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はじめに
本研究「 ミュージアム・アクセンビリテイ」は、障がい をもった来館者のサービス を実
現 してきた欧米の博物館 を調査研究することによ り、 日本 の博物館 におけるアクセン ビリ
テイの可能性 を明確 にすることにある。
一般的に「 ミュージアム・アクセシビリテイ」 といえば、障がい をもった人が博物館 を
利用するために必要なこととして捉えられる。 しか し、ケ・ブランリー・ ミュージアムの
スタッフとして視覚障がい者のための展示開発にかかわ り、本人 も視覚障がい者であるデ
ルフィーヌ ・アルメルが「視覚障がい者のためにデザインした展示が一般の健常者である
子 どもと大人にとっても展示物の理解 を深めるものであった」(註 1)と 述べ ているように、
障がい者 のための「 ミュージアム ・アクセシビリティ」には、本来すべ ての人に開かれた
はずの博物館がその機能を実現す るために重要な要素が含 まれてい るのである。
筆者がテーマ として取 り上げている「 ミュー ジアム・アクセシ ビリテイJに は、身体的
医学的な障がいとして認知 されている人のアクセシビリテイだけではな く、東 日本大震災
で多 くの犠牲 をともない今なお元の日常生活に戻 ることがで きない人びとが博物館や美術
館 を有効に活用す ることがで きる具体的な方策に繁がるものであると考えるか らである。
誰 もが ミュージアムに来ることがで きる「 ミュージアム・アクセシ ビリテイ」 とは、心 と
体 と頭に豊かな感覚の再生 と知の可能性にむかうアプローチを具体的に博物館が準備する
ことである。
この大 きなテーマに向かう前に、その入日として本論では英国の大英悼物館の「障がい
者平等 ス キーム」 り ISABILITY

EQUALITY SCHEME"を 取 り上げ、そこか ら日本に
おける「 ミュージアム・アクセシビリテイJの 基本的なアプローチを試みてみたい。

第 1章 「ユニバーサル・ ミュージアム」 へ の道

2012年 度 に愛知 県美術館 は文化省 の助成 をうけ、視覚障が い者 のための学校教材 のキ ッ
トの開発 を試みて い る。そ こには県下の他の美術館や博物館 も参加 して い る。 愛知県陶磁
資料館 では 2012年 5月 に開催 された「西村 陽平が 出会 った子 どもたち展」 で千葉盲学校
の子 どもたちの作 品が展示 された。その 123点 の作 品は国内外 で も高 く評価 されてお り、
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2003年 に資料館 に寄贈 された ものである。 また南 山大学の人類 学博物館 では 2013年 の リ
ニュー アルにむけて、視覚障が い者 をは じめ とし、誰 もがすべ ての展示物 を触れ ることを
め ざして、名古屋 ライ トハ ウスのス タッフの協力 を受けなが ら展示の 開発 中で ある。
これ ら愛知県における視覚障が い者 のための博物館や美術館 での動 きの前 に、国立民族
学博物館 では 2006年 に広瀬 浩二 郎 による企画展「 さわる文 字、 さわる世 界」が実現 して
い る。広瀬 によると「 さわる展示 」 と「 さわれる展示」 (註

