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開会宣言 

下斗米 隆  NPO 法人世界劇場会議名古屋 理事長 

 

世界劇場会議名古屋の理事長の下斗米と申します。「世界劇場会議国際フォーラム」

が開かれるのは今年で 28 年目となります。今年はここにテーマにありますように文化

芸術の「社会包摂」ということを皆さんと議論を深めていきたいと思います。最終的に

社会包摂というものがどういうものであるか、それは劇場・音楽堂ないしは芸術団体に

とってどのように大事なものか、ということを皆さんと共有して、持ち帰って実践して

いただく会にしたいと思います。それではただいまより『世界劇場会議国際フォーラム

2020』を開催いたします、よろしくお願い致します。 

 

 

 

基調公演 Ⅰ 

「積極的社会政策としての社会包摂と文化芸術機能」 

衛 紀生  可児市文化創造センター館長兼劇場総監督 

 

下斗米さんの挨拶にありました通り、世界劇場会議はこれからの文化政策、あるいは

劇場・音楽堂、芸術文化の将来未来のデザインをするところです。 

可児市の冨田市長は就任した時からずっと「住みやすさ一番・可児」という事をキャ

ッチフレーズに市政に取り組んでおられまして、一昨年くらいから可児は「社会包摂の

まち」と言っております。この会議の直前に出ました全戸配布の「広報かに」では、可

児市が消滅可能性都市の中に入っていないと、可児市は事実、一昨年から人口が増えて

おります。一昨年は 900 人前後増えたんじゃないでしょうかね、私は可児に来てから

13 年経ちますけれど、102,000 人台になったのは初めてですね。リーマンショックで一

時 90,000 人前後まで減りましたけれども、その後多くの若いご夫婦が可児市よりちょ

っと奥の中山間地から、小さなお子さんを連れて移住をして来ています。それからフィ

リピン人の労働者たちが家族で移住してきています。可児市は外国人定住のための施策

も非常に充実していまして、そういう意味では私たちが可児市文化創造センター・アー

ラでやろうとしている事とうまく共鳴してきているのかなと感じています。 

さて、90 年代から社会がどんどん劣化しているのを実感しています。非常に多くの

人たちが生きづらさを感じている。日本社会はそういう社会になってしまったという事

をとても痛感しています。それはどういうことが原因かというと、基本的には所有の欲

求を優先させたために、存在の欲求をおろそかにしてしまった。とにかくお金があれば

いい、物を所有してればいい、それが幸せだという価値観が日本中に蔓延してきた、そ
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のために存在の欲求をきちっと充足させるための、人のつながりが失われ、「つながり

の貧困」というものが起こってきてしまったのではないかと思っています。いわば「社

会ダーウィン主義」と言っていいことですね。優勝劣敗です。そういう社会が出来上が

ってしまった。私のような人間がいくら声を張り上げても、まあ引かれ者の小唄という

か、ごまめの歯ぎしりというかあまり効果はないと思うんですが。それでも文化芸術、

劇場・音楽堂の存在によって、今の社会をもう少し何とかしよう、何とかならないか、

何とかできるんじゃないか、いろんな考えがある中で、私は可児市文化創造センターに

来まして、実際に可児市に住み、通勤用の車を買ってですね、とにかく社会包摂をやろ

うと。前例は全くないし、はじめ私の考えを話した時もうちの職員は「何を言ってんだ

この人」っていう感じであったようです。それでもこれを進めていって、今では社会包

摂型のプログラムだけで年間 500 回を超えています。最近私が喜ばしいと思っている

のは、社会包摂型のプログラムが全国でも非常に多くなったことです。もちろん昨年、

「障がい者文化芸術活動支援法（障害者による文化芸術活動の推進に関する法律）」が

出来て、さらにその推進機運が高まったという事もあります。それ自体は大変喜ばしい

のですが、本当にそれだけで喜んでいいのだろうかという思いが、今私の中にあります。

後で登壇されるセーラ・ジーさんもおっしゃっていることですけど、どうやらイギリス

でも補助金が出るから社会包摂をやろうという考え方の団体なんかが非常に多いんで

すね。アーラの近隣の大きな劇場・音楽堂のエクゼクティブに近い人間からも、今から

４、５年前に「どうもアーラがやっている社会包摂は、補助金が出そうだからそろそろ

始めようか」って言っているという話を聞いたことがあります。それで本当に「つなが

りの貧困」を抱える当事者たちは幸せになれるのだろうか、劇場・音楽堂はつながりを

作れるのだろうか、その人たちに責任を持てるのだろうか、ということを非常に危惧し

ております。とてもいい形で社会包摂の考え方が広まってきているけども、それはあく

までも人間が、人々が生き生きと希望をもって生きるための「手段」なのではないだろ

うか、その先にやはり大きなデザインを構想するというか、それを考えないと単なる施

しに終わってしまうのではないかという杞憂を持っています。 

一方で昨今、90 年代に起こったホール建設ラッシュと同じような状況が起こってお

ります。90 年代は「日米構造会議」によって、ともかく公共事業にたくさんお金を使え

とアメリカから言われ、これから少子化になるので教育委員会がさらに学校を建てるこ

とはもうないだろう、じゃあ劇場・音楽堂、美術館を作ろうということで、政策的に全

く根拠がないわけじゃないのですが、今起こっている建設ラッシュはですね、1,500 席

から 2,000 席を超える大きなキャパシティを持ったホールが全国にどんどん建ち始め

ているし、これからもいくつも計画があります。それが大体 250 億円から 400 億円く

らいかけて出来ております。私は 20 代前半から文化芸術の側にいる人間ですけど、そ

の私でさえ無駄じゃないかと思います。事業費もついてない単なる貸館です。貸館で市

民が 2,000 席のホールをどうやって使うのかって思います。当然、舞台も大きいですか

ら何かやるときにステージを飾るだけですごいお金がかかりますし、照明費だけでもす

ごい金額です。90 年代の失敗をまったく反省していないということです。しかも今は

劇場・音楽堂の機能に対する考え方がはっきり二極化しています。先ほど言ったように

「社会包摂」の方に舵を切ろうとしているところと、相も変わらず「興行」を重視して

いこうというところに分化していると言っていいと思います。私は莫大な予算をかけて
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興行のためのハコモノを作るよりも、高齢者の問題や子どもたちの教育環境や、子ども

たちが希望を持てなくなっている社会、あるいは学校の在り方、教育の在り方、それか

ら障がいのある方、障がい者といっても「目に見える障がい」、つまり身体の障がいだ

けでなく、「目に見えない障がい」、心の障がいですね、PTSD を被災によって抱え込ん

でしまった方々、犯罪被害者。それから「社会的な障がい」と私が呼んでいます、生き

づらさの障がいによって希望を持てない、立ち上がれないという人たちのために私たち

文化芸術側の人間が何か出来ることが必ずあると思っています。それが「つながりの再

構築」だと思っています。つながりの貧困から脱する、安心できる他者に出会うための

プラットホームとしての文化芸術であり劇場・音楽堂ではないかと考えています。その

グランドデザインとしての「社会包摂」というのは、その場限りの一回性の体験のこと

でなく、持続的に機能して社会コストや行政コストを抑制することができることです。

イギリスではナショナルヘルスサービス（NHS）の慢性的な赤字体質を抑制するために

英国芸術評議会が乗り出し、NHS と連携して「社会処方箋」という事をやっています

けど、私は保健医療だけでなく、教育、福祉、多文化共生、災害対策など幅広い施策に

文化芸術が持っている社会包摂機能を活用して、それぞれの社会コストや行政コストを

抑制していくことが、グランドデザインとしての社会包摂活動を実践する目的ではない

かと思っています。それが今まさに、国からも自治体からも求められている事であり、

そのための「投資」としての文化芸術、あるいは劇場・音楽堂の設置であり経営でなけ

ればいけないと思っています。したがって社会包摂事業は「手段」であって、決して「目

的」ではないという事です。文化芸術を通して誰もが最低限持つべき基本的な自己肯定

感と、人間の尊厳が守られる社会。市民と共に創る「共創」する拠点施設としての劇場・

音楽堂の公共的役割の理念がなければ、そこに公的資金を投入する積極的な根拠はない

と私は思っています。つながりの再構築というのは見えない社会保障、つまり人間の安

全保障として社会の健全化に向かうことであり、そのグランドデザインである「社会処

方箋」に向かわなきゃいけないんではないか。でないと「社会包摂事業という良き事を

私はしている」という自己満足に終わってしまわないだろうか。そうした自己満足のた

めに公的資金が投入されるという事に私は何の意味もないと思っています。 

繰り返しますが、つながりの貧困をどう克服するかという意味での一つの手段として、

文化芸術の持っている社会包摂機能を活用する。これは 2011 年に国の第三次基本方針

で明文化されたものです。それに向かう事がいわば戦略的な投資だとまで書かれていま

す。ここで私がこれまで一貫して言っている事、それはアンソニー・ギデンズという英

国の社会学者が言ったことなんですが、彼の著した次の文章に着目しています。“ウェ

ルフェアとは、もともと経済的な概念ではなく、満足すべき生活の状態を表す心理的な

概念でもある。したがって経済的給付や優遇措置だけではウェルフェアは達成できない”

と言っています。ここから先が非常に重要ですが、“福祉のための諸制度は、経済的な

ベネフィットだけではなく、心理的なベネフィットも心掛けねばならない”。これが文

化芸術や劇場・音楽堂の機能を「つながりの再構築」に活用する根拠ではないか。心理

的なベネフィットはなにかといえば、私が先ほど申し上げた「安心できる他者と出会う」

という事です。安心とは心を許せるという事です。それをアレンジする手段が、文化芸

術であり、演劇であり、音楽であり、ダンスであるというふうに私は考えています。例

えば、つながりの貧困を抱える子供たちを、文化芸術そのものが救うんじゃないんです
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ね。彼らが演劇や音楽、ダンスを知ることによって、前を向いて立ち上がるわけではな

いんです。前を向いて立ち上がるのは、それぞれの芸術分野の機能を活用することによ

って安心できる仲間、他者に出会うから。結果として、もしかしたら演劇や音楽、ダン

スのファンになるかもしれないし観客になるかもしれない。それが「鑑賞者開発」にも

役立つかもしれないけれど、それが目的ではない。この辺がものすごく間違っているん

ですよね、日本の文化政策の考え方は。「普及啓発」っていう言葉がありますよね、音

楽事業、演劇事業の普及啓発、とても無礼な言い方だと思いませんか。啓発っていうの

は、ものを知らない人間を揺さぶるという事ですから、高みに立った上から目線です。

文化芸術、劇場・音楽堂はギデンズの言う心理的なベネフィットを担う、必ずしも経済

的なベネフィットだけでは人間は幸福にはならないから。つまり、存在の欲求になるサ

ービスをいかに高度化して提供するかという部分が重要なんだと思っています。「ウェ

ルフェア」という言葉は、日本語に訳すと「福祉」になるんですね。まあ本当のウェル

フェアというのは「良き旅」という意味なんですけども、狭義に受け取られて誤解を招

かぬよう、文化経済学会のメンバーなどの間では最近「ウェルビーイング」、「幸福と健

康」という言葉を使っていることを申し添えます。アーラは文化の殿堂、芸術の殿堂で

はなく、「人間の家」を創ろうというのが、私が 2007 年に就任した際にうちの職員、そ

れから清掃だとか受付業務だとか委託業者の人たちも集めて話したことなんですね。

「人間の家」とはどういうことか、ご承知の方もいらっしゃると思いますけど、セオド

ア・レビットというマーケティングの巨人といわれている方が「マーケティング近視眼」

という今から 50 年以上も前に発表された論文において、「事業定義を誤ると、価値観や

時代の環境が変わると共にその事業は陳腐化する」ということを言っています。その論

文に書かれていることが、劇場や音楽堂、文化芸術団体の運営にとっても極めて示唆的

だと思いました。つまり芸術愛好者だけをターゲットとした事業展開から、すべての

人々のライフスタイル、総体の変化を視野に入れた舞台芸術の産業構造の転換をしなけ

ればいけないんじゃないかと。それから私たちアーラが提供しているのは、いわば「生

き方」であり、変化であるという事をミッションに掲げたのであります。 

それから、これはマーケティングの世界で最も有名な研究家の一人、フィリップ・コ

トラーの『Standing Room Only』という本、これはまだ日本では未訳ですけど、この本

の中で優秀なサービスとは何かを定義するのは「顧客」であり、そして彼らの定義に重

点を置くのがマネージメントの責務である、と言っています。芸術愛好者だけを対象に

するのであれば、おそらく今の事業定義でもそんなに誤りがないのかも知れないですが、

公立の劇場・音楽堂は税金によって設置され、運営されております。それだけに、すべ

ての人々やすべての市民を視野に入れたサービスというものを考えると、彼らが須らく

欲するものは、やっぱり生き方であり、変化ではないかなというふうに私は考えていま

す。従って私たちは健全な社会環境を形成するための政策手段として「人間の家」とい

う事を言い始めたのです。 

経営戦略家として有名なマイケル・ポーターは「レビットは（企業が）製品中心の狭

量な事業定義に陥ることを避けるためにこのような主張を広く行った」と言っています。

我々劇場・音楽堂にとっての製品、つまり演劇の公演であるとか、音楽の演奏であると

かという事を中心に定義するのではいつか変化についていけずに陳腐化してしまう。彼

以外にも現代の経営理論家の多くは製品にこだわる事なく、その機能に注目して事業定
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義するべきであるといっている。今後の国際競争を視野に入れ、現在のライバルだけで

はなく将来競合することになりそうな相手にも注目するべきだと強調してきたという

ようにマイケル・ポーターは言っています。先ほども申しあげたとおり、劇場・音楽堂

が「人間の家」であるという事は、社会すべての変化を引き受けて、その変化の中で人

間が翻弄されることなく生きていけるような生き方を提供するんだということだと、私

は考えています。そのためには、社会包摂事業を通じて人々の「共感」をマネージメン

トする事が必要だろうと思っております。従来型の企業メセナ活動の根拠だった社会的

責任経営（CSR）というのがありますね。今後はマイケル・ポーターの提唱するクリエ

イティング・シェアード・バリュー（CSV）に転換しなければいけないんではないか、

むしろ転換することによって文化芸術事業の本来果たすべき社会的機能とマッチング

するのではないかと考えています。マイケル・ポーターによると、従来からの CSR は

「慈善事業への寄付・ボランティア」で、（企業の）本来事業とは相関性のないものが

多く、社会的インパクトによって社会を変化させようと本気で考えてはいなかったんじ

ゃないか、事業戦略と結びついていなかったんじゃないかという事を言っています。従

来は「B to C」事業家と消費者の間、「B to B」事業家同士の間の価値共有みたいなこと

になっているのが、いわゆるマーケティングでした。マイケル・ポーターが提唱したCSV

は「B with C」、例えば劇場と劇場の顧客（鑑賞者）、あるいは劇場に集う方たちと一緒

に（with)価値を共創するという考え方でした。これは 2006 年のハーバード・ビジネス・

レビューの中で紹介され、当初は「戦略的な CSR」という言い方されていました。可児

市文化創造センターがやっていることは、まさにこの「B with C」、市民と一緒になっ

て価値を共創する、アーラという劇場の価値を共に創るという形になっています。私は、

文化芸術の「商品特性、産業特性」というのは、プラットホーム型のサービスであると

いうことで、共創性や共同生産性というその特性が十分に活かされるのが「B with C」

なのではないか。社会包摂事業が広がることはとてもいいんですけども、取り組みとし

てはそこまで睨んでやっていただきたいのです。 

さて、障がいのある方たちにとっての「生活課題」って何だろうか、むろん文化芸術

活動ができないという事ではないんです。孤立・孤独あるいは将来への経済的な不安を

抱えている時に、共創型のプロジェクトに参加することによって、安心できる誰かと出

会うことによって、自分の承認欲求が充足されて、いわば孤独・孤立から抜け出ていく。

それらの取り組みは専ら障がい者施設の職員のみがやるわけではなくて、彼らの経済的

な不安を解消するような仕組みづくりを、劇場・音楽堂も含む様々な機関と協同しなが

ら作っていくべきだと思っております。例えばアーラとも提携している奈良の「たんぽ

ぽの家」という、播磨さんという方がやっていらっしゃる障がい者施設には自前のアー

ツセンターがありまして、そこで登録アーティストの方、彼らは「エイブルアート」と

呼んでいまけど、そのエイブルアーティストたちが創った作品を商品化しています。ポ

シェットだとかキーホルダーなどを作ったりとか、アート作品を奈良市内のレストラン

や喫茶店、個人のお宅にリースするという事をしています。そのことによってつながり

が出来上がっていく。しかもその利益をアーティストにフィードバックするという形で

やっています。私はそこまでやらなければ、障がいのある方たちに文化芸術活動のよう

な、一緒に物を創るという活動に参加していただく根拠にならないのではないか。文化

芸術に参加する機会をつくってあげています、提供しますという「施し」のような形だ



けで終わってはいけないのではないかと思っております。
アーラはいろんな機関と協同しています。これは「コレクティブ・インパクト」、い

わば共感のソーシャル・マーケティングです。例えば、可児の母子寡婦福祉連合会さん
と一緒にひとり親家庭対象の仲間づくりワークショップをやったり、更生保護女性会の
方たちと薬事犯の方たちが社会生活に戻ってきたときにスキル開発をしようとしたり
しています。もちろん可児市役所の中にも、教育委員会や児童福祉課、子育て支援課、
総合政策課などがあり、社会福祉協議会、岐阜県教育委員会などのほか、教育、福祉、
保健医療、多文化共生の各 なんかとも協同しています。こういうことをやること
によって、我々が入り口としてできることとその先の持続的な取り組み、それぞれの方
たちとさまざまな生活課題を解決に向かわしていくことを目指しております。
先ほどちょっとだけマーケティングの新しい概念があるという話をしました。「

」ですね。これを頭に入れて活動を設計すると何が起こるか、それによって単な
る鑑賞者開発のみならず劇場・音楽堂の運営に対する支持者、擁護者、支援者が生まれ
るのです。そして資金調達環境はブルーオーシャン化していく。これは私が 年くら
いからやっている「創客の仕組み」を作るということです。集客でなく創客。この街に
はあまり芸術愛好者はいないけど、あの劇場は必要だよねという社会的合意を形成して
いく。可児市文化創造センターはそういう形を目指して動いております。

例えば、アーラの「私のあしながおじさんプロジェクト」あるいは「私のあしながお
じさんプロジェクト 」というものに一口 万円の支援に毎年 口も資金提
供してくださる板金会社の方がいらっしゃいます。この方たちご夫婦は、別に熱心な舞
台芸術鑑賞者ではないです。ただ私たちが考えている様々な事業目的に対して共感して
いる、響きあっているという事です。そういう方たちとの関係を一つ一つ丁寧に紡いで
いく。投網を投げてがさっと成果を上げるのではなく、本当に丁寧に。それはとても長
い時間がかかるのですが、それを抜きにしては、劇場のような文化的施設がこの街にあ
ったほうがいいよねという社会的合意は生まれないと思います。劇場から一番遠くにい
る人々へアートを届けるため、私は就任後すぐに「私のあしながおじさんプロジェクト」
を立ち上げました。正直言うと、もともとアーラの入場料金は安いんです。当時は東京
の半値でした。名古屋はうちの 倍くらい。それでも演劇公演の単価は 円でし

「私のあしながおじさんプロジェクト」チケット贈呈式
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た、音楽やオーケストラ公演になると 5～6,000 円はする。そうなると中高生のお小遣

いではとても見に来れないんですね。アーラには「当日ハーフプライス」という制度と

いうのが当時からありましたから、一般より安く鑑賞することも出来るんですけど、い

ろんな家庭環境にある中高生にそういう機会を提供したいよねという事で、皆さんから

一口 3 万円の浄財をいただいて、チケットを子供たちにプレゼントするという事をして

きました。 

その一方で、地元の県立東濃高校では非常に退学者が多い、ほぼ 40 名毎年辞めてい

っているという事があって、県の松川教育長から衛さん手伝ってと言われてワークショ

ップを行うようになって、当初40人アベレージだったのを9人にまで減らししました。

校長先生の話によると、多くの場合、家族が機能していない家庭の子がやめてしまう。

原因は貧困と障がいです。そういった家庭環境で育った子供たちが大人になって、結婚

したり社会に出たりすると、「発達障がい」が出てくると。自分の子どもに関心が持て

ない、あるいはダブルワーク、トリプルワークで忙しくて子どもにかまってやることが

できない。それでも年収 200 万円くらいで生活を守るので精一杯。そういう家庭が機能

不全を起こしているという事で、じゃあ家族全員で鑑賞してもらう「For Family」とい

うものをつくろうと。就学支援を受けているお子さんとそのご家族、児童扶養手当を受

けているご家族。同じものを観て聴いて、家族の中に会話を取り戻してもらおうという

事を考えました。 

 私が「社会的相続」と呼んでいるもの、誰かのためになにかをしようという利他的な

精神であったりとか、あるいは悪い循環に陥ってしまった、失敗してしまったときに立

ち直るためのレジリエンスという能力であるとか、頑張る力、簡単にはあきらめない力、

誰かと一緒にやっていける対人共感性というものは、まとめて「非認知能力」と呼ばれ

ています。これらの能力は、基本的に就学前に家族との家庭生活の中から相続するもの

です。ところが家族が機能していないとこれが相続されないまま学校に入ってしまう。

そうすると大体 10 歳前後から「できる子できない子」っていやな言い方ですけど、そ

ういうような分類によって落ちこぼれていってしまう。あるいは学校を途中で放棄して

しまうという事が起きてしまう。なので、じゃあ一緒のものを観てコミュニケーション

をできるようにしよう、一本の木として「文化芸術」をそのご家庭の中に立てよう、そ

の木を見上げながら親子が会話する慣わしを取り戻していただこうという事でこのプ

ロジェクトは始まりました。協賛団体との CSV によるソーシャルブランドの高度化と

いう試みに今年度は 39 口、そして鑑賞をしてくださった子どもやご家族の総数は 146

名、うち「For Family」の対象者は 85 名。プロジェクト開始以来の寄付金の累計総額

は 654 万円です。決して大きな数字ではないですけど、これが子どもたちや、あるいは

子どもを含むご家族に何らかの変化を与えているのではないかというふうに思ってい

ます。プロジェクトに関する親御さんからの感謝の言葉とかアンケートとか、子どもた

ちの感想は、ご寄付いただいた個人や機関、企業に必ずフィードバックしています。こ

れは絶対やらなければいけないです。もらいっぱなしにならない事。それと当たり前で

すが必ず「寄付」を募る事。自分たちが持っている事業資金でやってしまうと、CSV と

して機能せず、その成果が劇場の枠組みの中で自己完結に終わってしまうのです。コレ

クティブ・インパクト（集合的効果）によって取り組みに対する社会的認知が広がって

いく、「共感のマーケット」が広がっていく、そんな環境を設計しなければいけないと
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思っています。「私のあしながおじさんプロジェクト」をマネしてもよろしいですかと

