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正解がない中でこれからも試行錯誤と挑戦を重ねていくための備忘録 

―エイブル・アート・アワードと光島貴之の20年の対話から― 

 
・・・・・ 

 
話題提供者：光島貴之さん（アーティスト、鍼灸師） 
レポート執筆：平島朝⼦（エイブル・アート・ジャパン インターン／東京⼤学⼤学院） 

 
・・・・・ 

 
「アートとソーシャルデザイン研究会」は、東京の A/A gallery1で開かれているが、今ここ
では展覧会をしていて、絵を中⼼にたくさんの作品が飾られている。この作品たちは、作
家の温もりをとどめながら、⾒る⼈を楽しませたり、⼾惑わせたり、驚かせたりする。こ
の作品たちは、そんなふうにして確かにここにあるのだけれども、これらは、どこからや
ってきて、どこへ向かうのか。そのことを今年度の研究会では考えてきたのだった。 
 当⽇は、エイブル・アート・アワード初代受賞者の光島貴之さんを話題提供者に、彼の
アーティストとしての歩みを聞かせていただいた。合わせて、エイブル・アート・アワー
ドやアーティストの⽀援のあり⽅について話し合った。光島さんは、全盲のアーティス
ト、そして現代アーティストとして、ラインテープを始め、様々な“画材”を⽤いて作品を
制作している。その作品たちは、「“触れること”と“⾒ること”との境界線の上を歩」かせ
てくれる。 
 以下では、できるだけ当⽇の流れに沿いながら、話されたことを復元しようと思う。そ
のうえで、筆者（平島）なりに、エイブル・アート・アワードの意味、より広くは⽀援の
あり⽅について⾔えることをまとめようと思う。 
 

⑴ エイブル・アート・アワード 20年目の問い 

 まず、エイブル・アート・ジャパン代表の柴崎より、エイブル・アート・アワードにつ
いて説明があった。これは、1998 年2よりエイブル・アート・ジャパンが実施してきた公
募企画で、障害のあるアーティストを⾒つけ、⽀援していくためのものだ。部⾨は、展覧
会⽀援の部、画材⽀援の部、制作⽀援の部の 3 つある。展覧会⽀援の部で受賞すると、そ
のアーティストの個展が催される。この個展を通じて、アーティストとして活動していく
                                                        
1 エイブル・アート・ジャパン東京事務局内併設のアートギャラリー。主に障害のあるアーティストの作品発
表の場を提供してきた。アーツ千代⽥ 3331 内、208 号室。 

 
2 お気付きの⽅もおられるだろうが、2018年でアワードは嬉しいことに20周年を迎えることができた。
20周年を記念して、歴代受賞者の作品を集めた展覧会を千代⽥区のA/Agalleryと銀座のガレリア・グラフ
ィカbisにて⾏なった。さらに、20周年を祝った記念誌も発⾏予定である。 
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きっかけができたり、つながりができたりする。このような⽀援の仕⽅は、当時では⼤変
画期的なものだったそうだ。そして、優れたアーティストが輩出されるためには良い環境
が必要だということで、画材⽀援の部、制作⽀援の部では、これからが楽しみなアーティ
ストやアトリエに画材や助成⾦などによる⽀援を⾏ってきた。 
 アワードを始めた最初の年に寄せられた応募は 16 件であった。最初の数年間は、20 件
を超えたら多い！と思うくらいだったが、20 年経った今、50 件もの応募が寄せられてい
る。アワードの他にも公募展が充実してきたが、全国の⼤きな公募展だとなんと 2000 件
以上の応募があるくらいだ。 
 公募展だけでなく、先の 6 ⽉には「障害者による⽂化芸術活動の推進に関する法律」が
施⾏されたり、2017 年度からは「障害者芸術⽂化活動普及⽀援事業」が取り組まれ、全
都道府県に１箇所、障害のあるアーティストを⽀援するセンターを設置することが⽬指さ
れている。 
 要するに、もはや 20 年前と今とでは、障害のあるアーティストをめぐる環境は異なっ
てきているということだ。そうであれば、必要とされる⽀援も変わってきているかもしれ
ない。アワードも、形を変えたり、⽴ち⽌まったりする時なのかもしれない。そのような
問題意識から、光島さんとの対話を求めて、この会を開いたのだった。 
 