2)は 区別 して い る。1974年

に研究博物館 として建て られた 国立民族博物館 は、基本的に展示物 にさわって もいい博物
館 で「 さわれる展示」 をめ ざ して い た。 手 を仲 ば して触 れる物 は触 って もよいが、
「博物
館 でさわる」 ことに憤 れて い ない 日本人は、展示物 を破 損す ることも少 な くな った ようだ。
そ こで期間限定の試みではあったが、一部 の人が「 さわれる」 のでは な く、 よ り積極的に
誰 もが「 さわる」 ことを 目的 と したのが この企 画展 だったので ある。その後 2012年 3月
に触 る常設展示 「世界 をさわる一 感 じて広が る」が本館 2階 の「探求 ひろば」 に新設 され
た。その 中のひとつ の コー ナーでは物が見 えないよ うにデザ イ ンされた展示の前で人び と
は椅子 にすわって手 を仲 ば し、ゆっ くりと物 に射面で き、誰 もが大 きさや重 さ、形、質感
な どを「 さわるJこ とで理解 を促 される。その他 に トキの木彫、北極熊 の石彫 な ど全 16
点 の作品が常設 され、誰 もが触 わることの豊か さを知 ることがで きるように常 に開かれた
展示 になって い る。広瀬 はそれに先駆 け 2003年 に米 国に視察 し、 ス ミソニ ア ン博物館 の
ボランティによる視覚障が い者 に対 す るガイ ド・サ ー ビス、 メ トロポ リタ ン美術館や タッ
チ ヨ レクシ ョン、ボス トン美術館 や イサム ノグチ美術館 の タッチ ツアー、 ニ ュー ジャー
ジー・ヒス トリカル・ソサ エ アティの農業移民 の生活用具が触れる様子 な どを体験 (註 3)
して きてい る。
広瀬 をきっか けに ここ数年 の うちに急激 に「ユニバーサル ・ ミュー ジアム」 の気逗が高
まってい る日本 だが、
博物館が これまで長 く範 をとって きた よ うに、
「 ユニバ ーサル・ミュー
ジアム」 のための「 ミュー ジアム・ アクセンビリティ」 もまた欧米が 一歩先 を歩 い ている
とい え るだ ろ う。 そ こ に は 1990年 に成 立 した「 障 が い 者 教 育 法 」 (Individuals with

Disabilities Educadon Act,IDEA)が 関係 して い る。2008年 には「 アメリカ障が い者法」
(Americalis with Disabilities Act Amendment Act of 2008,ADAAA)に

改正 されて い る。

英 国にお い ては、 1995年 に「 障が い差別禁止法 J(Disability DiscriminatiOn Act 1995)
が成立 し、2000年 には「平等法 (現 行法)」 (Equality Act 2010)に よ り、差別が理 由 ご
とに存在 して い た差 別禁止法が整序、統合 された。アジアでは韓 国が 2008年 に「 障が い
者差別禁止法」 を施行 した。 これ らに対 し日本では議論が されてはい るものの未 だ「障が
い者差別禁止法」 は採択 されてい ない。
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第 2章

大英博物館の「ミュージアム・アクセシビリティ」

欧米で「 ミュージアム・ アクセシビリテイ」 (Museum Accessibility)と い えば、一般
的に建築や環境に関する障壁を取 り除 くことであ り、具体的にはバ リアフリーの入日と車
いすの利用が可能なこと、またエ レベー ターや トイレ、
駐車場の整備などである。またオー
デイア機器や点字に加え、特別な支援ツアー を組み、来館者の特定のニーズ に配慮するこ
となどが含まれる。また悼物館 のサイ ト上でのウェブ・アクセンビリティを含 めることが
で きる。
前章で述べ たように、欧米 では法で定め らたことも起因して博物館におけるアクセシビ
リテイの展開は着実に実施 されているといえよう。
この章 では、大英博物館 の「 ミュージ ア ム ・アクセシビリテ イ」 につい て取 り上 げる。

2011年 2月 22日 にニ ュー ヨーク近代美術館で、大英博物館の学習機会均等 マ ネー ジャー
(Access alld Equality Manager,Learning and Audiences)で

あるジェ イ ン・サ ミュエ ル

」ane Samuelsが 招かれ、教育部 のス タッフと関係者 の 間 で会合が開かれた。筆者 は米国
における ミュー ジアム ・エ デ ュケ ー シ ョンに関す る長期 海外研 究調査 中 (2010.8‑20119)
であ り、その会 に参加す ることがで きた。
メ トロポ リタ ン美術館 の レベ ッカ 。マ クギネス Rebecca McGinnes、 ニ ュー ヨー ク近代
美術館 の フランチ ェス カ 。ローゼ ンバ ー グ Francesca Rosenbergな ど、美 術館 で視覚障
が い者 のプ ログラムを担当する教 育部 のス タッフらが出席 し、 またニ ュー ヨー ク市内の博
物館 や科学館 でア ドバ イザ ー と して教育部の ス タッフと仕事 を して い る視覚 障が い者 の
エ レン・ルー ビンEllen Rubinも 参加 した。そ こでサ ミュエル は大央博物館 における取 り
組みについて視覚障が い者か ら受刑 者 にいたる「 ミュー ジアム・ アクセシビリティ」 を発
表 した。
こ こで はサ ミ ュエ ル らが 実 施 して い る大 英 悼 物 館 の「 DISABILITY

