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1．東京都美術館のアート・コミュニケーション事業

1926 年（大正 15）に開館した日本で最初の

公立美術館として知られる東京都美術館は、

2012 年（平成 24）のリニューアルオープンを

契機に、「すべての人に開かれた、アートへの入

口となる」ことを目指すためのミッション(1)を

策定し、従前の教育普及事業をさらに発展拡大

した「アート・コミュニケーション事業」を始

動した。その柱となるのが、以下に述べるプロ

ジェクトである(2)。

（1）とびらプロジェクト

東京藝術大学との連携によるソーシャル・デ

ザイン・プロジェクトであり、今年度で 10 年の

節目を迎えた。活動の主体となるのは「とびラ

ー」（アート・コミュニケータ）と呼ばれる毎年

一般に公募される市民であり、任期は最長 3 年

である。とびラーは「とびラボ」と呼ばれるミ

ーティングをはじめ、美術館学芸員や大学教員

と協働した実践を通して、任期満了後をも見据

えた「創造と共生の場」としてのアート・コミ

ュニティの形成を育んでいく。

（2）Museum Start あいうえの

上野公園に集中する 9 つの文化施設を舞台に、

子どもたちのミュージアム・デビューを提供し

ていくためのラーニング・デザイン・プロジェ

クトであり、2013 年に始動した。実物教育

（object-based-learning）に基づくアクティブ・

ラーニングが中心となっており、6 歳～18 歳と

その家族を対象とした「ファミリー＆ティーン

ズ」、小・中・高校と特別支援学校を対象とした

「学校」、児童養護施設や移民など多様な背景を

有する子どもを対象とした「ダイバーシティ」

の 3 つのプログラムを通して、とびラーとの協

働で実践されている。

（3）教育普及プログラム

とびラーとの協働によって実践されるその他

のプログラムとして、特別展の休室日に開催さ

れる「障害のある方のための特別鑑賞会」や「キ

ッズデー」、主に奇数月の第三土曜日に開催され

る「建築ツアー」などが挙げられる。このほか、

超高齢化という喫緊の社会的課題に対応するた

めの新たなプロジェクトとして、高齢者や初期

の認知症当事者とその家族を対象としたプログ

ラムを展開する「Creative Ageing ずっとび」

を 2021 年（令和 3）より始動している。

2．「とびラー」としての 3 年間

筆者は、2019 年度から 21 年度までとびラー

としてプロジェクトに参加した。もとよりアー

トに関心があること、加えてミュージアム・エ

デュケーションにおける市民との関係性の観点

からも注目していたためである。

まずとびラーは、「基礎講座」「実践講座」（ア

クセス・鑑賞・建築の各実践講座）を通してミ

ュージアムの役割や社会的な課題、アート・コ

ミュニケーションの実践について学びを深めて

いく。そうして膨らませたアイデアを実現する、

あるいは学習の場として「とびラボ」を自主的

に立ち上げ、そこに集う人々の対話によって、

トライ＆エラーを繰り返しながら実践を続けて

いく。このような学びと実践のサイクルによっ

て、プログラムがブラッシュアップされていく

仕組みとなっている。

とびラー活動 1 年目となる 2019 年は第 25 回

ICOM 京都大会の開催された年であり、京都で

のセッションではとびらプロジェクトのスタッ

フによる報告(3)も展開されたが、そうした国際

社会の動向や新定義案を講座やワークショップ

を通してとびラー（＝市民）に還元し、ミュー

ジアムに求められる社会的役割を共有していく

試みが進められていった。これを契機に、とび

ラー間でミュージアムのあり方についての意見

交流や、とびラーとして何ができるかを考えて

いくための議論も増えていった。このようなミ

ュージアムの側が専門家団体での議論を市民に

共有していくような試みは、管見の限りではご

く稀であるため驚かされたが、むしろミュージ

アムが市民の共有財産であるからこそ、市民を

も巻き込んだ議論はその存在意義を考えていく

うえでも重要なプロセスであることを認識させ

られた。なぜならば、専門家のみの独占に留ま

らない広汎的な市民的公共圏の形成が、次世代

のミュージアムを育むうえでのキーパーソンと

なるはずだからである。

しかし、2020 年度に入るや周知のごとく新型

コロナウイルスの感染拡大の影響によって、東

京都美術館も例にもれず休館を余儀なくされて

しまった。そのため、これまではリアルの場で

文化資源を介在したアート・コミュニティの形成
－東京都美術館のアート・コミュニケーション

事業（とびらプロジェクト）に参加して－
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展開されてきたとびラーの活動も停滞するかの

