
『いくら丼のパンツ』 1999-2003年
パンツに油性ペン、アクリル絵の具
298×332mm

『青いウニのパンツ』 1999-2003年
パンツに油性ペン、アクリル絵の具
303×340mm

『イクラのパジャマ』 1999年
パジャマに油性ペン、アクリル絵の具、縫い

上部590×1530mm
下部920×794mm

『横浜の金魚の帽子おじさん』 2006年頃
コーン、発泡スチロール、人形、造花、
プラスチックボトル、小物、ビニールひも など
862×615×592mm

（仮）『無題』 制作年不詳
コーン、発泡スチロール、
人形、造花、プラスチックボトル、
小物、ビニールひも など
00×00×00mm

■

戸來 貴規 Takanor i Hera i
1980年～　／岩手県在住

　不思議な幾何学模様が描かれたB5サイズの
紙が高さ約30cmに積み上げられて、事務用の黒
い綴り紐で無造作にとじられています。それは
1000枚にもおよぶ紙の束でした。描かれている
ものについて施設の職員は、「実はこれは文字で
す。彼の日記の文章なのです」と言います。
　『きょうはラジオたいそうをやりました･･････
（中略）･･････みそしる うめぼし ぬりえ くーピー 
のり 牛乳』そして裏面には『3月15日水曜日 天気
晴れ気温16℃ へらいたかのり』。これがその職
員が本人から聞き出した日記の翻訳です。日にち
の数字に1を加えた数を温度の数字にするという
彼独自の規則があり、一見無造作に開けられた
綴り紐の穴も、よく見ると日記の中にその位置が
きちんとあらかじめ印してありました。何という奥
ゆかしい誠実さ。
　一般のルールにとらわれない表現というもの
は常に孤独です。現に過去10年以上の「日記」は
すでに破棄され存在しません。
　入所当初の彼は、理解困難な存在だったと言
います。そこに、彼の描く連続模様の美しさに心
惹かれた職員が丹念に歩み寄り、薄皮を剥ぐよう
にして彼の表現の謎を1枚ずつめくり始めました。
1つの図形が言語として姿を現し、彼の孤独な営
みが少しずつ交信の回路を得たのです。
　作品はアール・ブリュット・コレクション（スイ
ス）での「JAPON」展（2008～2009年）に出展さ
れ、以来、その作品は同館に収蔵されています。

■

松田 僚馬 Ryoma Matsuda
1981年～　／長野県在住

　これは、A４やA３サイズのコピー用紙に鉛筆
で書かれた作品です。これには何が書かれている
のでしょう。目をこらしてよく見ると、「第二の指
令 ～ 最近イラクと北朝鮮開発問題 いますぐ終
末戦 踏み潰せ 松田隊長 世界の中で張り込む 
戦争やめさせろ！世界と日本を守り抜く為 その
名は地球を保護する為の戦士だ！･･･」などと、書
かれています。「地球防衛団」隊長松田さんに危
機がせまっているのです。
　定規を使って何本もの線を引き、そこにこのよ
うな「地球防衛団」としての活動命令や報告の文
章を書いているのです。他には、ウルトラマンの
家族の名前やＮＨＫ紅白歌合戦への出演者のこ
とも書かれていて、ちょっと笑いを誘います。作
品は１枚ずつファイルに入れて、自分で大切に保
管しています。
　彼はこれらを書きながら、まるで実在する隊長
そのものです。実際のニュースなども詳しく見て
おり「この地球の平和を守りたい」という真剣な
思いをいつも強く持っています。
　このように空想の「物語」を書くことは、実際に
ない出来事までもが、本当に起こっているような
ワクワク感をもたらします。そしてそれは、千年以
上も昔から人間が見つけ出した喜びです。現実の
生活の限界をはるかに超えて、自由に飛び回るこ
とができるのですから。
　彼は今、高齢者施設のシーツ交換や箱折り作
業などを丁寧にこなしています。そして、もうひと
つの重要な仕事、地球防衛団の隊長任務は365
日休む暇もなく続いています。それこそが彼のラ
イフワークなのかもしれません。

■

喜舍場 盛也 Mor iya K ishaba
1979年～　／沖縄県在住

　喜舍場さんの、文字への強烈な興味は子ども
の頃から始まりました。初めは単純なカタチのも
のから、それがだんだん複雑なカタチである漢字
に移ってゆき、現在も続いているのです。彼は日
頃から漢和辞典をしょっちゅう開いては飽きず眺
めています。「漢字の意味は理解できないのです
が、漢字の持つ空間や画数などの造形的なもの
に、魅力を感じてのめり込んでいるのでしょう」と
は、版画作家であるお父さんのお話です。近所で
馴染みのクリニックの受付には漢和辞典を置い
てもらい、施設への通勤途中で毎日立ち寄って
は眺めるという、漢字中毒ぶりなのです。
　自分の部屋では1人ひたすら漢字を書き続け
ています。ノートほどのサイズの紙（使用済連続
用紙。父親が自分のスケッチ用の薄紙として近く
の事業所からもらってきたもの）を、新聞の活字
サイズの小さな文字で埋め尽くすのに、6ヶ月くら
いかかっています。最後まで埋められたものは3

～4枚しかなく、大半は途中で止まっているので
すが、その理由は誰にもわかりません。きっと彼な
りの法則というものがあって、それに反する微妙
なゆがみに我慢できなくて中断したのでしょう。
作品からは、彼が持つ独自の美的感性の鋭さと、
そこに陶酔してゆく彼の深い快感が、ありありと
伝わってきます。
　また彼にはもうひとつ漢字を素材にした奇妙な
制作があります。それは既成の学童用図鑑などの
平仮名文字を、すべて漢字に変換してゆくという
“おたのしみ”です。こうして余白をぎっしりと手書
きの漢字で埋め尽くされた図鑑は、強引に“喜舍
場盛也流図鑑”に変身させられていくのですから、
思わず笑ってしまいます。

■

松本 寛庸 Hironobu Matsumoto
1991年～　／熊本県在住

　松本さんの作品は不思議な形の小さな単位が
ひとつひとつ増えてゆき、密度の濃い美しい世界
を形作っています。色彩豊かに色鉛筆を使い分
け、丹念に描き続けているのです。彼の絵のユ
ニークなところは、写真や実際に見た物の記憶を、
彼独特のイメージに変えて描くところです。イ
メージの元になっているのは都市や乗り物の写
真、宇宙図鑑や歴史本からの図版などですが、ど
うやら彼の頭脳を通すと、こんなにユニークな造
形になってゆくのです。
　自宅のリビングルームで、父親が買ってくれた
大きな書斎机に向かって描いています。使用して
いるのは２つのかごに入った約50本の色鉛筆。
これが彼の専用道具です。１色塗るとその色鉛
筆をもうひとつのかごに移し、またすぐ次の色鉛
筆をかごから取るという具合に、どの色鉛筆にも
かたよらないで使ってゆくルールを、彼なりに
作っているようなのです。
　彼はきちんと椅子に座り、一色一色を次 と々リ
ズミカルに色鉛筆を持ち替えて塗り分けていき
ます。こうして絵を描いている時は本当に嬉しそ
うです。「こうするといろんな色が使えるよ」と得
意そうにどんどん描き続けます。
　毎日２時間くらいは平気で描いています。夕食
後の落ち着いた時間に描くのが毎日の習慣のよう
です。幼少の頃からとにかく絵を描くのが好きで、
放っておくと５～６時間も描き続けていたそうです。
　高機能自閉症と診断されている彼ですが、言葉
にするのが難しい美しさや面白さの感動を、こうし
て絵に描くことを通して表現しているのです。

■

辻 勇二 Yuji Tsuji
1977年～　／愛知県在住

　辻さんは自分の視覚記憶と空想をミックスさ
せた「どこかに実在する架空の街」を描き続けて
います。「とにかく風景を眺めるのが好きで、乗り

物ではいつも車窓から一心に外を眺めています。
特に高いビルから街を見下ろすのは大好きで、
放っておくと何時間でも見ています」とお母さん
は話します。彼は気に入った建物や交差点などの
正確な記憶の部分からスタートして、次第に自分
で空想の街を作って描き続けているのです。通っ
ている福祉施設から自宅に帰ると、いつもの時
間にお決まりの場所で、彼はゆっくりと描き始め
ます。驚くことに何の下描きもなく、いきなりペン
描きで始まり、間違えた線を消すということなど
まったくないのです。　
　軒を連ね、甍を連ねる家々。そのすき間をくね
る薄暗く細い路地。小山をぬけると広がる海辺の
風。その中を走るハイウェーのまぶしさ。絵の中
で彼は鳥の目を持って自由に空を飛び廻ってい
るのでしょうか。私たちも絵の中のどこかに降り
立ってゆくようなリアルな空気さえ感じてしまう、
そんな不思議な感覚におそわれるのです。
　私たちは誰でも、もっと広い世界を見たいとい
う願望を持つでしょう。彼は、自分の想像力と絵
でそれを可能にしているのです。たしかに鳥瞰図
は様々な場所を同時に見ることができる神の目
だとも言えます。「絵を描く」こんなささやかな方
法で人は思いもかけない満ち足りた征服感を得
ることもできるのか。私たちは絵を描くことがも
たらす魔法のような力に気付かされるのです。
　このような街の絵に執着していったのは中学
生の頃からのようで、それらはお母さんによって
今も大切に保管されています。

■

本岡 秀則 Hidenor i Motooka
1978年～　／兵庫県在住

　コピー用紙や新聞広告の紙に小さな電車が
びっしり。まさに「押し寿司」の米粒のようにギュ
ウギュウ詰めに並べて描かれている電車たち。な
ぜこうもびっしり詰め込まれているのでしょう。
本岡さんに何度尋ねても「いっぱい描きたいか
ら」と、澄み切った笑顔でポツリと一言答えてくれ
るだけです。
　よくよく見ると、彼の住む神戸の街を走る阪急
電車だけでも50種類近くはあり、車体番号など
の文字は小さすぎて読めないものもあります。け
れども、もちろん本人だけには、ちゃんと読めて
います。
　また、彼は自分が知っているすべての電車を１
枚の紙に描いているのです。そのために電車たち
はこのようなギュウギュウ詰めになっています。ど
うやら彼は、「自分の知っている電車のすべてを、
一度に見渡したい」と思っているようなのです。
実際、初期の作品と比べて見ると、新型電車が出
るたびにそれを加えて、初めからまた全部の電車
を描くのです。もちろん紙はつなぎ足されて大き
くなっているのですが、それでも追いつかず電車
をギュウギュウに押しつぶして描く方法を見つけ
たのでしょう。

　彼のこのやり方は、もう15年以上も続いています。
描いた絵は自分でクリアファイルにきちんと納め
て、毎日出しては眺めているそうです。
　集めたものを並べていつも見ていたい。そんな
思いは誰にでもあるでしょう。王様がお金と権力
で集めた宝物の山に比べて、薄っぺらい紙の上に
幸福な夢を詰め込んでいる彼のやり方を見てい
ると、静かな感動が伝わってきます。

■

山崎 健一 Kenich i Yamazak i
1944年～　／新潟県在住

　山崎さんは入院している精神科病院で、毎日
規則正しいペースで絵を描いています。その絵は
すべて方眼紙に描かれており、まるで図面のよう
です。コンパスの針で何目盛りか置きに穴を開け、
それを目印にして線を引きます。ですから、紙の
裏面は規則正しく並んだ無数の針穴で、まるで
レース布のように美しい模様になっています。
3000枚近い作品を丁寧に一枚一枚、自分でファ
イルに整理しています。これらの絵はもう30年以
上も、こうして描き続けられているのです。
　彼はベッドサイドの引き出しに、専門家用の製
図道具を持っています。立派な道具です。彼は誇
らしげに「こういうものを描く時にはこの道具で
キチンとした図面を描かねばならない。私は大事
な仕事をしているのだから」と、何度も熱心に話
してくれました。
　彼がくり返し描いているテーマは、若い頃出稼
ぎに行って働いていた土木建設の現場が元に
なっています。ユンボやクレーンを搭載した大型
船。また「コントロールセンター」と称する絵もあ
ります。彼は「このスイッチを押すと、ヘリコプター
が飛びたち、周りの安全を確かめるのだ」と言い
ます。この絵には彼の架空の世界が詰め込まれ
ているのです。
　彼は絵の中の「世界」を生きており、そして自ら
センター長として動かしてさえいるのです。彼はど
んな状況にいても世界とつながろうとしています。
その想像力を止めることは誰にもできないのです。