EQUALITY

SCHEME」 か ら要点 を抽 出 してみたい。

「DISABIttTY EQUALITY SCHEME」

2005年 の「大英悼物館計画」 (The British Museum Plan,2005/06)に よると、 1759年
に開館 した大英悼物館 は、全 世界 の利益 のために人 間の文化史 としての最大 の コ レクシ ョ
ンが収容 され、すべ ての個人、異なる人種や出身国、言語や信条、文化の違 う人 び と、そ
して年齢、性別、性的指向や障が い、収入の高低 に如何 にかかわ らず、博物 館 を使用す る
多様性 に対 して平等のアクセス と支援 をす ることを明 らかに して い る。

307

名古屋芸術大学研究紀要第 34巻 (2013)

1.多 様性 を大切 にする こと
博物館 の位置 づ けを「世界の大英悼物館。好奇芯 と勤勉 な場所。世界 の利益 で あ り、現
在 と未来 のために開かれた場。英国の遺産 を探索 で き、多種 多様 な文化的展望 を発現する
フォー ラムであ り、異なる社会 を超 えて繋が り、影響 を し合 い、理解 を深 め、全世界 を包
含す る もの」 としているが 、興味深 い点 は、「障が い者 のためのサ ー ビス を強化す ること
は博物館 のすべ ての利用者 の体験 の質に直接的で肯定的な影響 を持 っている」 と記 されて
い る点である。
大夫博物館 は世界中か ら多 くの人びとが訪れ る。そこで作業部会が必要 とな り、その多
様性 に関 して観客 な らびに職員 に責任 を果たすべ く、対象、職員、実践 に関 して 目標 を設
定 してい る。悼物館 で働 く契約 ス タッフ、ボランティア、 イ ンター ンなどすべ ての人が博
物館 の 中核 的な存在 として、多様性 をサポ ー トす ることを認識す るよ うに して い る。多様
な コ レクシ ョンの理解 を促す ために、管理、キ ュレー シ ョン、展示、教育 プ ログラム、マー
ケテ ィ ングの仕事 を明 らかに し、悼 物館 の 目的がすべ ての観客 に実現 す るよ うに館 内外で、
また伝統的かつ現代的な多様 なメデ ィアを用 いて働 きかける ことと示 して い る。

2.障 がい者 を理解するために
1995年 の「障が い差別禁止法」 (Disablity Discrimination Act 1995)で

は、 障が い者

を「通常の 日常活動 を遂行す る人の能力 に、実 質的かつ長期 的な悪影響 を及ぼす 身体 的ま
たは精神 的障が いJと 定義 づ けて い た。2005年 の「 障が い差別禁止法」 (DDA)で は、