⑵ 光島さんの創作人生 Since 1992 

 
 光島さんが絵を描き始めたのは 1995 年だった。粘⼟造形は 1992 年に始めているから、
光島さんの創作⼈⽣はかれこれ 26 年に及ぶ。ちなみに、光島さんは 1982 年に 28 歳で鍼
灸院を開かれ、鍼灸という厳密な世界と、アートという広がっていく世界との「２⾜のわ
らじ」を履いているようなところがあるそうだ。現在 64 歳で、「60 歳の壁」のようなも
のを感じられている…そうだ。 
 さて、光島さんは、絵を描き始めてからの⾃⾝の創作⼈⽣を 4 つの時期に分けて語られ
た。4 つの時期のそれぞれを紹介したうえで、光島さんの歩みと、エイブル・アート・ア
ワードの歩みとの対話から、障害とアートの世界の変化や、より良い⽀援について考えて
いこう。 
 
第1期：出発 

 第 1 期は、粘⼟造形から絵に移っていった時期である。アワード受賞もこの時期に当た
る。この時期の代表的な作品をいくつか⾒せていただいた。筆者はアートの専⾨家ではな
いのだが、⼀⼈のオーディエンスとして、⼿で／指で⾒るということが、視覚化される作
品は、新鮮さとともに「確かに、⼿ではそういう⾵に感じている！」と気づかされる楽し
みがあった。「⽸コーヒーを飲む」という作品では遠近法を使わずに、蓋の丸さもそのま
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ま円周率 3.14 の綺麗な円で表されていて、まさに⼿で⾒ているような気分であった。

  
 また、社会への怒りから⽣まれてきた作品もある。例えば、「おめでとう、点字の世俗
化」は、点字の存在が昔より知られるようになったり、増えたりしたのは良いことだけれ
ども、それだけで⽣きやすくなるわけないじゃないか！という思いが込められた作品だ。
さらに、「シンポジウム」という作品は、シンポジウムで話し⼿がマイクで話すから、会
場のあちこちのスピーカーからしか聞こえなくて、本当の声がどこにあるのかがわからな
いことへのモヤモヤが映し出されている。 
 さて、このように粘⼟造形からラインテープ等を使った絵へと踏み出した頃に、エイブ
ル・アート・アワードを受賞したのであるが、光島さんは受賞者の個展の会場として、画
廊「ギャラリイ K」を選んだ。ここを選ぶということは、現代アートとして受けとめられ
ていく、ということだがそれで良いか？と尋ねられた光島さんは、「怒りとか苛⽴ちを表
していて、前衛的なものが好きでもあったし、かっこいいと思ったから、現代アートで良
いと思った」そうだ。現代アーティストとしての歩みも、ここから始まっていった。 
 
第2期：大きさへの挑戦 

2000 年ごろから、光島さんは⼤きな作品を作りたくなったそうだ。そのような中で制作
した「指先で街を歩く̶京都からギャラリイ K（東京・銀座）へ」は、なんと幅 10 メー
トルに及ぶ。⾼さは 1 メートルくらいで、ギャラリイ K の壁をぐるりとめぐる展⽰であっ
た。そのほか、現地で滞在制作をした「光のぬくもりを感じて」は 240cm/480cm、「ガラ
スの⽊」という作品は⾼さが 6 メートル近いものであった。 

 

『⽸コーヒーを飲む』 
1996年／40.5㎝×32.1㎝ 

紙、ラインテープ 

無断転載禁⽌ 

『シンポジウム』 
1997年／31㎝×40.5㎝ 

ラインテープ、カッティングシート、紙 

無断転載禁⽌ 

「リテーク─とらえなおされる⽇常」より 
『ガラスの⽊』 

2002年／ラインテープ、カッティングシート 

せんだいメディアテーク 
無断転載禁⽌ 
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第３期：見えていることを問いただすために触ることに注目してみる 

