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要約 

 障がい者の創作物を指して「アウトサイダー・アート（Outsider art）」とよぶことが、福祉の

世界や行政、そして美術の世界においてさえも一般化されつつある。アウトサイダー・アート

は、「アール・ブリュット（art brut）」をその源とし、美術の世界のメインストリームとは異な

ったコンテクストで創作活動を行う人々の作品を指す言葉であるが、日本では主として精神障

がい者や知的障がい者の作品、アートを指すことが多い。障がい者の創作物をアウトサイダー・

アートとよんでしまうことには、どのような問題と可能性があるのだろうか。本稿は、そのよ

うな問いに答えることを目的としている。日本では、福祉の世界と芸術の世界双方の関係にお

いて障がい者の創作物や創作活動をとらえる議論が展開されてきた。本稿では、まず、H.S.ベ

ッカーのアート・ワールドの理論、とりわけコンヴェンション（convention）概念とそれに対す

る各アーティストの位置取りに関する議論を紹介し、そこに障がい者のアーティスティックな

創作を位置づけてみる。その上で、障がい者の創作、創作物をめぐる一連の議論を検討するこ

とを通じて、障がい者がアーティスティックに創作することの意義を再考していきたい。 

 

Keywords：障がい者芸術、アウトサイダー・アート、ラベリング理論、 

     アート・ワールド、コンヴェンション 
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１．はじめに 

 障がい者の創作物を指して「アウトサイダー・アート（Outsider art）」とよぶ

ことが、福祉の世界や行政、そして美術の世界においてさえも一般化されつつ

ある。障がい者の創作物をアウトサイダー・アートとよぶことにはどのような

可能性があるのだろうか。また、それは同じ位にどのような問題を含んでいる

といえるのだろうか。本稿は、そのような問いに答えることを目的としている。

障がい者の創作物、その創作活動が抱える問題については、福祉の世界と芸術

の世界双方の関係においてそれをとらえる議論が展開されてきた。後にふれる

ように、日本の障がい者のアーティスティックな活動は、施設の中で、芸術の

世界とは無縁のものとして実践されてきた。しかし、近年では芸術と福祉の関

係はかつてないほどの蜜月時代を迎えているという。本稿では、まず、H.S.ベ

ッカーのアート・ワールドの理論、とりわけ「コンヴェンション（convention）」

概念とそれに対する各アーティストの位置取りに関する議論の意義について考

察し、そこに障がい者のアーティスティックな創作を位置づけていく。その上

で、近年展開されている障がい者の創作、創作物をめぐる各方面の議論を検討

し、そこで見落とされている視点を提示しながら、障がい者がアーティスティ

ックに創作することの意義を再考していきたい。 

 

２．〈アウトサイダー〉アートをめぐる視点 

 アウトサイダー・アートとは、より一般的に流通しているフランス語の「ア

ール・ブリュット（art brut）」をその源とし、美術の世界のメインストリームと

は異なったコンテクストで創作活動を行う人々の作品を指す言葉であるが、日

本では主として精神障がい者や知的障がい者の作品、アートを指すことが多い

（服部、2016；藤澤、2005）。 

 障がい者の創作物をアウトサイダー・アートとよぶことには、一定の批判が

ともなう。すなわち、その創作活動を行う障がいのある人を〈アウトサイダー〉

とよぶことは、その人たちを美術界にとっての部外者とみなし、そこから排除

しているというのだ。しかし、わたしたちの社会はまた、同じ障がい者の創作

物をアウトサイダー・アートと同意義である「アール･ブリュット」とよんでカ
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テゴライズし、その表現行為を特別な何かとして称賛したりもする。服部は、