2000年 の 人種 関係法

(改 正 )の 下で全 ての公 共機 関は、人種 の平等 を促進す るための義

務 と同様 に障が い者 の平等 を促進す る義務があるとされた。
それ に よ り糖尿病 を患 っている人、多発性硬 化症、HIVと エ イズ、が ん と生 きる人、
精榊的な苦痛や心臓病 を思 っている人、耳 の 聞 こえない人、難聴の人 または失読症、視覚
障が い者や視覚障が いのある人 々 を含む条件 の広 い範囲で学習 をカバーする ことになった。
それはまた 自分 をそれ まで障が い者 と認識 して い なかった多 くの人 々、例 えば難聴 の高齢
者、慢性疲労症候群の人、長期腰 の問題 で悩 んで い る人な どもまた DDAの 法 の下で権利
を持 っている。
英国の政府 は、人口の 15%(約 11万 人)以 上が対象者である と推定 して い る。 この数
字 は、実質的な友人や家族が障が い者 の平等 に取 り組む ことの重要性 を強調 して い る。
大英博物館 は機能障が いの 医療 モ デルに優先 して障が いの社会 モ デルを採用 して い る。
社会 モデルは障が い その ものに重点が置かれるべ きではな く、障が い者が住 んで い る物理
的な環境や文化 によって提示 されたアクセス と平等 へ の物理的、知的、感覚的、文化 的、
態度 の障壁 に対処す ることを強調 してい る。 これ らの不平等 の軽減 と、障が い者が直面す
る課題 は大幅 に削減 されるであろ う と議論 されてい る。
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3.障 がい者平等の義務
「障が い者差別禁止法 DDA1995」 は、2005年 に障が い者 に対す る制 度的差別 を解消 し、
積極的 に障が い者 の平等 を促進す ることを意図 した法 を改正 され、今ではすべ ての公 的機
関で以下のよ うな一 般的な義務 を置 くようにな った。
一 般的義務
一般的な義務 は、公 的機関に 6つ の主要 な原則 を必要 とす る。
・障が い者や他 の人の 間で機会 の平等 を促進す ること。
・法の下で違法である差別 をな くす こと。
・障が い者へ の障害 に関係 した嫌が らせ を排除す ること。
・公的生汚における障が い者 の参加 を奨励す ること。
・障が い者 に向かって積極的な姿勢 を促進す ること。
。他 の人 よ りも好意的に障が い者 に姑応す る場合 であって も、障が い者 の 障 が い を考慮
するために姑策を講 じること。
特別な義務
一般的な義務 に加 えて、特定の公的機関は、特定の職務 として知 られて い る ものを対象
とす る。 この義務 の重要な特徴 は、障が い者 の平等 スキーム とアクシ ョンプ ラ ンを生成す
るための要件 である。

2006年 の 障が い者 の平等制度 と障が い者行動計画 は、一 般 的な義務 の連守 を確実 にす
るために、公的機関に活動 を計画 し、配信 し、評価 し、 レポ ー トを作成す ることを支援す
るための実用的な枠組 として書かれ ている。

4.執 行
障が い者平等義務 (the Disab五 ty EQuality Duty)の 下 で、障が い者権利委員会 (The
Disability Rights)と その後継者である平等 と人権 のための欧州委員会 は、 コンプライア

ンスの通知 を発行す ることによって、その職務 を遂行 に失敗 してい る公 共機関に射 して法
的措置 を取 ることがで きる。

5.障 がい者 との協議
組織 の方針やサ ー ビスは、最 も直接影響 を受ける重要なツールである。
大英博物館 はサ ー ビスヘ の平等 なアクセスの推進 にお いて は聴覚障が い者や障が い者 と相
談 して きた長 い歴史があ り、開発 と継続的な支援 してい る。
・対面相談
。障が い者利用グルー プ
。障が い者団体 とのパー トナー シップ
。電子 メール相談
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。新 たに形成 された障害者ス タッフの ワー キ ンググルー プ
・電話相談
・来館者 の フイー ドバ ック

6.障 がい者平等スキームの公開
博物館 は、
「障がい者平等 スキーム」 を大活字でウェブサイ トやイ ン トラネッ ト上で公
開 している。また、悼物館 のアクセスマネージャーに連絡 をするとそれを点字で利用で き
るようになっている。

7.影 響評価手続 き
博物館 には、
専任 のアクセスマ ネー ジ ャー Access Managerが お り、
彼 らに博物館 の「障
が い者平等義務」 (the Disability Eqtlality Duty)で 毎年 の行動 と成果 を確認 し、その 目
的が達成 される ことを保証す るために資料 を求めて いっている。

2007年 に悼物館 の ウェブサ イ トが リニュー アルされてか ら、その ウェブを向上 させ るた
めに、サイ トの継続的な評価 に努めて い る。それにはアクセス技術の特定のアクセス要件
と専 門家、そ してユーザ ー をターゲ ッ トに したテス トが含 まれてい る。

