:00～17:03 

場所：コラボしが 21 ３階中会議室１ 

出席委員：伊熊委員、北岡委員、久保委員、中村委員、服部委員、保坂委員（委員長） 

オブザーバー：栗原オブザーバー、田口オブザーバー（中島オブザーバー代理）  

     （敬称略・五十音順） 

欠席委員等：なし 
 

議事内容 

１ 開 会 

（１） 宮川管理監あいさつ 

○総合政策部宮川管理監：本県では、滋賀の美を切り口にして新たな可能性を拓くため、今

年度から「美の滋賀」の発信ということで、県立近代美術館の美術作品類、県内各地の仏

教美術等、そしてアール・ブリュットを３つの柱として、幾つかの取り組みを始めている。 

   アール・ブリュットについては、滋賀県で先駆的な取り組みが進んだ背景には、戦後間

もなく、障害者福祉に力を尽くされた糸賀一雄さんを始めとする歴史がある。この歴史の

中から、たくさんのアール・ブリュット作品や作家が生まれてきており、昨年パリで開か

れたアール・ブリュット・ジャポネ展で多くの作家が滋賀県から輩出された。県としても、

県民の財産とも言うべきアール・ブリュットを、福祉や芸術といった従来の縦割りにとら

われず、県民の声として意図的に発信してまいりたい。 

（２）委員紹介 

（３）座長選出  保坂委員を委員長に選出 
 

２ 議 事 

（１）委員会の進め方について 

○事務局：「美の滋賀」を発信することにより、滋賀の魅力を一層高め、県民の誇りを育てて

いくのが大目的。 
「美の滋賀」発信懇話会では、「美の滋賀」の発信について時代の潮流を踏まえて、新た

な可能性を見出し、シナリオを書いていただく。アール・ブリュット、近代美術館、仏教美

術等の３つの委員会に先行して全体のストーリーを議論する役目。 
それを土台としてこの委員会では、アール・ブリュット作品の発掘・収集・展示・収蔵の

全体のあり方と、発信拠点をどのように整備して運営していくかという２点について議論し

ていただく。今日は、今後の議論に向けて課題等の認識の共有をしていただきたい。 
 

（２）アール・ブリュットの現状と課題について 

○保坂委員長：アール・ブリュットをめぐる現状と課題について、一般的にクリアしていく問

題と、滋賀県がその中でクリアしていく問題がある、そこの整理が必要。 
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ボーダレス・アートミュージアムＮＯ-ＭＡ（以下「ＮＯ-ＭＡ」と標記）を運営されてい
る立場の北岡委員より、今までの経緯の中でアール・ブリュットに対する関心がどう変わっ

てきたのか、問題点の有無、また、県の事業団という立場での運営に限界があるのかないの

かについて率直なご意見をお聴かせいただけたら。 

○北岡委員：滋賀県社会福祉事業団では、老人や障害者等の社会福祉施設 10カ所に加え、１
つのミュージアムを運営している。県の社会福祉事業団というのは、全国どこにでもある組

織だが、博物館相当施設を運営しているのはユニークだと思う。 
ＮＯ-ＭＡは近江八幡市の伝統的建造物群保存地区にある昭和５年築の民家をお借りし、ミ

ュージアムにしたもので、平成１６年に開館。人間の持つ表現力を主なテーマとし、つくり

手の障害の有無や美術のカテゴリーにこだわらず、この７年間展覧会をやってきた。 
ＮＯ-ＭＡでは、平成２０年にスイス・ローザンヌ市のアール・ブリュット・コレクション

との連携事業を行った。スイスの展覧会が縁となり、去年３月から今年１月まで、パリのア

ル・サン・ピエール美術館でアール・ブリュット・ジャポネ展が行われ12万人が来場した。
約４年先には、再度アル・サン・ピエール美術館で日本の作品を中心としたアジアのアール・

ブリュット作品展を予定している。 
ＮＯ-ＭＡではこれまで 41回の独自企画展を行い、毎年の展覧会に合わせて作品調査を実

施し、ＮＯ-ＭＡと出会った作家たちが現在全国に 929人。ＮＯ-ＭＡ来館者は、平成 22年度
末で 64,428人に及ぶ。日本の各地域からＮＯ-ＭＡに届く様々な情報により、作家のところ
へ調査に伺い、皆さんに見てほしいという作品についてはデータベース化してＮＯ-ＭＡに持
ち込み、ＮＯ-ＭＡで展示したり、パリの美術館で展示したりという役割を担ってきた。 
アール・ブリュット作品を生み出す「土壌」をどう充実していくのか。作品の情報を幅広