いう打診が全国からたくさんありますが、中には自己資金でやっちゃっているところが

あるのですね、これではダメだと私は思っています。それと必ず資金をご提供いただい

た方にフィードバックするという事が大切です。 

さて、文化芸術、劇場・音楽堂が一緒になって「社会的処方箋」という考え方に進ん

でいくためには、それがどういう変化を生んだかを、ソーシャル・リターン・オン・イ

ンベストメント（SROI）という手法で定量的に数値化するとか、もしくは仮想評価法

で評価するとか、根拠になる数値を学際的な定性評価と合わせて出していかなければ物

事が進まなと思うんです。 

ところが、今、劇場マネジメントの研究者の間では、現場が「評価疲れ」していると

いうことが言われています。これはおかしい言葉ですよね、私たちは自分のやってきた

ことを評価しない限り一歩も前には進めないはずなんです。百歩譲って自分のお金でや

っているなら評価しなくてもいいですしプロジェクトを改善しなくてもいいですけど、

私たちは国民・市民の皆さんから預かった税金でこの事業を進めているわけですから、

成果が出なかったものは改善・改良しなければならない。私は教育、福祉、保健医療、

多文化共生、それから災害対策、こうした政策の中に文化芸術の持っている機能を活用

していくと同時に、全体としてその評価をきちっと数値化できれば、日本版の社会処方

箋事業にみんなで向かうことができる。それぞれの評価を共有のエビデンスとしてアー

カイブ化するという事も今提案しています。そのことによってこの国が極めて健全に進

化していく一つの手段として、文化芸術、劇場・音楽堂がすごい必要なんだなという社

会的合意を作り上げていくことが可能になるんではないかと思っています。 

あと国内税制に関することは、イギリスのスピーカーの方たちには解りにくい内容と

思いますけど、文化庁の中で私がキーマンと思っている方が、地方交付税という国の交

付金制度のなかに文化政策が位置づけられてないという事で総務省等に位置付けるよ

う働きかけを行っているようですが、私はそれはちょっと無理筋だと思っています。劇

場・音楽堂を持っているすべての自治体に、交付税を分配するというのは 100％無理だ

と思っているからです。 

しかし「日本版・社会的処方箋」という考え方が、社会包摂という言葉が広まって国

の指針に明文化されたのと同じように、ある程度の広がりを見せてくれれば、「特別交

付税」という形の交付金制度があります。その中にいわゆるトップランナー制度という

ものがあります。社会包摂の実現に向けて比較的頑張っている劇場・音楽堂を所管する

自治体に対して、グッドプラクティスとして５都市ぐらい、特別交付税という形で国が

支給してパイロット・モデルを作るための支援をする。それによって一種の開発競争が

起きてくるというような状況が作れないだろうかと思っている。 

私はもう 73 歳ですから、これらのアイデアは私の生きている間に実現できることで

はない。社会的処方箋もそうなんです。ですから少なくともそういう道筋だけはつけて

おきたい、できなければ私がやってきた事の意味がないんじゃないかと思っています。

社会的処方箋という制度は「新しい」社会における「新しい」所得再分配制度の形であ

ると私は考えています。ですから言うなれば社会包摂型のサービスは現物支給型のサー

ビスなんだという風に位置付けています。 

先ほどから繰り返し申し上げておりますように、やっぱりきちっとした政策根拠とい



9 

うものをしっかり出さなければならない、やりっぱなしではいけないし、「心豊かな社

会」を創るために文化投資をしようなどという曖昧な考え方に私は与しません。そのよ

うな考え方では、財政・財務に対して説得力のある言葉を持てないです。財務の人間や

財政の人間と折衝したことのない人にとっては「心豊かな」って言葉は耳障りはいいん

でしょうけど、私のようにここ何十年、何回も何回も繰り返し交渉してきた人間にとっ

てみれば、それはあなたの個人的な見解ですよねということで話が終わってしまう。 

だからと言って、例えば「経済波及効果」のような形で政策根拠を示したとしても、

それが常に客観性を持っているとは言い切れません。経済波及効果なんていうのは非常

に曖昧なものです。よく訳がわからない。都道府県が待っている産業連環表に数値を当

てはめていくと、経済波及効果はこれくらいで、雇用効果はこれくらいだと出てくるん

ですよ。とりあえずの目安にはなるという事ですが、その目安さえも出さないでいたの

が今までの文化芸術、劇場・音楽堂の側なんだと思います。 

今日ここに、認知症患者への抗精神薬の過剰投与対策として「演劇情動療法」を開発

なさいました藤井先生がゲストスピーカーで来てくださっています。先生からの受け売

りですが、演劇情動療法の導入により、喚起情動指数が 100 から 180 に上がるんだと、

80％も喚起情動指数が上がる、という事がわかって、私が理事をしている関係で、当時

日本劇団協議会の文化部長だった斎木さんに政策提案をして 10 分の 10 の補助率でこ

のプロジェクトを補助してくださいと提案しました。当時文化庁の補助率は大体 10 分

の 5 だったんです。日本劇団協議会においても、当時意思決定をする人間は大体行政の

退職派遣の職員ですから、とてもとてもそれをやることをはばかられるのですよね、親

元に対して、行政に対して。だからこれだけは 10 分の 10 でこれだけはやらせてくだ

さいって事で、その代わりしっかりエビデンスを出しましょうという事でした。 

昨年、藤井先生に演劇情動療法によって、認知症患者一年一人当たりどのくらいの減

薬あるいは、解剖費用の抑制が認められたか教えてくださいと申し上げたところ、およ

そ一人当たり 3,200 円、藤井先生の病院はとにかく薬を減らすことを旨としております

から、もともとお薬は通常の病院よりも少なめです。それでも 3,200 円。厚労省の総合

戦略の中にある数字ですが、2025 年には約 730 万人の認知症患者が出るだろうと予測

されています。2025 年は私を含む「団塊の世代」すべてが後期高齢者になる年です。

約 730 万人という数字に単純に 3,200 円をかけると、単年度でおよそ 233 億円強の認

知症にかかわる高齢者医療費の医療補助抑制効果になるわけですよ。こういう形で私た

ちがやる社会包摂事業というのは、社会コストや行政コストがきわめて抑制されるとい

う事をたくさんアーカイブ化して「社会的処方箋」という考え方に近づかないかなあと

いうふうに思っています。 

アーラがやっている政策エビデンスというのが、文化芸術の世界では今のところまだ

多くないんです。 SROI という測定方法でやっているのが、うちの劇場と可児市役所と

先ほど申し上げた日本劇団協議会だけなんですよね。 

以前、可児市の中学校で非常に陰湿ないじめが起きてそれが全国的なニュースになり

ました。そのため可児市は「いじめ防止条例」を地方自治体で初めて作りまして、それ

をきっかけにアーラは小中学生を対象にした学校ワークショップを開発して市内の小

学校に入っていくことになりました。いじめ防止策としてのクラスの仲間づくりワーク

ショップです。そこで測定された SROI の数値は 2.31 から 4.79、つまり 100 万円を投



資して 万から 万に相当する将来的経費の抑制が出たという事です。
それから「ココロとカラダの健康ひろば」というのは、高齢者の健康寿命を延ばそう

という目的でやっているもので、 という高い数値が出ています。それから「親子で
仲間づくり」というのは、 歳から 歳までの乳幼児とその若いお母さんを対象にやっ
ている、お母さんの孤立防止という目的のものでこれは 。それ以外にも、「ひとり
親家庭のワークショップ」というのを母子寡婦福祉連合会さんと協同でやっていますけ
ども、これは という数値が出ています。

先ほど申し上げた県立東濃高校では、約 人の中途退学者を防いだという事で、お
よそ 億円の将来的な財源が国・自治体に生まれることになります。日本財団の「子
どもの貧困の社会的損失推計レポート」に沿って算出しましたところ、 人が中途退
学をしなかった場合、その子たちは生涯を通じて総額で 億 万円の租税を負担
し、 億 万円の社会保障費を負担してくれるという逆転現象が起こります。
私は「劇場・音楽堂」という制度は一つのソーシャル・コモン・キャピタル、つまり

社会的共通資本と考えます。これはノーベル経済学賞に一番近い日本人といわれながら
残念なことに 年前亡くなってしまった宇沢弘文先生が提唱した概念なんですけど、
“一つの国ないし特定の地域に住むすべての人々が、豊かな経済生活を営み、優れた文
化を展開し、人間的に魅力ある社会を継続的、安定的に維持することを可能にするよう
な社会装置” を意味するというふうにおっしゃっています。劇場・音楽堂というのはま
さにこれじゃないか。劇場・音楽堂は教育制度や保健精度と並ぶ制度的資本としてウェ
ルビーイングに果たす社会的、公共的役割があるというふうに考えておりまして、もし
「社会的処方箋」という事にたどり着ければ、まさに社会的共通資本として国民的な合
意、社会的な合意が得られることになるんではないかなと思っております。これから私
たちの後に来る世代のためになんとか筋道をつけて、その大きな理念に向かっていって
ほしい。そのための第一歩が「社会包摂」の事業であるというふうに考えております。
私たちは少子・高齢化社会の課題解決に向けた積極的な予防政策として「日本版社会的
処方箋」を考えていかざるを得ないところに来ている。財政がやせ細るから経済政策が
一番だって考える時代はとっくに過ぎております。もう完全にそういう考え方は機能し
ていません。カジノを作って、原発を売って、武器を売れば、経済成長は、 は伸

「親子de仲間づくりワークショップ」「ココロとカラダの健康ひろば」
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びるんでしょうが、誰かを踏みつけることによって自分たちだけが幸せになるのは、本

当の幸せだとは思いません。むしろ誰かのために働いて幸福感を感じるのが人間が「生

きている」という事でないかなと考えています。 コンゴの産婦人科のお医者さんがノ

ーベル平和賞を取りましたけども、彼は誰かを、人間は皆誰かを通してしか生きられな

いんだと、これはアダム・スミスも「道徳感情論」で同じことを言っています。新自由

主義経済思想の創始者といわれているミルトン・フリードマンという学者はスミスの

「国富論」だけ読んだのではないかと思います。「道徳感情論」は読んでないのではな

いか、スミスは死ぬ間際まで 5 回も「道徳感情論」を書き直している。スミスが一番気

にかかっていたのは、人間はどうしても「今だけ、金だけ、自分だけ」という価値観に

流れてしまう、だから共感という事によって人と人の関係をつくっていくしかないんだ

という事で、おそらく死ぬ間際まで気になってしょうがなかったのではないかと思いま

す。 

何とか将来、いま私どもや皆さんが始めている「社会包摂事業」というのを、「日本

版社会的処方箋」というところまでたどり着けるようなデザインの下で共有できないだ

ろうか。それを共有することによって、健全化して生きやすい社会、つまり利他的な考

えを持った人間たちが集まった社会というものが出来上がらないだろうかというふう

に考えております。 

少し長くなりましたがこれで終わります。どうもありがとうございました。 



基調公演 Ⅱ

「“文化芸術による社会包摂”がもたらす社会のグランドデザイン」

【講師】中村美亜 九州大学大学院芸術工学研究院准教授（芸術社会学）／
ソーシャルアートラボ副ラボ長

私からは、社会包摂と文化芸術に関する基本的な考え方やアプローチについてお話さ
せていただこうと思います。昨年３月に九州大学と文化庁が共同でいま皆さんにお見せ
しているようなハンドブックを作ったんですけども、ご覧になった方いらっしゃいます
か。ありがとうございます。初めてこんなのがあると知った方は、皆さんの袋の中にチ
ラシが入っております。もちろん冊子もあるんですけど、 サイトからダウンロー
ドできますので是非ダウンロードなさってください。幸い大変反響が大きくてですね、
あちこちで活用していますという声をいっぱいいただきました。
今日はそこに書いてある話を一部と、それから続編を今作っておりまして、来月刊行

するんですけど、そこに書いているものの一部お話ししながら、実例も紹介したいと思
っております。私の話では「社会包摂」とは何かをいったん確認したうえで、芸術活動
が社会包摂と結びつくとはどういう事か、どうすれば結びつくのかという事を考えてい
きます。先ほど衛さんのお話の中でキーワードとなっていた「価値」というところに焦
点を当ててお話が出来ればと考えております。

まず社会包摂なんですけども、一般的にイメージされているものというのは、マイノ
リティが社会の中から排除されている、マジョリティが真ん中にいてマイノリティの方
たちが排除されているので、それを入れてあげようという考え方が主だと思います。今、
東京オリンピックのために多様性と調和とかいわれてますけど、多くの方がイメージさ



れるのはこういう事ではないかと思います。
ですが、そもそもマイノリティがなぜマイノリティになったかというと、マジョリテ

ィの基準があるためなんですね。ですからマイノリティの人たちを入れてあげるといわ
れたので一緒にそこに入ってみたとしても、マイノリティの人は特別な人になってしま
って、いつまでたっても居心地がよくなるわけではないし、マジョリティの人たちにと
ってもなにか益があるというわけではないという事になってしまいます。
よくあるのが「障がい者雇用」といって、障がいのある人たちを雇うんですけども、

健常者の場合とやり方を変えないので、障がいのある人たちはただ単に足手まといの人
たちで、生産性が低くて、マジョリティの人たちにとってお荷物と、そういうことにな
ってしまうわけですね。これを変えるのに何をすればいいかというと、仕事のやり方だ
とか、分担の仕方を考えることによって、実は障がいのある人の得意とする分野が活か
される可能性があるのです。これはマイノリティ、マジョリティに限らず、私たち人間
って、それぞれ得意・不得意がありますよね。なので、それがうまく活かされるような
在り方というものをシステムとして考えていく必要があると思います。
そもそも私たち一人ひとりは多様なんですよ。皆さん顔が違います、得意・不得手が

違いますし、それから同じ一人の人に注目しても職場の顔、家の顔、親しい友人の前の
顔、みんないろいろ多面的です。そもそもそういう多様で多面的な人たちが集まる集団
で、そこでどういうふうに改めて形をつくっていくことができるかという事が「社会包
摂」という考え方です。多様なものを社会が包摂するんですね、マジョリティが包摂す
るんではなくて、社会が包摂します。

とはいえ社会制度がいきなり急に、みんなが満足いくような形になるわけではありま
せん。そうした制度以前の段階においては、文化的なものが貢献する部分というのが非
常に大きいと私は考えています。その一つとして有効なのが「価値」という見方だと思
うんですけど、このスライドを見ていただくとわかりますように、私たち普段は経済的
な見方によって価値観の多くが決まっています。生産性があるかないかというような話
ですね。それからあと社会制度があったり規範があったりします。こういうことによっ
て世の中の価値観が決定されているわけですけど。そこにあてはまらないことってたく
さんありますし、書かれていないことっていっぱいあります。例えばいい事されたら、
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親切な事されたらありがとうと言おう、感謝しよう、それから人には親切なことをしよ

うとかですね。それからやっぱり信頼感って大事だよね、友情って大事だよね。こうい

う事ってどこにでも書いてあるわけでは無いんです。だけどもそういう中で私たちが文

化的に築いているものなんですね。そうした様々な価値観って実はあちこちにあります。

そういう忘れているような価値観をもう一回思い起させたり。それから日常の社会の価

値観に対してちょっとこれ違うんじゃないの、ちょっと違う見方をしたほうがいいんじ

ゃないのというような批判的な見方をするとか、そういうものを提示するのが「芸術」

なんじゃないかなというふうに思います。 

価値観が多様にあったほうが人は生きやすくなります。真ん中の方だけだと苦しいけ

ど、ほかにもあるんだっていう事が分かれば自分の居場所が見つかってきます。 

ただその場合、その芸術に対する考え方というものをちょっと整理しておく必要がある

かなと思います。これは氷山に例えているのですけど、私たちが普段「芸術」と言った

ときに思い起こすのは作品のことだと思います。作品というのは氷山で言うと海面の上

の部分、成果として出てくるところなのですが、それは物として表れてきますので「モ

ノとしての芸術」と言っています。ですが、その作品が生まれるまでにはもっと様々な

プロセスがあります。それから生まれた後もですね、それが社会の中にどのように広が

っていくかという事を考えると、またほかにもプロセスがありますね、それを下の部分

を「コトとしての芸術」と私たちは呼んでいます。それで今私たちが話している芸術と

言うのは、コトとしての芸術の部分に非常に多く着目した考え方です。 

社会包摂を芸術の話に持っていくときに重要なのは、この言葉をわかりやすく翻訳す

ることだというふうに考えています。なぜなら「社会包摂」という言葉は、社会のビジ

ョンを表す言葉だからです。社会的に弱い立場にいる人が社会から排除されたり、孤立

したりするのではなく、共に支えあう社会をつくるというのは素晴らしいスローガンな

わけですが、これをいっぺんにやろうとするとですね、さっき言ったようにマジョリテ

ィの社会にマイノリティの人を入れてあげると、そういうふうになってしまうわけです。

これを翻訳していくとどうなるか、まず関係性を表す言葉に翻訳してみましょう。そう

すると「多様な人たちが違いを認め合う環境を築く」という事になると思います。さら

に個人に着目してこのソーシャル・インクルージョンという言葉を使おうとすると、「マ

イノリティの人たちがエンパワーメントされ、マジョリティの人たちの意識が変化する」

という事になるというふうに考えます。マイノリティの人たちだけでなくマジョリティ

も変化するという事が重要です。 

ここで芸術活動とどうやって、結びつくかという事なんですが。そもそもこれをやる

場合にですね、一緒にやる相手というのはアートに親しんでこなかった人たちです。こ

の人たちとどうやってやるかという事を考えていかなきゃいけない。自分と価値観を共

有していない人とどういうコミュニケーションをするかという事なんですけども。しか

も相手がやりたくなる方法で、なかなか難しいですね。それでここで足かせになるのが

なにかというと、芸術ジャンルの既成の価値観ですね。演劇はこういうふうにやるもん

だ、音楽はこういう技術が必要でこれができないとだめだみたいな、そういう価値観で

すね。そういう価値観にとらわれているとどうしても行き詰ります。 

ここで事例を紹介したいんですけど、「音の砂場」という取り組みです。鈴木潤さん

という鍵盤プレーヤー、作曲家の方が 90 年代後半からずっと子どもを対象にやってき



た事ですけど、最近は認知症を抱えた高齢者の方とやることが増えているそうです。あ
と上野にある東京文化会館がですね、 年からワークショップリーダーの育成とい
うのを始めていまして、最近では社会包摂に特化したトレーニングもしています。それ
で 年度、 年度も様々な講師を呼んでですね、トレーニングをして講師の方と
一緒にワークショップリーダーが、障がい支援施設ですとか、福祉施設、高齢者施設に
赴いてワークショップを行うというような事をしております。今年度ちょっと私もいろ
いろお手伝いをさせていただいておりまして調査や報告書の監修などをしているわけ
なんですけど、先日も台東区の高齢者施設に行ってきました。
「音の砂場」の砂場というのはどういうことかというと、楽器があちこち置かれてい

るわけですね。それで高齢者の人たちがその楽器をいじって遊ぶという取り組みです。
こうしなさい、ああしなさいという事は一言もありません。始まるというのもないんで
すね。とにかく楽器が置かれている部屋に入ってきて、三々五々触りだすというだけの
話です。ただですね、ワークショップリーダーの人たちがいて、何するかっていうと、
無理やりやらせるわけではないんだけど、こんな楽器ありますよ、面白そうですよとい
う事を表現しながら、ちょっと自分でたたいてみたりしてみせるとかですね、それから
誰かがたたき始めたり、音を鳴らし始めたらそれを聞いてそれに返事をするかのような
楽器の音を作ると、そんなことをやっているうちにだんだんいろんなモチーフが出てき
て、ちょっとしたアンサンブルになっていくんですね。

分くらいたったところ、ちょっと面白そうなことが起きてきたので、あわてて私
が動画で録ったものですがご覧ください。

（動画）

おばあちゃんたちばっかりだったかなこの時は、おばあちゃんたちがいろいろこうい
う楽器をやって、だんだん規則的なリズムが出来てきて、それに合わすようなことが起
こってくるのですね。そうした時にここの一番奥の方にいた、小さな竪琴みたいなもの
を持っている、鈴木潤さんなんですけど、それに併せてちょっとメロディーを入れると
いうようなことをやっています。もともとある曲があるわけではなく、そのリズムに乗
る形でどういう事ができるのかなという事で旋律を弾き出す。ワークショップリーダー
の人たちも、そういうことが起きるような状況をだんだん作っていくわけですね、音楽
的にね。
それから次にもう少し発展、進んでいった時なんですけど、だんだんとおばあちゃん

たちが歌を歌いだすんですね。ちょっと声が小さいですけど、真ん中の奥の人が歌を歌
っていますのでちょっと聞いてみてください。歌い始めたので、こんどまた鈴木さんが、
一緒に併せて鍵盤でメロディーを弾いたりしています。

（動画）

はい、これいろんな歌が出てきました次から次へと、おばあちゃんたちいろんな歌を
歌いだすんですね。それで面白いのが、歌っている途中で違う歌になっちゃったりして
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ね、あのさびの部分はどの歌も同じだみたいな感じになってて、とってもおかしかった

んだけど、そんなことをやっています。 

これを見てわかるように、そもそも音楽ってこういうものだってという既成概念から

勝負していくとうまくいかないわけです。認知症のおばあちゃんたちがそんなに整然と

何かが出来るわけではありません。でも何か歌を覚えていたり、楽器をするのが嫌いで

はないと。そういう時に何が重要になるかっていうと、その音楽とはどういうものか、

とかいう事よりも、音楽がもっと本源的に何をしているかという事ですね。これはさっ

きの衛さんの話でいくと事業定義を考えだす、問い直すという事ですね。製品をつくる

のではなく機能を考えるとおっしゃっていましたけどまさにそれです。いったいこれで

何をやっているかという事ですね。そうすると私たちは芸術活動を通じて表現をして、

それを誰かと一緒にコミュニケーションをするというような事をしています。ここに立

ち戻って考えていくといろんな事が出来ます。 

社会包摂につながる芸術活動で重要になってくるポイントは二つあると思っていま

す。課題解決と価値創造です。当然社会包摂につながるといっているので課題解決なわ

けですけども、芸術活動であるので、芸術というからには価値が大事、価値を創造する

ということが大事になってきます。課題解決は何かといえば、さっき社会包摂の翻訳の

ところで、お話ししましたようにマイノリティの人たちがどうやってエンパワーメント

されるという事がポイントになってきます。マイノリティという人たちがどういう人た

ちかというと、自分の意志とは関係なく社会的な立ち位置が決められていて、自由に考

えて行動することが制限されている人たちです。もちろんマジョリティにもそういう人

たちがいますが、その度合いがマジョリティよりも、うんと制限が極端にされている人

たちですね。まあそれが生きづらさになっているわけです。だからここから回復されれ

ばいいわけです。そうすると何が正しいかとか、何が間違っているかという事があらか

じめ定まっていない芸術活動であればそこの中で普段の立ち位置から解放されて、自由

に表現することが出来るようになります。 

例えばずっと同じことを、繰り返しやることが得意な人がいます、障がいのある人た

ちでよくいるパターンですけども、そうするとそれは普段ならいつまでやっているんで

すかという話になるんですけども、それを活かして例えばずっと同じこと叩いているな

ら、それを基本のビートとして何かをやっていくとかですね。あるいは何もせずひたす

ら、何もしたくなくて黙っている人がいる。そうしたら、その黙っているという事をパ

フォーマンスにしてしまうとかですね。その人のやっていることを表現にしていくわけ

ですね。そうすることによってすごく、面白いことが起きていきます。いまいっぱい頭

の中で事例が浮かんだんですけど、ちょっと時間がないのでそれは飛ばしますがいろい

ろあります。 

それで、さっき言った価値創造の部分です。芸術活動で面白いのがですね、先ほども

言ったように、あらかじめ何がいいとか悪いとか決まっているわけでないのがポイント

です。じゃあどうやって良いか悪いか決まっていくかというと、作品を創るプロセスの

中で決まっていくわけです。作品づくりというのは、作品を創ると同時にですね、その

作品が良いかどうかというプロセス、評価をする価値観を生み出しているのです。特に

マイノリティ、マジョリティの人が一緒になって行う、アーティストとアーティストで

ない人たちが一緒になって行うというときには、そこでなにが良いかという事を一緒に
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考えていくわけですね。あなたこれどう？私これおもしろいと思うみたいな事をいろい