■

小幡 正雄 Masao Obata
1943～2010年　／兵庫県

　小幡さんは施設の給食調理室から拾ってきた
生臭い段ボールを集めては、それに夜な夜な絵を
描いて部屋にため込んでいました。
　彼は描いた絵をベッドに積み上げ、大量の段
ボールの片隅で小さくなって寝ていました。けれ
ども大掃除のたびに大量の絵は捨てられてしま
うため、彼は仕事の合間も数枚の絵を持ち歩い
て描いていました。「絵を持ち歩くとぶつかって紙
の角が痛むので、こうして角を丸く切っているん
だよ」と彼は説明してくれました。彼は好きな絵を
描くために、いろいろな工夫をしていたのです。
　身寄りのない彼の人生にはなかった「結婚式の

男女」や「家族」の絵がとても多いのですが、彼は
絵を描くことで、ささやかな自分の夢をかなえて
いたのかもしれません。「男がいて女がいる。間に
いるのは子どもさん。どれが欠けても駄目でしょ
う？」と、一所懸命に話していました。　他にも記
憶の風景や乗り物、植物、部屋の家具など思いつ
くままに描いていますが、いずれも彼の作り出し
た独特のスタイルで表現され、何かを見て描くと
いうことはまったくありませんでした。
　色は何よりも赤が好きで、大半の絵は赤が中
心になっています。自分が着ている服もベルトも
鞄もすべて赤色です。本当に徹底しているのです。
　彼の絵は、たまたま施設の絵画指導に来てい
た画家の目に留まり外部に紹介されるようになり
ました。それからは海外も含めて大人気。何度も
展覧会が開かれるようになり、作品も保管されて
います。

■

尼崎 昌弘 Masahiro Amasak i
1961年～　／兵庫県在住

　尼崎さんは障害者福祉施設の絵画クラブで絵
を描き始めてから、もう22年になります。彼は絵
画クラブで活動を始める時「ボクは油絵の道を進
むのです」ときっぱりと宣言していました。しかし
その決心をするまで、彼なりに深く思案したよう
で、「あの・・僕は・・あの・・油絵の道でしょうか？」
と、思い切って打ち明けたのが始まりでした。彼
の心の中にはどうやら「絵というものは、油絵が
本道である」と固く信じて疑わない思いがあるの
です。様々な画材を使って絵を描いているその施
設の絵画クラブの中でも、彼の制作態度だけは
威風堂 と々しており、孤高でさえあります。
　絵のサイズは徐々に大きくなってゆき、10年ほ
ど前からは、50号（1170×910mm）の絵を1年近
くかけて描いています。完成した大きな作品は十
数点もあります。彼は長年を通して、作品のテー
マを自ら計画しています。「花シリーズ」「和風シ
リーズ」など、一度決めると迷うことなく次 と々確
信をもって描いてゆきます。
　形をユニークに変形させること（デフォルメ）を
意図しているわけではなく、真剣に忠実に描き進
むうちに、絵はいつの間にか「自然にデフォルメ」
されてゆくのです。生み出されるその個性的な形
は、彼のプライドに満ちた姿そのもののようにも
見えてきます。

■

木伏 大助 Daisuke K ibush i
1969年～　／宮城県在住

　木伏さんは古い映画館の前を通って小学校へ
通っていた頃、映画ポスターを毎日飽きずに眺め
ていたと言います。中学校を卒業して働き始めた
16歳頃、福祉作業所でその視覚記憶を基に本物
そっくりの映画ポスターを描き始めました。以来

2006年頃までの約20年間、自宅で大量の「記憶
のポスター」を描き続けました。
　Ａ3サイズのコピー用紙に何の下描きもせず、い
きなり多色のマーカーペンでスイスイと描いてゆ
く。傍らには１～２冊の映画本がありますが、よく
見るとこれは役者の顔のパーツや、映画のタイト
ルを思い出すための彼にとっての資料本であって、
実際彼が描いている映画のポスターそのものは
どこにも載っていません。なぜなら、それらは娯
楽映画の大量制作期のもののため、当時のポス
ター資料はないのです。彼は自分の脳裏にある
記憶を頼りに描いています。当時の大衆映画特
有のけばけばしいセンスや、端役にまでいたる出
演者名、映倫番号などが、正にそこに見えている
かのように描かれてゆきます。
　母親に聞くと、幼少の頃から、厚紙に自分で描
いた看板を砂場に立てて遠くから眺めたり、他人
の家の壁に勝手に看板を描いては困らせていた
とのこと。自分の作ったモノが広く公共物となっ
て人々に共有されることが彼には面白いのかもし
れません。
　しかし、このように毎日の日課として旺盛に描
き続けていた彼ですが、2006年頃からはなぜか
あまり描かなくなっているようです。

■

石野 敬祐 Keisuke Ish ino
1987年～　／鹿児島県在住

　石野さんは、高さ20～40cm、幅16.5～40cm、
厚さ約5cmという立体の人形を自宅で制作してい
ます。その形にはわい曲がなく、カクカクと角ばっ
た彼特有のフォームで形成され、驚くことにどれも
のりしろなく作られています。そのため、中が空洞
となり、作品自体の重さは見た目にうける重量感
とは対照的に重さを感じないほど軽いのです。
　石野さんは、まずA4サイズのコピー用紙にマ
ジックで、立体作品の表裏の絵柄を描き込んで
いき、その後、絵を立体化しやすいようにブロッ
ク毎にパーツを切り分けていきます。切り分ける
部分も頭・腕・足といったように各部位で切り分
けるのではなく、立体を合理的に作りあげるため
に彼独自で考えだした特異な方法で実に緩急自
在に平面から立体へと創りあげていきます。
　モチーフとなるのは、女の子やアニメのキャラ
クターであることが多く、ここ数年はアイドルの
女の子、制服の女の子、水着の女の子といった女
の子シリーズに熱中しています。
　彼が立体作品を作り始めたのは、小学校3、4
年生の頃からで、父親が買ってきた紙模型を気に
入ったことがきっかけで作り始めました。近年で
は、それまでは左右対象だった立体作品から左
右非対称の作品制作や知人に勧められたことが
きっかけで透明なフィルム（OHPシート）を使用
した作品も制作するなど、彼の制作スタイルは
年々進化し続けています。これらの立体作品は１
年に約200体、制作されています。   （小林 瑞恵）

■

八島 孝一 Koichi Yash ima
1963年～　／大阪府在住

　八島さんの作るオブジェはいずれも手のひら
の上に乗るような小さなサイズで、その材料のす
べてが「彼が拾い集めたモノ」でできています。
　普通に歩けば30分とかからない福祉施設へ
の道を、彼は2時間近くもかけてやってきます。な
ぜかというと、それは道中ひたすら地面に目を凝
らしてモノを拾っているからなのです。お菓子の
箱、針金、ボタンやオモチャのかけら。施設に到着
すると、嬉しそうに自分の「箱」に入れます。その
後それらをセロハンテープで繋ぎ合わせては、不
思議なオブジェ（物）を作るのです。
　そのきっかけも面白い。彼のモノ拾い癖は以前
からあったのですが、1996年腸管出血性大腸菌
O157が流行した時、汚いからと禁止されてしま
いました。彼はしばらく必死でこの癖を我慢して
いたようですが、「拾うだけでなく、これで何かを
作れば大丈夫かもしれない」と、彼は考えついた
ようです。福祉施設のスタッフも彼の思いを受け
止め、その小さな「作品」をひとつひとつ箱に入れ
て保存してきました。
　「小さなモノ」には、人をひきつける魅力が確か
にあります。数年前に自分が作った作品を手に
とって眺める時も、彼が心をうばわれているのは
作った形そのものではなく、ひとつひとつの部品
だということが、彼のうっとりした目線からうかが
えました。何かを作るために材料を集めるという
順番ではなく、愛したモノたちを繋ぎ合わせてい
くうちに、何かのイメージを見つけるという方法
なのでしょう。だからこそ、彼の作品には驚くよう
なイメージの自由さがあふれているのです。

■

勝部 翔太 Shota Katsube
1991年～　／島根県在住

　勝部さんのこの背丈3cmくらいの人形の素材
はメタリックな光沢のビニール帯でカバーされた
針金です。小さなハサミやニッパーをスピーディー
に使い分け、切る、曲げるの動作を繰り返し、見る
見るうちに形を作り上げていきます。２分間くら
いで腕、脚、ボディーというベースの骨組みが仕
上がり、続いて様々な装飾的デザインが加えられ
５分ほどで１体が完成します。見ていると彼の素
早い手技はリズミカルで、職人のように動きに無
駄がありません。
　この制作は小学生の頃から始まりました。モ
チーフのイメージは大好きなアニメの戦士ですが、
既存アニメの模写ではなく一体一体が彼流のデ
ザインになっています。
　作品を撮影するためにカメラマンの接写レンズ
を通して見ると、その迫力にはドキリとするもの
があります。素材が雑貨店で売られている針金と
は想像もつかないほどの物理的な存在感がみな
ぎっているのです。

　一方、このように情熱を込めて作っていること
と矛盾するように、彼は作った人形を自分の手元
にキープするということをしません。でき上がっ
た人形がプラスティック容器に一杯になるとさっ
さと周辺の人たちにプレゼントしてしまうそうで
す。自分で並べて愛でたりはしない。実に淡 と々し
ています。
　それにしても、何故この小ささなのでしょう。彼
に尋ねてみても「作りやすいからです」と単純明
快な答えが返ってくるのみです。確かに彼は指先
の触覚的な作業から、とても心地良い感触を得
ているようです。

■

西本 政敏 Masatosh i Nish imoto
1976年～　／北海道在住

　西本さんは木を加工して乗り物の模型を作っ
ています。その乗り物は、実際に地元の街を走行
しているもので、彼が通勤に利用するバスをはじ
め、トラックやパトカーなど多彩です。　
　そもそも木を加工する行為は簡単ではありま
せん。なぜなら、寸法どおりに切断することがで
きなければ組み立てられません。正確さが要求さ
れる素材なのです。
　西本さんは日頃、木工所で働いています。特に
糸のこによる切り抜き作業では、高度なテクニッ
クを持っていて、複雑な図形でもあっという間に
切り抜いてしまいます。西本さんが木工所で働い
ている理由の1つが、休み時間に糸のこを使わせ
てもらえる点で、廃棄される木片から、窓枠やボ
ディー、ライトの部分、シート、ナンバープレートに
いたるまで、こまかな部品を制作します。完成予
想図や寸法を書いたメモなどは無く、すべて頭の
中に設計図があるようです。
　制作した部品は自宅に持ち帰って、自室にこ
もって、組み立て、接着、塗装をします。作業スペー
スとなっている学習机の上や下は部品であふれて
いて、まるで自動車工場のようです。西本さんは、
細部にまで徹底的にこだわっていて、バスのシー
トのひとつひとつにまで模様が描かれているほ
どです。ですから、完成には３ヶ月ほどかかります。
　自分の持っている技術力をすべて出し、それで
も難しい時には独自の工夫で乗り越え、どんどん
技術を高めています。近年ではアイドルのフィ
ギュアを木で制作していて、関節までも動かせる
仕組みは驚きです。　　　　　　   （工藤 和彦）

■

魲 万里絵 Marie Suzuk i
1979年～　／長野県在住

　2007年のある日、それまで描いていたかわい
いイラスト風の絵から一変して、心の中をさらけ
出したような強烈な絵が始まりました。もんもん
とした闇にかくされた世界が、一気に光の中に出
されたように、それは突然に始まったのです。そ