障がい者の表現行為をそのように何か特別なものとして扱うことは、その表現

行為を個人の障がいへと帰結させてしまう危険性をもっているという。しかし、

一方で、服部は、アウトサイダー・アートやアール・ブリュットという概念を

うまく使いこなすことによって、美術の「権力構造」を明らかにすることが可

能になるとも指摘している（服部、2016）。 

 この服部のこのアウトサイダー・アートをめぐる議論は、わたしたちにある

種の既視感をおぼえさせる。なぜなのか？ それは、わたしたちが、Ｈ．Ｓ．

ベッカーが彼のラベリング理論において同じような議論を展開しているのを知

っているからであろう。周知のように、そのラベリング理論において、ベッカ

ーは、逸脱がその行為自体に属する性質ではなく、ある行為の当事者とそれに

反応する人びととのあいだの相互行為に属する性質であるとみている。ベッカ

ーは、他者によって逸脱者と判定され「正常な」集団メンバーの圏外に属する

とみなされている人々をアウトサイダー（outsiders）とよぶが、逸脱者のレッテ

ルを貼られた側の視点からすれば、その人が規則違反の罪を宣告されることに

なった当の規則つくった人々もまた「アウトサイダー」でありうることを指摘

している（Becker、1963）。ベッカーはラベリング理論において、社会統制のプ

ロセスにおける統制される側とされる側の「権力構造」をそのように明らかに

しようとするのであるが、このラベリング理論における「逸脱」を、「アート」

もしくは「芸術」と置き換えれば、それはそのまま上で示した服部の議論とと

てもよく符合しているのである。 

 ベッカーは、「アート・ワールド」及び「コンヴェンション」の概念を用いて、

アートの世界の「権力構造」を明らかにしようとする。以下で述べるように、

アート・ワールドの理論は、特定の社会集団は、これを犯せば逸脱となるよう

なアートに関する規則を設け、それを特定の人々に適用し、彼らに「アウトサ

イダー・アーティスト」のレッテルを貼ることによってアウトサイダー・アー

トを生み出すという命題を含みもつが、アウトサイダー・アーティストの視点

からすれば、その含みは彼をアウトサイダーとして宣告した当の規則を設けた

人々こそがアウトサイダーなのであるというもう一つの含みをわれわれに突き
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つけるのである。 

 

３．アート・ワールドの理論と〈アウトサイダー〉アーティスト 

（１）アート・ワールド 

 ベッカーは、アートとして定義されるモノやイベントを生産するすべての

人々によって構成されている協同的なネットワーク、「労働の分業」をアート・

ワールド（art worlds）とよぶ1。実際のところ、アートとよばれる最終的なアウ

トプットを、特権的にアーティストと呼ばれる人間が最初から最後までたった

1 人で「生産」することは不可能であるし、そんなことは想像しがたい。アー

トを生産するための不可欠な行動には、主としてアーティストの業務とされる

作品に関するアイディアを構築していくことの他にも、作品の原材料となるモ

ノを製造すること、それを表現するための言語や表記法を創造すること、アー

ティストと協同してアートを最終的なアウトプットとして完成させる手助けを

する人々やアートの愛好者を訓練すること等多岐にわたっているといえる。そ

のどれが欠けてもアートは現前にあるような最終形をなさないであろう。これ

らすべて 1 人でやってのける人間を想像するのは難しい。その点に気づいたと

き、アートとよばれる作品あるいはイベントの先に、協同調整的な活動のネッ

トワーク（cooperative network）が見えてくる。それがベッカーのいうアート・

ワールドなのである（Becker、1982: 2-14）。 

 アート・ワールドが可視化された後、最初に生じるのは、その協同調整的な

活動のネットワーク、すなわち、ベッカーが比喩的にいう「労働の分業（division 

of labor）」はいかにして可能になるのかという問いであろう。この問いに対し

てベッカーが打ち出した答えがコンヴェンション（convention）である。ベッカ

ーによれば、この協同調整的な活動はコンセンサスを経た「状況の定義」から

可能になるという。やがて、この最初の、一度コンセンサスを経た協同活動の

実施方法は、慣習的な協定として、すなわちコンヴェンションとして、アート

に関する諸実践が準拠するところとなる。なぜなら、コンヴェンションの体系

は、アートを生産するのに必要なあらゆる設備、資源、芸術家ないしはサポー

ト・パーソネルの訓練方法、美学者や批評家が用いる言語、利用可能な施設の
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中に具現化され、体系化されているからである。このコンヴェンションの存在

が、アートの生産をより容易に、その生産に必要なエネルギーやコストをより

小さくてすむようにするのであるが、その一方で、その同じコンヴェンション

は、アートを生産に関与する人々に制限を課すことで革新的な仕事が生み出さ

れることを阻んでいるともいえるのである（Becker、1982:40-66）。 

 