ろやり合いながら、そこから良いものを、見つけ出して作っていく。それが作品になっ

ていくわけですね。なので作品が出来た時っていうのは、ただ単に作品が出来るだけで

はなくて、そこにいる人たちの共有の新しい価値観ていうのが生まれてくる時なんです。

なので、そこで価値観が生まれることによって、そこに参加する人たちが自分もそこに

貢献していることを思えるようになる、という事ですね。 

ここでもう一つだけ事例を見ましょう。これは鹿児島の「しょうぶ学園」という社会

福祉施設です。とても素敵な福祉施設でですね。地域の人たちが中に入っておいしいパ

スタを食べたり、おそばを食べたり、結婚式をしたりするような素敵な施設です。アー

トもたくさん行われていますが、そこの中で音楽のアンサンブルがあります。「otto & 

orabu（オットー＆オラブ）」というものです。これは職員の方と利用者さん（障がいの

ある人）が一緒にやっているんですけども。オットーというのが器楽、楽器の方ですね。

オラブはコーラス、合唱の方です。なんでオットー＆オラブかっていうとですね。オッ

トーというのはもともと「音」からきています。音をみんなで発音した時に普通なら「お

と」ってなるんだけども、この人たちで一緒に「おと」っていうとみんないっぺんに揃

えないので「おとととと・・」ってなるわけですね。それを「オットー」というふうに

名付けようという事で「otto」になっています。ここのアンサンブルでは音をみんなタ

イミングよく一緒にたたいたりするのはご法度です。それはやっちゃいけない事なんで

すね、ずれなきゃいけないんです。それからオラブというのは「叫ぶ」という事で、合

唱の人たちが叫ぶわけですけども、合唱は職員さんたちがやります。職員さんたちが叫

ぶんですけど、普通職員の人が叫ぶって楽勝じゃないですか、簡単に出来る。でも簡単

に出来てはいけないという決まりがあって、叫ぶときは、本気で叫ばなければいけない

という事になっています。オラブというのは、鹿児島地方の方言だそうですね。要する

に何が言いたいかというと、障がいのある人も一生懸命やっているのだったら、職員さ

んだって本気でやらなければならない、そういう話です。お互いが自分の普段の殻を破

るという事が大事だというふうにしています。今からしばらく事例の動画をお見せしま

すが、ちょっと古いものです。リハーサルの時なので本気では叫んでいないんですけど、

だいたい様子がわかるのでご覧ください。 

 

（動画） 

 

 ご覧いただきましたようにですね、その人たちの得意なことをやってもらうわけです。

踊っている人がいましたけど、踊りたくてしょうがないんですよ、そしたらもう踊って

もらう。それから叩きたくてしょうがない人は叩いてもらう。それからいろいろ工夫が

あります。「音の砂場」でもそうですし、「otto & orabu」でもそうなんですけど、まあ

あんまりそろえてやるのが得意な人ではないので、きちんとそろえることが、重要にな

っている「西洋音楽の楽器」はあんまり使わない。多少音程がずれていて、楽器の音が

ずれてもむしろそれが味になるような、東南アジアの楽器などを多用していますね。そ

れに職員の人たちが otto & orabu の場合は旋律を弾く西洋の楽器が入っているという

パターンです。音の砂場は、人に聞かせるもんではないので、やっている人達が楽しけ

ればよいという所なので割と自由がきくわけですね。今の「otto & orabu」は人に聴か
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せることを前提にしていますので、やってる人も楽しくって、聴く人も楽しくなるには

どうしたらいいというのを工夫してやっていらっしゃいます。 

今後どういうふうにやっていくかという事なんですけど、やっぱり「評価」が必要だ

という話になっています。評価といっても、終わった後にするだけが評価ではありませ

ん。やっている途中にやっていく評価もあります。大きく分けると二つの方法がありま

すが、一つは「セオリー評価」といって事業の成果がこういうもんだとイメージしたら、

ちゃんとそこに行きつく事をやっているかというロジックを検証する。それはもちろん

企画段階での予測検証はすごく大事なんですけど、やってる最中の再検証も大事になっ

ていきます。今やっている事をこのまま続けていって本当に上手くいくのだろうかとい

うのもセオリー評価の一部です。 

もう一つは、狭義の「プロセス評価」なんですけども、皆さんの言葉で言うと「マネ

ジメント評価」という言葉が使われると思うんですけど、それはたぶんやっていると思

うんです。どちらかと言うと「セオリー評価」の方はあまりやられてないことが多いか

なというふうに思います。「プロセス評価」も、ただ単に企画に沿ってうまくやってい

るかではなくて、いくつか検証ポイントがあると思います。社会包摂で大事になってく

るのは次の 3 つだと思いますが、1 つは「安心安全な環境の確保」ができているか。参

加する人たちが本当に安心安全を感じて、そこで表現ができるようになっているかとい

う事ですね。これは物理的にはもちろんですが、心理的にもそうです。なんか気を許す

ような場になっているかという事ですね。それと深く関係してくるのが 2 番目です。

「自分のペースで表現することが許される環境の確保」ができているかということです。

ありがちなのがこういうふうにしなきゃいけないってやる、考えるあまりにですね。あ

るいは成果を出さなきゃいけないと焦って無理矢理やらせたりとか、こういうふうにや

るとうまくいくとか言って押し付けたりする。それやると絶対うまくいきませんね。ほ

んと我慢が大事です。待つことですね、ひたすら待つ。上手くいかなくてもしょうがな

いと腹をくくるのがすごく大事になってきます。そんな中から、それぞれの得意なもの

を見つけて、ユニークなものを引き出していくということが重要になっていきます。こ

の辺の引き出し方がすごくうまいアーティストさんがいらっしゃるので、そういうアー

ティストさんと組むと上手くいきます。必ずしもこれって誰もができることではないの

で、やはり人には得意、不得意があるので、得意なアーティストさんやコーディネータ

ーさんと組むと、こういうところが上手くいくようになっていくと思います。3 つ目の

ポイントは「ただ単に表現するだけじゃなくて、それが誰かの表現と混じって新しい表

現になっているか」という事ですね。これは無理やりやらせるわけにはいかないので、

できるだけそういう環境をつくっていくという事になります。人間っていうのは面白い

もんで自分が何かに貢献できていると感じると生きていてよかったとか、自分には居場

所があるというふうに感じることができます。ですからそれが例え楽器のアンサンブル

であろうと、何かその辺に転がっているようながらくたで作っている製作物であろうと

何でもいいんです。自分が誰かと一緒に表現にかかわっていく、一つの作品になってい

くところが重要です。もしかしたら作品に直接関わらなくてもいいのかもしれません。

お手伝いするだけでもいいかもしれません。会場設営のお手伝いでもいいのかもしれま

せん。そこが重要です。 

それから「価値創造」の方は何が大事かというと、一つは「対等な関係、平等な関係」
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といってもいいかもしれませんが、アーティストもそうでない人もみんな対等であると

いう事ですね。さっきも言いましたように、何が正しいか正しくないかは後で決まるの

で、アーティストの方が優れているという前提はないのです。それから「対話」ですね。

しゃべれる場合は対話でいいですし、しゃべれない人とかしゃべることが得意でない人

には、非言語コミュニケーションでも構いません。相互直接的なやりとりがちゃんと行

われているかという事が重要になります。これがないとさっき言った三番目の新しい表

現にはぜんぜん結び付いていけませんね。 

 それから一番忘れやすいのが最後の「遊び」ですね。計画には必ず隙間や余白をつく

っておくことが大事です。あと遊戯的な要素、ちょっとおちゃらけるような場面をつく

っておくという事が大事です。たいていそういうところから、新しい表現って生まれて

きます。 

 ちなみにですね、最初の「社会包摂」の 3 つのポイントは、実は心理学や精神療法で

トラウマからの回復などで使われている 3 つのステップを言い換えているものですし、

後の「価値創造」の３つのポイントは、イノベーション研究において価値創造に何が重

要かといわれているものを言い換えているものです。 

いろんな芸術活動の現場をわたくしが自分の目で見てきて、アーティストの人たちと

いろんな話をして、インタビューを取らせていただいたりしました。そうすると大体こ

こに納まるんですよね。なのでこの６つのポイントが重要かなと。この辺についてプロ

セス評価をちゃんとしていくという事が重要になってくると思います。あとそれからも

うひとつアウトカム評価が終わった後に「成果」があるかという事をみていくこともた

いへん重要です。そこで「目的」と「目標」に対する見方です。目的っていうのは「達

成したい社会の変化」です。特に公的なお金を使っている場合の目的は社会の変化でな

ければならないと思います。イベントをやってみんなが喜ぶとか、イベントをするとか、

たくさんの人が来るとかこれは目的ではありえません。公的なお金を使っているのであ

れば社会がどういうふうに変化していくか、ここが目的にならなくてはいけません。例

えばですね、異なる価値観の人と共感しえる関係をつくるとか、多様な人からなる新し

いコミュニティを構築する、多様な人たちが協同して活動するモデルを提案するという

ようなことになるだろうと思います。社会がどういうふうに変化していくか、その事業

で必ずしも変化しなくてもいいけど、それを続けていったらそうなっていくだろう、ち

ょっと変化がみられる、そういう状況ができればいいというのが目的です。 

目標は「達成しなければいけないもの」で、「実際に測ることができるもの」を指し

ます。例えば自分とは異なる価値観を持つ人と対話する、社会にどんなバリアがあるか

を学ぶ、コミュニティに新しい共有の価値観を醸成する、こういうのが目標になってい

きます。ポイントは「目的」は変えちゃいけないけど、「目標」は多少変えてもいいと

いうところです。つまり目的達成のための「手段」は変えてもいいという事ですね。 

ありがちなのはですね、目的を忘れて目標達成にばかりに走るという事ですね。例え

ば自分とは異なる価値観を持つ人と対話する。「対話する」という目標になったからと

にかく対話する、対話する機会をつくる、みんな対話してくださいみたいな感じになっ

ていくわけですね。これやりだすと何のためにやっているかよくわからなくなります。

あと芸術活動を通じて社会包摂を達成する、これ社会包摂的な世界が目的としてあると

する場合ですね、やっているうちに成果発表しなければいけないから見栄えが悪いのは
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ダメだといって、間に合わないからみんな手伝って作っちゃいましょうとかですね、下

手だからこういうふうにやってとか言ってやりだすんですね。それやると目的も達成で

きなくなっちゃうんですよね。思った通りにならないとすれば目標を途中で変えなくて

はいけない。そのためにさっき言った「セオリー評価」をしていくわけですね。途中で

ロジックを検証して、目標をちょっと変えれば達成できるかもしれないというのをチェ

ックしていく。そうすることによって、アウトカム（成果）を出してくという事ができ

るというふうに考えられます。実際上手くいっているところはそういうもんです。臨機

応変にやっているんですね。計画に執着すると上手くいきません。何かと行政の人たち

は変更を嫌うんですよ、だけど行政の人たちに、うちはこれこれを目的に設定している

ので、手段や目標は必然があって変更したという事を説得することが大事だなと思いま

す。ただですね、目的も変えました、全然うまくいかなかったので途中で全部変えまし

たというと、これはまったく説得力を持たないのでそれではダメだと思うんですけど、

きちんとそこら辺を説明してく。芸術活動は「新しい価値」をつくる事なんですから、

途中で変更することからすごく新しい価値が生まれればそれでいいはずなんですね。そ

こで重要になってくるのがその新しい価値観、どんなことが生み出されてきたかがきち

んと言語化されていることですね。これは慣れないと難しいんですけど、一つ方法があ

ります。それはは「対話」をするという事です。その活動に参加してくれた人たちと。

内輪だけでなくて、周りから見ていた人も含めてですね、いろんなステークホルダーが

集まって、いったい私たちは何をやってきたのかという事を対話するわけです。そうす

るとそこで生み出された事が言語化されていくと思います。もし金銭的にも余裕があり、

余力もあるのであれば、そこから指標をつくって計測していくという事をすればいいん

ですね。どうしても指標が先にあるべきと思いがちですけども、新しい価値観というの

は、そもそも今までなかったことなので、そんなに簡単に評価ができないので、そこは

そういうもの自体を同時並行でつくっていかなければならないという事になります。 

これを皆さんあちこちでやり始めれば、だんだん有効な指標が生まれてくるので、た

ぶんそれをお互い使う事ができるようになっていくと思います。残念ながら、今はその

指標が全くない状況なので、その元となるような、いったい何が成果なのかという事を

ちゃんと出していくことが重要かなと思います。実際アウトカム評価はさっきお話しし

たプロセス評価と一緒にやっていくことが非常に効果的です。要するに終わった後だけ

やるんではなくて、最初から目的がこうだからこういうふうにやっていくと上手くいく

だろうという事を考えながら同時並行で評価していくという事が重要だという事です。 

あとですね、成果の発信をしていくこともすごい大事です。新しい成果が生まれたん

であれば、それを社会に伝えていかなければなりません。行政に報告書を出すかもしれ

ませんし、民間の場合だったら資金提供者に報告書を出すかもしれませんけど、それだ

けだと報告にかかわる一部の関係者たちしか見ませんから、そもそも私たちってこんな

ことをやっているんですよというのを外に向かって示していく必要があります。そこで

大事なのはやっぱりアウトカムがすぐにわかるように見せる事ができているかだと思

います。うだうだいっぱい文章を書くよりも、どんなふうに参加した人たちの表情が変

わったかとか、どれくらい元気になったかを映像や写真でうまく見せていくという事が

すごく重要になります。それからあと普段から戦略的なコミュニケーションをするとい

う事も重要です。資金提供者になる企業や行政の人に、何で私たちはこういう活動をし
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ているのか、そうすると社会にどんなインパクトがあるのかという事を説明していくこ

とが重要です。そもそもこうした文化活動に社会的な意義があるかわからない人に向か

っていきなり「こんなに成果がありました」と言っても多分何も通じないと思うので、

「文化」って何なんだ、「経済」とはちょっと違う事をやっているんだっていう事をき

ちんと日ごろから説明していくことが重要になっていくと思います。それに関連してで

すが、行政だけでなく議員さんにも普段から伝えていくという事がすごく重要だという

ふうに思います。特に今、私たちの社会というのは「新自由主義的な社会」で、経済指

標が一番とされています。これでいくとどうやったって文化は太刀打ちできません。そ

して人の存在や行動が経済的な価値で測られるようになると、どんどん私たちは生きづ

らくなっていきます。いわゆるマイノリティだけでなく、マジョリティもどんどん生き

づらくなっていくと思います。できるだけ社会に多元的な価値観というものが存在する

ような、そういう社会を築いていかないと持続性は担保できません。 

社会包摂を意識した事業というのは多元的な価値観の社会を担保することに非常に

有効であることを私たち自身が確認しなければいけないですし、それを社会に広めてい

くことは重要だと思います。私の方からは社会包摂とはなにか、芸術活動が社会包摂と

結びつくとはどういうことか、どうすれば結びつくかというのを、「価値」をキーワー

ドにみてきました。以上で私のお話を終わりたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 

 



セッションⅠ

「“文化芸術による社会包摂”が劇場に何をもたらすか」

【パネラー】
セーラ・ジー 芸術文化組織コンサルティング会社インディゴ社業務執行役員／

スピタルフィールズ・ミュージック代表理事
カス・ラッセル ハレ管弦楽団 資金調達部部長
中村美亜 九州大学大学院芸術工学研究院准教授（芸術社会学）／

ソーシャルアートラボ副ラボ長
衛 紀生 可児市文化創造センター館長兼劇場総監督

【コーディネーター】
細井昭男 ＮＰＯ法人世界劇場会議名古屋理事

細井：それでは皆さま、セッションⅠを始めさせていただきます。ここからは私、ＮＰ
Ｏ法人世界劇場会議名古屋の細井昭男が進行をつとめさせていただきます。
このセッションⅠでは、先ほど基調講演をいただいた衛さん、中村先生とともにイギ

リスからのゲスト、セーラ・ジーさんとカス・ラッセルさんのお二人に加わっていただ
きます。
さきほどの二つの基調講演の話を受けまして、さらに理解を深めるために「社会包摂」

の先進地でありますイギリスからゲストをお招きし、その社会的なブランドの価値を高
め、それによって鑑賞者を開発し、障がい者たちにまで影響を及ぼしているその成功体
験などを披露いただきまして、「社会包摂」の本来的な考え方、その重要性というのを
再確認するセッションにしたいと思っております。
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 はじめにセーラ・ジーさんです。文化芸術系のコンサルティング会社インディゴ社の

業務執行役員であり、スピタルフィールズ・ミュージックの代表理事をしていらっしゃ

います。お二人目はカス・ラッセルさん。ハレ管弦楽団の資金調達部部長で、リーズ・

プレイハウスの資金調達ディレクターも兼任されていらっしゃいます。まずはお二人に

プレゼンテーションをいただき、引き続き話を進めて行きたいと思います。それではセ

ーラさんからお願い致します。 

 

（同時通訳） 

セーラ：皆さま、今回はご招待ありがとうございます。また日本に戻って来ることが出

来て大変嬉しく思います。過去 3 年間で知り合った親しい友人の皆さんにもお会い出来

て大変光栄です。 

 少し自己紹介をさせていただきます。私はもともと音楽家としてトレーニングを積み

ました。音楽学校に行きフレンチホルンの演奏者をしておりました。その後、マーケテ

ィングを専門としてオーケストラで 15 年ほど働いておりました。同時に資金調達も私

の専門でありました。2006 年からアートコンサルティングということでインディゴ社

での仕事を開始し、そこでは資金調達、創客、それからマネージメントにも従事してお

りました。昨年からは二つの仕事を兼務しております。カスさんと同じように。新しい

二つ目の仕事については後ほどご紹介したいと思っております。 

 今回は、この瞬間に日本に来ることが出来ていることを特に嬉しく思っております。

というのも、英国は今ＥＵ離脱に向けての法整備を進めており、恐らく皆さんも EＵ離

脱＜ブレグジット＞についてはもうお聞きしているのではないかと思います。私たちの

ような文化・芸術セクターで働く多くの人は、これを残念に思っています。というのも、

国と国の間での「移動の自由」そして「国際文化関係」というものは、私たちをより良

い人間にしてくれるものだと信じているからです。この金曜日の夜には、英国のＥＵ離

脱を祝う行事がたくさんありました。花火やパーティーも行われていました。ですので、

私たちは今ここに居て、そのお祝いを目にしなくて済んでいることを嬉しく思っている

のです。 

 親愛なる皆さま、今年は「社会のために芸術は何が出来るのか」という事を話すため

にここに集まっております。そしてまた、「社会包摂」、「文化芸術プログラム」などで

世界により多くのインパクトをもたらすことが出来るかを話し合うためにも集まって

おります。英国からの講演者であるお二人、カスさんとジョナサンさんとも昨日、「社

会包摂」の事業について話をしていたのですが、その時に、英国で舞台芸術団体がはじ

めてコミュニティーや教育活動などの資金を要望できるようになった頃のことを思い

出していました。当時は「アーツカウンシル・オブ・グレートブリテン」という組織が

ありました。そしてそれ以外にも一部の団体が助成を行っていました。当時の舞台芸術

団体は義務感からアウトリーチの活動をしていました。なぜならそれをしなければステ

ージでの活動、つまり本当に自分たちがやりたい活動への助成金が貰えなかったからで

す。これはもう 25 年前のことですから、英国は今の日本の状況よりは少し前へ進んで

いるのかなと思いますし、もちろん英国より日本の方がずっと進んでいるところも他に

ありますので、これでバランスが取れているということなのかもしれません。この 25

年間で芸術・文化団体の「社会包摂」に対する姿勢が大きく変わってきました。今あら
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ゆる芸術・文化団体が何らかの形で自分たちのコミュニティーでの活動をしています。

学校での活動、高齢者との活動、そして病院での活動などが行われています。とはいっ

ても、英国ではいまだにヒエラルキー（階層）というものが私たちの働き方や生活の中

にあり、ステージで行われているプロの公演やパフォーマンスというものは、一般の人

たちが参加して創造性を模索するような社会包摂プロジェクトよりも高い評価を得て

いるのです。この厳然たる事実が私を悩ませているのですが、その理由についてお話し

たいと思っています。まずは一つ例を挙げたいと思います。こういった団体の様々なウ

ェブサイトを見て頂きますと、おそらく通常、既存の鑑賞層そして鑑賞見込み客のため

のコミュニケーション・ツールと呼べると思うのですが、「いま公演中のものは何か」

ということを示すカレンダーがホーム画面に上がっています。そこで一般向けの公演、

例えばコンサート、演劇、展覧会などのカレンダーが表示されています。しかしながら、

そこにはその団体が「地元の学校や介護施設、病院でどういった活動をしているのか」

ということは表示されていません。ですので、コミュニティーで行われているあらゆる

「社会包摂」の活動というのは見えないところにあるわけです。なぜ自分たちの活動領

域を発表しないのでしょうか、私には意味がわかりません。こういった活動は人々の生

活の質を大きく変えることが出来るかもしれないのです。もしかすると、ブルックナー

のシンフォニーに 80 分耳を傾けるよりも、ずっと深く人々の生活の質を変えるという

ことが出来るかもしれないのに。そして間違いなく 1 時間の間、同じ病気と闘っている

50 人の人たちと一緒に歌う機会を提供することの方がずっと意義があることなのでは

ないでしょうか。また若い人とたちが壇上に上がって、そこで劇をしたり、作品の中で

ダンスを踊って障がい者、そして障がいのない人が共に理解を深めるという機会をもた

らすことは、教科書から学ぶよりもずっと社会の多様性について深く理解することが出

来るのではないでしょうか。私たちはこのような活動のことを隠しています。それは何

故かというと、私たち自身、こういった社会包摂活動を誇りに思っていないからです。

もしそうなのであればそう思えるまで自分たち自身の水準を上げていかなければなり

ません。 

先ほど申しあげました通り私は二つの仕事を兼務しています。一年前にここ日本に来

てから私の生活は大きく変わりました。今は「スピタルフィールズ・ミュージック」の

代表理事を務めています。そこで私はそこでの経験を基にして本日、社会包摂活動とい

うテーマについていくつか示していきたいと思います。 

こちらのスライドでスピタルフィールズ・ミュージックをご紹介しております。“融和

のある社会を、音楽を通して作っていく”ということを使命にしています。音楽の「質」

というのは何よりも私たちにとって重要なものです。しかしながらそれと同様に「コミ

ュニティー」も我々にとって重要なものです。それでは少し背景についてご紹介をしま

す。スピタルフィールズはロンドンのイーストエンドに所在しています。もともと、首

都・ロンドンの中でも比較的貧しい地域です。そして、移民流入の波を過去 300 年にわ

たって迎え入れてきました。もともとは布の織り手としてフランスからの移民を受け入

れていました。なぜ移民たちがスピタルフィールズにやって来たかというと、大きな野

原があって、そこで洗ったばかりの布を、売る前に干すことが出来たからです。ロンド

ンでの私のアパートはビーバーズフィールドと呼ばれる公園のすぐ近くにあります。ビ

ーバーズフィールドというのは日本語にすると「織り手の野原」、つまりそこで布を干
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していたということが名前からわかります。その後、ユダヤ人の移民も受け入れていま