8.学 習 と観客
悼物館 は「障が い者差別禁止法 DDAパ ー トⅣ 教育 Jの 下 で、 障が い を もった来館者
のための現在 のアクセスサ ー ビス によって、 障が い者 は教育 と設備 に平等 な権利 を持 って
い る。悼物館 は追加 した重要 な部門に よって完全 に障が い者が平等 になるように実現 して
い る。 現在 のサ ー ビスは、博物館 内に包括 的な文化 の発展 を支援 して い る。「学習 と観客
の部門」 にあるアクセス マ ネー ジャー Access Managerの 指導 と助言 を通 じて、悼物館 は
障が い者 の観客 のために非常 に多 くのサー ビス を開発 して きた。
次 の リス トは網羅的な ものである。
○盲人や弱視の観客のための主なサ ー ビス
・視覚障が い と学習障が いの ための処理 プ ロ グラム
・一 時的な展示 のオーデ イオ
・一 時的な展示 の大規模 な印刷情報
。一 時的な展示の点字 と触覚 イメー ジ
。拡大鏡
。一 時的な展示会用 のオーデ イオ説明
・観客が イ ンフ ォメー シ ョンデ ス クで利用で きる犬のための水 の供給皿
・パ ルテノンギャラリーの タッチ プロビジ ョニ ング
・エ ジプ ト彫刻ギ ャラリーの タッチ ツアー
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・MAGICパ ー トナー (資 本 の博物館や ギャラリー ー耳が聞 こえない観客 のための ウェブ
サ イ ト)
○難聴 の聴覚障が い者 の聴衆 のための主なサ ー ビス
・ クロア教 育 セ ンター とハー トウェル部屋 での誘導 ルー プ
・ギ ャラリー トー クのための携帯用誘 導 ルー プシステム
・毎月の手話 と解釈講話 とイベ ン ト。
・聴覚障が い者や難聴 のグルー プのための臨時特別 イベ ン ト
○付加的な学習 の取 り組み
。精神疾患 を息 っている大人 のための博物館 の研究 プ ロ グラム。
・美術館 コ レクシ ョンの工芸品によるハ ンズ オ ン
・障が い者 の ニーズ を満たす ことを 目的にデザ イ ンされた繊細 な一 時展示
・ 自閉症 の若者、学習障が い、精神衛生上 の 問題 を持 つ 人 な ど特定 の観客 のため に臨時
の創造的な プ ロジェ ク ト
・ギャラリー プ ログラム
・市 とのパー トナー シップのプ ロジェク ト
・成人学習者 の思考能力 とリテラシーの ワー クシ ョップ

9.学 校 と若 い観客たち
博物館 は学校 とその訪問グループ、そ して、すべ ての若 い訪問者 に包括的な学習機会 を提
供する とい う強 い精榊 を持 っている。 これはすべ ての子 どもたちにすべ てのメディアの経験
にアクセスで きるようにする ことを目指 してい る。悼物館 を訪問する前 に教 師が特別なニー
ズ を必要 とする生徒 についてサポー トスタッフと話 し合 い、すべ てにわたって協力 し合 う。
教師が ワー クシ ョップの内容 を完全 に準備 で きるようにセ ッシ ョンに姑 してすべ ての指
導サポー トノー トを送 る。教師が最 も有用 な ものを見つ ける ことを保証す るために英語 に
加 えて、他の言語の研究プ ロジェク トを提供す る。教員研修 のハ イライ トは、教師が悼物
館 を事前 に訪問 し、学校や若 い観客 のチ ームのメンバー と完全 に議論 をつ くす ことで ある。
家族 の活動 は、すべ ての若者 とその家族が利用 で き、そ の 目的は、視覚、聴覚及び動 きを
ともなった学習機会 を提供す ることに よ り、同伴 の大 人が ほ とん どの子 どもの ニーズ に
合 った学習 ス タイルの多様 な範 囲のサポー トをす ることである。大量の 印刷形式が現在開
発 されて い る。ギ ャラリーで家族 のために印刷 されたイ ンタ ラクテ イブなパ ックが利用で
きる。特別なニーズの子 どものために、ギ ャラリーで材料 を使 ったグル ー プのためのオブ
ジェク トのボ ックスが使用可能 で ある。
クロア教育セ ンターのすべ てのエ リアで若 い観客 の学習 の用意がで きてお り完全 にアク
セス可能 で ある。
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10.解 説部
大英悼物館 内の解説部では、ギ ャラリーや展示の知的な構造 の作成 と評価 を担当 してい
る。聴衆 に対 す る綿密 な評価 とテキス トの編集が含 まれてい る。 コ レクシ ョンヘ の知的ア
クセス を向上 させ、可能な[民 り幅広 い聴衆 に異 なる文化の理解 を促進 す るために存在 して
い る。
解説部は、次 の方法 で博物館サ ービスヘ のアクセスの平等性 を支援 して い る。
○ アクセシブルな明快 なテキス ト
テキス トは高 い水準 に編 集 され、幅広 い観客がそれを読んで理解 しやす い ものであるこ
とは確 かである。失読症、視覚障が い者や学習障が い を持 つ 来館者 に特 に関連 した もので
あ る。 テキス トは訪 問者 の ニー ズ に姑応 す る よ うに適合 されて い た「 ハ ウス ス タイル