（２）芸術家の 4 つのタイプ 

 アートの生産に携わる人々は、このコンヴェンションに対して様々な位置を

とりうる。ベッカーによれば、アーティストはコンヴェンションとの関係によ

って次の 4 つのタイプに分類することができる。それは、①統合されたプロフ

ェッショナル（ Integrated Professionals）、②マーヴェリックス（一匹狼）

（Merverics）、③ナイーブ・アーティスト（Naïve Artist）、④フォーク・アーテ

ィスト（Folk Artist）の 4 つである。 

 ①統合されたプロフェッショナルとは、コンヴェンションの体系に完全に合

致する標準的な仕事をする芸術家である。統合されたプロフェッショナルは、

アートをより容易に制作するための規則（コンヴェンション）をよく理解しこ

れを使いこなしているため、求められるどんな標準化された活動にも対応する

ことができる。その一方で、彼らが作り出すアートは、「モーテルの壁の絵」の

ように、「なんの新奇性も独自性もないし、人の注目を集めることもしない」作

品である。 

 ②のマーヴェリックスは、コンヴェンションに志向しつつもその体系の一部

に対して反逆的な仕事をする芸術家である。アート・ワールドのコンヴェンシ

ョンを受け入れがたいほど拘束的であると感じるマーヴェリックスは、従来の

アート・ワールドにない新機軸を提案するが、アート・ワールドの他の参加者

はその革新的なアートの生産に協同することを拒否する。マーヴェリックスは、

アート・ワールドとルーズな関係を保ち続け、そこからのサポートなしで自由

に革新的な仕事を追求し続けるが、その試みが作品として具体化され、保存さ

れることはとても難しい（ベッカーはこの典型例としてアメリカの作曲家

Charles Ives をあげている）。 
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 Grandma Moses をその原型とする③のナイーブ・アーティストは、コンヴェ

ンションの体系を全く知らないがゆえにそれを完全に無視した仕事をする芸術

家である。ナイーブ・アーティストは、アート・ワールドで通常生産されるア

ート作品と似たようなものを生産するのであるが、アート・ワールドと関係を

もたず、そこで生産される作品の種類、他のメンバーについて全く知らない。

自身が作業している媒体についてさえ何も知らない。そうした位置にいて、そ

の時代のアート・ワールドのコンヴェンションにまったく準拠することなく制

作される彼らのアートはコンヴェンションとの関連で自身の営為を説明するこ

とができないため、多くの場合、マーヴェリックスと同様に、彼らは単独で作

業をするという宿命を負うことになる。ベッカーが挙げるその極端な例が、Simon 

Rodia の「ワッツ・タワー（Watts Towers）」である。ワッツ・タワーのような作

品は、どんな標準化されたジャンルにも当てはまらず、どんな種類のケースと

しても記述できない。それは「ただ存在する」のである（ただし、Rodia の例は

極端であり、ナイーブ・アーティストの中には、後にアート・ワールドによっ

て発見され、アートワールドに編入される場合もある）。 

 ④フォーク・アーティストは、コミュニティ内部ではその実践がアートであ

るという認識が共有されておらず、コミュニティの外部から来た人々によって

アートの仕事をしていると認知される芸術家である。ベッカーによればフォー

ク・アートとは、「自分の仕事をしている人々によって作られるアート」である。

彼らはアート・ワールドに属してそこから制約を受けるのではなく、家族メン

バーや隣人たちなどから成り立つ「ローカルな共同体」に属し、そこから制約

を受けている。ベッカーはこの代表的なアウトプットとして、アメリカ女性に

よるキルト作りを挙げている。キルトは家族を暖かくするため、あるいは家庭

内を装飾するために作られるが、そのクラフトは、その外部にいる人間からす

れば、（近年美術館にテキスタイル部門、装飾部門が設けられるなどクラフトの

アーティステックな価値が認められるようになっていることからもわかるよう

に）、モダンアートに通じるアーティスティックな価値を内包していた。しかし、

キルトの作者たちは自らの制作物をアートとみなさなかったし、誰もアートと

して扱わなかったがゆえにそれはアートではなかった。その多くはモノとして
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さえ残らなかった。それは家庭で使われるモノであるがゆえに、誰もそれを修

理したり保存したりしようとはしなかったのである（Becker、1982:226-271）。 

  