く収集できる「ネットワーク」を、どうやって全国につくっていくのか。また、作品を評価

する「眼差し」をどう確保していくのか。作品を適切に取り扱うための「体制」の整備はど

うあるべきか、ということなどを一連の流れとして進めてきたが、これからも、さらに充実

して進めていきたい。 
支え手の支援について言うと、障害者福祉施設の造形担当職員は、施設の中で通常一人。

彼らが現場で孤立してしまう例をこれまで経験してきたため、支え手間のネットワークをつ

くってきた。 
つくり手やその家族に対する支援については、パリの展覧会では、判断することが困難な

すべての作家に後見人制度を活用してもらい、美術館と契約してもらった。展覧会後にギャ

ラリーで作品を売らないかという話もあったことから、権利関係を法律的に代行できる方を

準備する必要があるとして、後見人制度を作家とその周辺に勧めてきた。 
土壌の充実では、ＮＯ-ＭＡでは、毎年一回、滋賀県の福祉施設の合同企画展を開催してい

る。これは作品発表の機会であると同時に、造形担当者、支え手の研修、交流の場としても

位置づけている。 
情報網については、全国の美術館関係者、福祉関係者、医療関係者、計 30名によるアー

ル・ブリュット作品調査ネットワーク会議を立ち上げ、ネットワーク構築を図っていく。 
アール・ブリュットに見識を持つ人材の確保については、ネットワーク会議に参加いただ

いている美術関係者に、作品の調査のチームとして参加いただく。 
それから、体制の整備については権利擁護の観点が作家の特性からも必要。今年度、県で

検討会が立ち上がると聞いている。また、作品の保管環境改善に向け、今年の秋口までに温

度と湿度を一定に保つ倉庫を確保する準備を進めている。 
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最後に発信力については、ＮＯ-ＭＡでの企画展の開催や、アール・ブリュット関連のトー
クシリーズを実施し、県内外に発信していく。 
我々は滋賀県社会福祉事業団なので、福祉の観点からアール・ブリュットについて取り組

んでいる。障害のある人は就労が一つの目標のように言われてきたが、アール・ブリュット

という領域に、障害のある人たちの自己実現のための手段や立つ瀬が求められないか、障害

のある人たちの新たな可能性を社会に対して提案できないかと思っている。福祉の現場だけ

で共有していては、彼らをさらにエンパワーメントしていくことはできない。アール・ブリ

ュットを通して、一人一人が多様な価値観を受け入れ、共有し合える社会づくりを目指して

いる。 

○保坂委員長：滋賀県は戦後間もない時期から、アール・ブリュットの発掘に努め、発信して

きた。そして、それに続く滋賀県社会福祉事業団を中心とする取り組みがあればこそ、今回

の「美の滋賀」と土台となる３つの委員会を滋賀県知事が提言されたと理解している。 
基本方針に「アール・ブリュットが世の光に」と「アール・ブリュットが県民の誇りとな

る文化に」とが掲げられている。 
糸賀一雄さんの「この子らを世の光に」という非常に印象的な言葉、障害者に対して世の

光を当てていくのではなく、障害者の方が見せてくれる様々な気づきや振る舞いを健常者が

光とみなし、それに導かれる形で世の中をよくしていく、生きていく、そういう言葉をもと

に、アール・ブリュットにただ光を当てるのではなく、アール・ブリュットを導き手とする

形で、近代美術が陥っている状況や美術をめぐる文化行政が陥っている状況を打破していけ

るのではないかと知事は考えておられるのではないか。 
ただ滋賀県民や京都府民、大阪府民も、アール・ブリュットがこれだけ注目されつつある

状況をあまり知らない。そうした中で、アール・ブリュットを牽引してきた滋賀県が、その

役割を担おうと考えられた。 
滋賀県という一つの地方公共団体が、国全体に関わることについて中心的に取り組もうと

されていることに対して、皆さんはどうお考えか。 

○伊熊委員：ずっとアール・ブリュットに取り組んできた県はほかになく、歴史を活かすとい

う意味で滋賀が中心となってやっていくことには意義がある。 
  去年の瀬戸内国際芸術祭※１の結果は予想以上の 90万人。新潟県の越後妻有アートトリエ
ンナーレ※２もどんどん注目を集めている。一般のレベルでアートに対する興味というのは高