す。ヨーロッパ大陸から迫害を逃れてこの地域に住みつき、そこで富を成しました。そ

の後ユダヤ系の移民がより良い地域へ移り住みますと、この地域はふたたび貧しく、他

の人たちが目もくれないような地域になりました。スピタルフィールズのチャペルは悲

惨な殺人事件の記憶でとても良く知られています。19 世紀末に女性を殺人したことで

知られている「切り裂きジャック」と呼ばれる事件です。また、1950～60 年代からは

数多くのムスリム系の移民をバングラディシュから迎え入れてきました。そして今では

地域の人口の 60％以上がバングラ系イギリス人となっています。このように文化的な

グループが混在していることによって非常に生き生きとしたコミュニティーが出来上

がっています。複数のコミュニティーが混在しているといえるかもしれません。この多

様なコミュニティーの出現によって、44 年間続いていた地元の音楽チャリティー団体

のプログラムに疑問が提示されました。この団体ではバロック音楽やコンテンポラリー

の西洋クラシック音楽を専門にしており、歴史のある英国教会で演奏をしておりました。

当時、バングラ系イギリス人は英国教会に入ることが許されておらず、そういった場所

で活動している我々のような団体は彼らにとって関係のないものと思われていたこと

でしょう。こういった音楽活動に加えて、コミュニケーション・プログラムも活発です。

私たちは地元の学校でも、そして認知症介護施設でも活動しています。また若手の作曲

家に委嘱プログラムの依頼を通して経済的な支援もしています。さらに音楽家が音楽ワ

ークショップを行うことが出来るようにトレーニングも行っています。このような活動

を 20 年間、私たちが専門として実施してきて高い評価を受けてきました。毎年何千人

という人たちがこういったプログラムを受けています。 

私が代表理事になってからずっと気になっていることがありました。こうした活動が

対象とする多様な立場の参加者を混合させることについてです。なぜならそこには暗黙

の「ヒエラルキー」があったからです。50 ポンドのチケット代を支払ってたまにしか

演奏されることのないバロック時代のフランス人作曲家ラモーによるオペラを観る人

たちは、最近私の出会ったスペイン人で認知症と共に生きているアウエリアさんとは違

う扱いを受けています。アウエリアさんは介護施設に住んでいますが、他の入居者もス

タッフもスペイン語をしゃべらないので、誰とも会話をすることが出来ません。想像し

てみてください。どれほど「孤独」を感じることでしょう。誰も自分と同じ言語をしゃ

べらないのです。そしてトイレに行きたくても助けを求めることすら出来ないのです。

そして（認知症により）短期的な記憶がないのです。しかしながら、それでもアウエリ

アさんはとても貴重なことを私たちに教えてくれました。どうやらスペインの民謡のよ

うなものを私たちに教えてくれたのです。子供の頃歌っていたのでしょう、それを私た

ちに歌ってくれました。そして音楽家の一人がその音を「耳」から覚えて、共に暮らし

ている他の介護施設の入居者たちが打楽器演奏やダンスでアウエリアさんと一緒に楽

しむことが出来るようにしました。これは皆さんが先ほど中村先生の VTR で見たプロ

ジェクトに大変よく似ています。実はオペラを聴くということも、そしてこうしたプロ

ジェクトに参加するということも、両方とも人生を変えるような瞬間でしょう。異なる

体験ですが、同様にこの多様性の中にも「平等」を体験していきたいと私たちスピタル

フィールズのスタッフは考えています。このことについては長いこと考えて、そして結

論に至りました。その結論というのは、私たちはチャリティー団体として、私たちのチ
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ャリティーの目的に真摯になる必要があるということです。英国では社会的にベネフィ

ットがあるとみなされた団体はチャリティー団体のステータスを与えられます。このス

テータスは納税面でも寄付でも免税の対象となるというメリットがあります。そして

「評判」という意味でもメリットがあります。「チャリティーである」ということは光

栄なことであるわけです。 

これまで、私たちは二つの異なる観客層を抱えていました。つまり、「学習と参加（教

育プログラムと市民参加型事業）」に参加することを通じて私たちとつながっている人

と、それからお金を払って毎年ベスト・キュレーターのセレクトによるフェスティバル

の公演を観る人たち、この二つの観客層を別々に持ち続けるということは私たちにとっ

て「持続的」ではないと考えました。この観客層を両方とも「平等」に扱うしかけが必

要であると考えました。支払いをする人も、そうでない人も、そしてそれが一般向けの

活動かそうでないかどうかに関わらず、です。一部の活動は身体の弱い、高齢者または

学校でも子どもたちへの活動、一般向けではないプライベートな活動が行われる場合が

あります。それでもこの二つを「平等」に扱わなければなりません。そこで考えました、

今ある価値の中で今後も残していきたいものは何でしょうか。私たちスピタルフィール

ズでは三つありました。「音楽」、「人」そして「場所」です。それに加えて、その全てを

包みこむような最高品質の体験を創り出すために務めることが挙げられます。私たちは

「音楽」を愛しています。私たちはロンドンのイーストエンドで音楽に従事しています

が、それ以上に私たちはスピタルフィールズの「コミュニティー」を一つにまとめてい

ます。そしてそれを実現するために音楽を「ツール（道具）」として使っています。ク

ラシック音楽だけではなく、あらゆる音楽を使っています。もちろんクラシックのベー

スを失うわけではありません。繰り返しですが、私たちは調和の取れたコミュニティー

を作るために音楽を使いたいのです。これはとても高尚なことに感じるかもしれません。

ですが、人々にそのように考えて貰えるようになれば、最大のインパクトを与えること

が出来ると心から信じています。もちろんそれは容易なことではありません。私たちの

理事会や評議員会でも、どうしてもフェスティバルの公演プログラムの話題が中心にな

ってしまうものです。私たちが学校で行っている活動について話が向くことはなかなか

ありません。それから最近ウェブサイトも再設計しなければいけないという状況になり

ました。来週このウェブサイトが公表されます。この新しいウェブサイトでは、全ての

活動が平等に取り扱われています。一般公演でなくても、全てのイベントがそこに発表

されます。チケットを買えば参加することが出来るもの。対象が絞られていて参加する

ことは出来ないけれども内容を知ることが出来るもの。 

そして私の同僚にもまだ知らせていないのですが、3 年後には「学習と参加（教育プ

ログラムと市民参加型事業）」という名前のセクションは無くそうと思っております。

このカテゴリに特別チームを設けることを止めて、観客全体を大切にする一つの組織の

一員としてスタッフが一体となって活動をして欲しいと思っています。日本人の賢者が

かつて私に言いました。「私たちはアートではなく、人に関わっているのだ」と。私た

ちにとって大変重要なこと、それはこういったコメントなのです。 

“すごかった！素晴らしかった！（Amazing!）”、これは私たちのプロジェクトに関与

した子供が言った感想です。こういうコメントによって私はいつも幸せな気分になりま

す。アートに何らかの形で関与したときに、こういう感覚を皆に持って欲しいと考えま
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す。（誰かに）こういった「変化」をもたらすことは（社会的に）大きな影響が伴いま

す。一部の層は、これはリスキーだと、リスクをはらむものだと考えるかもしれません。

では、このような「変化」を裏付けるエビデンスはどこにあるのでしょうか。正直に申

しまして、もっとエビデンスがあればと望みます。もっとより良い調査や研究が行われ、

芸術の「社会包摂」に対する英国におけるインパクトを調査してくれればと考えます。

一部にそういった研究も行われています。例えばヘルスケアにおけるアーツがいま現在

大きな注目を集めており、これに「アーツカウンシル・イングランド」が多額の投資を

しています。こうした投資はすぐにインパクトを出すことができる組織に向けられがち

です。なぜならほとんどの調査は短期間限定で、数ヶ月または一年間という時間軸で行

われているからです。しかしながら 5 年、10 年そしてもっと長い長期的なインパクト

もあるはずです。また「アートと通信衛星」というテーマも、私にとっては大変重要な

ものであり関心を持っております。私自身はとても「お人好し」ですので、人々の感情

を喚起することが出来れば、喜び、好奇心、気付き、他者への理解、なぐさめ、そして

励ましというもの（エンパシー）を呼び起こすことが出来ると考えているのです。そし

て私にとっては、それこそが芸術が出来ることだと思います。つまり人生をより良く理

解する手助けをしてくれるものだと考えます。 

さて、ある面白い研究を見つけました。世界の文化都市に関する研究です。それを依

頼したのが「世界文化都市ネットワーク」だったのですが、この研究によると、文化都

市には大きな潜在的可能性があるそうです。文化都市は「ソーシャル・インパクト」の

企画、実践と評価をもっと効果的にするべきであると提案しています。この研究はこう

も言っています。ソーシャル・インパクトにおいて何を優先するべきか、そしてそれが

プログラムや他の活動とどう連関するのかを明確にするべきである、そしてソーシャ

ル・インパクトを達成する手段に関してもより広い見方をする必要があるとも謳ってい

ます。今こうした研究が世界中で行われています。これはすなわち一般的な概念、「都

市再生」ですとか、「クリエイティブな場所づくり」の概念を越えて、そして複雑な「エ

コシステム、生態系」を育む必要性にもっと着目するべきである、幅広いステーク・ホ

ールドのパートナー関与も必要であると述べているのです。この報告書を作成したのは

ジャフリン・プロセット教授です。「英国芸術人文カウンシル（AHRC）」の四カ年の

Culture Value プロジェクトのディレクターです。報告書のケース・スタディでは六つ

の文化都市を取り上げています。モントリオール、ニューヨーク、ロンドン、オースト

ラリアのメルボルン、アメリカのロードアイランド、そして最後に台北です。プロセッ

ト教授はソーシャル・インパクトの評価の仕方を、このような文化都市や他の文化都市

の存在が、エコシステムや社会状況を改善する方法になるとして強調しています。そし

てこの報告書の提案として、文化都市はその役割をもっと広く考えるべきであると。ど

のようなソーシャル・インパクトを目指したいのか、「目的」、「実践」そして「評価」

をすべて計画の段階に盛り込むべきであると。あの休憩前のお話と同じ話です。そして

この報告書はまたこうも言っています。評価方法のツールキットを作る、そして文化都

市がそれを活用してそれぞれの非常に多様な特性を目標に合わせて活用できるように

するのもとても良いアイデアであると。文化都市は評価制度を作るにあたり、必要な幅

の広さを持ち、そして同時に絞り込みが可能なものを作る。あるいは知的な顧客たち（文

化芸術愛好者？）のスキルを育んで、こうしたアクションに巻き込めるようにするべき



であると。また、この報告書はより多くのコラボレーションを奨励しています。情報共
有を文化都市間で持つべきであると、様々な違う国においてです。そうすることにより
評価のアプローチを作り出し、そしてコミュニティー、そしてパートナーとともに協力
し、社会プログラムを提供する手段を開発するべきであると。そして最後にですが「パ
ートナーシップの重要性」です。地元の大学とのパートナーシップをつくり、学者と協
力し、そしてチャンスを大学院に与え、大学院が評価作業に貢献できるように機会を提
供すべきであると、すべて非常にしっかりとした推奨ばかりかと思います。
この報告書はソーシャル・インパクトを六つの分野に分けて提示しています。一つ目

が「平等と包摂」、二つ目が「生き生きとした都市および公共部門」、三つ目が「近隣と
コミュニティー」、四つ目が「対象を絞り込んだ社会的関与」、五つ目が「文化的なソー
シャル・インパクト」、そして最後に「イノベーション・インパクト」です。プロセッ
ト教授は、文化都市がいくつかの課題を特に選定して検討すべきであると謳っています。
既存の文化都市活動を活用することの重要性などです。教授曰く、草の根のアマチュア
芸術の実践にはインフラが必要です。そしてこのインフラはしばしば都市再生計画では
消えていってしまっています。このような資産でインフラを育むことは、文化都市の「社
会的平等政策」として入れ込むことが出来るかもしれないと。言い換えますと、我々が
そこに関与して「変化」をもたらすには、既に何かが「存在」するのか、その地区に何
があったのかを考えないと「変化」を引き起こすことは出来ないということです。この
報告書はまた、（インフラよりも）文化体験そのもののソーシャル・インパクトを考え
るべきであるといっています。ありがちな「場所」や「介入の詳細」よりもです。

今お見せしているスライドですが、これはあるパフォーマンス、 年 月の「ス
キテルシーズ・フェスティバル」のものです。ここではシューマンの作品「イッヒ・リ
ーベ・ディヒ」を演奏しました。そしてそれぞれの演奏者が、違う人の家で、違う音楽
のスタイルで発表しました。この家では、比較的伝統的なバロックのチェロが演奏され
ています。しかし、（別の家では）もっともっと伝統的な弦楽器を使っています。これ
以外にビーチボックスのラッパーですとかが演奏していたり、伝統的なフラメンコのギ
タリストが他の家では演奏していました。狙いとしては一つの家で音楽を少しずつ聞い
ていってもらうことです。次の家に入って次の楽章を聞いてもらって、そしてまた違う
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家に入って違う楽章を聞いてもらうという、これが重要でした。なぜならばこれは（演

奏しているその）人の家庭だったわけです。そこへ別の人が入ってきて、どの位置から

見ても構わないというルールで音楽を自分の家の中で演奏しようとすること。これは素

晴らしいやり方だと思います。なぜならばこのお陰でコミュニティーはお互いのことを

もっと良く知り合うことが出来るからです。 

また報告書の話に戻るのですが、この事業の報告書では文化的ソーシャル・インパク

トは残念ながらあまり話題になっていない、語られていない。しかしながらこの事業に

は文化的エンゲージメントの最も根本的なインパクトが、その体験自体にあるといわれ

ています。プロセック教授は＜芸術と文化のもつ力＞を強調しています。深く考える個

人が社会に果たしてくれる力、そしてより良い理解を自分や自分の人生にもたらす力、

他者への共感、そして人としての体験の多様性や文化の多様性を歓迎する力です。教授

はこれが「基盤」だと説明しています。芸術文化との関係性の中に市民社会が協力し問

題解決を目指すエンゲージメントを高めるための基盤があると。それにはかなりのエビ

デンスがあります。芸術と文化はエンゲージメントが高い市民を育て社会的な市民行動

を促すだけでなく、例えば投票行動を促します。英国では投票は全国選挙でも、地方選

挙でも義務ではないのですが。それからボランティア活動への参加も促します。そうし

てより幅広い社会的な想像力をかき立てていきます。文化的活動は不確実性の空間を作

ることがあります。そして当たり前であると考えていることを考え直さなくてはならな

いような状況を生み出します。そこには思っているよりももっとエビデンスがあるのか

もしれません。私にとってこれは「コモンセンス（常識）」です。ですから私の考えで

は、「社会包摂」を政府から予算をもらうための「道具」として使うようなことは絶対

にやってはなりません。私たちは「本物」でなくてはなりません。自分たちがやってい

ることのインパクトを理解しなければなりません。なぜならこれは人、そして一人一人

の人生が関わっているからです。それは非常に大切で、決して間違えてはなりません。

私たちは「文化的な帝国主義者」になってはなりません。ある地域に宣教師のように現

れて、そして皆を自分の考え方に変えようとして、そして予算が無くなったらいなくな

るのではいけません。それはフェアではありません。私たちが違いをもたらしたいので

あれば、焦点を絞ってより深く、より意味のある活動に投資すべきです。これから私た

ちはスピタルフィールズでそれをやろうとします。そこで、スピタルフィールズ・ミュ

ージックの二つの事例をご紹介します。一つは非常に長期に渡ってやって来たもの。も

う一つは直近のものです。我々の近隣の学校でのプログラムですが、５つの学校で 25

年近くも続いているものです。今や二世代にわたりご参加いただいているというご家族

もあります。ご両親が学生時代にこのプロジェクトに参加してくださり、今はお子さん

も参加なさっていたりする、そう考えると年を取ったなと感じますね(笑)。もちろん多

くの芸術団体は同じような活動に取り組んでいます。しかし、スピタルフィールズ・ミ

ュージックの活動はちょっと違います。何かといいますと。20 年前、私たちは（学校プ

ログラムには）課題があると認識していました。時と場合によっては簡単にはできない

と。ワークショップ・リーダーは専門的なスキルが必要です。当時彼らはそのスキルを

教えられていませんでした。そこで我々は自前の研修プログラムを始めました。「プレ

イニング・ミュージック・リーダー」というミュージック・リーダー研修です。例えば

学校によっては、教室を崩壊させてしまうからだとか、あるいは特別な教育上のニーズ



が必要でそれが対応できないからという理由で、学校から排除されている人もいます。
多くの場合、先生はどう対処して良いかわかっていらっしゃいません。 人位が一つ
のクラスにいますので、合わせられない生徒さんたちはどうしても置いて行かれてしま
います。この研修には、そのような若い人たちを対象にしているプログラムもあります。
これまで 年もの間に 人以上の人の研修をして来ました。そして多くの研修生は
戻って来てくれてプロジェクト・リーダーを務めてくれています。研修生はより経験豊
かなリーダーと一緒に仕事をすることで貴重なスキルを身に着けます。そして先生や生
徒と学校で立派に活動する機会も与えらます。そプログラム開発も共同で行い、それぞ
れの現場の課題に取り組みます。ここ数年の間、プログラムを「いじめ」に関してある
いは「ギャングの文化」に関して、あるいは「摂食障害」に関して、「インターヘルス」
に関して、あるいは「麻薬」などに関してなど様々なプログラムをやって来ました。す
べて「音楽」をツールとして使って人と人との対話を促しています。ミュージック・リ
ーダー研修生はこうした実地体験を経て、経験豊富な先輩のもと非常に恵まれた環境の
中でスキルを得ることが出来ます。そして学校の教師たちもそのプログラムから新しい
手法を学ぶことが出来ます。どうすればもっと子供を活動に巻き込むことが出来るのか、
そうした活動に若者たちはエンパワーメントを感じます。彼らはプロジェクトの設計に
参加して、そして今自らに必要なニーズに取り組めるからです。誰もが受益者、まさに
ウィン・ウィン・ウィンです。

もう一つの例は、介護施設での認知症の方々との活動で、このようなプロジェクトを
～ 年続けています。写真をお見せしたいと思います。こちらお年寄りの女性なので

すが、顔の写真は撮って貰らいたくないとおっしゃっていて、でも顔が見えなくてもい
いなら撮っても良いわよとおっしゃってくださいました。彼女はワークショップでは本
当に活躍なさっていましたが、普段はとてもシャイな方で、ただ音楽に取組み始めてか
らは驚くほど自信ありげに、見た目の変化がまるで背が高くなったように感じるほどで
した。見ていてとても素晴らしいと思いました。カスさんの方からも、彼女の組織の認
知症への取組みに関してお話をしてもらえると思いますが、私たちスピタルフィール
ズ・ミュージックの認知症プロジェクトを興味深いものにしているのは、博士課程の学
生たちが我々の活動の「インパクト」の記録を取って協力してくれていることです。そ
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れらは認知症の患者さんへのインパクト、そして彼らをサポートしているご家族へのイ

ンパクト、私にとって最も興味深かったのが、介護施設のスタッフへのインパクトです。

ここで「音楽」と「認知症」との間に関係があるのか、そしてより広いコミュニティー

においてもここに関連性があるのか、今エビデンスを集めようとしています。そして（こ

のプロジェクトに）英国のナショナル・ヘルス・サービス（NHS）、国民健康保険の医

療プログラムとしての認可が下りました。ついこの間下りたばかりです！おそらく我々

は、芸術団体としてＮＨＳからこのような認可を貰うのははじめての団体かと思います

が、事業成果は 3 年後くらいに出る予定です。繰り返しになりますが、このような活動

は単発的にするだけでは成果はありません。より長期的に、より焦点を絞って深く、そ

してより満足感のある関係を築くことが我々にとって大切なんです。そしてさらに良い

ことには、サポーターの皆さまもこうしたプロジェクトをとても気に入ってくださって

います。おかげで少額の寄付をくださる個人の方から大きな助成金をくださる基金の方

まで活動の資金は比較的楽に集まっています。私たちはこのような活動に毎年何十万ポ

ンドも使っています。もちろん、基金が資金を例えば毎年五万ドルを三カ年差し上げま

すとい言ってくださるのは素晴らしいことなのですが、私にとってもっと重要に思われ

るのは、非常に個人的な思いで、個人の方が資金を提供くださる時です。最近頂いた寄

付は千ポンドの寄付で、スピタルフィールズ・ミュージックの長年のサポーターからい

ただきました。その理由はご本人も奥様も認知症のご両親をお持ちで、そして彼は誰か

他の人のお父さんあるいはお母さんの人生をもより良いものにしたい、そしてそうする

には「音楽」が一番いい方法だと確信してくださっていたからです。とても謙虚な気持

ちになりました。 

では最初の質問に戻りましょう。私たちには何がわかってきたのでしょうか。芸術は

社会のために何ができるのでしょうか。 

英国では次のことを学びました。一つ、芸術団体は、コミュニティーと長期的な関係

を持っている方がインパクトが大きくなります。このことは当たり前のことかもしれま

せんが、時々思い起こさなければなりません。そして、何を達成したいのかを最初から

明確にすることもとても大事です。もう一つ重要なのが「評価」を最初から組み込んで

いくことです。そうすることによって「記録」をしっかり取り、何が変わったのかを同

僚と共有できるようにしなければなりません。そうすると、ベスト・プラクティスを特

定することが出来ます。そして、お互い適切な場面で協力することが出来るようになり

ます。 

今何が起きているのか、寄付者とのコミュニケーションをどうするのかも考えておい

てください。寄付者はそれを期待しています。お礼をいわなくてはなりません。あなた

の寄付のお陰でこういう良いインパクトがありましたと報告をしなくてはなりません。

そして上手く行かなかった場合であっても、期待していた結果でなかった場合でもそれ

から学ぶことは出来ます。実は失敗したプロジェクトの方が学ぶところは多いかと思い

ます。もちろん痛みはありますが。 

もう一つ学んだことですが、絶対に、絶対に、「資金はもらえる時はもらっておこう」

とはしないことです。資金提供者はＡＴＭではありません。真の活動へのコミットメン

トが必要です。そして共同するコミュニティーへのコミットメントがなくてはなりませ

ん。 
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そして最後にですが、重要なのはコミュニティーに対して本物で、正直であってくだ