４．〈アウトサイダー〉アーティストであることの意義 

 このコンヴェンションとの関係によって分類されるアーティストのタイプは、

私たちにこれと類似した別のある分類を思い出させる。それはベッカーの『ア

ウトサイダーズ』における逸脱についての 4 つの分類である。ベッカーは、そ

の行動がある規則に同調しているか否かという軸と、その行動が実際に逸脱の

ラベルを貼られたか否かという軸を交差させることにより、次に示す表のよう

に、逸脱を「誤って告発された行動」「正真正銘の逸脱」「同調行動」「隠れた逸

脱」という 4 つのタイプの逸脱を類型化している（Becker、1962:20）。 

 

表 1 逸脱行動のタイプ 

 順応的行動 規則違反行動 

逸脱と認定  誤って告発された行動 正真正銘の逸脱 

認定されない 同調行動  隠れた逸脱  

  

 逸脱はある行為の性質の問題なのではなく、規則を創出しそれをある人に適

用しようとする側と逸脱者のラベルを張られる側の相互作用の問題であるとと

らえるラベリング理論において重要なのは、ラベリング理論における「セレク

ティブ・サンクション」の命題を確証しうる 2 つのタイプの逸脱、すなわち、

実際には規則違反を犯していないのに他者から違反行為を行ったかのように見

られる「誤って告発された逸脱」と、規則違反、不正行為はなされたが誰もそ

れに気づいていないし、それに対する他者の反応も起こらない「隠れた逸脱」

である（Becker、1962; 徳岡、1987）。 

 アート・ワールドの理論において、「誤って告発された行動」と「隠れた逸脱」

に対応しているのが、それぞれ、誤ってアーティストのラベルを貼りつけられ

た「フォーク・アーティスト」と、潜在的にはアートとよびうるような活動を

しているが、誰もそれに気づいていないし、それに対する反応行為が起こるこ
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ともない「ナイーブ・アーティスト」である。ラベリング理論の延長線上にこ

のアート・ワールドの理論を据えるとするならば、アート・ワールドの理論に

おいて最も重視されるべきなのは、この 2 つのアーティストのタイプである。

なぜならば、アートとは、アート・ワールドとその外側にある日常生活世界（家

庭、手芸その他）とが織りなす「社会的構成物」であるとみなすこの理論にと

って、アウトサイダー・アーティストとして位置づけられるであろうこの 2 つ

のタイプの芸術家が描く軌跡こそが、アート・ワールドにおける「セレクティ

ブ・サンクション」のメカニズムを明らかにし、アート・ワールドの内側と外

側、その境界線を明確にするはずだからである2。 

 

５．障がい者芸術における内側／外側 

 日本の障がい者芸術に関する議論の多くは、福祉の世界と芸術の世界との関

係のなかに「アウトサイダー・アート」という営みを位置づける傾向にある。 

 藤澤（2005）は、ソーシャル・コントロールの視点から、アウトサイダー・

アートをアートの世界と医療福祉の世界の交差点に存在するものとしてとらえ

ている。障がい者によるアートは、平等性や人権意識を重視する医療・福祉の

論理と「芸術的価値の高い作品」を重視するアートの世界の論理が衝突する場

である。例えば、医療や福祉のなかでは、自閉症のこだわり行為としてとらえ

られていたものが「アート」として定義され、さまざまな人々のネットワーク

によりアウトサイダー・アートの世界へと組み入れられていく過程がみられる

が、そのアウトサイダー・アートにおいては、中心にいるはずの作者が不在に

なることがあり、障がい者とその表現物が外部から一方的に浸食される可能性

があると藤澤はいう。また、藤澤は、「アウトサイダー・アート」という名を付

与されて、医療・福祉のコントロールから抜け出した障害者の表現が、今度は

アートによってコントロールされるという問題を抱え込むことになることを指

摘し、その上で医療・福祉とアートが、「福祉や医療も個人の個性や自由な表現

を重視すべきであり、アートの当事者の幸福と関係し…」という形でより調和

融合していく可能性を模索している。 

 一方、服部（2009）によれば、日本のアウトサイダー・アートは、「福祉と美
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術の危うい境界線上を歩き続けることによって運命づけられた」という。主と