れまでどこかに抑えこんできた頭の中にうごめく
イメージを、彼女は吐き出すように表現し始めた
のでした。
　マーカーペンを使ってまず輪郭を描き、その後、
中のこまかい部分を塗り込んでゆきます。赤色の
マーカーペンを使用する時だけは、塗り込んでゆ
くというよりはトントントンと点を打ち込んでいく
ように塗りつぶしてゆきます。こうして、1枚の作
品はだいたい1週間から1ヶ月かけて制作されて
います。
　絵に描かれる性器やはさみなどは、彼女の思
春期の記憶が大きく影響しているのでしょう。子
宮から生まれる生命へのうとましさ。女性器や男
性器に対する嫌悪感。その反面、それらはとても
気になって仕方のないものだったようです。初め
は人目を気にして、これらを描くことへの抵抗感
が大きく、描きたいという自分の衝動を抑えてき
たと、彼女は話します。けれどある時から、その抑
制が少しずつ解かれてゆき、彼女は毎日のように
描き始めたのです。
　「描くと落ち着く」と、彼女は言います。描いて、
見えるカタチにすることで、心の中にしかなかっ
たカタチのないイメージというものを、自分も見
ることができます。また、他人もそれを見ること
ができます。カタチにして表現することは、実は
私たちにとても豊かな開放感をもたらしてくれる
のです。それは「自分が自分であること」への確
信にもつながる大切な力でもあるのです。

■

舛次 崇 Takashi Shuji
1974年～　／兵庫県在住

　舛次さんは満面の笑顔で、ゆうゆうとアトリエ
に入ってきます。目の前に置かれたモチーフを嬉
しそうにまじまじと見て、小首をかしげています。
そのうちノッソリと紙に覆い被さり、いきなり黒
いかたまりを描き始める。そんな描き方で彼の絵
は始まります。
　彼は18歳の頃、福祉施設の絵画クラブに参加
しました。描き始めた頃には、大好きな阪神タイ
ガースのスコアボードの絵ばかりを描いていまし
た。すべてのボード文字を正確に描くのですが、
その後必ずそれを同じ黒のクレヨンで真っ黒く塗
りつぶしてゆくのです。そういう絵が何枚も続き、
2年ほど経った頃のある日、たまたま机の上に
あった植木鉢を見て描いたのですが、独特の視
野で捉えたカタチが実にユニークな絵でした。そ
れ以後、植物の鉢などの日常品を見て描いてゆく
ようになったのです。
　彼は対象物をじっと見てはいるのですが、その
形を写し取っているのではなく、どうやらそのモ
チーフから受ける「感じ」を直感的に受信して描
いているようです。また彼の意識は、全体のバラ
ンスなどには向いていません。描き進んで紙の端
がくると、描いていた形はそこで潔くプッツリと終
わってしまいます。まさに自然流で構成は決まっ

てゆくようなのです。予想もつかない緊張感をは
らんだ構図。生み出されるユニークな形。絶妙な
配色。それらは美術教育とは無縁のところで生ま
れてくるのです。
　描画は4～5時間ほど続きます。にっこりして立
ち上がり、トイレに向かうのが「オワリました」の
サインです。彼は日常では福祉施設でミシン縫製
の仕事をしています。彼の作品は大変人気が高
いのですが、彼はそのことに興味がありません。

■

蒲生 卓也 Takuya Gamo
1978年～　／福島県在住

　いくつもの線や幾何学形で埋め尽くされた独
創的な生き物のカタチ。でも彼にとっては、ただ
見えているものを忠実に写しとっているだけなの
です。では、なぜ彼にはこのように見えるのでしょ
う。彼が見ているのが、印刷された写真だという
ことにヒントがあるようです。印刷写真は、色の小
さな点々の集まりでできています。彼は、その微
妙な点々の変化を忠実につかみ取り、それを描い
ているのです。実際、描き始めるまでの長時間、
ただひたすらその写真に見入っていますが、描き
はじめるとためらいもなく、嬉しそうに一気に描
き進んでゆきます。
　この世界を、全体としてバランスよくつかみ取
ることが困難な彼は、逆に彼にしかできない独自
の「この世界のつかみ方」を発明したとも言えま
す。人は誰でも、その人独自の「世界の見方」を
持っているのです。それが様々であることが、人
の表現、つまりアートの魅力の大切な根っこです。
　彼の作画はまず鉛筆で描き、その後色鉛筆や
絵の具で彩色してゆく方法です。花・魚・動物など
の図鑑や写真集が、彼のお気に入り。こうして自
宅で毎日描く時間が、彼の一番安らかで幸福な
時です。1枚の絵は1～3週間かけて、ゆっくりと仕
上がってゆきます。

■

下田 賢宗 Takahiro Sh imoda
1983年～　／岩手県在住

　白いパジャマを埋め尽くすようにびっしりと描
かれたオレンジ色の円は、すべて「イクラ」です。
描くだけでは満足できず、糸でステッチまで施さ
れたそれは、ただの衣服とは明らかに異なる雰囲
気をかもし出しています。作者のこだわりや情念
がそのパジャマにしっかりと宿っていることが見
て取れるでしょう。
　ケアホームで生活する彼は、自分が大好きなも
のに包まれて眠りたいという願いを、「イクラのパ
ジャマ」という形で実現させたのです。イクラやウ
ニ（青いウニのパンツというブリーフも作ってい
る）が好きなのは、おそらく太平洋沿岸部の出身
というところに関係があるのでしょう。そのほか、
いかの天ぷらや、フライドチキン、サブレーのパ

ジャマなど、多くは彼の好きな食べ物がモチーフ
になったものです。
　1999年、イクラのパジャマは公募展に出品さ
れ、大賞を受賞しました。表彰式にやってきた彼
は、自分が着ているパジャマが「作品」として展示
されていることが納得できず、そのパジャマを持
ち帰ろうと大騒ぎをしたようです。作品としての
どんな栄誉よりも、彼には、自分のパジャマであ
ることの方が大事だったのです。やがて彼自身も、
パジャマが「作品」として受け入れられていくこと
が自分にとっても嬉しいことであると、徐々に受
け取ったようです。
　イクラのパジャマは全国の展覧会で展示され、
多くのファンを得ています。岩手県で毎年開かれ
る公募展でも、今年はどういうパジャマが出るの
か楽しみにしている来訪者も少なくありません。
けれども彼はそんなことには全く無関心。今も
せっせと新作パジャマを制作しています。

■

宮間 英次郎 Eiji ro Miyama
1934年～　／神奈川県在住

　今年（2014年）で80歳になる宮間さんは、奇妙
な帽子と衣服を身に付け、横浜の街を自転車に
乗って走り回るのが日課です。自分の部屋で念入
りにふん装をし、ずっしりと重い帽子を片手で支
えつつ、器用に自転車に乗って人ごみの中をゆっ
くりと走りぬけます。様々な廃品を集め、独自のア
イデアで飾られた奇妙なかぶり物は、帽子という
より王冠のようです。フィギュア、アクセサリー、看
板など、気に入った拾い物があふれんばかりに取
り付けられています。時には、びんに入った生きた
金魚もぶら下がっているのです。
　若い頃は日雇い労働で町を転 と々して生きてき
たそうです。そんな彼がこの変貌ぶり、何ごとだ
と思うでしょう。彼の話はこうです。
　「子どもの頃から身体も弱く貧しかった。いつも
いじめられて人生楽しいことなど何もなかった」
　60歳の頃、ある日、ふと思いついて、カップラー
メンの容器を頭にかぶって歩いてみたら、人が振
り返った。次にそれに造花を刺してみたら、何人も
の人が振り返った。今まで感じたことのないワク
ワク感に包まれ、「幸せな気持ちになった」という
のです。こうして徐々に激しく巨大に、帽子は発展
をとげていったようです。
　彼は結婚をすることもなく、各地を転々とする
孤独な生活でしたが、高齢になり残りの生き方を
考え始めた時から、「自分が自分であることの表
現の喜び」に目覚めたのです。表現をすることは
絵や陶芸などに限りません。ダンスや演劇のよう
に自分の身体を使って「自分の生きるスタイルを
表現する」という彼の方法は、実にユニークでパ
ワフルなアール・ブリュットそのものです。

※ 紹介文のうち記名のないものは、はたよしこ。
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■

戸來 貴規 Takanor i Hera i
1980年～　／岩手県在住

　不思議な幾何学模様が描かれたB5サイズの
紙が高さ約30cmに積み上げられて、事務用の黒
い綴り紐で無造作にとじられています。それは
1000枚にもおよぶ紙の束でした。描かれている
ものについて施設の職員は、「実はこれは文字で
す。彼の日記の文章なのです」と言います。
　『きょうはラジオたいそうをやりました･･････
（中略）･･････みそしる うめぼし ぬりえ くーピー 
のり 牛乳』そして裏面には『3月15日水曜日 天気
晴れ気温16℃ へらいたかのり』。これがその職
員が本人から聞き出した日記の翻訳です。日にち
の数字に1を加えた数を温度の数字にするという
彼独自の規則があり、一見無造作に開けられた
綴り紐の穴も、よく見ると日記の中にその位置が
きちんとあらかじめ印してありました。何という奥
ゆかしい誠実さ。
　一般のルールにとらわれない表現というもの
は常に孤独です。現に過去10年以上の「日記」は
すでに破棄され存在しません。
　入所当初の彼は、理解困難な存在だったと言
います。そこに、彼の描く連続模様の美しさに心
惹かれた職員が丹念に歩み寄り、薄皮を剥ぐよう
にして彼の表現の謎を1枚ずつめくり始めました。
1つの図形が言語として姿を現し、彼の孤独な営
みが少しずつ交信の回路を得たのです。
　作品はアール・ブリュット・コレクション（スイ
ス）での「JAPON」展（2008～2009年）に出展さ
れ、以来、その作品は同館に収蔵されています。

■

松田 僚馬 Ryoma Matsuda
1981年～　／長野県在住

　これは、A４やA３サイズのコピー用紙に鉛筆
で書かれた作品です。これには何が書かれている
のでしょう。目をこらしてよく見ると、「第二の指
令 ～ 最近イラクと北朝鮮開発問題 いますぐ終
末戦 踏み潰せ 松田隊長 世界の中で張り込む 
戦争やめさせろ！世界と日本を守り抜く為 その
名は地球を保護する為の戦士だ！･･･」などと、書
かれています。「地球防衛団」隊長松田さんに危
機がせまっているのです。
　定規を使って何本もの線を引き、そこにこのよ
うな「地球防衛団」としての活動命令や報告の文
章を書いているのです。他には、ウルトラマンの
家族の名前やＮＨＫ紅白歌合戦への出演者のこ
とも書かれていて、ちょっと笑いを誘います。作
品は１枚ずつファイルに入れて、自分で大切に保
管しています。
　彼はこれらを書きながら、まるで実在する隊長
そのものです。実際のニュースなども詳しく見て
おり「この地球の平和を守りたい」という真剣な
思いをいつも強く持っています。
　このように空想の「物語」を書くことは、実際に
ない出来事までもが、本当に起こっているような
ワクワク感をもたらします。そしてそれは、千年以
上も昔から人間が見つけ出した喜びです。現実の
生活の限界をはるかに超えて、自由に飛び回るこ
とができるのですから。
　彼は今、高齢者施設のシーツ交換や箱折り作
業などを丁寧にこなしています。そして、もうひと
つの重要な仕事、地球防衛団の隊長任務は365
日休む暇もなく続いています。それこそが彼のラ
イフワークなのかもしれません。

■

喜舍場 盛也 Mor iya K ishaba
1979年～　／沖縄県在住

　喜舍場さんの、文字への強烈な興味は子ども
の頃から始まりました。初めは単純なカタチのも
のから、それがだんだん複雑なカタチである漢字
に移ってゆき、現在も続いているのです。彼は日
頃から漢和辞典をしょっちゅう開いては飽きず眺
めています。「漢字の意味は理解できないのです
が、漢字の持つ空間や画数などの造形的なもの
に、魅力を感じてのめり込んでいるのでしょう」と
は、版画作家であるお父さんのお話です。近所で
馴染みのクリニックの受付には漢和辞典を置い
てもらい、施設への通勤途中で毎日立ち寄って
は眺めるという、漢字中毒ぶりなのです。
　自分の部屋では1人ひたすら漢字を書き続け
ています。ノートほどのサイズの紙（使用済連続
用紙。父親が自分のスケッチ用の薄紙として近く
の事業所からもらってきたもの）を、新聞の活字
サイズの小さな文字で埋め尽くすのに、6ヶ月くら
いかかっています。最後まで埋められたものは3