さい。なぜなら彼らからの信頼を勝ち取らなければならないからです。自分のフォアバ

リュー（中核的な価値）。プロとしても個人としてもそれが重要です、決して忘れない

でください。この場所にいらっしゃる皆さま全員、たぶんここに集っていらっしゃるの

は誰もが何年も前に、人生が変わるような「瞬間」を芸術を通して経験なさったからだ

と思っています。私も自分がその「瞬間」を覚えています。何かがあって、心に火が灯

って、そのお陰で気づかれたんだと思います。この世に魔法が存在すると気づかれて、

このような瞬間を共有することで生計を立てていこうと選ばれたからここにいらっし

ゃる。しかし多くの人はその経験を、その魔法を、まだ経験出来ていません。あるいは

子供時代の差別によって、貧困によってこのチャンスが得られなかった方も多くいらっ

しゃいます。しかし、私たちには彼らの人生を変えられます。どうすれば良いかわかっ

ています。だから毎朝私は布団から起きられるのです。芸術と文化は計り知れない社会

的価値を持っています。そこで私は皆さんに今日お願いしたいと思います。全員コミッ

トメントをしましょう、この魔法を共有すると。人の人生を変えると約束しましょう。

そして、またこの旅をちゃんと記録すると約束しましょう。私たちが引き起こしたイン

パクトを証明できるようにもっといいデータが取れるようにしましょう。定性的、定量

的なデータ・リサーチを、我々が心の中で正しいとわかっていることを証明しなくては

なりません。 

ご清聴ありがとうございます。そして皆さまの幸運を祈ります。皆さまの旅において

です。そして皆さまの健康と幸せも祈ります。そして良いアートとの出会いも祈ります。

ありがとうございました。 

 

細井：私たちには「魔法」をかける力がある。その旅に出よう。いいお言葉をいただき

ましたね。それでは引き続きまして、カス・ラッセルさんにプレゼンテーションをお願

いしたいと思います。ご準備のほどよろしくお願い致します。 

 

（同時通訳） 

カス：皆さんこんにちは。改めましてお招きいただきありがとうございます。ここに来

ることが出来てとても嬉しく思います。セーラと同じように、私も前に来たことがあり

ます。ですので、再びお呼びいただきとても光栄に思います。皆さんにまた面白い話が

出来ればと思っております。私はハレ・オーケストラの資金調達部の部長をしておりま

す。それからリーズ・プレイハウスの方でも資金調達の担当をしていますが、今日はハ

レ・オーケストラの活動に焦点を当てて行きたいと思います。 

「音楽」を使ってどういうことをやっているのか、具体的な例を挙げてお話しします。

それから、セーラが伝えようとしたメッセージに補足してお話をして行きたいと思いま

す。やはり私たちが課題に取り組むにあたって、どういうことがあったのかを知ってい

ただくのが大事だと思っているので、少しだけ背景を説明します。 

ハレ・オーケストラはピアニストで指揮者でもあるサー・チャールズ・ハレが 1858 年

に作ったものです。ドイツからの移民で、産業革命当時にマンチェスターにやって参り

ました。当時まだマンチェスターは住むのにはあまり居心地の良い場所ではありません

でした。彼はマンチェスターに来て本当にビックリしたそうです。「きれいなものが何
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もない」と思ったそうです。そして音楽に触れることがない、音楽は当然誰もが聴く権

利がある。どんな社会階級の人間であろうと、貧乏だろうと、金持ちであろうと音楽を

聴く権利があると、彼は思っていました。そこで彼は「ハレ・オーケストラ」を作った

わけです。このオーケストラの最初のコンサートは都市部の「スリートレード・ホール」

で 1858 年に開催しました。今ハレは、拠点として「ブリッジウォーター・ホール」で

す。マンチェスターはその当時から大きく変わり、とても美しい街になりました。ハレ

がマンチェスターに来た時とはがらりと変わっています。そしてブリッジウォーター・

ホールはコンサートホールとして世界有数のものです。大変素晴らしい建物で、年間 70

回ほどマンチェスターでコンサートを開いています。そして同じくらいの数のコンサー

トを英国全土で、あるいは海外でやっております。ハレはチャリティー登録団体です。

セーラも話をしたと思いますが、チャリティー団体であるということでどういうメリッ

トがあるか、彼女のプレゼンテーションの中でも少し触れていたと思います。私たちに

は創設者の設立目的があります。これを達成するために通常のコンサートを行うという

メインプログラム以外にもいろいろなプログラムを展開しています。そしてそういう活

動は私たちにとってとても根本的なものです。とはいえセーラさんも言ったように、い

つもはいろんな人に向かってその活動について語ることはありません。それでも、私た

ちは文化生活に投資をするのは大事なことだと思っています。例えば、英国の北西部に

いる人たちと関わることは大事だと思っていますし、それ以外にもいろいろな文化、い

ろいろな背景を持っている人たちと関わるということ自体とても大事だと思っていま

す。シンフォニー・オーケストラの構造というのは厳格に決まっていて、あまり柔軟性

がありません。ですので、私たちはどのようにそのオーケストラを使えばいいのか、ど

うやってそのリソースを使って新しいプログラムを展開できるのか、いろいろ悩みまし

た。私たちが焦点を当てている分野は、ミュージシャンたちに「教育プロジェクト」に

関わってもらうという試みです。ステージ外での教育プロジェクトにプロの音楽家に入

ってもらうということ、これは私たちにとってとても大事なことです。これによって謎

めいた音楽の世界の「謎」を解くことが出来るのではないかと思います。そのことによ

って私たちのステージでの演奏も、これまでよりずっと身近に感じて頂けるのではない

かと思っていますし、また、体験した若い人たちの誰かが音楽家になることを考えるき

っかけにもなるのではないかと思っています。演奏者にとっては教えるスキルを身につ

けることが出来ると同時に、そのことを通じて自信をつけることも出来ます。特に新し

い楽団員たちはそうです。さらにコミュニケーション・スキルも身につけ、様々な人た

ちからなる「観客との共感」を持ってもらうことが出来ます。少し前、日本に来る前に

楽団員たちに、なぜこの教育プログラムに関わることにしたのか、ということをいろい

ろ聞いてみました。というのも、やはりミュージシャンの中にはこうした活動に「抵抗

感」を持っている人たちもいます。日本でもそうかもしれませんが、英国でもそういう

風に感じる人たちが少なからずいるわけです。現在、私たちのミュージシャンの約 75％

は教育プログラムに関わってくれています。そのフィードバックなのですが、関わるこ

とにした理由として、まず自分たちにとって「個人の成長」を得られると、人間として、

またプロの音楽家としてです。教えることの意味を学んだり、実際に教室の中あるいは

その教室以外の場所で人に教えるという経験をできます。 

また、「教える」となると何が起こるかわからないので、通常のオーケストラ活動の
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ペースとは異なる、音楽家としての新しい日常のリズムが生まれてくる。それから追加

収入が得られる。やはり、自分たちが活動をするのであれば収入を得るということは大

切です。私たちはオーケストラとしてもちろん給料は払っています。これは地域のオー

ケストラなのです。ロンドンのベースほどではありませんが、彼らは給料を得ています。

だからこそ、ロンドンの方に音楽家が流出していってしまわないように追加的な仕事で

収入を得られる状況を整えると、彼らがマンチェスターに留まる理由が一つ増えるとい

うわけです。それから充実感。自分たちのこれまでの経験から、音楽で人の人生が変え

られると彼らはわかっています。わかっているけれども、時には改めてそれを実感する

ことが大事だと思っています。自分たちがプロジェクトに関わることでどういうインパ

クトを人に与えられたのか、それを見つけること、それとなぜ自分たちが音楽家になっ

たのかを再び思い起こす瞬間があると言っていました。それから、「健康とウェル・ビ

ーイング」、自分たちの持つ価値、プロの音楽家としての価値をもう一度見直すことが

出来る。そして個人としての価値、大きなオーケストラの一員だという以外に自分たち

価値観をもう一つ見出すことができます。それから二十年、二十五年ずっとオーケスト

ラに関わってきた人たちも中にはいます。それでも、このプログラムを通していろいろ

な人たちと出会うということが、とても自分たちの生活を活性化させると言っています。

ということで音楽家たちがこの教育プログラムの中で「学校」という場に赴いて実施す

るということがよくあります。毎年五万人ほどの子供を対象として、二つの音楽プログ

ラムがあります。一つ目は「ハレ for Youth」（若者のためのハレ）、それから「Come 

and play ハレ」（ハレと一緒にあそびましょう）というプログラムがあるんですが、学

校に通う子どもたちが対象となっています。主に公立学校、要は無料で行ける学校が対

象です。そこで、学校の通常のカリキュラムをサポートするようなテーマに取り組んで

います。教育ディレクターは、音楽で教えられない科目はないと考えています。例えば

コンサートのシリーズを理科とか技術をテーマとして開催しました。それから天文学を

テーマにしたものもありました。移動とか旅をテーマにしたものもありました。また最

近では、若者の「健康とウェル・ビーイング」。学校の生徒たちがミュージシャンや学

校の先生と一緒にテーマに取り組んで、その上でコンサートホールに来て生演奏を聴く

ことになります。先生方からのフィードバックを聞くととてもポジティブな内容です。

おかげで、いつも私たちのコンサートは満員の聴衆を前にして行うことができるように

なります。同時にもっと焦点を絞ったプロジェクトも学校と一緒にやっています。これ

は学校の教室で教えることのサポートをするものになっています。特にしつけですとか、

それから子どもたちに関わらせること、達成感を持つこと、それからやる気を与えるこ

とをテーマにしています。プロの方々と研究者たちからも、私たちはヒントを得てやっ

ています。 

今画面に出ているのは、エイジー・サンコート博士、「ユニバーシティー・カレッジ・

ロンドン」の淮教授なんですが、その人の言葉です。彼女は芸術活動が思春期の子ども

たちにどういう影響を与えるかを何年も観察しているのですが、その研究は、７才頃に

クリエイティビティーを持って、例えば作文を書いたり、物語を語ったり、工芸とか、

あるいは絵を描いたり、あるいは演劇をするというような活動を経験すると、思春期を

迎えて、社会的不適応ですとか行動不適応のリスクを下げることになるかどうかを探っ

ているそうです。その研究の結果、クリエイティブな活動に関わることでそういったリ
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スクを下げるだろうという結論に至っています。 

「インスパイア・プログラム」というのがあるんですが、それがまさに若い人たちを

対象にしたもので、学校の先生が学習上の問題あるいは行動上の問題があるというふう

に指摘した思春期前の子どもたちが対象です。効果的に対処しなければ成績が落ちたり、

読み書きが出来ないままになってしまいそうな子どもたちです。中には学校に行かなく

なってしまった子どももいます。英語を母国語としないがゆえに教室で教えられている

ことが全くわからないという子どもたちもいます。それから貧困に見舞われて希望を失

っている。あるいは親がなかなか学校に関わってくれないというハンディーを負った子

たちもいます。この「インスパイア・プログラム」では音楽を使って学校の科目を、例

えば数学とか英語といったものをより生き生きとしたものに、より面白いものにしよう

としています。これは 1 年間通して行われるプログラムで、最終的には大きなプロジェ

クトとしてパフォーマンスをします。6 年間続けてやっていますが、この成果は非常に

ポジティブなものです。先生方もこれに関わった子どもたちは大きく変わったと言って

います。ハレのセッションに来ている時だけではなく、学校生活の中でも大きく変わっ

たと言ってくれます。生徒の集中力が上がったり、態度が改まったり、そして学校に来

ることそのものに興味を取り戻したりしてくれていると先生たちは言います。いろいろ

な研究がこのプロジェクトを通して行われました。そして、やはり参加者たちの育成に

役に立っている。ハレが関わることでこのプログラムは成功していると言われています。

やはり音楽には価値があると言うこと、やっているものにとっては当たり前のことです

が、しかしそれを科学的にあるいは目に見える形で測ることは本当に難しいのです。 

今イギリスではそれが一番大きな問題となっています。英国政府は、ここのところ音

楽やアートをカリキュラムからどんどん外そうとしてきていました。ですので、ハレの

ような団体は何とか音楽に触れることの価値をもう一度いろいろなレベルで取り戻そ

うと頑張ってまいりました。しかし、やはり科学的にそのインパクトを示すことができ

なければ、おそらくはイギリスの教育制度の中において芸術や音楽の立ち位置をこのま

ま維持し続けるのは難しいでしょう。そこで、目に見える音楽会の価値の例をお話した

いと思います。特に私たちが若い人たちを対象にしたプロジェクト「ハレ for Blas」で

す。金管楽器を使ったプロジェクトで、ハレの金管楽器奏者たちが少年犯罪者を対象に

した活動を展開しています。重い罪を犯したり、暴力的な罪を犯したせいで矯正施設な

どに入っている少年たちが対象です。金管楽器の音楽というのはイギリスの北部の文化

に根付いています。これは労働者階級、特に鉱山労働者と結びつけられています。です

から、金管楽器を学ぶというのは北部の若者たちにとっては非常にポジティブなものと

見られています。クラシック音楽のように「社会的階級制」と結びつけて見られるもの

ではありません。そういう縛りの無いところが金管楽器の音楽が、若い人たちに人気が

ある理由です。このプログラムでは、楽譜も読めない人が対象になることが多く、音楽

をゼロから教えることになります。そして、矯正施設の中に小さなブラスバンドを作り、

最終的には施設の中あるいは外でコンサートを行ったりします。このことを通して、子

どもたちは学習をする態度を身につけられます。努力が報われるということも経験でき

ますし、所属感あるいはチームワーク、そして新しいスキルを身につけることができま

す。最近、私たちはイギリスで最大級の慈善団体と一緒に、このプロジェクトを広めよ

うとしています。子供たちにとって本格的な変化が得られると言うこと、そして施設を
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出所した後の若者たちが持つ大きな価値が得られると言うことも示そうとしました。私

たちはこの財団と共にイギリス北西部の方にいろいろなブラスバンドを起ち上げまし

た。少年犯罪者たちが仮釈放されますと、ブラスバンドのリーダーたちが彼らを仲間に

入れ、そしてブラスバンドにも入るよう勧めます。ほとんどの人たちが熱心にブラスバ

ンドに入ってくれます。そして多くの人たちが、これで人生ががらりと変わったと言っ

ています。ブラスバンドに入るというのはとてもポジティブな活動です。特に、社会か

らサポートがなかなか得られない、そして家庭が荒れているという若者にとってはそう

なのです。ブラスバンドに入れば、当然時間は守らなければならないし、健康も維持し

てきちんとしていなければならない。いつも全体リハーサルのために練習もしなければ

ならなりません。そうでなければ楽団のみんなをガッカリさせてしまいます。新しい社

会生活ができますし、また新しい仲間もできます。ブラスバンドのリーダーは年配者で

あることが多いので、このブラスバンドそのものが少年たちにとっては「家族」に変わ

るものとなります。一生懸命で、面倒見の良い年配者がいる。そして少年たちの話を熱

心に聞く、サポートしてくれるということで、いままで経験したことがないような交流

をすることが出来ます。もちろん、みんながみんな、これでプラスになるわけではあり

ませんが、しかし非常に明確なエビデンスがあります。参加した人たちのほとんどが「音

楽」によって救われたと言うのです。 

ここからはもう少し私たちの「コミュニティー・エンゲージ・プログラム」のもう一

つの重点分野についてお話ししたいと思います。それは高齢者の方との活動、そして英

国の「社会的処方計画」への関与です。芸術と健康に関しては、潜在的には何百年にわ

たって理解がされてきました。しかしながら、最近まで目に見える形での科学的な測定

が難しいままでした。英国では今新しい動きがはじまっています。それは芸術や創造活

動に触れることの価値を分析、測定するというものです。サリン・コープレイ氏は、英

国アルツハイマー協会の政策キャンペーン・パートナーシップのディレクターを務めて

います。彼女はこう言っています。「社会的交流、音楽やその他の芸術は 85 万人の英国

中の認知症と共に暮らす人を支援するために重要な役割を担っているのは間違いない。

彼らはその活動を通じて「力」を感じ、これらの活動を継続的に楽しんでいる。アルツ

ハイマー協会の「Singing for song group」のような活動を通じて、いかに芸術が認知症

と共に暮らす人たちの孤立や孤独と戦う人に資するのかがわかる」と。長年にわたって

医療関係者は健康とスポーツの関係性については理解してきました。英国の医師たちは

往々にしてジムを加入すること、またはチームスポーツを行うことを個人個人に処方し

てきました。というのもクラブに加入したり、またはチームでの活動をするということ

には優れた健康効果があるということがわかっていたからです。私たちは英国で「芸術」

を同じように使うことを目標としています。様々な機会を医師そして関係者にもたらし、

患者たちに効果的に芸術を処方して欲しいと考えています。まず、ベースとなるのは文

化的イベントへの参加を処方するというものです。他の人と関わるように促し、家から

外出をして文化的な施設に赴いて様々な活動に参加することによって、今現在の状況と

は違う場所に行く、そして違う世界に行くことが出来るようにするというものです。こ

れは一時的だったとしても大きな健康効果をもたらすものと考えられます。「社会的処

方」は多くの戦略的レベルで、また長期的なプロジェクトを行うことによってますます

効果が高まります。我々の高齢者との取組がそれを示している通りです。但し、「機会
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の不平等」もあります。認知症とともに生きる方たちが音楽に従事する上において二つ

のレベルの不平等があります。 

まず一つ目に認知症と共に暮らす方たちは、様々な診断のステージにおいて、生演奏

の音楽にアクセスする際に課題に直面します。フォーマルなコンサートホールおよびコ

ンサートというイベントそのものが認知症と共に暮らす人にとって威圧的に感じるも

のがあります。そして、知らない場所に出かけて行くこと自体が克服しがたい挑戦とな

りうるものです。ですから、私たちはこの分野での活動で、様々な関与、参画の形を提

供しています。そして認知症と共に暮らす人たちのニーズに応え、バリアを取り除こう

としています。 

二つ目に、認知症と共に暮らす人たちに今すでに提供されている音楽活動の中にも不

平等があります。私たちは「グレーター・マンチェスター・ヘルス＆ソーシャルケア・

パートナー・シップ」とともに活動しております。そこでは私たちは進歩的な考え方を

する医学界の方たちとご一緒しています。そして二つの見方を合わせ、専門家たちの与

えてくれる智恵を合わせることによって多くの活動を行っていくことで、より効果的な

事業を展開することが出来ると考えています。私たちのプロジェクトの中で、医学界の

パートナーは「社会的処方」を通して早期介入するということを強く進めたいと考えて

います。ですので、アートのプロジェクトを推進することに対してとても支援的です。

そしてそのプロセスにおいては、認知症と共に暮らす人たちの活動レベルや精神安定を

改善するために様々なサービスを多角化していくことが重要だと考えています。認知症

の方たちとの活動をするために、私たちは 2008 年から介護施設での活動もはじめてい

ます。長期的なパートナーシップを結んでいるのは、ノース・ウェールズにある多くの

介護施設です。この学術的に評価された活動は明確に音楽と芸術が介護施設に住む全て

の人、とりわけ認知症の方の生活の質にインパクトを与えられるということを明らかに

しています。私たちの活動は定期的、継続的に実施され、大いに活躍しています。そし

て他のセクターにおいても認知症の活動を行っています。特に「劇場」においてです。

認知症の方にとって鑑賞しやすいパフォーマンスがきちんと作られています。そのよう

な活動の学びを基礎にして、リーズ・プレイハウスでは新しいアプローチを構築しまし

た。そのアプローチは、参加型の介護施設のプロジェクトとリラックスして楽しめる公

演を組み合わせてあるものです。それを基礎にして認知症と共に暮らす人と介護者の人

たちとがいかに効果的に活動するかということを模索しています。ハレでは、組織内で

教育とコミュニティー・プログラムが果たす中核的な役割を認識しています。そのため

資金をこのような活動の費用に振り分けています。しかしながら、こういった活動は

我々の主要な公共助成団体である「アーツカウンシル・イングランド」との取組には直

接的には含まれておらず、そのためほとんどの資金は他のところから調達されています。 

我々は企業スポンサーとも連携をしています。企業スポンサーは私たちの「健康と福

祉プログラム」の価値を認識してくださっています。長年にわたって民間セクターとの

パートナーシップを築いてきました。私たちのチームでは創造的な形をもって双方の団

体のためになる新たな活動方法を常に模索してきました。新しい革新的な芸術プロジェ

クトに資金を調達するためだけではなく、企業パートナーを長期的に維持するためにも

取り組んで来ました。そしてパートナーには「投資のリターン」を目に見える形で提供

しています。例えば「シーメンス」、私たちの大きなスポンサーですが、2014 年から 2018
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年にエンジニアと音楽家が共同で取り組みまして、「MIO」という新しい楽器を作りま