して福祉施設での創作活動を中心としていた日本の障がい者アートは、欧米の

アウトサイダー・アートとは異なり、美術の世界とは無縁のものとして展開し

ていったことを服部は指摘する。とりわけ戦後の、マスメディアによってつく

られた山下清を放浪する天才画家として称賛する山下清ブームは、障がいがあ

る人の作品に対する警戒感を美術界に抱かせるきっかけになったという。その

結果、福祉施設から生まれるアートはあくまでも「教育の成果」であり、その

作品の良し悪しは美術的な批評の対象とならないという態度を美術界は保ち続

けた。その美術の不在、美術の定義からの自由という状況下で、日本の障がい

者芸術は独自の発展を遂げ、そうだったからこそ実現できた成果があったこと

を服部は強調している。福祉と美術は「無関係を装う時期が続いた」のである。

しかし、近年、現代美術と福祉施設での「アート活動」は親和性をもち、蜜月

を迎えていることを指摘した上で、服部は、この「障害がある人の作品と現代

美術の蜜月」は、「障害の有無にかかわらず人間の本質は変わらない」というよ

うな大雑把な平等主義のメッセージとして読み解かれる危険性をもち、個々の

作品のもつ表現の質についての議論を覆い隠してしまいかねないことを危惧し

ている。 

 また、川井田（2013）は、〈新たな福祉 well-being〉の扉を開くための鍵とし

てアートをとらえ、そのためには芸術と福祉間の架橋が必要であるとみている。

川井田は、障がい者にとっての芸術表現の意義を、「社会的に排除されてきたり、

存在価値が低められている人の芸術表現を新しい視点で捉え直」し、「そこに潜

む価値を見出す」ことに見出している。すなわち、一つには障がい者が芸術表

現とそれへの評価を通じてセルフエスティーム（self-esteem）を育んでいくこと

で、そして、二つには芸術的価値や経済的価値などの多様な価値を実現するこ

とで、障がい者と社会との関係が再構築される点に障がい者が芸術表現を行う

意義があるというのだ。川井田は、障がい者が個々のセルフエスティームを育

み、社会との関係を再構築しえたケースとして「たんぽぽの家」の取組みや「エ

イブル・アート・ムーブメント」を、芸術的な才能によって障がい者がその芸

術的価値を評価され、そのことによって経済的自立を実現しえたケースとして
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「アトリエインカーブ」の実践をそれぞれあげている3。川井田は、それぞれの

ケースにおいてそれぞれの課題はあるが、「障がい者が芸術表現によってセル

フエスティームを育みながら他者との関係も構築し」、「潜在化している芸術的

価値や経済的価値などを顕在化させていく」ことは新たな社会福祉 well-being

実現にとって必要であり、それを実現するためには障がい者一人ひとりのニー

ズに応えられるようなプラットホーム、例えば行政による障がい者福祉施設の

創作環境の総合的整備が必要になると主張する。 

 これらの議論を、アート・ワールドと関連づければどのようなことがいえる

のだろうか。 

 

６．アート・ワールドと障がい者芸術 

 まず主張しておきたいのは、一連の議論で「アウトサイダー・アーティスト」

と位置づけられた障がい者芸術の担い手たちは、統合されたプロフェッショナ

ル、マーヴェリックス、ナイーブ・アーティスト、フォーク・アーティストの

どれでもありうるということである。これらの用語は、ベッカーも指摘してい

るように、人間を記述するものではなく、組織化されたアート・ワールドと人

間がどんな関係にあるのかを示すものである（Becker、1982:227-8）。障がい者

芸術におけるアーティストは、コンヴェンションを知らないがゆえに、アーテ

ィストの「表現の欲求が直接伝わる」、あるいはそれを観ることは「新鮮」で、

「生き生きとした感覚を取り戻せる」などと評価されるナイーブ・アーティス

トと親和性をもつ。しかし、アート・ワールドの理論からとらえようとする際、

アート・ワールドにおけるアーティストの分類が人間ではなく関係をあらわす

ものだという観点からすれば、障がい者芸術の担い手は、統合されたプロフェ

ッショナル、マーヴェリックス、ナイーブ・アーティスト、フォーク・アーテ

ィストのどれでもありうるし、それぞれのあり方にそれぞれの意義がある。 

 例えば、川井田が事例としてとりあげる「たんぽぽの家」での初期の芸術表

現は、④フォーク・アーティストのものとして解釈することができるし、「エイ

ブル・アートジャパン」が示す構想や理論は②マーヴェリックスの軌道と親和

性をもつだろうし、近年の「エイブル・アート・カンパニー」の事業は、①統
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合されたプロフェッショナルを志向するものとして理解することができよう。