まっている。何で瀬戸内や新潟でアート祭があったのかというと、特別な理由があったわけ

ではなく、取りかかった人がたまたまいたということ。それで一般の人が美術に触れる機会

が増えてくるのはいいこと。 
アール・ブリュットの可能性は、見る側に特に美術史の知識がなくても感じられること。

普通の美術館で見るアート以上の力を秘めているので、まちおこし的にアール・ブリュット

というのは非常に有効に機能するのではないか。 

○久保委員：滋賀県の中でもアール・ブリュットに選ばれる作品というのは特別な人の作品と

いう感覚が、親や本人にもある。全国的には、「滋賀でやっているアール・ブリュット」と

いうと、「ああ」と言われる方が結構いる。でも、日頃、障害のある人たちのことを語ると

きには、文化・芸術についての話題が出てこない。知的障害の団体としても日常の障害者を

語る中で、文化・芸術を本人のエンパワーメントにつながるものとしてもっと位置づける必

要がある。アート公募展などを掘り起こしの一つにして、本人たちのやりがい、みんなに見
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てもらって嬉しいというところからスタートしないとだめだと思う。 

○中村委員：公立美術館がこんなに増えているのに、私たちの暮らしが豊かになってきている

かというと違和感があって去年「アーツ千代田３３３１」を立ち上げ、障害のある方々を対

象に、次世代のアーティストを発掘する「ポコラート全国公募」を行った。1,000点以上集
まった中から約 250点を選んで展示したが、芸大で学生がつくる作品とポコラートで集まっ
てきた作品を比較すると、アール・ブリュットの作家たちのほうが、圧倒的に表現としての

力に純粋さがあり、生き生きとした叫びが聞こえた。 
この表現に対して、つくることそのものに対する評価の問題がある。良さをなかなか言語

化しにくいことと、そのことをまた共有するのに、既存の知識でしか語れないこと。言語化

し得ないおもしろさと、それにどう対処していいかわからない状態にあるときに、美術館に

これを保存するべきか。 
一つ一つの課題をどう解決するか、ということだが結論を急いでいるような感じがした。

美術の観点からすると、もっとここで考えるべき。今の公立美術館の仕組みをイメージする

と、同じところに落としてしまっていいのかという疑問が第一印象としてある。 

○服部委員：滋賀でやらねばならない必然性はないと思うが、アール・ブリュット・コレクシ

ョンがローザンヌである必然性もなかったという意味では同じ。ローザンヌはヨーロッパ全

体からみると文化的な中心地ではないが、アール・ブリュットに関わっている人間は必ず一

回は行く場所。そういうアピールにもなる。 
ここまで先駆的にやってきた滋賀県が、さらに先頭を走ろうというのはあり得ることだが、

先頭を行く故の名誉もあれば、重圧や責任も出てくることは確か。アール・ブリュット・コ

レクションの館長は、すごく責任と重圧を感じて仕事をしている。 
  日本的なアール・ブリュットのあり方を考えていくことも重要。イギリスの老舗ギャラリ

ーには新しい作家から年間 500件のオファーがあるが、その中で選べるのは年に１、２件。
残りの 499件はコレクターに提示する価値がないと言い切る。そういう突出した作品を選ぶ
ヨーロッパ的な鑑賞やコレクションの仕方は、障害を持った人を中心とする日本のアール・

ブリュットとなじみにくい。日本における、作品と社会のフィット感をどうつくっていくか

が非常に重要。 
散逸については、何をもって散逸とするのか整理が必要。日本の優れた作品を海外のコレ

クターが買い漁ったとして、それは必ずしも散逸とは言えない。熱意あるコレクターがまと

まった作品を収集することには、たとえ個人コレクションであっても公共性が伴う。もとも

と美術館のコレクションは、個人のコレクターが亡くなったり、代がわりしたタイミングで

美術館が譲り受けたものも多い。散逸なのか、正しい美術のマーケットの有り様なのかをど

う見極めていくかが課題になってくる。 
これらの課題を狭い枠組みの中で考えず、美術という大きな枠組みや歴史の中で再検討す

ることで見えてくることがあると思う。 

○栗原オブザーバー：アール・ブリュットの認知については文化庁の中でも十分ではない。ま

ずは現職学芸員への研修等を通じてアール・ブリュットの認知を図るところから始めるべき。

様々な博物館、美術館の会議に出ていても、アール・ブリュットがテーマになったことは知

る限り一回もない。アール・ブリュットにはこういう課題があって、これを推進しなければ

いけないということを、様々な学会、団体、協会に滋賀県が中心になって働きかけることが、

現段階では効果的。 
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アール・ブリュットは、ヨーロッパではかなり進んでいるが、アジアでも動きがあるなら、