した。これは認知症の患者の方たちとのハレの活動を支えるものです。音楽と科学を使

うことによって、介護と弱い立場に在る人たちのウェル・ビーイングを支えることが出

来ます。「MIO」という楽器はわずかの動きに反応します。軽く叩いたり、指を動かす

だけで反応する技術です。ハレの音楽家たちはその楽器を使って即興で作曲をして、患

者さんと活動をしています。シーメンスはその技術開発において支援をしてくださいま

した。それだけではなく、認知症とともに暮らす方たちのプロジェクトのために、シー

メンスは新卒の社員をその活動に参画させて来ました。このようにテクノロジーを共に

使うことによって、若い人たちにも「エンパワー」をもたらしています。そして、その

楽器を介護施設に置いて施設スタッフが操作しています。ハレの音楽家の訪問と訪問の

インターバルにも、音楽の価値を持続させることができます。もう一つの例が「ピージ

ーカソンズ」という会社とのプロジェクトです。「お香」を使ったワークショップを行

っています。調香師と音楽家が共に取組みまして、このプロジェクトに参加する人たち

に関係するテーマを設けています。ある時には「イギリスの海辺」というテーマにしま

した。海辺のシャンピー、それから歌、1930 年代の歌を伴奏して、加えて部屋に香水

をスプレーで撒き、その当時人気だった飲み物や食べ物、また日焼け止めなどを飾りま

した。こういった刺激を与えて海辺にいる感覚を参加者の心に起こしたのです。最も「記

憶」を呼び起こすといわれている「聴覚」と「味覚」を使うことは、人に大きな「変化」

をもたらすものでした。数ヶ月に間に、一言二言しか話せなかった患者さんもはっきり

と詳しく、子どもの頃の思い出を語ることが出来るようになったのです。企業の支援も、

最近では従業員の健康と福祉に目を向け始めています。それに対応するように、ハレで

は新しい活動を 2013 年に始めました。これをハレの「企業の合唱コンクール」と呼ん

でいます。今では私たちの団体において主要なプロジェクトの一つになっています。ハ

レの合唱チームがスポンサーとともに社内の合唱団を作り、大企業の人も小企業の人も

参加者が一緒に集まって、定期的な歌唱ワークショップを行っています。年度の終わり

には合唱コンクールを行い、勝ったグループはハレの大規模な「ブリッジウォーター・

ホール」で行われるクリスマスコンサートのステージで歌うことが出来ます。そこでは

ハレ・オーケストラによる「伴奏」がつきます。皆さんも想像できると思いますが、こ

のコンクールに、みんな真剣に取り組んでいます。このプロジェクトの本当の価値は、

音楽的な介入をオフィスに根付かせることができるという点です。合唱を通して「チー

ムワーク」が作られます。そして達成感もやり甲斐も手にすることができます。またプ

ロジェクトを実現してくれた雇用主に対する「親しみ」が増します。それから同僚との

絆も、友情の輪も広げることができます。これらによって、私たちの活動を少し理解し

ていただければ幸いです。プログラムは常に進化し、改善しています。また様々なセク

ターのパートナーともアイデアの検証をしています。私たちはこのような重要な目標に

向けて、純粋に情熱を傾けていけることを幸せに思います。共に文化の真の価値につい

て推進していくことで、目に見えるメリットを様々なレベルでもたらしたいと考えてい

ます。「音楽」は教育を支え、参画を促すものです。またネットワークを構築し、仲間

づくりに資するものです。多くの人にとっては「ライフライン」でもあります。生きて

ゆく価値であり、投資にもなります。忘れてしまった記憶や友人を思い出す方法でもあ

り、ライフスタイルを変化させたり、目標を支えることができるものと思います。文字
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通り、「音楽」は命を救うことが出来ると我々は考えています。ご清聴ありがとうござ

いました。 

 

細井：マイノリティーの方に寄り添いながらのプログラム開発や企業とのコラボレーシ

ョン、「香」ですとか嗅覚や聴覚を刺激してというところは私たちにとって新鮮な驚き

ではなかったかと思います。それでは、ここまで皆さんのプレゼンテーションをいただ

きまして、ここから先は「基調公演」で衛さん、中村先生からお話のあったこととも関

連づけながら、壇上の皆さんに質問を投げかけて行きたいと思います。「基調公演Ⅰ」

の衛さんのお話の中で、日本の現状を紹介していただいたくだりで、企業が、慈善事業

への寄付や、ボランティア活動や、チャリティーイベントのようなことを行っているけ

れども、その企業の本来業務との相関性がない形で行われていることが多いと。ですか

ら、今後「企業戦略」と結びついたものに転換すべきだというお話がありました。 

今日お越しになっているイギリスのゲストの皆さんの肩書をみてもらってもわかり

ますように、イギリスでは「資金調達部」という部局があって、その方たちがただ企業

からお金を取ってくるというだけではなくて、事業の建付けを戦略的にこういう風にす

るんだということを考える、かなり組織における中枢的な方針決定をつかさどる部局で

あるという風に思うんです。そのあたりの事情をカスさんにちょっとお聞きしてみたい

と思います。カスさん、カスさんのお仕事ではどのように組織の中で戦略を立てられて、

会議をおこない、それを「資金調達」に結びつけるのでしょうか？教えていただけます

か。 

 

（同時通訳） 

カス：はい、そうですね。現在、イギリスの芸術団体が真の強みを発揮するためには多

くの組織において資金調達担当がキープレイヤー、キーパーソンだと思われています。

実をいうとこれは比較的新しい展開です。おそらく 10～15 年前ぐらいから真剣に取り

上げていただけるようになりました。私は、ハレそしてリーズ・プレイハウス両方の資

金調達をしています。そのおかげで様々な議論に参加が出来ます。芸術プログラムに関

して、政府からの資金調達に関して、教育プログラムに関して。（話自体には）あまり

参加できないものもありますが、重要なのは私が「そこ」にいて、そしてその意思決定

のプロセスに「参加」しているということが重要なんです。そのお陰で何ができるかと

いいますと、深い認識・理解が得られます。何が起きているのかに、そして「音楽」チ

ームが何を計画しようしているのか、長期的なプロジェクトなのか、といった意味でで

す。そしてまた「教育」チーム側がどのようにその長期的な計画に反応しているのか、

その状況把握も得られます。基本的なこととしてですが、（意思決定に関わる）他の理

事からも、このような資金調達担当（の列席）に対して、「尊敬の念」が与えられなく

てはならないと思います。実のところ、イギリスではまだ完全にはその尊敬が得られて

いないと思います。同僚たちも皆そう感じているようです。やはり資金調達担当がチー

ムの真の一員であると皆が本当に信じなくては、経営はうまくいきません。その尊敬が

感じられて初めて、彼らの意見、そして彼らの貢献していることが組織にとって非常に

建設的なものとして機能します。私もそうです。その尊敬に応えるために資金調達をし

ようとします。私の場合、プログラムづくりの一番最初のアイデア出しといった意味合
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いからコラボレーションをしています。例えば「シーメンス」とのプロジェクトは認知

症と暮らす方々のプログラムでした。そして、スポンサーのシーメンスとの私の対話を

通じて、新しい切り口がこのプロジェクトであり得るのではないか、シーメンスから非

常に面白いものを提供してもらえるのではないか、そして我々の仕事の可能性を広げる

ことができるのではないか、そして音楽家にとっても経験の幅をもっと広げることがで

きるのではと思いました。他の理事たちも、それは良いアイデアだね、と同意してくだ

さいました。そういったことにも私は貢献できますし、プロジェクトを形作るお手伝い

もできるのです。例えば「企業の合唱プロジェクト」、これは純粋な資金調達のイニシ

アティブだったのですが、いまや組織にとってのコア・プロジェクトとなっています。  

重要なのは、皆が資金調達担当者に対して敬意を持つということだと思います。これ

はポジティブなエンゲージメントですし、プライベートな資金を組織に持ってくること

ができます。ところがこうした資金調達担当者にネガティブなイメージを持つ層があり、

組織に「必要悪」とまではいいませんが、イギリスにおいては多くの場合、そのように

思われていました。それでも、私たちはポジティブであり続ける必要があると思います。

私のイギリスにおける現在の経験、セーラとジョナサンも同じ経験であるかはわかりま

せんが、プライベートな資金を提供してくれる寄付者たちは、公共的な寄付者に比べて、

より冒険的かつ意欲的で、そしてよりエンゲージメントの高い寄付者であると感じます。

非常に残念なんですけれども、そういう経験を私はしばしばしています。近年において

もです。ぜひ資金調達を前向きに受け入れてください。歓迎してください。 

 

細井：次は衛さんにお聞きしようと思います。いまのカスさんのお話を受けまして、衛

さんがプレゼンテーションの中でお話しされていたこと、また今可児で実際に戦略的に

こういう風にやっていて、資金調達もこうするんだというようなことを、衛さんをはじ

めスタッフの方たちとどういうふうに会議をし、情報を共有し、手立てを立てているか、

そのプロセスについてちょっとご紹介、ご披露いただけないでしょうか。 

 

衞：えーと、私がアーラに赴任した当初は、ともかく私が、「ああいうことをやろう、こ

ういうことが必要なんではないか」という風にすべてのプログラムを牽引していったん

です。それから「コミュニティー・アーツ・ワーカー」を選ぶ際にも、スキルだけでな

く、人間として信用できるかどうかということを全部私自身が判断して決めていったん

ですね。先ほど申し上げた通り「文化的帝国主義者」というのはいるもんですから、参

加した人間が被害を受けるというケースが往々にしてあります。ここはとくに慎重にし

なければいけないんですね。そのあと４、5 年経ってから先はですね、私がワークショ

プ先で感じた感想を、ちょっとした雑談のすき間に入れて話しておくと、職員の方から

こんなことがやれないだろうかというような提案を持ってくるようになってきていま

す。ですからそういう意味でいうと、職員と一緒にスキームを作って行くという形にな

っています。最近、私の大きな関心事は「発達障がい」という言葉なんですね。発達障

がいというのは、寛容性の欠けているグループの人々にとって、とても都合のいい言葉

なんです。「普通じゃないのよ、この子は」とか。自分たちにとってコントロールでき

ない子だとなるとですね、「発達障がい」という診断名が下って、抗生新薬が処方され

るようになるのです。皆さんは、「児童思春期病棟」というのをご存じかどうかわかり
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ませんが、ここは学校、保健所、警察が連携してそういう普通じゃない子を病院へ連行

してですね「閉鎖病棟」に閉じ込めるんです。そして薬をどんどん入れていくんですね。

結果もう廃人のようになります。これはとても私は正義だとは思われないんですね。つ

まり、とてもとても不寛容な社会がいまどんどん形成されていて、同調性を強いる社会

がつくられはじめている。「普通」という枠組に入ることができる人間だけが人間とし

て生きることが許される。その普通というのは何なんだろうということを最近すごく感

じます。とても都合の良い言葉です発達障がいというのは。変な子、変わった子、変わ

った人、変な人・・これ発達障がいだったり、それから津久井やまゆり園の犯人、彼に

ですね「自己愛性パーソナリティー障がい」という病名を付けるんですよね。つまり障

がいのせいでああいう犯罪を犯したという風にレッテルを貼るんですが、これはもう非

常に卑劣なやり方です。彼の感じている、信じている生き方、考え方というのは保守の

方の政党の議員さんの「ＬＧＢＴは生産性がない」ということと根っこは同じです。 

 私はそういうことを職員とよく話します。「館長ゼミ」というのを二週間にいっぺん

やっているものですから、いまはジェームス・へックマンのノーベル経済学賞受賞者の

研究論文を皆で読みながらやっているんですけれども、それが終わった後に、比較的雑

談っぽくいろんなことを話します。そういう中で、最近こんなことがあった。これおか

しくないかみたいなことを話すと、すこし時間経って職員の方から「こういうプロジェ

クトが出来ないだろうか」ってなことを提案されたります。 

つまり、今誤解されていることというのは、先ほどの基調公演で話しましたように、

薬物依存症の方が保護されなければいけない状態のままでコミュニティーへ戻ってく

る。そして再犯してまた排除される、もしくは再犯しなくても、排除されたままその地

域で生きている。この孤立状態を何とかしなければいけない、という問題意識がありま

す。これを精神医学方面の方やあるいは心理学方面の方と一緒に、私が神戸の NPO で

活動していた時のような協力者の皆さんと一緒に、いったい何が問題なのか、何をすれ

ばいいのか、劇場はその解決に向けて何をできるんだというようなことを考えていく。

これは大変難しいミッションなんですけど、何とかしていきたいという風に考えていま

す。 

例えば、障がいを持っている方たちだけのコンサートを新日本フィルハーモニーと協

力してやろうと。これは職員から挙がってきたことです。私が「障がい者施設では、感

動したり、心が動くと中には奇声をあげたり、歩き始める、走り回るんだ」という話を

する。これは彼らの「個性」なんですね。それならばコンサートを、音楽をホールで聴

けない、連れて行ってもらえない人たちが、何をやっても良いような、そういう人たち

だけが対象のコンサートをやろうと提案が上がる。それを聞いて技術の職員も工夫して

くださって、オケピを客席の中まで開けて、階段を全部スロープにして車椅子で入れる

ようにしたり、それから「子育て中」でなかなか演奏会に来れないお母さんが乳幼児を

連れてきても入れるようにしようと、そこにパンチカーペットを敷いて、ハイハイして

も大丈夫なようにしようというようなことで。これは技術の職員が考えてくれたことで

す。私はもう非常に感謝していますけれども、そういうコンサートがもう毎年やられて

います。だから今はもうほとんどＤNＡが職員の中に伝わっているので、私が何かやる

っていうことはあまりありません。ただ資金調達に関しては、職員より私の方がある程

度経験はあるので。つまりこういうセクターに話をすればどういう反応が返ってくるか、
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それはまさに「共感」をベースにして同意を求めるというのがポイントです。「良いこ

とをやっているからお金をください」では絶対にくれないんですね。どういうことをや

るか、どういう変化を作ろうとしているのかということに共感してもらって、同意して

もらって、その結果としての資金調達。資金を出した方が「個人」でも「社会機関」で

も「企業」でも、それで少なくても、何か変化が起きれば幸福感に満たされるんです。

これは行動経済学の知見でもありますし。英国の「ニュー・エコノミー財団」というと

ころが出した報告書にも、誰かのためになった、なってることを知る人間は、幸福感が

強い傾向にあるという知見が出ています。当たり前ですよね、それは。だから、そうい

う関係を「共感」と「同意」の中に作って行く。そうすると、再度資金を提供しようと

いうことも起きてくるし、何らかの関わりを持ち続けていく、そういうことじゃないか

なと思っています。 

 

細井：ありがとうございます。では、同じようなことを次はセーラさんに聞いてみたい

と思います。セーラさんと中村先生お二人のプレゼンテーションに絡めながらお聞きし

ます。あのー、中村先生のお話の中で、「新しい価値観」というものをつくって行くの

が重要であると。その時に社会包摂の足かせになるのが芸術団体の「経営の価値観」と

いうのが実は邪魔になりかねないのだというようなお話がありました。そこで、そんな

新しい価値を作る上で、セーラさんがどのように仲間と共に「戦略」を立て、作業を分

担してやっておられるのかといいうことを聞きたいと思います。それとセーラさんのお

話の中でとりわけ私が興味を持ったのは、あるお家にいってチェロを演奏するというプ

ロジェクトがあるというお話がありました。それが非常に贅沢な話しだなと思ったので

す。お家だから少人数ですよね。老婆心ながらそれで資金面は大丈夫なんだろうか、事

業採算としては大丈夫なんだろうか、とちょっと心配に思ったってしまったんですが。

そんなことも加えながら教えていただけますか。 

 

（同時通訳） 

セーラ：とても良いご質問をいただきました。どこから答えましょう。いま、おっしゃ

っていたプロジェクトですが、ロンドンのスピタルフィールズのとても美しい通りでや

ったんです。1700 年代から 1800 年代に作られた街並みの中でやったものなのです。と

ても古い街並みで、ほとんどの家は 1970 年代から 80 年代に建てられたわけですから、

けっこうボロボロの状態だったところを買ったわけですけれど、とても安く、その家を

買って、そして改装したんです。そういう家の中に入りますと、古く見えるんですけれ

ど，中は本当に美しいデザインで作られています。で、私たちはその人たちと 20～30

年かけて関係を構築して来ました。私たちの近隣であるスピタルフィールドの地域なの

で、よく知っているのです。キュレーターたちが、この「ヒューマン・ストリート」と

名付けた企画アイデアを思いつきました。実際、10 人とか 20 人くらいの観客を前に演

奏ということもあります。ですので全部合わせても、200～250 人くらいしかこのプロ

ジェクトを実際に見ることはできません。これで充分採算がとれているのかと言われれ

ば、全く届きませんよ。でも、このプロジェクトで私たちは「ロイヤル・フィルハーモ

ニック・ソサイティー」から賞を頂くことができました。それから全国紙でも取り上げ

てもらいました。ですので、私たち組織として得られた価値というのは「お金」ではな
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かったんですけれども、「評判」を得ることができました。その評判を得ることができ

たということは、団体としてこれまでとは違うやり方をしようとしている中で、そして

観客にいろいろな違う体験を提供したいと思う中でとても大事なものでした。まったく

新しい音楽を使ったこともありましたし、古くからある 400～500 年前の音楽を奏でる

こともありました。どんな音楽を使ったかではなく、その観客の体験こそが私にとって

もまた私たちの団体にとっても重要だったのです。とりわけ私にとっては個人的に重要

でした。なぜならマーケティングとファンドレイジングに長く携わってきたからです。

私にとって、人のことを考える、そして人と団体の間で「音楽」を通じて交流するとい

うことが重要だからです。これが分かれば「会話」をするようになります。人と「対話」

をするようになります。最終的には人が人に与えるわけです。ファンドレイジング自体

がその中核をなす重要事ではないわけです。個人からの寄付の時、企業から寄付を募る

時、または政府の人たちに話す時には、私のことを気に入ってもらい、そして組織のビ

ジョンを気に入ってもらわなければいけません。そうでなければお金を貰うことが出来

ません。ですので「関係づくり」というのが大変重要なんです。そしてそのやり方です

けれども、幾つかあります。カスさんとも話をしていましたが、どうやって計画をする

のか、ハレの場合の計画のやり方については先程お話がありましたけれども、一つ、私

から言えることは、ファンドレイジングを成功させるためには、必要に応じて計画サイ

クルにもきちんと変更を加えていく必要があると思います。最初、芸術セクターで 25

～30 年くらい前に仕事を始めた頃、組織は現状の予算に満足していました。単純に利

益が出なくても良かったんです。お金をもらって、そのお金を支出して最後に利益が出

なくても構わないと考えていました。でも私はそれが理解出来ませんでした。まったく

理解できなかったんです。なぜもっとお金を募ろうとしないのか、それを余剰金として、

もっと将来の投資に回す、そんなことを思っていました。このセクターは長いことそう

した考え方を持っていませんでしたが、その後持つようになりました。どのように余剰

金を作り、より大規模なプロジェクトに投資をして行くのかと考えはじめるようになり

ました。そこで私たちはイギリスの組織としてさまざまな取組みをして行きました。昨

夜なんですけど、いや今日の夜中というべきでしょうか、私の同僚に「フラット」とい

うチャットのメール・アプリを使って話していたんですが、2023 年の 6 月のフェステ

ィバルに向けて、これは大規模なプロジェクトだから、今から計画をすべきだといった

んです。私はファンドレイザーですので、そのプロジェクトを成功させるためには 2 年

間かけてファンドレイジングしなければいけないということを理解しています。人に話

をして、そして売り込みをかけて、私たちが何をしようとしているのか理解してもらう

よう説得をしていく、そしてお金を募っていく必要があるんです。非常にコストの懸か

るプロジェクトですから。 

 スピタルフィールズ・ミュージックは幸運なことに、非常に裕福な個人の方たちがフ

ェスティバルに投資をしてくださって、これを実現しようと考えてくださっています。 

ですが、単純にお金があるから「ハイ、どうぞ」というわけにはいきません。優先順

位も考えながら、投資や寄付に回してもらわなければないんです。他にも恐らく寄付を

したいチャリティーがあるであろうから。だからこそ前もって計画をする必要がありま

す。そして先ほどお聞きしていて非常に興味深いと思ったんですけど、社会には様々な

グループがいて、そして「普通」から外れる人たちがいます。私たちは皆「普通」であ
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るところ、「普通」でないところの両面があるはずですよね。また障がい者の方、ＬＢ

ＧＴQ の方とか、こういったグループの方がいらっしゃるわけです。英国では今現在で

も、日本でも当てはまるかどうかわかりませんけれど、これらが階級や社会的流動性の

問題とつながっています。例えば、貧困家庭に生まれた人は、なかなか学校で良い成績

をあげるのが難しい。そして大学に行くのが難しい、という考えがあります。なぜなら

その人生の中で、例えば 7 才ぐらいまでの子ども時代に平等にチャンスを与えられてい

ないからです、裕福な人に比べてです。これは芸術セクターで今考えられるようになっ

ています。そういったことが及ぼす影響への懸念がパフォーマーの間からも挙がってき

ているんです。多くの役者たちが英国ではこういった話をするようになっています。芸

術セクターで働いている人たちは、徐々に中流階級の人また裕福な人たちばかりになっ

て来ていると言っています。そしてあまり恵まれていなかった人は芸術の分野に入り込

むことも出来ないという懸念が挙がってきているんです。多様な人材が私は必要だと思

うんです。社会のあらゆるところからやってきてもらう必要があると思います。女性も

男性もトランス・ジェンダーも必要なのです。そしてゲイの方も、ゲイではない方も必

要です。そしてバイセクシャルと言われる方、また白髪の方もピンクの髪の毛の方もい

ろんな方が社会にはいて、彼らみんなが必要なんです。そしてこういったいろんな人が

必要なんだという考え方が、社会的な収入の格差とか階級の問題にもつながってきてい

ます。こういったこともいろいろ考えなければいけない。ずーっと頭に置きながらプロ

ジェクトをやっていかねければならないのです。あらゆる方たちを「包摂」していかな

ければいけないんです。そうしなければいけないんです。他に方法はありません。とい

いうのもみんなのために何かをやろうとするのであれば、みんなと同じ人だけではなく、

いろんな人たちをアーチストや活動に反映していかなければいけません。狭い視野でや

っていたら退屈なものしかできません。ですので、英国では今階級、それから社会的流

動性という考え方が大きな注目を集めています。日本ではどうでしょうか、衞館長、ま

たは中村先生、日本でもそういう状況にありますか。 

 

細井：ぜひ、中村先生に聞いてみましょう。中村先生お願い致します。 

 

中村： おっしゃる通り、やらなければならなりません。理論的にはそうなんですけど、

そうでないと思っている人たちに向けてどうしたら良いかと言う話ですよね。多分、日

本の場合、そうしたクリエイティブなファンドレイジングはおこらないのはやっぱり

「前例踏襲主義」じゃないかと思います。日本にもイギリスと同じようにいろんなクラ

スの人がいて、最近頓に「格差社会」といって社会の流動性がなくなってきて、これじ

ゃまずいといっているわけですが。例えば、東京大学にしても、私のところの九州大学

にしても学生はすごく恵まれた家庭の子たちなんですよ。それで、そういうことをやっ

ているとたぶん社会がおかしくなっていっていく。そういうことを変えていかなければ

いけないということはわかっていながらも、どうしてもできないというところは、やっ

ぱりさっきも言ったように「失敗」を恐れているということでないかと思うんですね。 

 特に行政みたいな公的なお金の場合はですね。「ちゃんとやらなくてはいけない」と

いうプレッシャーがすごく日本にはあって、さっきも言いましたが、計画と違うとすご

く怒られるんですよ。こんなところからは何かクリエイティブなものが生まれるはずが
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ないんですよ。で、さっき衛さんの話で、「館長ゼミ」で衛さんが話しをした後で皆ん