～4枚しかなく、大半は途中で止まっているので
すが、その理由は誰にもわかりません。きっと彼な
りの法則というものがあって、それに反する微妙
なゆがみに我慢できなくて中断したのでしょう。
作品からは、彼が持つ独自の美的感性の鋭さと、
そこに陶酔してゆく彼の深い快感が、ありありと
伝わってきます。
　また彼にはもうひとつ漢字を素材にした奇妙な
制作があります。それは既成の学童用図鑑などの
平仮名文字を、すべて漢字に変換してゆくという
“おたのしみ”です。こうして余白をぎっしりと手書
きの漢字で埋め尽くされた図鑑は、強引に“喜舍
場盛也流図鑑”に変身させられていくのですから、
思わず笑ってしまいます。

■

松本 寛庸 Hironobu Matsumoto
1991年～　／熊本県在住

　松本さんの作品は不思議な形の小さな単位が
ひとつひとつ増えてゆき、密度の濃い美しい世界
を形作っています。色彩豊かに色鉛筆を使い分
け、丹念に描き続けているのです。彼の絵のユ
ニークなところは、写真や実際に見た物の記憶を、
彼独特のイメージに変えて描くところです。イ
メージの元になっているのは都市や乗り物の写
真、宇宙図鑑や歴史本からの図版などですが、ど
うやら彼の頭脳を通すと、こんなにユニークな造
形になってゆくのです。
　自宅のリビングルームで、父親が買ってくれた
大きな書斎机に向かって描いています。使用して
いるのは２つのかごに入った約50本の色鉛筆。
これが彼の専用道具です。１色塗るとその色鉛
筆をもうひとつのかごに移し、またすぐ次の色鉛
筆をかごから取るという具合に、どの色鉛筆にも
かたよらないで使ってゆくルールを、彼なりに
作っているようなのです。
　彼はきちんと椅子に座り、一色一色を次 と々リ
ズミカルに色鉛筆を持ち替えて塗り分けていき
ます。こうして絵を描いている時は本当に嬉しそ
うです。「こうするといろんな色が使えるよ」と得
意そうにどんどん描き続けます。
　毎日２時間くらいは平気で描いています。夕食
後の落ち着いた時間に描くのが毎日の習慣のよう
です。幼少の頃からとにかく絵を描くのが好きで、
放っておくと５～６時間も描き続けていたそうです。
　高機能自閉症と診断されている彼ですが、言葉
にするのが難しい美しさや面白さの感動を、こうし
て絵に描くことを通して表現しているのです。

■

辻 勇二 Yuji Tsuji
1977年～　／愛知県在住

　辻さんは自分の視覚記憶と空想をミックスさ
せた「どこかに実在する架空の街」を描き続けて
います。「とにかく風景を眺めるのが好きで、乗り

物ではいつも車窓から一心に外を眺めています。
特に高いビルから街を見下ろすのは大好きで、
放っておくと何時間でも見ています」とお母さん
は話します。彼は気に入った建物や交差点などの
正確な記憶の部分からスタートして、次第に自分
で空想の街を作って描き続けているのです。通っ
ている福祉施設から自宅に帰ると、いつもの時
間にお決まりの場所で、彼はゆっくりと描き始め
ます。驚くことに何の下描きもなく、いきなりペン
描きで始まり、間違えた線を消すということなど
まったくないのです。　
　軒を連ね、甍を連ねる家々。そのすき間をくね
る薄暗く細い路地。小山をぬけると広がる海辺の
風。その中を走るハイウェーのまぶしさ。絵の中
で彼は鳥の目を持って自由に空を飛び廻ってい
るのでしょうか。私たちも絵の中のどこかに降り
立ってゆくようなリアルな空気さえ感じてしまう、
そんな不思議な感覚におそわれるのです。
　私たちは誰でも、もっと広い世界を見たいとい
う願望を持つでしょう。彼は、自分の想像力と絵
でそれを可能にしているのです。たしかに鳥瞰図
は様々な場所を同時に見ることができる神の目
だとも言えます。「絵を描く」こんなささやかな方
法で人は思いもかけない満ち足りた征服感を得
ることもできるのか。私たちは絵を描くことがも
たらす魔法のような力に気付かされるのです。
　このような街の絵に執着していったのは中学
生の頃からのようで、それらはお母さんによって
今も大切に保管されています。

■

本岡 秀則 Hidenor i Motooka
1978年～　／兵庫県在住

　コピー用紙や新聞広告の紙に小さな電車が
びっしり。まさに「押し寿司」の米粒のようにギュ
ウギュウ詰めに並べて描かれている電車たち。な
ぜこうもびっしり詰め込まれているのでしょう。
本岡さんに何度尋ねても「いっぱい描きたいか
ら」と、澄み切った笑顔でポツリと一言答えてくれ
るだけです。
　よくよく見ると、彼の住む神戸の街を走る阪急
電車だけでも50種類近くはあり、車体番号など
の文字は小さすぎて読めないものもあります。け
れども、もちろん本人だけには、ちゃんと読めて
います。
　また、彼は自分が知っているすべての電車を１
枚の紙に描いているのです。そのために電車たち
はこのようなギュウギュウ詰めになっています。ど
うやら彼は、「自分の知っている電車のすべてを、
一度に見渡したい」と思っているようなのです。
実際、初期の作品と比べて見ると、新型電車が出
るたびにそれを加えて、初めからまた全部の電車
を描くのです。もちろん紙はつなぎ足されて大き
くなっているのですが、それでも追いつかず電車
をギュウギュウに押しつぶして描く方法を見つけ
たのでしょう。

　彼のこのやり方は、もう15年以上も続いています。
描いた絵は自分でクリアファイルにきちんと納め
て、毎日出しては眺めているそうです。
　集めたものを並べていつも見ていたい。そんな
思いは誰にでもあるでしょう。王様がお金と権力
で集めた宝物の山に比べて、薄っぺらい紙の上に
幸福な夢を詰め込んでいる彼のやり方を見てい
ると、静かな感動が伝わってきます。

■

山崎 健一 Kenich i Yamazak i
1944年～　／新潟県在住

　山崎さんは入院している精神科病院で、毎日
規則正しいペースで絵を描いています。その絵は
すべて方眼紙に描かれており、まるで図面のよう
です。コンパスの針で何目盛りか置きに穴を開け、
それを目印にして線を引きます。ですから、紙の
裏面は規則正しく並んだ無数の針穴で、まるで
レース布のように美しい模様になっています。
3000枚近い作品を丁寧に一枚一枚、自分でファ
イルに整理しています。これらの絵はもう30年以
上も、こうして描き続けられているのです。
　彼はベッドサイドの引き出しに、専門家用の製
図道具を持っています。立派な道具です。彼は誇
らしげに「こういうものを描く時にはこの道具で
キチンとした図面を描かねばならない。私は大事
な仕事をしているのだから」と、何度も熱心に話
してくれました。
　彼がくり返し描いているテーマは、若い頃出稼
ぎに行って働いていた土木建設の現場が元に
なっています。ユンボやクレーンを搭載した大型
船。また「コントロールセンター」と称する絵もあ
ります。彼は「このスイッチを押すと、ヘリコプター
が飛びたち、周りの安全を確かめるのだ」と言い
ます。この絵には彼の架空の世界が詰め込まれ
ているのです。
　彼は絵の中の「世界」を生きており、そして自ら
センター長として動かしてさえいるのです。彼はど
んな状況にいても世界とつながろうとしています。
その想像力を止めることは誰にもできないのです。

■

小幡 正雄 Masao Obata
1943～2010年　／兵庫県

　小幡さんは施設の給食調理室から拾ってきた
生臭い段ボールを集めては、それに夜な夜な絵を
描いて部屋にため込んでいました。
　彼は描いた絵をベッドに積み上げ、大量の段
ボールの片隅で小さくなって寝ていました。けれ
ども大掃除のたびに大量の絵は捨てられてしま
うため、彼は仕事の合間も数枚の絵を持ち歩い
て描いていました。「絵を持ち歩くとぶつかって紙
の角が痛むので、こうして角を丸く切っているん
だよ」と彼は説明してくれました。彼は好きな絵を
描くために、いろいろな工夫をしていたのです。
　身寄りのない彼の人生にはなかった「結婚式の

男女」や「家族」の絵がとても多いのですが、彼は
絵を描くことで、ささやかな自分の夢をかなえて
いたのかもしれません。「男がいて女がいる。間に
いるのは子どもさん。どれが欠けても駄目でしょ
う？」と、一所懸命に話していました。　他にも記
憶の風景や乗り物、植物、部屋の家具など思いつ
くままに描いていますが、いずれも彼の作り出し
た独特のスタイルで表現され、何かを見て描くと
いうことはまったくありませんでした。
　色は何よりも赤が好きで、大半の絵は赤が中
心になっています。自分が着ている服もベルトも
鞄もすべて赤色です。本当に徹底しているのです。
　彼の絵は、たまたま施設の絵画指導に来てい
た画家の目に留まり外部に紹介されるようになり
ました。それからは海外も含めて大人気。何度も
展覧会が開かれるようになり、作品も保管されて
います。

■

尼崎 昌弘 Masahiro Amasak i
1961年～　／兵庫県在住

　尼崎さんは障害者福祉施設の絵画クラブで絵
を描き始めてから、もう22年になります。彼は絵
画クラブで活動を始める時「ボクは油絵の道を進
むのです」ときっぱりと宣言していました。しかし
その決心をするまで、彼なりに深く思案したよう
で、「あの・・僕は・・あの・・油絵の道でしょうか？」
と、思い切って打ち明けたのが始まりでした。彼
の心の中にはどうやら「絵というものは、油絵が
本道である」と固く信じて疑わない思いがあるの
です。様々な画材を使って絵を描いているその施
設の絵画クラブの中でも、彼の制作態度だけは
威風堂 と々しており、孤高でさえあります。
　絵のサイズは徐々に大きくなってゆき、10年ほ
ど前からは、50号（1170×910mm）の絵を1年近
くかけて描いています。完成した大きな作品は十
数点もあります。彼は長年を通して、作品のテー
マを自ら計画しています。「花シリーズ」「和風シ
リーズ」など、一度決めると迷うことなく次 と々確
信をもって描いてゆきます。
　形をユニークに変形させること（デフォルメ）を
意図しているわけではなく、真剣に忠実に描き進
むうちに、絵はいつの間にか「自然にデフォルメ」
されてゆくのです。生み出されるその個性的な形
は、彼のプライドに満ちた姿そのもののようにも
見えてきます。

■

木伏 大助 Daisuke K ibush i
1969年～　／宮城県在住

　木伏さんは古い映画館の前を通って小学校へ
通っていた頃、映画ポスターを毎日飽きずに眺め
ていたと言います。中学校を卒業して働き始めた
16歳頃、福祉作業所でその視覚記憶を基に本物
そっくりの映画ポスターを描き始めました。以来

2006年頃までの約20年間、自宅で大量の「記憶
のポスター」を描き続けました。
　Ａ3サイズのコピー用紙に何の下描きもせず、い
きなり多色のマーカーペンでスイスイと描いてゆ
く。傍らには１～２冊の映画本がありますが、よく
見るとこれは役者の顔のパーツや、映画のタイト
ルを思い出すための彼にとっての資料本であって、
実際彼が描いている映画のポスターそのものは
どこにも載っていません。なぜなら、それらは娯
楽映画の大量制作期のもののため、当時のポス
ター資料はないのです。彼は自分の脳裏にある
記憶を頼りに描いています。当時の大衆映画特
有のけばけばしいセンスや、端役にまでいたる出
演者名、映倫番号などが、正にそこに見えている
かのように描かれてゆきます。
　母親に聞くと、幼少の頃から、厚紙に自分で描
いた看板を砂場に立てて遠くから眺めたり、他人
の家の壁に勝手に看板を描いては困らせていた
とのこと。自分の作ったモノが広く公共物となっ
て人々に共有されることが彼には面白いのかもし
れません。
　しかし、このように毎日の日課として旺盛に描
き続けていた彼ですが、2006年頃からはなぜか
あまり描かなくなっているようです。