House StyleJで アクセス可能である。
○最 も広 い形 の解説
訪問者 を受け入れ られるように、視聴覚、サ ウン ド、グラフイックな どのすべ ての適切
な方 法 を調査 す る。 解説 部 はその作業 が十全 で あ るため に、 ア クセス マ ネ ー ジ ャ ー

Access Managerと 密接 に協力 し、可能な場合 は現行 の法的な要件 を超 えてい る場合 も
ある。

11.評 価
部 門では、一 時的な展示会 にフイー ドバ ックを提供す るために専 門的な評価者 を使 い、
常設 のギ ャラリーや小 さな一時的なデ ィス プ レイの具体的な 目標のために、その評価作業
を延長することがある。博物館 の観客 の完全 な状況 を観察す る方法 は、部門の不可欠な評
価方法 で ある。最近 になって障が い に関す る質問 をその評価 方法 に追加 し、その結果 に基
づい て行動する ことを計画 してい る ところで ある。家族や障が い者 な ど特定 の観客 との作
業 をともな うこの新 たな取 り組みが博物館の永久 コ レクシ ョンヘ の評価 に簡 i累 に拡大 して
しヽっている。

第 3章

日本の博物館の 「ミュー ジアム・アクセンビリテ ィ」のために

大英悼物館 の「DISABLITY

EQUALITY SCHEME」 か らは具体的な実践経緯 を読み

取 ることがで きたが、そ こには法の成立 と改正が しっか りと関係 している。法の制定の背
景 は国に よって異なる。 ここで問題 としたいのは、英国が「障が い差別禁止法J(DDA)
によって、障が い者の範囲が広 く高齢者、さらに低所得者、受刑者 とい う制限のある日常
を送 っている人に対 して もアクセシビリテイの責任があることだ。それは国の状況によっ
て「障がい」そ して「障壁Jが 異なって くるのあろう。2025年 には三分の一が 65歳 以上
の高齢者になる日本では、あきらかにアルツハ イマーや痴呆症、在宅介護 の高齢者のため
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の「 ミュージアム・アクセシ ビリテイ」が必要 となる。そ して冒頭で も述べ たように、地
震、原発の国において、非常時における「 ミュージアム・アクセシビリテイ」 こそ、急務
な課題なのではないだろうか。
このように大英悼物館 の「 ミュージアム ・アクセンビリティ」 を一瞥 してみると、欧米
にいろいろなものを学 びなが らも、自国の問題 は新たに自覚 し直す ことを抜 きに しては具
体的な障壁を取 り去ることはで きないことが明らかになって くる。誰にも開かれた悼物館
は、「 ミュージアム・アクセシビリテイJの 継続的な模索 と実践 で しかあ りえないことに
気づ く。
そ して今 まず始めることは、多 くの欧米 の博物館がお こなっていること、つ ま り「 1.
言葉による展示品の説明」
「2

展示品の中で可能な物に触れるJ「

8.触 るための特別の

コ レクションを用意する」 こと、そ して対話する「人」の存在が大 きな年
間滑剤 となること
は間違 いないであろ う。
今後 は継続 して英国における「Disability Directory for Museums and Galleries」 をも
とに調べてい くつ もりである。
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