この時期の光島さんの展⽰会タイトルは、まるで実験に誘われているようた。まず、「触
っておもしろいものは、⾒たらおもしろくない、かもしれない」。ここでの作品として、
例えば「スプーンの裏の⼿触りに誘われて」というものがある。筆者は、幼い頃にスプー
ンを裏返して、パックリ咥えて、⾆をそのカーブに沿わせるのがなんとなく好きだった。
光島さんのこのタイトルを聞いて、あの感じを思い出し、わかるわぁ〜！と内⼼で騒いで
いた。他の企画の名前は、例えば「みる／さわるだけではわからない、かもしれない」。
ここでは、対物知覚の体験を仕掛けてみたそうだ。対物知覚とは、光島さんによれば「壁
にぶつかりそうになった時に、⾒えていなくてもグワッと感じる、あれ」である。触覚と
は違うのである。別の企画、「触るためだけに存在するものがあってもいい」も、なんと
魅⼒的な名前だろうか。筆者の感想になってしまうが、⾒られるためだけのものがあるな
ら、触られるだけのものがあってもいい、このことを改めて⾔葉にした時に、こうも惹か
れるのは、無意識に「触られるだけのもの」に⾒向きしてこなかった⾃分がいるのかもし
れないなと思った。 
 

 

 

第４期： 現在 

光島さんは、いまこの第４期の真っ只中にいる。試⾏錯誤の時期で、「今までいろんな素
材を探してきたけれど、1つのもので作ってみよう」と釘だけで制作した「ふきだま
り」、⽬で⾒たのとは違う景⾊を写した写真など…。この時期が、後から振り返ってどの
ようになるかはこれからの楽しみだが、光島さんの現在のキーワードでひとまずの締めく
くりとしよう。⽈く、「情報の指先・味わう触覚・⾒られる⾊・つながる⾔葉・広がる⾝
体」である。 

⑶ エイブル・アート・アワードとアーティスト支援のこれから 

 この 20 年の間に、障害とアートをめぐる状況は変わった、というのは、研究会に参加
していた⼈たちの間で共有されていた。光島さんのお話を伺ったうえで、では、私たちは
何を考えたらいいのだろうということについて、おおよそ 3 つのことが⾔われていたと思
う。まず、アーティストにとって、アートすることで何が変わったかということ。次に、

「触っておもしろいものは⾒たらおもしろくない、かもしれない」より 

組曲〈指先への誘惑〉 

2012年 

⽊製パネル、ミクストメディア 

ギャラリイＫ 

無断転載禁⽌ 
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障害者アートという枠のこと。最後に、サポートの⽅法について。それぞれについて、論
点は 1 つではない。順に⾒ていこう。 
 

アーティストにとって、アートすることの良さ 

 光島さんが創作を始めたのは、38 歳からである。そんな彼に、参加者から、「制作と
出会ったことでどのような変化があったか」という問いがあった。アーティストにとって
のアートの意味にもつながるこの問いは、障害とアートについて考える時にまず⼤切なこ
とだろう。 
 光島さんは、アーティストとしてだけでなく鍼灸院の経営もあるため、「アートにのめ
り込まなかった、のめり込めなかった」ようなところがあるそうだ。だけれど、答えを⾒
つけなくてはならない鍼の世界と違い、広がりを⽣んでいくアートの世界に出会えたこと
はおもしろいことだったという。 
 もう 1 つよかったことは、⾒える⼈との関係が変わったことだそうだ。光島さんは、盲
学校出⾝で、鍼灸院の仕事も⾒えない⼈が就くことがよくあるから、⾒える⼈との距離感
についてモヤモヤを感じていた。しかし、作品を作って、⾒える⼈に対して発表する、⾒
た⼈から反応がある、そういうことでよりアクティブな関係が結び直されていった。 
 だから、光島さんは、アーティストにとって創作するだけではなく、「作品を⾒てもら
い、感想を聞くこと」が重要だという。発表の場は、絶対に必要だという。これは、⾒え
る⼈との関係、社会における⾃分の存在の仕⽅に関わることなのだ。 
 