なとワイワイしゃべっているとアイデアが出ると言う話をしてましたけど、まったくそ

の通りで、私が言った「遊び」がないとできないわけですよ。この時に衛さんがすごい

ところは職員が言ったことに「やろう」と言ってくれるところだと思うんですよ。そこ

はでも、普通は上の人たちはけっこうびびりますよね。うまくいくかどうかわからない

ので。今は「成功談」としてお話になっていましたけど、それが実際に行われて失敗す

るかもしれない、それによってものすごい批判に遭うかもしれない。でも、それはしょ

うがないんですよ。一般的にＯＫというところでやってみる内に、職員さんも何をやっ

たら失敗するか、成功するかを学んでいって、どんどんいろんなことができるようにな

っていくと思うんですね。そのためにはやっぱり「遊び」が必要で、とりあえずやって

みると、そういうことだと思います。それに尽きます。とにかく今そういうことをしち

ゃいけなくて、そういうことをすると「障がいのレッテル」を貼られるようなことが起

きてしまって、というような話があるわけですが、それをやらないと、「遊び」がない

と駄目だと思います。さっき発達障がいの話が出たので、一つだけ触れるとですね、今

私が研究の関係からマイノリティーの方たちとの付き合いがあります。それから芸術も

やっているからアーティストたちとの付き合いもあります。それから中央官庁に行って、

省庁のすごい偉い人に会ったり、議員さんに会ったりとかするんですけど、こういう人

たちってそうとう変な人ですよ。普通の人でないですよ。普通の人は、こんな信念持っ

てずっと突っ走るとか、それから企業の偉いさんもそうですけど、24 時間ハイテンシ

ョンで、次から次にアイデアを出せとか、こんなことはできませんよ、普通の人には。

でもそういう人たちがいるから社会が成り立っているし次のクリエイションも生まれ

るわけなので、そういうことをもっともっと大切にしなければいけない。行政や公的な

機関もそういうところを見なければいけない。それをすごくわかりやすい形で見せてく

れるのは「文化と芸術」だと思うんですよね。クリエイションがそこで起こっていて、

何が起こるかわかんないみたいな。だから、文化と芸術に携わっているのであれば、自

らがアーティストの気概を持ってクリエイションに関わって行くということが大事な

んじゃないかな。それがいいファンドレイジングにつながるんじゃないかなという風に

思います。 

 

細井：ありがとうございます。皆さん、非常に勇気づけられるお話をいただきましたね。

あのー、このままずっといろいろお聞きしていたいところですが、時間がぼちぼち来て

しまいました。この続きはぜひ明日、と言うことにさせて頂きたいと思います。明日も

さらに議論を深めたいと思いますので、皆さまどうぞよろしくお願いします。 



活動事例報告

「社会包摂事業に関する活動事例報告」

【報告者】

ジョナサン・ハーパー パラオーケストラ＆フレンズＣＥＯ／
エグゼクティブプロデューサー

栗林知絵子 ＮＰＯ法人豊島子ども ネットワーク理事長

河合さつき （公財）可児市文化芸術振興財団 事業制作課

【コーディネーター】
細井昭男 ＮＰＯ法人世界劇場会議名古屋理事

細井：それでは、社会包摂事業に関する事例報告といたしまして、進行は 法人世
界劇場会議名古屋の細井昭男が行います。よろしくお願いします。それでは、まず檀上
のパネリストを簡単に紹介します。こちら手前から、ジョナサン・ハーパーさん、栗林
知絵子さん、河合さつきさん、この３人にお話を伺っていきます。それではジョナサン
さん、プレゼンテーションのご準備をお願いします。ジョナサン・ハーパーさんは、パ
ラオーケストラ・アンド・フレンズの エグゼクティブﾞプロデューサーでいらっ
しゃいます。

ジョナサン：こんにちは。ご紹介いただきました、ジョナサン・ハーパーと申します。
日本には初めて訪れましたが、お招きいただき光栄です。日本の食事は美味しいと聞い
ていましたが、本当に美味しいものばかりです。思わず写真もたくさん撮ってしまいま
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した。今回の旅では、たくさんのものを持ち帰りたいと思います。 

本日は、パラオーケストラのチーフエグゼクティブとしてここに立つことができ誇り

に思います。我々はイングランドの南西部にあるブリストルに拠点を持っております。

ブリストルは美しい街です。そして、ブリストルを有名にした理由は三つあります。ま

ずアーティストのバンクシーの出身地です。そしてバンドのマッシブアタックもブリス

トル出身です。そしてなぜか熱気球が大人気です今日は熱気球の話はしません。 

我々パラオーケストラがこだわっているのは、ソーシャルインクルージョンモデルに

関してはなるべく行動をおこし、ソリューションを見つけて、障がいのある音楽家の社

会的不平等を解決することです。芸術文化の部門で、英国で、そして世界中で、パラオ

ーケストラを通してどんな変化を引き起こしたのか、また、引き起こしていきたいのか

を今回お話ししたいと思います。多様な観客、そしてオーケストラが成り立ち、全員が

それを楽しめるような世界になるよう我々は影響を与えたいと思っています。そして障

がい者と共生する社会モデルに関しても少しお話します。我々の仕事はそれをもとにし

ています。そして他の英国のアーティスト、組織の話もします。皆、現状を変えようと

頑張っている人です。そして、我々の学びも共有したいと思います。 

では最初にパラオーケストラとは何なのかから始めましょう。我々は基本的には世界

のどのオーケストラとも違います。意欲的な急進的な体験を作っています。英国内外の

様々な会場で公演をしています。そして、クラシック音楽を今まで鑑賞したことがない

ようなオーディエンスのために演奏しています。重要なのは今日のテーマに関連してで

すが、我々はプロのアンサンブルですが、プロの障がいのある音楽家と障がいのない音

楽家が共にあることを優先しています。そして明確にすべきことは、我々の活動は教育

プロジェクトではないということです。音楽を障がいのある演奏者のセラピーに使用し

ている訳ではありません。我々は変化を促したいのです。卓越性と多様性とそして包摂

を最大限に活かし、世界中の最良のステージで演奏することによって達成しようとして

います。日本の最も大きなコンサートホールで演奏したい、そしてニューヨークで、シ

ドニーオペラハウスで、そういうところを目指しています。ではなぜこのようなニーズ

があるのでしょうか。統計を見れば明確です。障がいのあるミュージシャンあるいは芸

術家に対してあまりにも不平等があります。 

障がいのある音楽家がプロの音楽ライブで、英国でも世界でもステージに上がるのは

あまり見かけません。英国の人口の 18％は障がい者です。しかし芸術の世界で働くこ

とのできる可能性は、障がいのない方に比べかなり確率が低くなっています。障害のあ

る人は仕事をあきらめる可能性が 3 倍です。そして、実は仕事をしていても、障がい者

は給料が安かったり、あるいは昇進していなかったりします。つまり、障がい者が英国

でリーダーシップの役割を担っているのはめずらしいことです。そして、芸術家、音楽

家をみますと統計はさらに悪くなります。データは明確ではないのですが、例えば多く
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の音楽家で障がいのある方は、音楽学校で「障がいがあるということを言わないように」

と教育を受けています。仕事がもらえないかもしれないからです。2016 年のデータに

よりますと、すべての音楽家の中で、障がい者はわずか約 0.6％、そして、資金を得て

いる音楽団体、オーケストラやオペラ団体において、障がい者は、スタッフのわずか

2.9％でした。大きなギャップです。人口の 18％が障がい者であるとされていますが、

音楽家のうち障がい者は 1％以下です。我々は彼らが存在するということを実証したい

と考えています。 

まずは、パラオーケストラの歴史の話をしたいと思います。今映っている彼ですが、

チャールズ・ヘイズルウッドです。チャールズが我々のアーティスティックディレクタ

ーです。そして指揮者でもあります。2011 年にパラオーケストラを立ち上げました。

理由は 2 つです。まず 1 つ目。チャールズのお嬢さんが障がいをもっています。そして

チャールズは、彼女の子供時代になるべく選択肢を広げてあげたいと思いました。チャ

ールズは世界中で指揮をしていますが、彼は障がいのある人がアンサンブルを演奏して

いるのを見たことがなかったのです。１週間で２つのオーケストラを指揮していて、障

がい者が一人も見えなかったのです。それはなぜなのかと問い始めました。そして、障

がいのある音楽家は存在するのかと。彼は、存在していると確信していたのですが。 

そこにチャンスが生まれました。なぜならば、2012 年はロンドンではオリンピック

の年でパラリンピックの年でもありました。東京でもそうだと思います。その 2 つのこ

とが起きていましたので、彼はパラリンピックの仕事からインスピレーションを受けま

した。障がいのある方に何ができるかの先入観があったのですが、それを打破しようと

してきました。チャールズはこのオリンピックというチャンスをつかみ、リサーチを始

めて、そして全国から障がいのある音楽家を探し出しました。そして幸運にも、2012 年

にパラオーケストラを立ち上げました。ギリシャ語ではパラとは、パラレル、平行とい

う意味です。別に複数の障がいがあるという意味ではなく、平行という意味です。彼は

そういう場所を作りたいと思いました。障がいのある音楽家も隣り合って一緒に演奏で

きる場です。 

パラオーケストラは、世界最大ともいえるステージで活動を開始しました。パラリン

ピックの閉会式で 10 億人の前で演奏したのです。コールドプレイというバンドとコラ

ボで演奏し大成功でした。パラオーケストラは障がい者アートにとって新しいチャンス

であると話題になりました。しかし、パラオーケストラは 2012 年から 2015 年までの

単なるプロジェクトとして存在し、クラシック音楽のコミュニティでは珍しいものと見

られていました。特定の演奏会には招待されるけれども、毎回招待される訳ではありま

せんでした。そんななか、2015 年にアーツカウンシル・イングランドが可能性を見極

め投資してくれ、その後、私が働いているチャリティ、パラオーケストラ・アンド・フ

レンズを立ち上げました。この公共の投資が重要でした。そして、市場原理に反するも
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のを作ることができました。パラオーケストラは、この投資なしでは存在できません。

私がスタッフ第一号でした。そして 2016 年から 2018 年の間に英国を含め世界ツアー

もしています。そして、アーツカウンシル・イングランドをはじめ、いくつかの英国の

基金から毎年投資をいただいています。コマーシャル・フィーからも資金を得ています。

そして、2019 年にはスタッフは 10 名になり、世界中で 30 回の演奏会を実施しました。

3 万人強に対してです。コンサートホール、劇場、野外フェスティバルなどだけでなく、

ビーチのテントで演奏したこともあります。 

障がいといったときにどういった意味をもつのか。パラオーケストラでの意味を申し

上げます。私はハンディキャップとか特別とか、他とは違うということを言わず、障が

いという言葉を使います。なぜかと言うと障がいの社会モデルを考えているからです。

社会モデルでは、「障がい」が医学上で健常・普通と考えられている状態との違いを表

すのではなく、物理的な態度上の社会のバリア、偏見、アクセスがない体系的な排他性

を意味しています。政府、組織、事業、個人に責任があります。そして社会のあらゆる

部門にバリアを取り去りアクセスを改善する建設的な変化を起こす責任です。さて、私

が何を言いたいのかを見せるために、短いアニメーションをお見せしたいと思います。

このアニメーションでは、社会モデルの話をしています。言葉を使わずに、この概念を

伝えようとしています。個人個人を変えるよりも、社会の責任者が障がいを取り除くべ

きであると。 

（動画） 

 

私にとってこのビデオ、そして社会モデルはリマインダーです。障がいとは広い概念

で、単に車いすを使う個人だけではないと。30 人近くの音楽家に障がいがあります。

そして、幅広い個人的なニーズを持っています。ご覧いただいている写真ですが、それ

を実証しています。左にいるのがクリス、フレンチホルンの演奏者の一人です。ご覧い

ただけますように、足が 2 本とも義足です。そこでクリスが本領を発揮できるように、

我々は、彼がステージへの楽なアクセスを確保できているようにします。可能な限り階

段を使わず、車をバックステージのすぐそばまでつけてすぐ会場に入れるようにしてい

ます。そして右にいるのが、マシューです。マシューはクラリネット奏者です。マシュ

ーは目に見える障がいはもっていませんが、アスペルガー症候群です。そのため演奏中、

非常に不安になってしまうことがあります。マシューが本領を発揮できるよう常にアシ

スタントがそばにいて、リハ中であっても不安になったら必要な時に退席できるように

しました。そのおかげで彼は落ち着いて、あまり不安にならずにすんでいます。そのこ

とは指揮者のチャールズもわかっています。マシューと仕事をしているときには、マシ

ューはほんのちょっとだけ多めにコミュニケーションが必要であると。なるべくマシュ

ーが不安にならないように、チャールズも配慮してあげることができます。シンプルな
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ことです。 

さて、次にいよいよ、私たちの芸術の話をしたいと思います。これはパラオーケスト

ラではありません。100 年程前のオーケストラの話です。私はオーケストラが大好きで

様々なコンサートを聴いてきましたが、私もチャールズも同じことを感じていました。

オーケストラの公演の仕方がここ一世紀の間あまり変わっていないのです。そのエビデ

ンスを見てみましょう。一言申し上げますが、オーケストラを運営している皆さんに失

礼なことを言いたいわけではないんです。100 年程前のオーケストラは全員男性でした。

英国ではほとんど口髭のある男性でした。そして時々女性がハープを演奏してもいいよ

と許可されていました。しかし 100 年経った今でも、まだ非常に形式的です。オーケス

トラは、まだ楽器ごとに分かれてのフォーマットを使っています。近年は女性の演奏者

が増えていますが、女性指揮者が増えているとは限りません。英国では今それを変えよ

うと頑張っています。そしてこのような会場における演奏会は、かなり形式ばっていま

す。観客もオーケストラも形式に縛られているのです。この形式が、大きな障がいです。

多くの障がいのある音楽家にとってです。なかなかオーケストラに入れません。この形

式では、車いすの場合、あるいはモビリティの問題がある場合は、多くの会場にアクセ

スできません。このステージも車いすの場合はなかなか上がれないと思います。また、

個人のサポートの欠如、柔軟性がない、時間の決まったリハーサルや公演。これらはす

べてバリアです。我々がパラオーケストラを立ち上げようと決めた時、私たちは白紙か

ら始めようと決めました。これがチャンスだったのです。そして、伝統的なオーケスト

ラを再現するよりもパラレルワールドの世界を目指しました。私たちは気づきました。

これはチャンスだと。新しいオーケストラのモデルをつくるチャンスであると。そして、

他の芸術形態も参考にしました。オーケストラの歴史だけではありません。「すばらし

い音楽をつくること」それが常にわれわれのやることの中心にあると明確に言うことが

できます。しかし、それと同時に私たちの仕事の仕方は実験的な劇団に似ています。形

式に関して工夫をします。誰が、どこで、どのように演奏しているのか、それらに関し

て現状に挑戦をたたきつけ続けています。そして、大きな挑戦をしたいと思っています。

オペラは美しいもの、壮大なもの、インパクトのあるものを作れます。そうであれば、

我々、障がい者アーティストも同じようにできるのではないか。なぜ我々は小規模でし

かできないのか。ビッグなことができるはずだろうと。我々のモデルでは、障がいのあ

る音楽家でも仕事ができるよう、リハーサルの時間もフレックスにしました。そして、

公演会やリハの場所も適用してフルにアクセスできるようにしました。そして静かな場

所もつくりました。休めるところです。作曲家やクラブのパートナーたちも、障がいの

ある人もない人もいますが、彼らは我々と協力して、より幅広い楽器を扱ってくれてい

ます。例えば、アシスティブ・テクノロジー、支援技術です。手が使えない重度の障が

いの音楽家であっても高いレベルの演奏が可能になるようにしています。この素晴らし



いチャンスを使って、素晴らしい体験をつくりたいと思いました。人の心に触れて。そ
してエンターテイメントを提供して、インスピレーションを与えて。そうするためには、
メインのコンサートホールから飛び出す必要がありました。例えば、昨年はブリストル
にあるナイトクラブで上演をしました。 人の様々な人が来てくれました。

他の活動例も紹介します。まずは我々の代表作、 年に始めました「
」というものです。これは近代の喜びの歌と呼ばれたこともあります。「

」では、 人の音楽家、４人のダンサー、そしてチャールズが指揮を
し、パフォーマンスもしています。重要なのは、観客もステージに上がってパフォー
マンスをします。観客はオーケストラと同じ空間に加わり、ショーが観客の周りで展
開します。そして時と場合によっては観客がショーの一部になります。音楽は、現代
ポップバンド、ゴールドフラップのミル・グレゴリーです。インスピレーションは、
今や亡きレジェンドの米国科学者リチャード・ファインマンからきています。振り付
けは障がいのあるアーティスト、キャロライン・ボービッチです。このショーは誰で
もアクセスできます。音声での説明もあり、手話も作品に組み込まれていて柔軟性が
あります。上演は、コンサートホールの大舞台でもオペラハウスでも劇場でもブラッ
クボックス・スタジオでも、あるいは野外でもできます。この「 」
は、我々が一番数多く上演しているものです。英国でもオーストラリアでも。そして
月には香港に行けると考えています。日本でもいつか上演したいと考えています。

ではここで、「 」の短いビデオをお見せしたいと思います。

（動画）

「 」は、 年、大変栄誉あるロイヤルフィルハーモニック協会
賞の最終候補に残りました。理由はこのショーはパラオーケストラが観客をステージ上
に招き、演奏家とともに没入的な劇場体験をウィル・グレゴリーとともに作り上げたこ
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と。これは、障がいのある演奏家に何ができるかを示しただけでなく、われわれ皆にで

きることを示しました。観客と演奏家はステージ上で共にいきいきと包摂性を表現し、

みんながうらやむような大胆な芸術性を示した、としています。 

次にお話ししたいのは、「The Anatomy of Orchestra」いうプロジェクトです。ここで

もやはり障がいのある人ない人が一緒に関わり、現在 51 人の団員がいます。目的は観

客がオーケストラを全く違った形で経験できるようにすることです。普通のオーケスト

ラとは違った体験をさせようとしています。指揮者のチャールズはいつも不思議に思っ

ていました。オーケストラを聴きに行くとなぜオーケストラは遠く離れたところにいて

自分たちは席に座っているのか、音は聞こえるのだけれどあまり近づくことができない。

ステージとの間にバリアがあると感じていました。彼は若い頃、指揮者に招かれてステ

ージ上に座ることを許されたそうです。そして金管楽器のそばに座っていると、全く違

った体験ができたと言います。金管楽器の音が非常に大きく聞こえたと。迫ってくるよ

うだったと。「The Anatomy of Orchestra」では、いろいろな空間に出ていきます。これ

はブリストルにある 5 階建てのコンサートホールのホワイエです。オーケストラはこの

5 階にちらばって配置されています。演奏家は各階にいます。そして観客はそのまわり

をぐるぐる回ることができます。そしてそれぞれの部門を体験することができるわけで

す。 

これは、スティーブ・ライシが指揮をしています。大変美しい体験です。そして大変

多くの観客を魅了しています。いろいろな年齢層の人たちです。高齢者もいれば十代の

人も。自撮りをしています。そして子供もいます。この会議のあと私はモスクワへまい

りますが、10 人の演奏家と一緒にギャレッジというビジュアルアーツの会場でこれを

やることになっています。 

これも全く違ったものですが、グラサンド・フリー・フェスティバルというイギリス

最大の音楽祭です。20 万ほどの人たちが参加します。このプロジェクトは昨年やった

ものなのですが、ラブ・アンリミテッド・シンクスオーケストラというものです。この

ショーでは、ポップに近いものをつくろうと、70 年のバリー・ホワイトというソウル

シンガーをはじめ、イギリスのポップバンドからゲスト・ボーカリストを招いています。

20 人のパラオーケストラのアンサンブルは背景にいて、5000 人が熱い太陽が照り付け

る会場でみな見入っています。本当にこれは魅力的なもので、今後は音楽祭などでもや

っていきたいと思っています。 

これから先やっていきたいことの一つですが、これは 4 人の作曲家、そのうち 2 人は

障がいをもっています。2 人は障がいがない。男性 2 人、女性 2 人、チャールズが中に

入っていますが、今年は私たちは、ベートーベン・レンダリングという作品をつくろう

としています。ベートーベンを記念する年ですので。もう一度オーケストラの音楽のあ

り方にチャレンジしたいと思います。50 人の演奏家が加わり、オーケストラの演奏、
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それからオペラ、劇場のショーで没入的なものとなります。全世界のいろいろな会場で

展開したいと考えています。これらをやるためには、やはり様々な技術、戦術が必要で

す。新しい技術を取り入れなければなりません。例えば、残念ながら映像はないのです

けれども、ハプティック・バトンという技術をつくり上げました。ハプティックは、触

覚、触るその感覚の意味です。これは、オーケストラを目の見えない人たちに開いてい

きます。指揮者を視覚障がい者は見ることができません。音楽は記憶することはできま

すが、例えば目の見える人のように指揮者に従って演奏することができません。でも、

このハプティック・バトンは、指揮者と音楽家をつなぐための技術になっています。指

揮者が指揮棒を振ると、そのリズムをこのハプティック技術を使って視覚障がい者が感

じることができます。指揮者のリズムを感じることができる訳です。目が見える人と同

じように感じることができる技術になります。 

私たちが誇りに思う成果の一つ。まず、私たちは自分たちのためにこれをやっている

訳ではありません。私たちはいつも新しい観客を呼び込もうと頑張ってまいりました。

クラシック音楽、オーケストラの場に多くの人たちを引き入れようと考えました。私た

ちの観客はどんどん若くなっています。また多様です。そして、より幅広い芸術に皆関

わっている方たちです。 

私たちは観客に、写真を撮るように促しています。そのため新しく観客になってくれ

る人たちの割合もどんどん増えています。おおよそ 40％が新しく来た人たちです。場

合によっては 60％が今までクラシック音楽を聞きに出かけたことがないという人たち

です。通常クラシック音楽界では、初めて来る人たちは 10％未満です。また、障がいの

ある観客もかなり多くの割合で招き入れています。わざわざそのために宣伝をしている

わけではありませんが、でもやはり障がいのあるアーティストが舞台上にいる、それが

大変重要だということがわかります。あなたが観客で、自分自身と同じような人が壇上

にいないと思ったら、それは行こうと思うことに対するバリアになります。自分のこと

のためのものではないと感じてしまいます。これは、車いすで会場に入れないのと等し

いバリアになります。だから私たちは、ショーやコンサートを作るにあたっては、でき

るだけ多くの人たちにアクセスしやすいものにするためにはどうすれば良いのか、リラ

ックスしてもらうためにどうしたら良いのか。「リラックス」と言いましたが、イギリ

スでは通常、これは障がい者のみのパフォーマンスを意味する言葉にもなっていますが、

私たちはできるかぎりすべての人に向けてやっています。この「The Nature of Why」

では、ショーも取り入れています。音声ガイドも入れています。一番大事なのは、パフ

ォーマンスのあり方だと思います。パフォーマーたちは、本当に自分たちの観客のこと

をよく考えています。誰でもどんな障がいがあろうとなかろうと舞台の真ん中へと引き

入れています。これはとても美しい写真だと思います。本当に感動的な瞬間でした。少

年がダンサーの一人に抱きしめられています。これは「The Nature of Why」をロンド
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ンでやった時に起こったことです。本当に忘れがたい瞬間となりました。彼は重度の障