■

石野 敬祐 Keisuke Ish ino
1987年～　／鹿児島県在住

　石野さんは、高さ20～40cm、幅16.5～40cm、
厚さ約5cmという立体の人形を自宅で制作してい
ます。その形にはわい曲がなく、カクカクと角ばっ
た彼特有のフォームで形成され、驚くことにどれも
のりしろなく作られています。そのため、中が空洞
となり、作品自体の重さは見た目にうける重量感
とは対照的に重さを感じないほど軽いのです。
　石野さんは、まずA4サイズのコピー用紙にマ
ジックで、立体作品の表裏の絵柄を描き込んで
いき、その後、絵を立体化しやすいようにブロッ
ク毎にパーツを切り分けていきます。切り分ける
部分も頭・腕・足といったように各部位で切り分
けるのではなく、立体を合理的に作りあげるため
に彼独自で考えだした特異な方法で実に緩急自
在に平面から立体へと創りあげていきます。
　モチーフとなるのは、女の子やアニメのキャラ
クターであることが多く、ここ数年はアイドルの
女の子、制服の女の子、水着の女の子といった女
の子シリーズに熱中しています。
　彼が立体作品を作り始めたのは、小学校3、4
年生の頃からで、父親が買ってきた紙模型を気に
入ったことがきっかけで作り始めました。近年で
は、それまでは左右対象だった立体作品から左
右非対称の作品制作や知人に勧められたことが
きっかけで透明なフィルム（OHPシート）を使用
した作品も制作するなど、彼の制作スタイルは
年々進化し続けています。これらの立体作品は１
年に約200体、制作されています。   （小林 瑞恵）

■

八島 孝一 Koichi Yash ima
1963年～　／大阪府在住

　八島さんの作るオブジェはいずれも手のひら
の上に乗るような小さなサイズで、その材料のす
べてが「彼が拾い集めたモノ」でできています。
　普通に歩けば30分とかからない福祉施設へ
の道を、彼は2時間近くもかけてやってきます。な
ぜかというと、それは道中ひたすら地面に目を凝
らしてモノを拾っているからなのです。お菓子の
箱、針金、ボタンやオモチャのかけら。施設に到着
すると、嬉しそうに自分の「箱」に入れます。その
後それらをセロハンテープで繋ぎ合わせては、不
思議なオブジェ（物）を作るのです。
　そのきっかけも面白い。彼のモノ拾い癖は以前
からあったのですが、1996年腸管出血性大腸菌
O157が流行した時、汚いからと禁止されてしま
いました。彼はしばらく必死でこの癖を我慢して
いたようですが、「拾うだけでなく、これで何かを
作れば大丈夫かもしれない」と、彼は考えついた
ようです。福祉施設のスタッフも彼の思いを受け
止め、その小さな「作品」をひとつひとつ箱に入れ
て保存してきました。
　「小さなモノ」には、人をひきつける魅力が確か
にあります。数年前に自分が作った作品を手に
とって眺める時も、彼が心をうばわれているのは
作った形そのものではなく、ひとつひとつの部品
だということが、彼のうっとりした目線からうかが
えました。何かを作るために材料を集めるという
順番ではなく、愛したモノたちを繋ぎ合わせてい
くうちに、何かのイメージを見つけるという方法
なのでしょう。だからこそ、彼の作品には驚くよう
なイメージの自由さがあふれているのです。

■

勝部 翔太 Shota Katsube
1991年～　／島根県在住

　勝部さんのこの背丈3cmくらいの人形の素材
はメタリックな光沢のビニール帯でカバーされた
針金です。小さなハサミやニッパーをスピーディー
に使い分け、切る、曲げるの動作を繰り返し、見る
見るうちに形を作り上げていきます。２分間くら
いで腕、脚、ボディーというベースの骨組みが仕
上がり、続いて様々な装飾的デザインが加えられ
５分ほどで１体が完成します。見ていると彼の素
早い手技はリズミカルで、職人のように動きに無
駄がありません。
　この制作は小学生の頃から始まりました。モ
チーフのイメージは大好きなアニメの戦士ですが、
既存アニメの模写ではなく一体一体が彼流のデ
ザインになっています。
　作品を撮影するためにカメラマンの接写レンズ
を通して見ると、その迫力にはドキリとするもの
があります。素材が雑貨店で売られている針金と
は想像もつかないほどの物理的な存在感がみな
ぎっているのです。

　一方、このように情熱を込めて作っていること
と矛盾するように、彼は作った人形を自分の手元
にキープするということをしません。でき上がっ
た人形がプラスティック容器に一杯になるとさっ
さと周辺の人たちにプレゼントしてしまうそうで
す。自分で並べて愛でたりはしない。実に淡 と々し
ています。
　それにしても、何故この小ささなのでしょう。彼
に尋ねてみても「作りやすいからです」と単純明
快な答えが返ってくるのみです。確かに彼は指先
の触覚的な作業から、とても心地良い感触を得
ているようです。

■

西本 政敏 Masatosh i Nish imoto
1976年～　／北海道在住

　西本さんは木を加工して乗り物の模型を作っ
ています。その乗り物は、実際に地元の街を走行
しているもので、彼が通勤に利用するバスをはじ
め、トラックやパトカーなど多彩です。　
　そもそも木を加工する行為は簡単ではありま
せん。なぜなら、寸法どおりに切断することがで
きなければ組み立てられません。正確さが要求さ
れる素材なのです。
　西本さんは日頃、木工所で働いています。特に
糸のこによる切り抜き作業では、高度なテクニッ
クを持っていて、複雑な図形でもあっという間に
切り抜いてしまいます。西本さんが木工所で働い
ている理由の1つが、休み時間に糸のこを使わせ
てもらえる点で、廃棄される木片から、窓枠やボ
ディー、ライトの部分、シート、ナンバープレートに
いたるまで、こまかな部品を制作します。完成予
想図や寸法を書いたメモなどは無く、すべて頭の
中に設計図があるようです。
　制作した部品は自宅に持ち帰って、自室にこ
もって、組み立て、接着、塗装をします。作業スペー
スとなっている学習机の上や下は部品であふれて
いて、まるで自動車工場のようです。西本さんは、
細部にまで徹底的にこだわっていて、バスのシー
トのひとつひとつにまで模様が描かれているほ
どです。ですから、完成には３ヶ月ほどかかります。
　自分の持っている技術力をすべて出し、それで
も難しい時には独自の工夫で乗り越え、どんどん
技術を高めています。近年ではアイドルのフィ
ギュアを木で制作していて、関節までも動かせる
仕組みは驚きです。　　　　　　   （工藤 和彦）

■

魲 万里絵 Marie Suzuk i
1979年～　／長野県在住

　2007年のある日、それまで描いていたかわい
いイラスト風の絵から一変して、心の中をさらけ
出したような強烈な絵が始まりました。もんもん
とした闇にかくされた世界が、一気に光の中に出
されたように、それは突然に始まったのです。そ

れまでどこかに抑えこんできた頭の中にうごめく
イメージを、彼女は吐き出すように表現し始めた
のでした。
　マーカーペンを使ってまず輪郭を描き、その後、
中のこまかい部分を塗り込んでゆきます。赤色の
マーカーペンを使用する時だけは、塗り込んでゆ
くというよりはトントントンと点を打ち込んでいく
ように塗りつぶしてゆきます。こうして、1枚の作
品はだいたい1週間から1ヶ月かけて制作されて
います。
　絵に描かれる性器やはさみなどは、彼女の思
春期の記憶が大きく影響しているのでしょう。子
宮から生まれる生命へのうとましさ。女性器や男
性器に対する嫌悪感。その反面、それらはとても
気になって仕方のないものだったようです。初め
は人目を気にして、これらを描くことへの抵抗感
が大きく、描きたいという自分の衝動を抑えてき
たと、彼女は話します。けれどある時から、その抑
制が少しずつ解かれてゆき、彼女は毎日のように
描き始めたのです。
　「描くと落ち着く」と、彼女は言います。描いて、
見えるカタチにすることで、心の中にしかなかっ
たカタチのないイメージというものを、自分も見
ることができます。また、他人もそれを見ること
ができます。カタチにして表現することは、実は
私たちにとても豊かな開放感をもたらしてくれる
のです。それは「自分が自分であること」への確
信にもつながる大切な力でもあるのです。

■

舛次 崇 Takashi Shuji
1974年～　／兵庫県在住

　舛次さんは満面の笑顔で、ゆうゆうとアトリエ
に入ってきます。目の前に置かれたモチーフを嬉
しそうにまじまじと見て、小首をかしげています。
そのうちノッソリと紙に覆い被さり、いきなり黒
いかたまりを描き始める。そんな描き方で彼の絵
は始まります。
　彼は18歳の頃、福祉施設の絵画クラブに参加
しました。描き始めた頃には、大好きな阪神タイ
ガースのスコアボードの絵ばかりを描いていまし
た。すべてのボード文字を正確に描くのですが、
その後必ずそれを同じ黒のクレヨンで真っ黒く塗
りつぶしてゆくのです。そういう絵が何枚も続き、
2年ほど経った頃のある日、たまたま机の上に
あった植木鉢を見て描いたのですが、独特の視
野で捉えたカタチが実にユニークな絵でした。そ
れ以後、植物の鉢などの日常品を見て描いてゆく
ようになったのです。
　彼は対象物をじっと見てはいるのですが、その
形を写し取っているのではなく、どうやらそのモ
チーフから受ける「感じ」を直感的に受信して描
いているようです。また彼の意識は、全体のバラ
ンスなどには向いていません。描き進んで紙の端
がくると、描いていた形はそこで潔くプッツリと終
わってしまいます。まさに自然流で構成は決まっ

てゆくようなのです。予想もつかない緊張感をは
らんだ構図。生み出されるユニークな形。絶妙な
配色。それらは美術教育とは無縁のところで生ま
れてくるのです。
　描画は4～5時間ほど続きます。にっこりして立
ち上がり、トイレに向かうのが「オワリました」の
サインです。彼は日常では福祉施設でミシン縫製
の仕事をしています。彼の作品は大変人気が高
いのですが、彼はそのことに興味がありません。

■

蒲生 卓也 Takuya Gamo
1978年～　／福島県在住

　いくつもの線や幾何学形で埋め尽くされた独
創的な生き物のカタチ。でも彼にとっては、ただ
見えているものを忠実に写しとっているだけなの
です。では、なぜ彼にはこのように見えるのでしょ
う。彼が見ているのが、印刷された写真だという
ことにヒントがあるようです。印刷写真は、色の小
さな点々の集まりでできています。彼は、その微
妙な点々の変化を忠実につかみ取り、それを描い
ているのです。実際、描き始めるまでの長時間、
ただひたすらその写真に見入っていますが、描き
はじめるとためらいもなく、嬉しそうに一気に描
き進んでゆきます。
　この世界を、全体としてバランスよくつかみ取
ることが困難な彼は、逆に彼にしかできない独自
の「この世界のつかみ方」を発明したとも言えま
す。人は誰でも、その人独自の「世界の見方」を
持っているのです。それが様々であることが、人
の表現、つまりアートの魅力の大切な根っこです。
　彼の作画はまず鉛筆で描き、その後色鉛筆や
絵の具で彩色してゆく方法です。花・魚・動物など
の図鑑や写真集が、彼のお気に入り。こうして自
宅で毎日描く時間が、彼の一番安らかで幸福な
時です。1枚の絵は1～3週間かけて、ゆっくりと仕
上がってゆきます。