障害者アートという枠のこと 

 ⾒える⼈との関係が変わるという良さがあるとはいえ、また、⾒えないという⽴場か
ら、怒りや、「⾒ること」の問いなおしを込めて作品を作ってきたとはいえ、「もう少
し、現代アートや普通の作家としてみてほしい」という葛藤があるとのことだった。エイ
ブル・アート・アワードでも、かつて受賞者から「アワードを受賞することで、障害とい
うレッテルが貼られるというリスクがある」という指摘がなされたことがある。 
 だから、障害のある⼈の表現ではあるし、その枠は⽀援の際に必要なこともあるのだけ
れども、アーティストとしてやっていく時に、そこに閉じ込められないような⼯夫が必要
だろう。光島さんの場合、受賞時の個展が「ギャラリイ K」で⾏われたことも⼿伝って、
現代アーティストとして知られるようになっているが、そのように、障害という枕詞が⾃
然になくなるようになったらいいなと思う。 
 ただ、それだけではない。というのも、障害者アートという枠に期待されることとし
て、障害のイメージを変えたい、ということがあるからだ。障害がネガティブなもの、な
い⽅が良いとされているものとされたままだったらば、それ⾃体が問い直されなくてはな
らない。 
 だから、より正確にいえば、「障害者アート」「障害者アーティスト」という⾔葉それ
⾃体が悪いのでは決してなくて、「障害のあるなしが関係のない時にもわざわざそのよう
にいうこと」「障害の意味がネガティブなものとして捉えられたままのこと」が問題なの
である。アートを通じて、「障害」「⾮・障害」の間の線引きが変質したり、曖昧になっ
たり、消えたりする事態はきっとあちこちで起きている。そんな時に、ポジティブな意味
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を込めて「障害のある⼈の表現」といったり、⾃然に「アート」として受けとめられたり
したらいいなと思う。 
 
サポートの方法 

 アーティストである光島さん、参加者のギャラリストの⽅、そしてアーティストを⽀援
する団体であるエイブル・アート・ジャパン、それぞれにサポートの⽅法をめぐる問題意
識があった。この点は最も直接実践に関わる部分でもあり、また、⼀番答えが出しにくか
った部分でもある（というか、出なかった、と⾔える）。 
 光島さんからは、「サポートに頼りすぎてしまってダメになってしまうことへの怖さ」
があるという打ち明けがあった。障害者アートという枠の中で得られる⽀援が昔よりも豊
かになりつつある、今ならではのことだろう。確かに、柴崎も「活動を⽀援していた家族
や⽀援者がいなくなったら描けなくなってしまった」というアーティストの話を聞いたこ
とがあるという。そのうえで、「そのように、⽀援が抜けたり弱くなったりしたところに
こそサポートを届けたい」「個⼈で、家の中でやっているような⼈にサポートを届けた
い」という展望を述べた。ただ、やはり NPO への期待の⼤きさに対して、できることは
限られているので、サポートを直接届けるだけではなくて、ギャラリストやプロモーター
に⽀援のバトンを渡していく必要もあるだろうということだ。 
 次に、障害とアートが活発になっている今、「誰を⽀援するのか」の舵取りが難しいこ
とを柴崎から指摘した。それは、⾦銭的な制限とも関わるし、先に述べたように「障害の
あるアーティスト」というまなざしがその⼈にとって⼼地よいものなのか、といった問題
もある。⼀⽅で、障害者アートといっても、あらかじめどんな作品なのか決まっているわ
けではないし、様々な表情の作品があるのだから、その障害者アートという枠が合うか合
わないかと問うたところで、それもまたおかしな話になってしまう。こうして、「誰を⽀
援するのか」という問いは、前節の「障害者アートという枠のこと」で⾒た議論へと回帰
する。 
 参加者の⽅からは、最近はアート業界全体が財政的に苦しい中で、売れやすい作品へと
創作もまた流れかねないことが指摘された。障害のあるアーティストの作品を世に出して
いくことの 1 つに販売するということがあるが、そのことで、障害者アートの世界もまた
市場に親和的な表現へと傾いていってしまうのではないか？という懸念である。このこと
もまた⾮常に難しい問題ではあるが、⽀援の⽂脈の中で、収⼊の上昇や職域の開発につな
がることはまずはそれ⾃体として良いことではあるので、その上でどのようにして創作の
可能性を狭めないかということを試⾏錯誤していく必要があるだろう。 
 