また、「アトリエインカーブ」の活動は終始①統合されたプロフェッショナルで

あることを志向する活動であるようにみえる。 

 たんぽぽの家は 1973 年、障がいのある人、その家族、当時の養護学校の教員

などが集まって、特に身体障がいをもつ人が養護学校卒業後に地域社会におい

て拠点となる場所をつくろうとして奈良に生まれた任意団体に端を発する。当

時奈良で新聞記者をしていた播磨靖夫が、障がいを抱えた人の活動あるいは就

労する場が地域社会のなかにまったくないことを社会問題としてとらえ、音楽

などの文化活動の力に着目し、それを柱にした障がい者の拠点づくり、それを

通じた社会の変革を試みようとしたことから、たんぽぽの家の活動は始まった。

活動はまず 1976 年に「わたぼうし音楽祭」という形で始動した（1977 年より

わたぼうし全国縦断コンサートも開始される）。「わたぼうし音楽祭」は障がい

のある人が書いた詩に曲をつけて、「作詩者と作曲者がともにステージに上が

り、歌とともにメッセージを社会に発信するという」スタイルをとっている（柴

崎、2010）。障がい者が書いた詩には「障がいのある人の暮らしや夢などが反映

されて」おり、その気持ちを人々の心に素直に伝えることで、人々の理解や共

感がえられる。わたぼうしコンサートは第 1 回の開催から大きな反響を巻き起

こし、その反響の大きさの意味を川井田は、「援助の対象としてしか捉えられて

いなかった障害者を、詩を書くという芸術表現によって人々に生きるエネルギ

ーを与える能動的な存在へと変えた」と評価している（川井田、2013）。 

 たんぽぽの家ではコンサート活動と並行して、語りや絵画や書、手織りなど

その他の芸術表現を開拓していく。そして 1994 年に、作業所や施設単位で行わ

れていた障がいのある人たちの芸術文化を社会に認知してもらおうと、たんぽ

ぽの家が全面支援した関連組織である NPO 法人日本障害者芸術文化協会が設

立される（2000 年にエイブル・アート・ジャパンに改称）。その中で、播磨は、

ディスエイブル（disable）から否定の dis を外し、障がいのある人は一人の人間

として色々な可能性を持っているということを表現するため、そして、その障

害のある人の芸術文化を通して市民が新しい可能性に向けて活動しようという

意味も込めて「エイブル・アート」という造語をしたという（柴崎、2010:12）。 
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たんぽぽの家は 2004 年に、「たんぽぽの家アートセンターHANA」をオープン

させる。同施設は地域の中のコミュニティ・アートセンターとして機能し、芸

術表現のための環境整備されたスペースであるとともに、あらゆる市民たちが

さまざまに情報や考えを交換することのできる場所でもある。また、2007 年に

は、たんぽぽの家、エイブル・アート・ジャパン、NPO 法人まる（福岡）の 3

団体が「エイブルアート・カンパニー」を設立、障がい者による芸術表現、と

りわけ絵画、イラスト、書などといった造形作品をデジタルデータ化して保管

し、それらの作品を使いたい企業等の顧客に貸し出し著作権使用料を得る事業

を開始している。エイブルアート・カンパニーは、いわば、障がい者であるカ

ンパニーアーティストと、作品を使いたい企業を仲介し、アートを仕事へつつ

なげる役割を果たしているといえる。 

 このようにたんぽぽの家における活動を起点として始まったエイブル・アー

ト・ジャパンの理念やその活動、エイブルアート・カンパニーの事業は、アー

ト・ワールドとそのコンヴェンション対してさまざまな向き合い方をしている

といえる。 

 しかし、例えば川井田の議論は、障がい者（芸術家）のセルフエスティーム

を重視し、そのために彼らの「経済的自立」、創造性の保障やアート・パトロネ

ージを強調するあまり、障がい者（芸術家）が統合されたプロフェッショナル

であるべきことを暗黙の前提としているように読めてしまう。アーティストた

る障がい者が、アート・ワールド、すなわち美術や美学の研究者、アートジャ

ーナリスト、美術館の学芸員、アートディラーなどからなる世界の規則通りの

仕事をすることで、そのアートワールドから受け入れられ、結果として彼らの

セルフエスティームが高まり経済的に自立が実現できるのであればそれはそれ

でよいことではある。しかし、藤澤が指摘しているように、仮に彼らがそのよ

うな形で自立できたとしても、すなわち医療・福祉のコントロールから抜け出

せたとしても、それはまたアートにコントロールされることにつながるのでは

ないか。このことは、川井田の「アトリエインカーブ」に対するインタビュー

における、その主宰者である今中博之の「5 人のモチベーションは大いに高ま

った。だが、残りの 20 人のアーティストは苦しみの中にいた」、あるいは「イ
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ンカーブはいびつなシステムをつくりあげてしまった」という発言のなかにも