■

下田 賢宗 Takahiro Sh imoda
1983年～　／岩手県在住

　白いパジャマを埋め尽くすようにびっしりと描
かれたオレンジ色の円は、すべて「イクラ」です。
描くだけでは満足できず、糸でステッチまで施さ
れたそれは、ただの衣服とは明らかに異なる雰囲
気をかもし出しています。作者のこだわりや情念
がそのパジャマにしっかりと宿っていることが見
て取れるでしょう。
　ケアホームで生活する彼は、自分が大好きなも
のに包まれて眠りたいという願いを、「イクラのパ
ジャマ」という形で実現させたのです。イクラやウ
ニ（青いウニのパンツというブリーフも作ってい
る）が好きなのは、おそらく太平洋沿岸部の出身
というところに関係があるのでしょう。そのほか、
いかの天ぷらや、フライドチキン、サブレーのパ

ジャマなど、多くは彼の好きな食べ物がモチーフ
になったものです。
　1999年、イクラのパジャマは公募展に出品さ
れ、大賞を受賞しました。表彰式にやってきた彼
は、自分が着ているパジャマが「作品」として展示
されていることが納得できず、そのパジャマを持
ち帰ろうと大騒ぎをしたようです。作品としての
どんな栄誉よりも、彼には、自分のパジャマであ
ることの方が大事だったのです。やがて彼自身も、
パジャマが「作品」として受け入れられていくこと
が自分にとっても嬉しいことであると、徐々に受
け取ったようです。
　イクラのパジャマは全国の展覧会で展示され、
多くのファンを得ています。岩手県で毎年開かれ
る公募展でも、今年はどういうパジャマが出るの
か楽しみにしている来訪者も少なくありません。
けれども彼はそんなことには全く無関心。今も
せっせと新作パジャマを制作しています。

■

宮間 英次郎 Eiji ro Miyama
1934年～　／神奈川県在住

　今年（2014年）で80歳になる宮間さんは、奇妙
な帽子と衣服を身に付け、横浜の街を自転車に
乗って走り回るのが日課です。自分の部屋で念入
りにふん装をし、ずっしりと重い帽子を片手で支
えつつ、器用に自転車に乗って人ごみの中をゆっ
くりと走りぬけます。様々な廃品を集め、独自のア
イデアで飾られた奇妙なかぶり物は、帽子という
より王冠のようです。フィギュア、アクセサリー、看
板など、気に入った拾い物があふれんばかりに取
り付けられています。時には、びんに入った生きた
金魚もぶら下がっているのです。
　若い頃は日雇い労働で町を転 と々して生きてき
たそうです。そんな彼がこの変貌ぶり、何ごとだ
と思うでしょう。彼の話はこうです。
　「子どもの頃から身体も弱く貧しかった。いつも
いじめられて人生楽しいことなど何もなかった」
　60歳の頃、ある日、ふと思いついて、カップラー
メンの容器を頭にかぶって歩いてみたら、人が振
り返った。次にそれに造花を刺してみたら、何人も
の人が振り返った。今まで感じたことのないワク
ワク感に包まれ、「幸せな気持ちになった」という
のです。こうして徐々に激しく巨大に、帽子は発展
をとげていったようです。
　彼は結婚をすることもなく、各地を転々とする
孤独な生活でしたが、高齢になり残りの生き方を
考え始めた時から、「自分が自分であることの表
現の喜び」に目覚めたのです。表現をすることは
絵や陶芸などに限りません。ダンスや演劇のよう
に自分の身体を使って「自分の生きるスタイルを
表現する」という彼の方法は、実にユニークでパ
ワフルなアール・ブリュットそのものです。
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■

戸來 貴規 Takanor i Hera i
1980年～　／岩手県在住

　不思議な幾何学模様が描かれたB5サイズの
紙が高さ約30cmに積み上げられて、事務用の黒
い綴り紐で無造作にとじられています。それは
1000枚にもおよぶ紙の束でした。描かれている
ものについて施設の職員は、「実はこれは文字で
す。彼の日記の文章なのです」と言います。
　『きょうはラジオたいそうをやりました･･････
（中略）･･････みそしる うめぼし ぬりえ くーピー 
のり 牛乳』そして裏面には『3月15日水曜日 天気
晴れ気温16℃ へらいたかのり』。これがその職
員が本人から聞き出した日記の翻訳です。日にち
の数字に1を加えた数を温度の数字にするという
彼独自の規則があり、一見無造作に開けられた
綴り紐の穴も、よく見ると日記の中にその位置が
きちんとあらかじめ印してありました。何という奥
ゆかしい誠実さ。
　一般のルールにとらわれない表現というもの
は常に孤独です。現に過去10年以上の「日記」は
すでに破棄され存在しません。
　入所当初の彼は、理解困難な存在だったと言
います。そこに、彼の描く連続模様の美しさに心
惹かれた職員が丹念に歩み寄り、薄皮を剥ぐよう
にして彼の表現の謎を1枚ずつめくり始めました。
1つの図形が言語として姿を現し、彼の孤独な営
みが少しずつ交信の回路を得たのです。
　作品はアール・ブリュット・コレクション（スイ
ス）での「JAPON」展（2008～2009年）に出展さ
れ、以来、その作品は同館に収蔵されています。

■

松田 僚馬 Ryoma Matsuda
1981年～　／長野県在住

　これは、A４やA３サイズのコピー用紙に鉛筆
で書かれた作品です。これには何が書かれている
のでしょう。目をこらしてよく見ると、「第二の指
令 ～ 最近イラクと北朝鮮開発問題 いますぐ終
末戦 踏み潰せ 松田隊長 世界の中で張り込む 
戦争やめさせろ！世界と日本を守り抜く為 その
名は地球を保護する為の戦士だ！･･･」などと、書
かれています。「地球防衛団」隊長松田さんに危
機がせまっているのです。
　定規を使って何本もの線を引き、そこにこのよ
うな「地球防衛団」としての活動命令や報告の文
章を書いているのです。他には、ウルトラマンの
家族の名前やＮＨＫ紅白歌合戦への出演者のこ
とも書かれていて、ちょっと笑いを誘います。作
品は１枚ずつファイルに入れて、自分で大切に保
管しています。
　彼はこれらを書きながら、まるで実在する隊長
そのものです。実際のニュースなども詳しく見て
おり「この地球の平和を守りたい」という真剣な
思いをいつも強く持っています。
　このように空想の「物語」を書くことは、実際に
ない出来事までもが、本当に起こっているような
ワクワク感をもたらします。そしてそれは、千年以
上も昔から人間が見つけ出した喜びです。現実の
生活の限界をはるかに超えて、自由に飛び回るこ
とができるのですから。
　彼は今、高齢者施設のシーツ交換や箱折り作
業などを丁寧にこなしています。そして、もうひと
つの重要な仕事、地球防衛団の隊長任務は365
日休む暇もなく続いています。それこそが彼のラ
イフワークなのかもしれません。

■

喜舍場 盛也 Mor iya K ishaba
1979年～　／沖縄県在住

　喜舍場さんの、文字への強烈な興味は子ども
の頃から始まりました。初めは単純なカタチのも
のから、それがだんだん複雑なカタチである漢字
に移ってゆき、現在も続いているのです。彼は日
頃から漢和辞典をしょっちゅう開いては飽きず眺
めています。「漢字の意味は理解できないのです
が、漢字の持つ空間や画数などの造形的なもの
に、魅力を感じてのめり込んでいるのでしょう」と
は、版画作家であるお父さんのお話です。近所で
馴染みのクリニックの受付には漢和辞典を置い
てもらい、施設への通勤途中で毎日立ち寄って
は眺めるという、漢字中毒ぶりなのです。
　自分の部屋では1人ひたすら漢字を書き続け
ています。ノートほどのサイズの紙（使用済連続
用紙。父親が自分のスケッチ用の薄紙として近く
の事業所からもらってきたもの）を、新聞の活字
サイズの小さな文字で埋め尽くすのに、6ヶ月くら
いかかっています。最後まで埋められたものは3

～4枚しかなく、大半は途中で止まっているので
すが、その理由は誰にもわかりません。きっと彼な
りの法則というものがあって、それに反する微妙
なゆがみに我慢できなくて中断したのでしょう。
作品からは、彼が持つ独自の美的感性の鋭さと、
そこに陶酔してゆく彼の深い快感が、ありありと
伝わってきます。
　また彼にはもうひとつ漢字を素材にした奇妙な
制作があります。それは既成の学童用図鑑などの
平仮名文字を、すべて漢字に変換してゆくという
“おたのしみ”です。こうして余白をぎっしりと手書
きの漢字で埋め尽くされた図鑑は、強引に“喜舍
場盛也流図鑑”に変身させられていくのですから、
思わず笑ってしまいます。

■

松本 寛庸 Hironobu Matsumoto
1991年～　／熊本県在住

　松本さんの作品は不思議な形の小さな単位が
ひとつひとつ増えてゆき、密度の濃い美しい世界
を形作っています。色彩豊かに色鉛筆を使い分
け、丹念に描き続けているのです。彼の絵のユ
ニークなところは、写真や実際に見た物の記憶を、
彼独特のイメージに変えて描くところです。イ
メージの元になっているのは都市や乗り物の写
真、宇宙図鑑や歴史本からの図版などですが、ど
うやら彼の頭脳を通すと、こんなにユニークな造
形になってゆくのです。
　自宅のリビングルームで、父親が買ってくれた
大きな書斎机に向かって描いています。使用して
いるのは２つのかごに入った約50本の色鉛筆。
これが彼の専用道具です。１色塗るとその色鉛
筆をもうひとつのかごに移し、またすぐ次の色鉛
筆をかごから取るという具合に、どの色鉛筆にも
かたよらないで使ってゆくルールを、彼なりに
作っているようなのです。
　彼はきちんと椅子に座り、一色一色を次 と々リ
ズミカルに色鉛筆を持ち替えて塗り分けていき
ます。こうして絵を描いている時は本当に嬉しそ
うです。「こうするといろんな色が使えるよ」と得
意そうにどんどん描き続けます。
　毎日２時間くらいは平気で描いています。夕食
後の落ち着いた時間に描くのが毎日の習慣のよう
です。幼少の頃からとにかく絵を描くのが好きで、
放っておくと５～６時間も描き続けていたそうです。
　高機能自閉症と診断されている彼ですが、言葉
にするのが難しい美しさや面白さの感動を、こうし
て絵に描くことを通して表現しているのです。

■

辻 勇二 Yuji Tsuji
1977年～　／愛知県在住

　辻さんは自分の視覚記憶と空想をミックスさ
せた「どこかに実在する架空の街」を描き続けて
います。「とにかく風景を眺めるのが好きで、乗り

物ではいつも車窓から一心に外を眺めています。
特に高いビルから街を見下ろすのは大好きで、
放っておくと何時間でも見ています」とお母さん
は話します。彼は気に入った建物や交差点などの
正確な記憶の部分からスタートして、次第に自分
で空想の街を作って描き続けているのです。通っ
ている福祉施設から自宅に帰ると、いつもの時
間にお決まりの場所で、彼はゆっくりと描き始め
ます。驚くことに何の下描きもなく、いきなりペン
描きで始まり、間違えた線を消すということなど
まったくないのです。　
　軒を連ね、甍を連ねる家々。そのすき間をくね
る薄暗く細い路地。小山をぬけると広がる海辺の
風。その中を走るハイウェーのまぶしさ。絵の中
で彼は鳥の目を持って自由に空を飛び廻ってい
るのでしょうか。私たちも絵の中のどこかに降り
立ってゆくようなリアルな空気さえ感じてしまう、
そんな不思議な感覚におそわれるのです。
　私たちは誰でも、もっと広い世界を見たいとい
う願望を持つでしょう。彼は、自分の想像力と絵
でそれを可能にしているのです。たしかに鳥瞰図
は様々な場所を同時に見ることができる神の目
だとも言えます。「絵を描く」こんなささやかな方
法で人は思いもかけない満ち足りた征服感を得
ることもできるのか。私たちは絵を描くことがも
たらす魔法のような力に気付かされるのです。
　このような街の絵に執着していったのは中学
生の頃からのようで、それらはお母さんによって
今も大切に保管されています。