連携するという方策もある。もしアジアでの動きがないなら、滋賀が中心になって他の国々

に働きかけていくということを、ぜひ進めていただきたい。 

○北岡委員：韓国の大学から日本と韓国のアール・ブリュット作品を約 10名ずつ展示できな
いかという提案があり、情報交換をやっているところ。また台湾の関係者の方とネットワー

クを持ちつつある。 
ただ、関係者の紹介で精神科病院に調査に入ったり、福祉施設を通じてそれらの活動と出

会うやり方で集めている情報のため、これがアジア全体の客観的な情報とは言えない。 

○保坂委員長：昨年、韓国・光州のビエンナーレ※３が開催された際、アール・ブリュットと呼

び得る作品が結構含まれていた。いわゆるファインアートだけではなく、フォークアートも

アール・ブリュットも含まれていて、非常に画期的だった。 
  「エモーショナル・ドローイング※４」という展覧会を企画した際、アジアの美術館や批評

家やキュレーターにアール・ブリュットの作品はないのかと訊いたが、まず言葉を知らない。

特に中国では、ファインアートのバブルが起こっており、そこだけで手いっぱいで余り関心

が余所にむかわないという声も聞かれた。アジアの学芸員や批評家レベルでアール・ブリュ

ットに興味をもっている人はほとんどいないのではないか。 

○服部委員：ヨーロッパのアール・ブリュットを輸入して見せるということは、1990年代から
多少ある程度。しかし、美術の世界でアール・ブリュットというものが非常に限定的でマニ

アックなものであるという現実も認識しておく必要がある。世界的に見ても学芸員はほとん

どアール・ブリュットのことを知らない。美術界にいても、「アール・ブリュットを専門に

している」と言うと「何だ、それ」と言われる状況。 

○久保委員：別の団体あてに、日中韓で障害のある人たちによる展覧会の話が中国からあり、

それは滋賀ではないかということで、育成会や滋賀県として協力をお願いしたいという話が

あった。アジアのアール・ブリュットとうまくつながり合いながら、それが一つのチャンス

になればいいかなと思った。そんな動きもある。 

○保坂委員長：アール・ブリュットの話をどこに持っていけばいいかわからないというときに、

とりあえずの窓口として、滋賀県がしばらく機能するという方法もある。 

○田口オブザーバー：久保委員から話のあった、障害者アートの展覧会については、中国、韓

国の障害者の美術協会や障害者関係の美術の団体が中心になって、政府も後押しされて昨年

から行われているが、出展内容は、肢体不自由、身体障害が中心で、いわゆるアール・ブリ

ュットといわれる作品はほとんどないのが実態。 
スポーツの関係では文部科学省と厚生労働省とで、一般と障害者と分かれる形で、トップ

レベルから裾野まで分かれてやっているが、芸術分野は厚生労働省ではトップレベルのもの

はほとんど取り組んでいない。障害者芸術文化祭も全国でやっているが、社会参加の発表の

場を提供する意味合いが強い。 

○中村委員：今のアート界の問題点は、ほとんどの人は生活できないこと。学生は売れるよう

な絵を描くようになり、すごく狭い意識でしか美術を志さなくなっている。美術界では西洋

型のピラミッド構造に憧れすぎ、アートの中だけで価値を認めようとしてきたが、アートの

中だけでの評価意識では、結局、社会にはつながっていけない。 
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街で仕事をしていると、やりたいことのためには、いろんな部署を自分一人でつないでい