っともよくあらわれている（川井田、2013:100）。障がい者アーティストを、統

合されたプロフェッショナルであるべきと想定し、その単線的な軌道の上でと

らえようとすれば、それは障がい者アーティストがマーヴェリックス、ナイー

ブ・アーティスト、フォーク・アーティストであることの可能性、意義を閑却

してしまうことになりかねないのだ。その可能性や意義を視野におさめない限

り、「たんぽぽの家」における利用者の初期の芸術表現や「エイブル・アート」

理念の意義、あるいは「アトリエインカーブ」のケースにおける（長い休暇に

入った）アーティストＦや「残りの 20 人のアーティスト」の軌跡は詳らかにさ

れないであろう。 

 一方、障がい者の表現物がアートワールドに「アウトサイダー・アート」と

して組み込まれていくプロセスにおいて、障がい者及びその表現物が外部から

一方的に浸食され、中心にいるはずの作者が不在になる、結果として、障がい

者の表現がアートにコントロールされるという藤澤の見解はこの問題の核心を

つくものである（藤澤、2005）。しかし、藤澤が指摘する医療・福祉とアートの

融合というその解決策はいささか楽観すぎるとはいえないだろうか。なぜなら、

ベッカーにしたがえば、アートと医療・福祉はそれぞれまったく別のコンヴェ

ンションをもつ別の世界（ワールド）であり（正確に言うならば医療と福祉も

また別の「世界」であるはずなのだが）、その二つの世界の間に「境界」を見出

すことができたとしても、「融合」を想定することはとても難しいからである

（Becker, 1982）。 

 「アートの社会化」「社会のアート化」を掲げるエイブル・アート運動の推進

者の一人であるたんぽぽの家の播磨は次のように述べる。「「障害者アート」は

「アールブリュット」と決めつけ、一部の美術館の学芸員、美術記者、大学の

研究者までもが何の疑いのなく追随している。アートの社会化にもいろいろあ

るということか。／私たちが「違って独特」の表現に強く惹かれるのは、理解

ができない部分（語りえぬもの）にある。だが、西欧美術（史）しか学んでい

ない人たち、つまり「知っているアートしか知らない」人たちは、その美術観

が揺らぎ、美術の見方が根底から怪しくなっている。…この不完全さが未知の
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衝動を与え、一つの美術システムに安住している人たちを突き動かしている」

と（播磨、2016: 297）。 

 おそらく、既存のアート・ワールドにとって（そしてわたしたちにとって）、

障がい者のアートが「違って独特」なもの、「理解ができない」もの、語りえぬ

ものであることにこそその意義があるのではないだろうか。服部が指摘してい

るように、戦後日本における障がい者芸術は、「美術の定義からの自由」によっ

て独自の発展を遂げたが、しかし、近年になって美術と福祉施設でのアート活

動は親和性を持ち、美術的な批評の対象となることで「アールブリュット」と

いうフィルターを通して読み解かれ、個々の表現の質が無視されてしまうとい

う危機に直面している。 

 播磨も服部も、障がい者のアート活動がアート・ワールドに組み込まれ、そ

の創作物がそのアート・ワールドのコード（コンヴェンション）によって評価

されることの危機を語っているが、また、両者はともに、それが「アール・ブ

リュット」であることの意義、それに基づく戦略についてもふれている。それ

は「美術の権力構造を明らかにすること」あるいは「美術システムに安住して

いる人たちに未知の衝撃を与え彼らを突き動かすこと」、すなわち美術システ

ムを反転させることである。しかし、美術システムを反転させることを今後の

障がい者のアーティスティックな活動の主要な役割とみなすなら、それはやは

り障がい者の芸術表現が相変わらず美術システムに対して従属的な位置づけを

強いられおり、それはこれからも変わることがないと解釈することができるの

ではないだろうか。 

 