■

本岡 秀則 Hidenor i Motooka
1978年～　／兵庫県在住

　コピー用紙や新聞広告の紙に小さな電車が
びっしり。まさに「押し寿司」の米粒のようにギュ
ウギュウ詰めに並べて描かれている電車たち。な
ぜこうもびっしり詰め込まれているのでしょう。
本岡さんに何度尋ねても「いっぱい描きたいか
ら」と、澄み切った笑顔でポツリと一言答えてくれ
るだけです。
　よくよく見ると、彼の住む神戸の街を走る阪急
電車だけでも50種類近くはあり、車体番号など
の文字は小さすぎて読めないものもあります。け
れども、もちろん本人だけには、ちゃんと読めて
います。
　また、彼は自分が知っているすべての電車を１
枚の紙に描いているのです。そのために電車たち
はこのようなギュウギュウ詰めになっています。ど
うやら彼は、「自分の知っている電車のすべてを、
一度に見渡したい」と思っているようなのです。
実際、初期の作品と比べて見ると、新型電車が出
るたびにそれを加えて、初めからまた全部の電車
を描くのです。もちろん紙はつなぎ足されて大き
くなっているのですが、それでも追いつかず電車
をギュウギュウに押しつぶして描く方法を見つけ
たのでしょう。

　彼のこのやり方は、もう15年以上も続いています。
描いた絵は自分でクリアファイルにきちんと納め
て、毎日出しては眺めているそうです。
　集めたものを並べていつも見ていたい。そんな
思いは誰にでもあるでしょう。王様がお金と権力
で集めた宝物の山に比べて、薄っぺらい紙の上に
幸福な夢を詰め込んでいる彼のやり方を見てい
ると、静かな感動が伝わってきます。

■

山崎 健一 Kenich i Yamazak i
1944年～　／新潟県在住

　山崎さんは入院している精神科病院で、毎日
規則正しいペースで絵を描いています。その絵は
すべて方眼紙に描かれており、まるで図面のよう
です。コンパスの針で何目盛りか置きに穴を開け、
それを目印にして線を引きます。ですから、紙の
裏面は規則正しく並んだ無数の針穴で、まるで
レース布のように美しい模様になっています。
3000枚近い作品を丁寧に一枚一枚、自分でファ
イルに整理しています。これらの絵はもう30年以
上も、こうして描き続けられているのです。
　彼はベッドサイドの引き出しに、専門家用の製
図道具を持っています。立派な道具です。彼は誇
らしげに「こういうものを描く時にはこの道具で
キチンとした図面を描かねばならない。私は大事
な仕事をしているのだから」と、何度も熱心に話
してくれました。
　彼がくり返し描いているテーマは、若い頃出稼
ぎに行って働いていた土木建設の現場が元に
なっています。ユンボやクレーンを搭載した大型
船。また「コントロールセンター」と称する絵もあ
ります。彼は「このスイッチを押すと、ヘリコプター
が飛びたち、周りの安全を確かめるのだ」と言い
ます。この絵には彼の架空の世界が詰め込まれ
ているのです。
　彼は絵の中の「世界」を生きており、そして自ら
センター長として動かしてさえいるのです。彼はど
んな状況にいても世界とつながろうとしています。
その想像力を止めることは誰にもできないのです。

■

小幡 正雄 Masao Obata
1943～2010年　／兵庫県

　小幡さんは施設の給食調理室から拾ってきた
生臭い段ボールを集めては、それに夜な夜な絵を
描いて部屋にため込んでいました。
　彼は描いた絵をベッドに積み上げ、大量の段
ボールの片隅で小さくなって寝ていました。けれ
ども大掃除のたびに大量の絵は捨てられてしま
うため、彼は仕事の合間も数枚の絵を持ち歩い
て描いていました。「絵を持ち歩くとぶつかって紙
の角が痛むので、こうして角を丸く切っているん
だよ」と彼は説明してくれました。彼は好きな絵を
描くために、いろいろな工夫をしていたのです。
　身寄りのない彼の人生にはなかった「結婚式の

男女」や「家族」の絵がとても多いのですが、彼は
絵を描くことで、ささやかな自分の夢をかなえて
いたのかもしれません。「男がいて女がいる。間に
いるのは子どもさん。どれが欠けても駄目でしょ
う？」と、一所懸命に話していました。　他にも記
憶の風景や乗り物、植物、部屋の家具など思いつ
くままに描いていますが、いずれも彼の作り出し
た独特のスタイルで表現され、何かを見て描くと
いうことはまったくありませんでした。
　色は何よりも赤が好きで、大半の絵は赤が中
心になっています。自分が着ている服もベルトも
鞄もすべて赤色です。本当に徹底しているのです。
　彼の絵は、たまたま施設の絵画指導に来てい
た画家の目に留まり外部に紹介されるようになり
ました。それからは海外も含めて大人気。何度も
展覧会が開かれるようになり、作品も保管されて
います。

■

尼崎 昌弘 Masahiro Amasak i
1961年～　／兵庫県在住

　尼崎さんは障害者福祉施設の絵画クラブで絵
を描き始めてから、もう22年になります。彼は絵
画クラブで活動を始める時「ボクは油絵の道を進
むのです」ときっぱりと宣言していました。しかし
その決心をするまで、彼なりに深く思案したよう
で、「あの・・僕は・・あの・・油絵の道でしょうか？」
と、思い切って打ち明けたのが始まりでした。彼
の心の中にはどうやら「絵というものは、油絵が
本道である」と固く信じて疑わない思いがあるの
です。様々な画材を使って絵を描いているその施
設の絵画クラブの中でも、彼の制作態度だけは
威風堂 と々しており、孤高でさえあります。
　絵のサイズは徐々に大きくなってゆき、10年ほ
ど前からは、50号（1170×910mm）の絵を1年近
くかけて描いています。完成した大きな作品は十
数点もあります。彼は長年を通して、作品のテー
マを自ら計画しています。「花シリーズ」「和風シ
リーズ」など、一度決めると迷うことなく次 と々確
信をもって描いてゆきます。
　形をユニークに変形させること（デフォルメ）を
意図しているわけではなく、真剣に忠実に描き進
むうちに、絵はいつの間にか「自然にデフォルメ」
されてゆくのです。生み出されるその個性的な形
は、彼のプライドに満ちた姿そのもののようにも
見えてきます。

■

木伏 大助 Daisuke K ibush i
1969年～　／宮城県在住

　木伏さんは古い映画館の前を通って小学校へ
通っていた頃、映画ポスターを毎日飽きずに眺め
ていたと言います。中学校を卒業して働き始めた
16歳頃、福祉作業所でその視覚記憶を基に本物
そっくりの映画ポスターを描き始めました。以来

2006年頃までの約20年間、自宅で大量の「記憶
のポスター」を描き続けました。
　Ａ3サイズのコピー用紙に何の下描きもせず、い
きなり多色のマーカーペンでスイスイと描いてゆ
く。傍らには１～２冊の映画本がありますが、よく
見るとこれは役者の顔のパーツや、映画のタイト
ルを思い出すための彼にとっての資料本であって、
実際彼が描いている映画のポスターそのものは
どこにも載っていません。なぜなら、それらは娯
楽映画の大量制作期のもののため、当時のポス
ター資料はないのです。彼は自分の脳裏にある
記憶を頼りに描いています。当時の大衆映画特
有のけばけばしいセンスや、端役にまでいたる出
演者名、映倫番号などが、正にそこに見えている
かのように描かれてゆきます。
　母親に聞くと、幼少の頃から、厚紙に自分で描
いた看板を砂場に立てて遠くから眺めたり、他人
の家の壁に勝手に看板を描いては困らせていた
とのこと。自分の作ったモノが広く公共物となっ
て人々に共有されることが彼には面白いのかもし
れません。
　しかし、このように毎日の日課として旺盛に描
き続けていた彼ですが、2006年頃からはなぜか
あまり描かなくなっているようです。

■

石野 敬祐 Keisuke Ish ino
1987年～　／鹿児島県在住

　石野さんは、高さ20～40cm、幅16.5～40cm、
厚さ約5cmという立体の人形を自宅で制作してい
ます。その形にはわい曲がなく、カクカクと角ばっ
た彼特有のフォームで形成され、驚くことにどれも
のりしろなく作られています。そのため、中が空洞
となり、作品自体の重さは見た目にうける重量感
とは対照的に重さを感じないほど軽いのです。
　石野さんは、まずA4サイズのコピー用紙にマ
ジックで、立体作品の表裏の絵柄を描き込んで
いき、その後、絵を立体化しやすいようにブロッ
ク毎にパーツを切り分けていきます。切り分ける
部分も頭・腕・足といったように各部位で切り分
けるのではなく、立体を合理的に作りあげるため
に彼独自で考えだした特異な方法で実に緩急自
在に平面から立体へと創りあげていきます。
　モチーフとなるのは、女の子やアニメのキャラ
クターであることが多く、ここ数年はアイドルの
女の子、制服の女の子、水着の女の子といった女
の子シリーズに熱中しています。
　彼が立体作品を作り始めたのは、小学校3、4
年生の頃からで、父親が買ってきた紙模型を気に
入ったことがきっかけで作り始めました。近年で
は、それまでは左右対象だった立体作品から左
右非対称の作品制作や知人に勧められたことが
きっかけで透明なフィルム（OHPシート）を使用
した作品も制作するなど、彼の制作スタイルは
年々進化し続けています。これらの立体作品は１
年に約200体、制作されています。   （小林 瑞恵）

■

八島 孝一 Koichi Yash ima
1963年～　／大阪府在住

　八島さんの作るオブジェはいずれも手のひら
の上に乗るような小さなサイズで、その材料のす
べてが「彼が拾い集めたモノ」でできています。
　普通に歩けば30分とかからない福祉施設へ
の道を、彼は2時間近くもかけてやってきます。な
ぜかというと、それは道中ひたすら地面に目を凝
らしてモノを拾っているからなのです。お菓子の
箱、針金、ボタンやオモチャのかけら。施設に到着
すると、嬉しそうに自分の「箱」に入れます。その
後それらをセロハンテープで繋ぎ合わせては、不
思議なオブジェ（物）を作るのです。
　そのきっかけも面白い。彼のモノ拾い癖は以前
からあったのですが、1996年腸管出血性大腸菌
O157が流行した時、汚いからと禁止されてしま
いました。彼はしばらく必死でこの癖を我慢して
いたようですが、「拾うだけでなく、これで何かを
作れば大丈夫かもしれない」と、彼は考えついた
ようです。福祉施設のスタッフも彼の思いを受け
止め、その小さな「作品」をひとつひとつ箱に入れ
て保存してきました。
　「小さなモノ」には、人をひきつける魅力が確か
にあります。数年前に自分が作った作品を手に
とって眺める時も、彼が心をうばわれているのは
作った形そのものではなく、ひとつひとつの部品
だということが、彼のうっとりした目線からうかが
えました。何かを作るために材料を集めるという
順番ではなく、愛したモノたちを繋ぎ合わせてい
くうちに、何かのイメージを見つけるという方法
なのでしょう。だからこそ、彼の作品には驚くよう
なイメージの自由さがあふれているのです。

■

勝部 翔太 Shota Katsube
1991年～　／島根県在住

　勝部さんのこの背丈3cmくらいの人形の素材
はメタリックな光沢のビニール帯でカバーされた
針金です。小さなハサミやニッパーをスピーディー
に使い分け、切る、曲げるの動作を繰り返し、見る
見るうちに形を作り上げていきます。２分間くら
いで腕、脚、ボディーというベースの骨組みが仕
上がり、続いて様々な装飾的デザインが加えられ
５分ほどで１体が完成します。見ていると彼の素
早い手技はリズミカルで、職人のように動きに無
駄がありません。
　この制作は小学生の頃から始まりました。モ
チーフのイメージは大好きなアニメの戦士ですが、
既存アニメの模写ではなく一体一体が彼流のデ
ザインになっています。
　作品を撮影するためにカメラマンの接写レンズ
を通して見ると、その迫力にはドキリとするもの
があります。素材が雑貨店で売られている針金と
は想像もつかないほどの物理的な存在感がみな
ぎっているのです。