・・・・・ 
おそらく、この⽇にそれぞれの 20 年を振り返りながら浮かび上がった数々の問い／課題
には、正解もなければ、天才的な解決法もない。それは悩ましいことではあるけれども、
幾多の作品であったり、それぞれのアーティストと社会との繋がりの変容であったり、障
害と⾮・障害の線引きを問いに付してきたことだったり、この活動から⽣まれてきたこと
もまた、多い。これまでの成果に励まされつつ、活動につきまとう難しさに向き合う⼒と
したいものである。 
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・・・・・ 
以下は、本報告レポートを読んだ光島さんからいただいた追記である。とても重要なこと
なので、お願いしてここに転載させていただくことにした。 
 
1. 視覚障害アーティストへの⽀援で重要なのは、作品の整理（アーカイブ）だ。なぜな
ら、額などに⼊れてしまうとぼくの様な作品でもさわって確認が困難になる。もちろん箱
などに点字で印字しておけばいいのだが、ついつい怠ってしまい、いざと⾔うときに探し
出せなくて、誰かの⽬を借りなければならなくなる。あるいは、写真に残したとしてもそ
れを⾃分で探し出すのが困難である。⼯夫としてはなるべくファイル名にタイトルなどを
⼊れてもらうようにしているのだが、整理するより、作る気持ちの⽅が強いからついつい
おろそかになっている。そのあたりのきめ細かな⽀援を、できることなら現⾏のヘルパー
制度の中で⾏えるといいのだが、仕事に関係し、しかも報酬が伴うこととなると難しい。 
 
2. ちょうどお話しした第 2 期、10 年ぐらいは、決まった⼈に継続的にサポートをお願いし
ていた（有料のアルバイトで）ので、⼀番安定していた時期でもある。それ以前は、展覧
会ごとにサポートしてくれる⼈を探してやっていた。それぞれ最初から話を始めなければ
ならず、うまく通じ合う⼈もあれば、そうでない場合もあって苦労していた。第 3 期あた
りからは、作品をチームで作ることも増えて、より⼈間関係は複雑にはなっているが、ぼ
く⾃⾝のコミュニケーション能⼒もアップしたのか、何とか綱渡りで乗りこえている。 
 
3. ぼくにとっては、親の保護から抜け出すことが、⾃⽴のプロセスで重要だった。なの
で、とりわけアーティストの⽀援が家族の中でされている場合について、どのようなサポ
ートが望まれているのかを聞いたり、考えたりすることが重要だろう。 
 
4. 以前にも提案していたが、障害別でもいいし、障害を横断的にでもいいし、作家中⼼に
集まって話せる場所があればいいと思っていいる。特にアールブリュットの流れの中で
は、⾝体障害の作家が周辺に追いやられている印象が強い。というか、扱い⽅が⾃ずと違
ってくるので、網に掛からないと⾔った⽅がいいかもしれない。 
 
5. 余談になるが、「養護学校義務化」の話が出ていた。どうしてもそこには反応してしま
う。義務化は 79 年だった。ちょうどぼくは⼤学⽣で義務化阻⽌運動をやっていた。理由
は、障害別に振り分けられて、養護学校に隔離されてしまうのが納得できなかったから
だ。ぼく⾃⾝が盲学校で 16 年間育って、⼤学への⼊学で、⾒える⼈の中に投げだされた
とき、あまりのカルチャーショックでとても悩んだことがあった。できることなら⼩さい
ときから地域の中で⽣きて⾏ければと思っていた。ただし今から考えると地域にいったか
らと⾔ってもかならずしも幸せな⽣活が待っているわけでもないということもわかってき
た。そんなことで、義務化には無条件に反応してしまう⾃分があり、「怒り」と⾔ってい
たのもそのあたりに原点があるように思う。義務化反対の運動の中で、先輩の全盲の⼈か
ら、「視覚障害者はおとなしすぎる。もっと⾃分の怒りを表現しなければ」と⾔われたこ
とを思い出した。 