ように思われたが、そうした予想を裏切り

ZOOM を中心とするオンライン空間をオルタ

ナティヴに活用した自主的なコミュニケーショ

ンが活発を見せていくこととなった。筆者も、

発達障害のある子どもとその家族を対象とした

ワークショップを実現するために立ち上げられ

たラボに参加し、ソーシャル・ストーリー等の

アクセス・ツールの作成などにも携わった。こ

のほか、ZOOM の画面共有を活用した筆談での

対話型鑑賞、手話言語のオンライン勉強会など

様々なラボ活動にも参加した。 
 結果的に「2020 年 12 月末までには、345 回
の「とびラボ」にのべ 4807 人が参加」（熊谷

2021：25）するなど、コロナ禍においても文化

的な営みは途切れることなく、密度の高いコミ

ュニケーションが持続的に交わされていた点で

も印象的であった。コロナ禍という未曾有の事

態にあっても、とびラーのポテンシャリティの

高さを認識させられた。 
 なお、聴覚障害のあるとびラーは自分を含め

て 2 名であったが、講座での手話通訳、とびラ

ボでの UD トークや JV2T などの音声認識シス

テム、ZOOM 字幕といったテクノロジーの利活

用といった情報アクセスの保障など状況やニー

ズに合わせた円滑なコミュニケーションが展開

されていったのも、「そこにいる人が全て式」を

コンセプトとしたとびラボならではの営みであ

った。しかしながら、なにも聴覚障害だけが“特

別”なのではなく、対照的にそれ以外の人々が

“普通”なのでもなく、そこに集うのは子ども

のいる家庭、学生、外国にルーツのある方、車

椅子利用者、教師、会社員、定年退職された方

など、枚挙に暇がないほど多様なバックグラウ

ンドを有する人々が錯綜する場でもあった。お

互いが世代、価値観や経験値の“異なる他者”

であるからこそ、安心感を持って寄り添えるコ

ミュニティを形成し、あるいは円滑な合意に至

るためのプロセスのなかで聞く力を養うことで

相手を理解した、より丁重なコミュニケーショ

ンが必要なのだと改めて気づかされる。 
 
3．アート・コミュニケーションの展開と意義 

 東京都美術館をロール・モデルとしたアート・

コミュニケーション事業は全国においても拡大

をみせてゆき、2022 年現在、札幌文化芸術交流

センターSCARTS（北海道）、八戸市美術館（青

森県）、たいけん美じゅつ場 VIVA（茨城県取手

市）、長野県立美術館、岐阜県美術館、宇部市（山

口県）で展開されている。さらに独立行政法人

国立美術館に「アート・コミュニケーション」

を冠したナショナル・センターの設立がめざさ

れることは周知のとおりであるが、多様な価値

観を紡ぐことで社会に還元してゆくためのアー

ト・コミュニティの形成が文化政策としても確

立されてゆく軌跡において、東京都美術館が果

たす先駆的な役割は大きいものがあるといえよ

う。さて、このアート・コミュニケーション事

業に実際に参加してみて、改めて考えさせられ

た点は二つある。 
 一つは、アートを含む文化資源を介在したエ

ンゲージメントの機会を提供するだけではなく、

それによってもたらされる人々の繋がりを重視

した社会関係資本（social capital）を育もうと

する美術館の能動的な姿勢である。例えば、フ

ランスの社会学者ブルデューが定義する「文化

資本」（cultural capital）のコンテクストに代表

されるように、個々人の階層や生活環境の差異

によって特定の階級から階級へと再分配されて

ゆく文化的再生産は、経済資本や社会関係資本

の格差にも連鎖することが示されている。そう

であるならば、文化資本の有無もまたミュージ

アムへの来館を決定づける要素ともなり得るし、

そうした格差の温存は抑圧する側とされる側の

構図が維持されていくことで人々の生涯にわた

る生きづらさにも関わってくる。このような背

景や課題を捉えたうえで、実践的な営みや試行

を通してひとつの解決策を掲示している点にお

いて美術館の本気度がうかがえる。そしてそれ

は、「文化財を正しく伝えるという基本的な活動

だけではなく、文化財へのオーナーシップを育

む」（稲庭 2019：25）という点においても示唆

的である。 
 もう一つは、それぞれが“異なる他者”とし

ての市民との関わりをより幅広く捉えようとす

る多声的な姿勢である。というのも、ミュージ

アムはもちろん博物館学の側において「来館者」

「市民」などというワードが用いられるとき、

その多くはどこか一方的で抽象的、無機質的な

ものとして感じられる。それは、批判的教育学

の観点を踏まえるならば、来館者はかくあるべ

き、という理想の下に規範化され矮小化された
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抑圧の所産としての近代的なミュージアム像が

投影されているからであろう。そこでは、著し

く多様化してゆく“異なる他者”としての市民

の主体性、自発性は生まれない。

 しかし、学芸員や専門家といった枠を超えて

双方向的かつ対等な関係性が重視されていると

いう点では、往年のサポーターやボランティア

制度とも大きく乖離する。なによりも「皆全員

が、自分の人生にとってプラスになるように博

物館や美術館を利用したり、良い形に変化させ

たりしていく権利を持っている「関係者（ステ

ークホルダー）」と言えるのです」（稲庭 2021b：
107）という認識のもとに実践されている点で

は、ミュージアム→市民という古典的な関係性

をも大きく乗り超えようとする挑戦的な意識が

みてとれ、多様なバックグラウンドを有する市

民との対話や協働のプロセスによって鮮やかに

輪郭が描かれてゆくクリエイティヴな営みから

は、 ブラジルの教育学者フレイレの提唱する

「解放の教育」（liberating education）にも通

じるところがあり、“市民主体の活動”が指すと

ころの意味・意義について再考させられた。

 ますます多様化し、複雑化してゆくことによ

ってより一層のパラダイムシフトが予測される

21 世紀という時代的・社会的な背景を考慮した

とき、社会教育・生涯学習の新たなモデル・ケ

ースとしても、さらに共生社会を形成するため

のプラットフォームとしても見過ごすことので

きない取り組みであることを強く認識すると同

時に、次世代のミュージアムとそのコレクショ

ンにおける「公共」（public）のあり方を問い直

してゆく点においても、多くの示唆に富んだ 3
年間であった。
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