　一方、このように情熱を込めて作っていること
と矛盾するように、彼は作った人形を自分の手元
にキープするということをしません。でき上がっ
た人形がプラスティック容器に一杯になるとさっ
さと周辺の人たちにプレゼントしてしまうそうで
す。自分で並べて愛でたりはしない。実に淡 と々し
ています。
　それにしても、何故この小ささなのでしょう。彼
に尋ねてみても「作りやすいからです」と単純明
快な答えが返ってくるのみです。確かに彼は指先
の触覚的な作業から、とても心地良い感触を得
ているようです。

■

西本 政敏 Masatosh i Nish imoto
1976年～　／北海道在住

　西本さんは木を加工して乗り物の模型を作っ
ています。その乗り物は、実際に地元の街を走行
しているもので、彼が通勤に利用するバスをはじ
め、トラックやパトカーなど多彩です。　
　そもそも木を加工する行為は簡単ではありま
せん。なぜなら、寸法どおりに切断することがで
きなければ組み立てられません。正確さが要求さ
れる素材なのです。
　西本さんは日頃、木工所で働いています。特に
糸のこによる切り抜き作業では、高度なテクニッ
クを持っていて、複雑な図形でもあっという間に
切り抜いてしまいます。西本さんが木工所で働い
ている理由の1つが、休み時間に糸のこを使わせ
てもらえる点で、廃棄される木片から、窓枠やボ
ディー、ライトの部分、シート、ナンバープレートに
いたるまで、こまかな部品を制作します。完成予
想図や寸法を書いたメモなどは無く、すべて頭の
中に設計図があるようです。
　制作した部品は自宅に持ち帰って、自室にこ
もって、組み立て、接着、塗装をします。作業スペー
スとなっている学習机の上や下は部品であふれて
いて、まるで自動車工場のようです。西本さんは、
細部にまで徹底的にこだわっていて、バスのシー
トのひとつひとつにまで模様が描かれているほ
どです。ですから、完成には３ヶ月ほどかかります。
　自分の持っている技術力をすべて出し、それで
も難しい時には独自の工夫で乗り越え、どんどん
技術を高めています。近年ではアイドルのフィ
ギュアを木で制作していて、関節までも動かせる
仕組みは驚きです。　　　　　　   （工藤 和彦）

■

魲 万里絵 Marie Suzuk i
1979年～　／長野県在住

　2007年のある日、それまで描いていたかわい
いイラスト風の絵から一変して、心の中をさらけ
出したような強烈な絵が始まりました。もんもん
とした闇にかくされた世界が、一気に光の中に出
されたように、それは突然に始まったのです。そ

れまでどこかに抑えこんできた頭の中にうごめく
イメージを、彼女は吐き出すように表現し始めた
のでした。
　マーカーペンを使ってまず輪郭を描き、その後、
中のこまかい部分を塗り込んでゆきます。赤色の
マーカーペンを使用する時だけは、塗り込んでゆ
くというよりはトントントンと点を打ち込んでいく
ように塗りつぶしてゆきます。こうして、1枚の作
品はだいたい1週間から1ヶ月かけて制作されて
います。
　絵に描かれる性器やはさみなどは、彼女の思
春期の記憶が大きく影響しているのでしょう。子
宮から生まれる生命へのうとましさ。女性器や男
性器に対する嫌悪感。その反面、それらはとても
気になって仕方のないものだったようです。初め
は人目を気にして、これらを描くことへの抵抗感
が大きく、描きたいという自分の衝動を抑えてき
たと、彼女は話します。けれどある時から、その抑
制が少しずつ解かれてゆき、彼女は毎日のように
描き始めたのです。
　「描くと落ち着く」と、彼女は言います。描いて、
見えるカタチにすることで、心の中にしかなかっ
たカタチのないイメージというものを、自分も見
ることができます。また、他人もそれを見ること
ができます。カタチにして表現することは、実は
私たちにとても豊かな開放感をもたらしてくれる
のです。それは「自分が自分であること」への確
信にもつながる大切な力でもあるのです。

■

舛次 崇 Takashi Shuji
1974年～　／兵庫県在住

　舛次さんは満面の笑顔で、ゆうゆうとアトリエ
に入ってきます。目の前に置かれたモチーフを嬉
しそうにまじまじと見て、小首をかしげています。
そのうちノッソリと紙に覆い被さり、いきなり黒
いかたまりを描き始める。そんな描き方で彼の絵
は始まります。
　彼は18歳の頃、福祉施設の絵画クラブに参加
しました。描き始めた頃には、大好きな阪神タイ
ガースのスコアボードの絵ばかりを描いていまし
た。すべてのボード文字を正確に描くのですが、
その後必ずそれを同じ黒のクレヨンで真っ黒く塗
りつぶしてゆくのです。そういう絵が何枚も続き、
2年ほど経った頃のある日、たまたま机の上に
あった植木鉢を見て描いたのですが、独特の視
野で捉えたカタチが実にユニークな絵でした。そ
れ以後、植物の鉢などの日常品を見て描いてゆく
ようになったのです。
　彼は対象物をじっと見てはいるのですが、その
形を写し取っているのではなく、どうやらそのモ
チーフから受ける「感じ」を直感的に受信して描
いているようです。また彼の意識は、全体のバラ
ンスなどには向いていません。描き進んで紙の端
がくると、描いていた形はそこで潔くプッツリと終
わってしまいます。まさに自然流で構成は決まっ

てゆくようなのです。予想もつかない緊張感をは
らんだ構図。生み出されるユニークな形。絶妙な
配色。それらは美術教育とは無縁のところで生ま
れてくるのです。
　描画は4～5時間ほど続きます。にっこりして立
ち上がり、トイレに向かうのが「オワリました」の
サインです。彼は日常では福祉施設でミシン縫製
の仕事をしています。彼の作品は大変人気が高
いのですが、彼はそのことに興味がありません。

■

蒲生 卓也 Takuya Gamo
1978年～　／福島県在住

　いくつもの線や幾何学形で埋め尽くされた独
創的な生き物のカタチ。でも彼にとっては、ただ
見えているものを忠実に写しとっているだけなの
です。では、なぜ彼にはこのように見えるのでしょ
う。彼が見ているのが、印刷された写真だという
ことにヒントがあるようです。印刷写真は、色の小
さな点々の集まりでできています。彼は、その微
妙な点々の変化を忠実につかみ取り、それを描い
ているのです。実際、描き始めるまでの長時間、
ただひたすらその写真に見入っていますが、描き
はじめるとためらいもなく、嬉しそうに一気に描
き進んでゆきます。
　この世界を、全体としてバランスよくつかみ取
ることが困難な彼は、逆に彼にしかできない独自
の「この世界のつかみ方」を発明したとも言えま
す。人は誰でも、その人独自の「世界の見方」を
持っているのです。それが様々であることが、人
の表現、つまりアートの魅力の大切な根っこです。
　彼の作画はまず鉛筆で描き、その後色鉛筆や
絵の具で彩色してゆく方法です。花・魚・動物など
の図鑑や写真集が、彼のお気に入り。こうして自
宅で毎日描く時間が、彼の一番安らかで幸福な
時です。1枚の絵は1～3週間かけて、ゆっくりと仕
上がってゆきます。

■

下田 賢宗 Takahiro Sh imoda
1983年～　／岩手県在住

　白いパジャマを埋め尽くすようにびっしりと描
かれたオレンジ色の円は、すべて「イクラ」です。
描くだけでは満足できず、糸でステッチまで施さ
れたそれは、ただの衣服とは明らかに異なる雰囲
気をかもし出しています。作者のこだわりや情念
がそのパジャマにしっかりと宿っていることが見
て取れるでしょう。
　ケアホームで生活する彼は、自分が大好きなも
のに包まれて眠りたいという願いを、「イクラのパ
ジャマ」という形で実現させたのです。イクラやウ
ニ（青いウニのパンツというブリーフも作ってい
る）が好きなのは、おそらく太平洋沿岸部の出身
というところに関係があるのでしょう。そのほか、
いかの天ぷらや、フライドチキン、サブレーのパ

ジャマなど、多くは彼の好きな食べ物がモチーフ
になったものです。
　1999年、イクラのパジャマは公募展に出品さ
れ、大賞を受賞しました。表彰式にやってきた彼
は、自分が着ているパジャマが「作品」として展示
されていることが納得できず、そのパジャマを持
ち帰ろうと大騒ぎをしたようです。作品としての
どんな栄誉よりも、彼には、自分のパジャマであ
ることの方が大事だったのです。やがて彼自身も、
パジャマが「作品」として受け入れられていくこと
が自分にとっても嬉しいことであると、徐々に受
け取ったようです。
　イクラのパジャマは全国の展覧会で展示され、
多くのファンを得ています。岩手県で毎年開かれ
る公募展でも、今年はどういうパジャマが出るの
か楽しみにしている来訪者も少なくありません。
けれども彼はそんなことには全く無関心。今も
せっせと新作パジャマを制作しています。

■

宮間 英次郎 Eiji ro Miyama
1934年～　／神奈川県在住

　今年（2014年）で80歳になる宮間さんは、奇妙
な帽子と衣服を身に付け、横浜の街を自転車に
乗って走り回るのが日課です。自分の部屋で念入
りにふん装をし、ずっしりと重い帽子を片手で支
えつつ、器用に自転車に乗って人ごみの中をゆっ
くりと走りぬけます。様々な廃品を集め、独自のア
イデアで飾られた奇妙なかぶり物は、帽子という
より王冠のようです。フィギュア、アクセサリー、看
板など、気に入った拾い物があふれんばかりに取
り付けられています。時には、びんに入った生きた
金魚もぶら下がっているのです。
　若い頃は日雇い労働で町を転 と々して生きてき
たそうです。そんな彼がこの変貌ぶり、何ごとだ
と思うでしょう。彼の話はこうです。
　「子どもの頃から身体も弱く貧しかった。いつも
いじめられて人生楽しいことなど何もなかった」
　60歳の頃、ある日、ふと思いついて、カップラー
メンの容器を頭にかぶって歩いてみたら、人が振
り返った。次にそれに造花を刺してみたら、何人も
の人が振り返った。今まで感じたことのないワク
ワク感に包まれ、「幸せな気持ちになった」という
のです。こうして徐々に激しく巨大に、帽子は発展
をとげていったようです。
　彼は結婚をすることもなく、各地を転々とする
孤独な生活でしたが、高齢になり残りの生き方を
考え始めた時から、「自分が自分であることの表
現の喜び」に目覚めたのです。表現をすることは
絵や陶芸などに限りません。ダンスや演劇のよう
に自分の身体を使って「自分の生きるスタイルを
表現する」という彼の方法は、実にユニークでパ
ワフルなアール・ブリュットそのものです。

　四季折々の趣を見せる山 と々日本一の琵琶湖が奏でる豊かな自然
のシンフォニー。滋賀ではこうした穏やかな環境の中で、自然と共生す
る文化が育まれてきました。

　滋賀の象徴とも言える琵琶湖や里山に見られる自然や環境の美、整
然とした棚田のあぜ道や琵琶湖のえり、大地からの湧き水をたたえる
カバタ、あるいは伝統工芸に見られる生活の美意識。地域の暮らしに
根付き、信仰と深く結びつく中で大切に守られてきた神と仏の美や行
事。これらは、いわば、暮らしに根付いた日常の美であり、長い時間を
かけて築き上げられた、滋賀ならではの身近な美であります。
　それにとどまらず、世界に誇ることができるびわ湖ホールや独自の
コレクションを持つ県立近代美術館など先端的な芸術拠点を持ち、さら
に、滋賀の福祉の歴史から生まれ育まれてきたアール・ブリュットを世界
の舞台に送り出すなど、滋賀は新しい美の伝統をつくり続けています。

　滋賀県ではこうした美を県民の誇りとし、県内外に伝えていくため、
「美の滋賀」づくりに取り組んでいます。
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