７．多層的、多次元的な〈アート〉の承認に向けて－結びにかえて－ 

 ゾルバーグとシェルボは、アーティスティックな承認は、もはやアカデミー

のようなたった一つの制度内で同定され位置づけられるような、「イエスかノー」

といった二者択一的なものではないとみている。アーティスティックな承認は

むしろ、それがポピュラーで商業的なものであれ、あるいはエリート的で学術

的なものであれ、様々な組織や影響力のある個人、出版その他のメディアなど

の多数ゲートキーパーの活動する領域の中で生まれてくる。それらのゲートキ
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ーパーは、地域的、国内的、あるいは国際的なさまざまなレベルの影響力を持

っている。アート・ワールドにおけるインサイダーとアウトサイダーの区別は、

多層的（multilayered）、多次元的（multidimensional）になっており、アーティス

ティックな承認は、例えば、スターダムの名声や魅力の中に見いだされたり、

あるいは商業的な成功を示す売上や批評的もしくは学術的な評価として発見さ

れたりするといったように、種類（kind）の問題としてというよりは程度（degree）

の問題として概念化されるべきなのである（Zolberg and Cherbo、1997: 5）。 

 ベッカーによるアート・ワールドの理論は、本来、人間のアーティスティッ

クな活動を多層的、多次元的なものとしてとらえようとするものである。障が

い者による芸術表現がアート・ワールドに組み込まれ、それによって障がい者

の経済的自立が達成できるならばそれほど幸福なことはないだろう。それを否

定しているのではない。しかし、また同時に、そうならなかった芸術表現にも

意義があるのだということをしっかりと心に刻んでおく必要があるだろう。播

磨のいう「違って独特」なもの、「理解ができない」もの、語りえぬものを美術

システムやアート・ワールドのコードとは一度切り離して、それそのものとし

て見てみるような姿勢と視点をもつことがわれわれには求められているのでは

ないだろうか。 

 

注 
 1 ベッカーは「アート・ワールド」を協同調整的な活動のネットワークとみるが、ベッカー

のこのアイディアに示唆を与えた美学者 A．ダントーは、モダンアートの「識別不能性

（indiscernbility）」を問題とし、これを解く鍵として「アート・ワールド」概念を導入して

いる。ダントーによれば、アート・ワールドとは、諸々の芸術活動がそこで営まれている

歴史的、社会的、文化的マトリックス、すなわち、芸術の理論と歴史からなる世界で、ベ

ッカーよりもこの概念を狭くとらえているといえる（Danto、1968＝1976） 

 2 しかし、キツセらによって「理論と経験的研究の落差」として指摘されているように、ベ

ッカーはラベリング理論においてそれに失敗しているが、アート・ワールドの理論におい

てもそれ、すなわち、アート・ワールドにおける「セレクティブ・サンクション」のメカ

ニズムを明らかにし、アート・ワールドの内側と外側を明確にすることに失敗していると

いえる（Kitsuse and Spector、1977＝1990）。ベッカーがここで説明していることは、たとえ

ば、アート・ワールドのコンヴェンションとキルトの世界のコンヴェンションがどのよう

な相同性と相互交渉過程をもっていたのかではなく、アート・ワールドの下にいる専門的

な芸術家とキルト作者の間にある壁、すなわち自らの仕事を説明する批評的かつ分析的言

語の不在である。ベッカーのアート・ワールドが、その不在だけを説明するものだとすれ
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ば、彼のアート・ワールドとダントーのアート・ワールドとの間の差異が消失してしまう

ことになる（武山、2003: 27-29） 

 3 「アトリエインカーブ」は、アートスタジオであり、社会福祉法人素王会が運営する生活

介護事業所でもある。ここに通ってくる知的障がい者は、絵画・造型・版画・陶芸等各自

が好きな芸術表現に自らのペースで取り組んでいるという（川井田、2013:84）。アトリエ

インカーブは、既成のアート市場に積極的に参入する姿勢をみせており、ニューヨークで

開催される「アウトサイダー・アート・フェア」に毎年出品しそこで一定の評価をえてい

る。「アトリエインカーブ」における活動は、そのクリエイティブディレクター、社会福祉

法人素王会の理事長である今中博之の思想に大きくよっている（今中、2009）。 
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