く必要がある。それがプロジェクトをつくろうとしたときの基本的なネットワークになって

くる。アール・ブリュットも、従来のピラミッド型の構造に沿う形で価値を決め、そのアー

ル・ブリュット内、福祉内で、外につながる意識を持たないまま制度化されてしまうと、今

の美術界と同じく孤立してしまう。このまま障害者のための障害者美術になってしまうと、

内側にこもったまま閉じてしまう危険性も感じた。滋賀が滋賀の立場の上でいろんな部署に

触手を伸ばし、ものをつくる価値が福祉や芸術の観点だけではなく、観光に関係するかもし

れない、産業振興につながるかもしれない、という多義的な視点をこの段階で持ってほしい。 

○伊熊委員：確かにアール・ブリュットという言葉は本当に知られてないと思う。一般の人に

も知られてないし、美術の世界でもかなり端っこのほうといわれてしまう。 
  私たちがやろうとしているのは、アール・ブリュットという言葉を世の中に知らしめるこ

とではない。作者のことも考えたいが、こんな爆発的なすごいものがあるということを知っ

てほしいということだと思う。 
ヘンリー・ダーガー※５の展覧会にものすごく人が入った。若い人が多かったが、アール・

ブリュットだから見にいったのではなく、ヘンリー・ダーガーの作品に惹かれて行ったのだ

と思う。草間彌生さんが世界的に有名なのも作品に魅力があるから。美術の教育を受けてき

たアーティスト以上の力を、アール・ブリュットの作家は持っている。美術の閉じられた世

界ではなく、一般の人の目にどのように触れて、どのように彼らに感動を与えるかという観

点から考えると、個人のアーティストに注力して、その展覧会を企画するなどが必要ではな

いか。 

○保坂委員長：確かにアール・ブリュットという言葉を世に出そうという思いが強すぎたり、

あるいはアール・ブリュットの展覧会の成功を受け、ちょっと急ぎすぎていたりする状況が

あるかもしれない。 
  もともと作品が最初にあり、作品への関心からアール・ブリュットというものに興味を持

ったはずなので、改めてそのレベルに立ち戻ることも必要かと感じる。 
それを支える発信の仕方についても今後議論をしていかなければいけない。いたずらに国

に期待するのではなく、県ならではの発信の仕方を考えていくべきだし、一方で、県の中で

の主体がどこになるのか、福祉あるいは美術の立場からなのかは必ず問題になってくる。 
次回のテーマである「アール・ブリュットの魅力発信のための県の役割と基本戦略」につ

いて議論する際、兵庫県立美術館でアール・ブリュットの展覧会を数回にわたって企画され

た服部委員から、公立美術館とアール・ブリュットの関わり方、あるいは県という自治体と

アール・ブリュットの関わり方について、スピーチしていただければと思う。 

○栗原オブザーバー：次回参考にするという話で、全国にＮＰＯ等によるアール・ブリュット

の系統の美術館なりギャラリーがある。どんなものがあるかを整理してみるのも一つ。 
  アジアの前に、まず日本の拠点になるということを検討したほうがいいのではないか。拠

点となるためには、滋賀に来れば日本にあるアール・ブリュット関連の施設がわかるなども

一つのやり方。 

○事務局：目標を「アジアのアール・ブリュットの拠点に」としているが、この拠点というの

は運動体だとお考えいただきたい。全国、あるいはアジアにあるものを吸い上げてくるので

はなく、滋賀県から、日本から広がっていき、アジアのどこかともつながる。一方的に吸い
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上げるのではなく、向こうからもプラグを差し出してくれば、それに対してつながっていく

という、双方向的な拠点をイメージしている。 

３ 閉 会 

〔午後 ５時０３分 閉会〕 
 
＜注 釈＞ 
※１：瀬戸内国際芸術祭 
瀬戸内海の島々を舞台に開催する現代アートの祭典。2010年に第一回を開催し大きな反響を

呼ぶ。（18 の国と地域から75 組のアーティスト・プロジェクトと16 のイベントが参加。）
次回は2013年に開催予定。（公式ＨＰより） 
 
※２：越後妻有アートトリエンナーレ 

（正式名称「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」） 
越後妻有地域（新潟県十日町市＋津南町）の里山を舞台に3年に1度開催される世界最大の国

際芸術祭。地域に内在するさまざまな価値を アートを媒介として掘り起こし、その魅力を高
め、世界に発信し、地域再生の道筋を築いていくことを目指す「越後妻有アートネックレス整

備事業」の成果の3 年ごとの発表の場として、2000年のスタート以来、2003年、2006年、2009
年に開催。次回は2012年の予定。（公式ＨＰより） 

 
※３：光州ビエンナーレ 

1995年から2年に1度、韓国光州広域市で開かれる現代美術の国際展。東アジア・太平洋地域
では初めての本格的な現代美術の国際展であり、現在では偶数年に開催されている。 
 
※４：エモーショナル・ドローイング 

2008年に東京国立近代美術館および京都国立近代美術館で開催された展覧会。アジア、中東
出身の作家16組の作品により、今日のアートにおけるドローイング的表現の現状や可能性を検
証しようとするもので、担当キュレーターは保坂健二朗氏。 

 
※５：ヘンリー・ダーガー 
 アール・ブリュットの代表的な作家の一人として知られる。『非現実の王国で』と題され

た15,000ページを超える物語には数百枚の挿絵が添えられており、これらはすべてダーガーの
孤独な死後、ダーガーに部屋を貸していた大家夫妻によって発見された。 
 