がいを持っていました。家族の人たちもまわりにいました。通常であれば、こういう形

でショーを体験することはないでしょう。自分自身もショーの一部になるという体験は

なかったでしょう。彼も家族も周りの人たちもこれを見て感動したわけです。彼は脇役

扱いされたわけではありません。そして障がい者だけに向けたパフォーマンスを見たわ

けではありません。「The Nature of Why」は平らな床の上で行われます。みんなが一緒

にやるわけです。観客、特に車いすに乗っている人たちも一緒に加わるようにしていま

す。活動の中心にいられるようにしています。立っている人たちは、その人たちの周り

を囲みます。パフォーマンスにもっと近づくことができるようにするためです。これは

全く違ったやり方です。車いすに乗っていると通常は車いす専用のスペース、会場の後

ろのほうに座ることになってしまいます。障害があるから、自分たちで座りたい場所を

選ぶことができません。私たちはそういう境界線も打ち破ろうとしています。私たちの

作品は感情的に本物を引き出すこともあります。障がい者のパフォーマーがいるからと

いうわけではありません。本当に心を込めてやっているからだと思います。前にも言い

ましたとおり、写真を撮ってくださいと言っています。そして、ツイッターやフェイス

ブックで共有してくださいと頼んでいます。私たちは、共有するというバリアも閉じた

いとは思っていません。世界へ向けて発信してほしいと思っています。 

パラオーケストラの話をするときには「私たちだけでやっているわけではない」とい

うことを伝えるようにしています。いろいろな形で同じ目的をめざす仲間と一緒にやっ

ています。これから、他に境界線をどんどん広げようとしている組織を紹介したいと思

います。まず、ボーンマス交響楽団リサウンドです。イギリスの南部にある交響楽団で、

ハレほどは大きくありませんが、かなり大規模な交響楽団です。彼らは 2018 年、リサ

ウンドというアンサンブルをつくり上げました。8 人の音楽家からなり、ジェームズ・

ローズという障がいを持っている指揮者が指揮をしています。アンサンブルも障がい者

たちで、イギリスのプロム、クラシック音楽の殿堂といわれる会場でも演奏をしていま

す。リサウンドが面白いと思うところは、ボーンマス交響楽団の音楽に影響を与えたと

いうだけでなく、組織そのものに影響を与えたというところです。このリサウンドがで

きたことで、自分たちにも障がいがあるとカミングアウトするスタッフが増えたという

ことです。これまで障がいがあったとしても、障がいがあるということを表立って言わ

なかったそうです。また、より多くの障がい者が観客の中にも加わるようになり、障が

いのあるなしで人を定義づけしないようにしています。そして、新しいスタッフの採用

のあり方も変わったということです。雇用を得る人たちの顔も変わりました。より若い

障害のある演奏家向けのオープン・アップ・ミュージック、これも大きくイギリスでの

音楽のありようを変えています。このモデルは、才能のある演奏家がオーケストラに入

る道筋をつけました。新しい技術を取り入れてこれをやっています。このモデルを全国
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で展開できるようにフランチャイズをつくりました。今では 40 のオープンオーケスト

ラがあり、障がいのある演奏家がクラシックのレパートリーを演奏しています。5 年前

であればどこにも演奏する場所がなかった人たちが演奏できるようになりました。 

この黒い服を着ているアーティストは、ジェス・トームという女性です。トレッツ・

ヒーローという名前でアーティストとして活躍しています。ジェスさん、障がいを持っ

ています。時には不随運動にともなってチックの症状が出てしまい、彼女が出してしま

う音、つい動いてしまうことで居心地が悪くなる人たちがいるという体験をずっとして

いました。しかし彼女は作品を通してパフォーマンスのあり方をどんどん変えました。

音声ガイドや手話もつけたパフォーマンスになっていますが、彼女は会場ごとにパフォ

ーマンスを変えています。バターシー・アーツセンターのアソーシエイツメンバーでも

あります。バターシー・アーツセンターは、パフォーマンスをすべてアクセス可能なも

のにしています。ですからジェスさんのように、インフォーマルな場所でしかショーが

見られないという人たちにもそう会場を提供しています。今では 1 年間で 200 ものそ

うしたパフォーマンスがバターシー・アーツセンター行われているということです。 

最後に、今年日本でもパラリンピックが開催されるということで、皆様も世界の舞台で

輝けるように、アンリミテッドを紹介したいと思います。 

アンリミテッドは 2012 年のイギリスのオリンピック・パラリンピックの大きなレガ

シーです。アーツカウンシル・イングランドは、障がいのあるアーティスト向けのファ

ンディング・メカニズムがないということに気が付きました。新しい作品をつくろうに

も、なかなか資金が得られない。アーツカウンシルを通してでさえ難しかったわけです。

そこでアンリミテッドは、障がい者が主導するアートのための資金提供をサポート、そ

して促進、振興をしようとしています。8 年間活動を展開し、150 以上の障がいのある

アーティストに作品などの委託を行いました。そして様々な考え方、リーダーシップの

あり方も大きく変えました。そして今では、様々な作品が世界各地で上演されています。

アンリミテッドは大変素晴らしいものでした。私たちも、彼らのところに行って、ダン

スの作品を作りたいということを売り込みました。通常であれば、そういうところには

誰も資金を出しません。でも、アンリミテッドはそのリスクを負ってやってくれました。

それがきっかけとなって私たちは「The Nature of Why」を仕上げることができました。

私たちは本当にアンリミテッドには感謝しています。それがケーススタディの部分なの

ですが、私がこれまで何を学んだかというのを共有したいと思います。繰り返しになる

かもしれませんが、私が学んだこと、それはアクションです。行動すること。社会的包

摂性における、それからエンゲージメントにおける卓越性のコミットメントを真にもつ

ということ、大きく変えるということ。「卓越性」というのが大事なんです。ただ単に

やるだけではだめです。この 2 日間話を聞いていて、また皆さんからの質問を聞いてい

て、私が期待するのは、大きな転換点を迎えようとしていることです。社会的インパク
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トのある実践がみんなにとって中核的なことだと思います。これは一時的なトレンドで

はありません。例えば 10 年後にまた会議を開いて話し合わなければならないというも

のでもないということです。とはいえ、変化を引き起こすには時間をかけなければなり

ません。時間をかけるのも大切です。パラオーケストラはこれまで 8 年間活動してまい

りましたが、ようやくこの 3 年間で何か身になったなと感じます。途中で間違いを犯し

てしまうかもしれないことも受け入れなければなりません。間違いを犯してこそ学べる

のです。その間違いから学べるような体制でいることを覚悟してください。そうでなけ

れば成長することはできません。この 2 日間もずっと話をしてまいりましたが、これは

トップダウンではダメなのです。アーティストそれから観客に話をしてください。これ

をしろあれをしろというのではなく、何をしたいのか聞いてください。門番のように仕

切るのではなく話を聞いてください。私たちの場合、障がいのあるアーティストたちが

何をしたのか、何を達成したいのか聞いています。それぞれのために目的を掲げて、で

きるだけベストな形でそれを達成できるように促しています。その変化を引き起こすた

めのきっかけは、みなさんのなかの一人に存在していることもあります。コミットメン

トはすべての人たちが持たなくてはなりません。全ての人とのコミュニケーションが大

事なのです。その組織の中のトップからマーケティングチームまで、それからプロデュ

ーサー、それからアーティストまでみんなが一緒に学べるようにするためです。2013 年、

ニーサッキというイギリスの起業家・アーティストが、居心地の悪さに慣れることが必

要だと言いました。違いがあることを知るというのは、時によってはちょっと落ち着か

ないこともあるでしょう。コミュニケーションをして理解を共有するというのは双方に

とって社会的な包摂性のためには大事です。最も目に見えるインパクトというのは、障

がいのある演奏家も障がいのない演奏家も互いに友人になり、互いを支えあうようにな

ったということではないかと思います。まるで家族のようになりました。今では社会的

な関与ではなく最善のパフォーマンスをすることが、共有された究極の目的となってい

ます。 

お金の話をするのはちょっと具合が悪いわけですが、でも話さないわけにはいきませ

ん。ソーシャルエンゲージメントというのは、時には予算ぎりぎりのところで、最後に

やれたらいいねという形で取り入れられますが、しかし何かをやるのであればどうして

もお金はかかります。お金は投入しなければなりません。その責任を回避してはなりま

せん。 

投資するのであればメインステージのショー、メインステージのプログラムに投資を

するようなつもりでお金を入れてください。大きな投資の意思決定を伴うものです。で

も何よりも一番大事なのは、無限に議論だけをするということにとらわれてはならない

ということです。1 年間かけて委員会、会議をして何をするか決めようとするのであれ

ば、決して何も進みません。小さくても良いから行動をおこしてください。小さいこと
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から変えていってください。少しずつ試していってください。やることで学べることも

たくさんあります。そしてアーティストも観客たちもそれに巻き込まれていくはずです。

私たちは今もやっています。小さなことが時には非常に大事なのだと。ハイレベルなミ

ーティングを繰り返すよりも、小さな一歩が大事だということを私はよく感じます。そ

して進捗があったなと感じたら、仲間をつくってください。他の人たちの手伝いをして

ください。イギリスでは、ソーシャルエンゲージメントに関わって苦しんでまいりまし

たが、今ではようやく素晴らしい組織、素晴らしいアーティストたちの協力体制ができ

ました。みんな一緒に変化をもたらそうとして、お互いに協力しています。それが私た

ちの扉を開く力を大きくしてくれました。そして、毎年、できるものがどんどん増えて

きました。一番大きなものとしては、ブリストルにコルストン・ホールという場所があ

るのですが、2015 年からいろいろなことをやり始めました。コルストン・ホールは、

実は私たちに期待をしてリスクを負いました。もちろんお金もかかります。ちょっと怖

いことでもあります。パラオーケストラは、コールストン・ホールのアソシエイトアー

ティストです。2015 年以来、彼らのスタッフはみな、理事も役員も、プログラムや財

務、技術の担当も、みな動じず平然として私たちのプロジェクトに飛び込んできてくれ

ました。アナトミー・オブ・ザ・オーケストラを委託してくれました。そして、二つの

シンフォニーピースにも関わってくれました。これをやってくれというのではなく、私

たちが何をやりたいのかを聞いてくれました。彼らが扉を開いてくれたのです。私たち

が高いレベルのパフォーマンスができるように必要な調整をし、観客も大勢動員してく

れました。私たちをプロであると認めてくれたのです。私たちも彼らのサポートを認め

ています。だからこそ、ここで皆さんにご紹介しているのです。コルストン・ホールも

それをやるに至る理由があったのです。実は、彼らは 5000 万ポンドの投資プログラム

がありました。コンサートホールの改修事業です。彼らにも、完全な包摂性を兼ね備え

た世界クラスのコンサートホールに作り変えるという夢があったわけです。私たちとと

もにやるということは、彼らにとってもプラスになりましたが、それだけではなく、コ

レストン・ホールは、必要な資金を確保しました。そして今ではこの建設プロジェクト

を始めようとしています。2021 年、世界クラスの施設を新装オープンすることになり

ます。もう一つビデオをお見せしたいと思います。一緒にやったプログラムです。2000

もの人がコンサートホールに集まって見た作品です。ちょっと変わった作品になってい

ます。これは、ドイツのクラフト・ワークというエレクトリックバンドが中心になって

います。皆さんご存じでしょうか。39 人からなるオーケストラの人たちが関わってや

っています。 

 

（動画） 
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最後にまとめとして、私の考え方をお話ししたいと思います。今、世の中を見ていると、

だんだん共感が失われている、あるいは、私たちのまわりに対する優しさが欠けている

と感じます。二極化してしまっています。しかし、文化とクリエイティビティの価値と

いうものは、ポジティブな社会にとっては欠かせないものだと思うのです。アーツと文

化の未来を社会の欠かせない要素として守る、そのためには、全てのアーティスト、全

ての観客が関わらなければなりません。誰かをどこかに追いやってしまったのでは実現

できません。アートの世界のリーダーであれば、私たちが先頭に立って共感を示し、そ

して優しさを示さなければなりません。そして、様々なチャンスを切り開いていくこと

が必要です。皆様ぜひとも扉を開けてください。もしかしたら最初のうちは大変かもし

れません。でも、最後に栄光のゴールが待っているはずです。 

ご清聴いただき、ありがとうございます。 

 

細井：ミスター・ジョナサンどうもありがとうございました。ミスター・ジョナサンの

新しい価値観を生み出す様々な挑戦、いいお話を頂戴しました。とりわけ印象的だった

のが、物理的に身体に障がいがあったとしても、それは芸術が素晴らしくあることのバ

リアではなくて、実はバリアというのは社会が排除することにあるのだというのが、非

常に印象的だったと思います。 

では続いて、栗林知絵子さんにプレゼンテーションの準備をしていただいています。 

栗林さんは、「広がれ、こども食堂の輪！」実行委員会の代表であり、様々な地域活動

をすることで、とりわけ地域のお子さんを見守り育てる活動をなさっています。自他と

もに認めるおせっかいおばさんとして活動しているということで、今日はそれに加えて

日英の子どもたちを巻き込んだ「To see you ,At Last」という事業のご紹介もいただけ

るということを聞いています。 

それでは栗林さんお願いします。 

 

栗林：おはようございます。よろしくお願いします。私は豊島区の池袋を中心に、子供

たちの居場所づくりをしている団体で活動しています。今回は私たちの地域の子ども、

我が子ではないのですが、我が子のように成長を見守っている子供たちが文化に出会う

チャンスをいただきました。それについてお話をするのですけど、その前に子供たちの

背景について紹介したいと思います。なぜならですね、障がいとか、障がいでも目に見

えない障がいもありますが、高齢者とか目に見えて弱い立場ということを社会が認識し

ているのですけれど、子供の中でなかなか養育環境が十分でない子供たちというのは、

見た目ではなかなかわからないのですね。そういう子どもたちを地域で育てていこうと

いう背景が今あるということを紹介したうえで、今回のプロジェクトの紹介をさせてい

ただきます。 
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私は池袋で活動していると言いましたけれど、そもそも子供たちが遊ぶ環境が今十分

ではないのではないかと思っています。子供という動物、生き物の環境が今十分ではな

いのではないか、というところから、私は遊ぶ環境をつくる取り組みを 2004 年からし

ております。そういう場所はやっぱり子供たちが求めてやってくるのですね。そういう

子供たちの中で、毎日ご飯を食べられていない子とか、引っ越してくる前は車の中で暮

らしていた、そんな子供たちと出会いました。その子供たちの環境をどうやって地域で

支えていけるか、というところで、子ども食堂という子供たちがみんなでご飯を食べる、

みんなで食べる、そういう、みんなで食べるからこその共感とか、そういうものを育む

ような居場所をつくりました。そして学習支援ですね。学校の勉強についていけなかっ

たり、家の環境が十分でないのに、勉強はなかなか積み重ねていくことができません。

全ての子供たちの教育環境を担保、地域でしていこうということで、学習支援とか、そ

うやって子供たちのニーズを知ることによって地域が優しくなる。そしてその子供たち

に様々な環境をつくっていくという活動をしております。 

今は、子供たちが暮らす環境、学ぶ環境、遊ぶ環境をサポートしているのですが、そ

れぞれの居場所に関わるスタッフとかボランティアは実は違う人たちです。そうすると、

学習支援に関わっている人は、勉強という視点だけでけっこう子供たちを見てしまいが

ちですが、実はその子供たちに文化も必要、当然食も必要、子供たちが育つためにはい

ろいろなサポートが必要ではないかと、そういう横串をこれから刺していく必要もある

のではないかと思っておりますが、特に子ども食堂というのは、みなさんも聞いたこと

があるかもしれませんが、子供たちがご飯を食べる場所、これって地域の主婦だったら

誰でも参画できるんですね。作りやすい、敷居が低いからこそ広がりました。今全国に

4000 か所くらいあると言われていますが、これも最初から広がりやすかったわけでは

ありません。 

子育てというのは親の責任、最たる自己責任ですね。ご飯をつくるのは親がやること

だ。そんなことを地域でやってしまったら親が怠けてしまうのではないか。そんな自己

責任論がある中で、この取り組みを広げていくためには、やはり昨日の中村先生のお話

にもありましたけれども、アドボカシーも必要でした。そういう中で全国キャラバンを

展開し、3 年間全県で大きな啓発をしました。そういう空気づくりもあることによって

子ども食堂が 4,000 か所に広がっていったわけですが、その 4,000 か所の１か所の取り

組みということで私たちの取り組みをご理解いただきたいです。 

これは学習支援の様子です。7 年前に始めた頃、小学生でも来られる学習支援というこ

とで始めました。勉強だけではない、子供たちの習字をみんなで褒めたり、みんなで宿

題の後はイラストを描いたり、様々な子供たちの居場所になっていったわけです。 

これは、数年前に開催したクリスマス会の様子です。子供たちの声も聞くのですけれど

も、親御さんの、特に子育てに困っている親御さんの声も身近に聞くことができます。
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そんな中で、クリスマス、正月の時期が一番嫌いというお母さんの声がありました。ク

リスマスプレゼントにケーキ、お年玉におせち料理、出費がかさむうえで、仕事が 10

日も休みがある、つまり非正規で働いているお母さんでした。1 月の給料は 3 分の 2 に

減ってしまうのに、出費がかさむ、もう一番いやだという声を聞き、どうにか地域の中

でできることはないかなということで始まったクリスマス会です。ここに出ている食材

もお寺の寄付とか、様々な人の思いで、この場ができていったわけですが、クリスマス

会に関わっている学生がオーケストラの仲間を連れてきて、本物の音楽を子供たちに間

近で聴かせてくれました。その時の子供たちの表情、あの時の空気は私今でも忘れませ

ん。子供たちも本物の音楽に初めて出会った。これは子供たちの宝物になっているので

はないかと思っております。こういうクリスマス会の時に、たまたま、文化的なことを

大学で教えている先生が、このガーラント、飾りつけのお手伝いをしてくださったので

すね。ただそれだけだったのですが、このクリスマス会で子供たちの表情、この空気を

体感したのですね。共感の輪が、ここで少し広がったのですけれども、翌年はさらに、

この先生がクリスマス会に協力してくださいました。子供たちも自分たちで今度は表現

したい、ピアニカで、できることなのですが、みんなで音楽を楽しみました。この共感

の輪がさらに６月には広がりまして、豊島区の劇場で、ホワイエの部分ですけど、子供

たち、親御さんのニーズを聞きながらのクリスマス会を、劇場と大学と地域の子どもた

ちを私たちが連れていくことによって、こういう文化にあまり出会う環境がない子供た

ちとクリスマス会を作ることができました。ここでみんなが舞台に上がって、みんなで

ダンスをしました。すごく楽しかったのですね。こういう体験があった。こういうのは

楽しいな、もっとしたいなと、そういう体験があったところに、衛さんが、イギリスの

若者と、ワクワクの子どもたちと一緒に演劇をしないかと、来てくださった。子供たち

に私は声をかけました。そもそも文化とか、楽しさを知らない子供たちは、興味ない、

関心ない、こんな声が返ってきました。しかし、クリスマス会とかで一回でもいいから

経験した子はのってきた。しかも、アーラという劇場に、みんなで新幹線に乗って行っ

て、そこでみんなで舞台をつくるんだよと言ったら、新幹線に乗りたい、旅行に行った

ことがない、旅行に行けるの。いろんな楽しみが子供たちをワクワクさせてくださいま

した。そして実際に、まずは東京で藤井ごうさんという演出家と一緒に、子供たちは演

劇なんかしたことがないのですが、とにかく行けば、そこからみんなで作るらしいよと

いうところで、本当に子供たちの声、うれしいこと、悲しいことというのを引き出して

くださった。そこから始まった、この「To see you ,At Last」。これ映像でまとめてくだ

さいましたので、まずこれをご覧ください。 

 

（動画） 

 



何度見ても私は感動して、もうウルウルしてしまうのですけれども、ここに参加した
ワクワクのうちの地域の子どもたちは、みんなシングル家庭のお子さんです。つまり子
供たちが、お母さんにこれしたいとか、習いたいとか言うことも心配をかけてしまうか
ら親に言えない。だけれども学習支援にきて学生に、これしたいなと、自分の思いが話
せる場所があったり、それぞれみんな今でもずっとつながっている子供たちなんです。
周りが関わっていることによって、そういう子供たちにチャンスを届けることができた
り、衛さんの「こういうことがやりたいんだよ」という時に、子供たちをつなげること
ができるわけです。私たちのような団体が今全国に か所、何千か所と増えていく
中で、ぜひ劇場とか文化的なことをやっている方たちが、包摂という意味では、見た目
でもわからない、届かない子供たちにいろんなものを届ける努力を、それは耳を傾けた
りですね、地域でどんな活動があるのか、そことつながることによって、届けてもらい
たいなと思っています。
具体的に、特に一人の子どもにフォーカスさせていただきますが、彼はしかもヤングケ
アラーです。お母さんが病気で、 人兄弟なのですが、ご飯を食べさせたりいろんなお
世話をしなければならない。高校生ですけど、いまだに門限がやっと伸びて 時です。
中学校の時は門限が 時。しかも 日に一度はお母さんのお世話があるので、早く帰っ
ていろんなことをやらなくてはならない。つまり子供でいられないのですね。親の役割
も全部背負っている子供です。いろんなことにあきらめていました。しかし、こういう
のがあるって言ったら、参加したい。でも参加するためには、練習日に自分は家を出な
くてはいけない、そのためにではどうするってことを一緒に考えて、兄弟にお願いしま
した。この練習日に練習に行かせてもらう代わりに、土日お母さんの世話をするから、
それでもこの練習に来たいと、彼は兄弟を説得して、参加しました。この経験をするこ

「To see you , At Last」稽古、本番
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とによって、彼はそのあと、自分がこうしたいと思った時には、相談すればいいんだ。

自分が意見を言うことによって、自分がやりたいことをできることができるんだと私に

言ってくれました。この後に、「あーイギリス行きたい、英語勉強したい。」とそんな声

も聞きました。しかし、残念ながら、例えば私の子どもだったら、英語を習う環境を用

意します。「ママ、お金貯めてイギリスに行こう」、こんな風に展開できるのですが、「あ

ーしたいな、こうしたいな」、そこで終わってしまいます。これをつなげていくには、

やはり地域の身近なところのいろんな資源、いろんな人が協力して、それを糸のように

つないでいくことによって、つながないにしても、それを受け止める大人が周りにいる

ことによって、「イギリス行きたいよね、じゃー今度イギリス行く機会があったら絶対

紹介するからね」とか、そうやって、つなぐ大人がいれば、それこそ先ほどの発表にも

ありましたけれども、共感の輪をつないだり、社会の変化をおこす、空気を変えていく

ことにつながるんじゃないかなという意味では、このプロジェクトに私たちが関わらさ

せていただいた意味というのは、逆につなげていかないといけない責任も感じています。

実際に、そのあと「イギリス行きたい、もっと演劇やりたい、表現するって楽しい」、

それは一人の子ではなく多くの子たちから聞きましたが、でもなかなか家庭の環境は変

わりませんので、あまり大きいことはできませんが、そのあと、「あうるすぽっと」と

いう劇場でクリスマス会をやりました。可児だでけはなく、豊島区でもこの共感の輪が

広がりました。クリスマス会を子供たちが主役となって展開することができたんです。

このアーラの「To see you ,At Last」というプロジェクトに関わった子供たちに、「クリ

スマス会をつくりたいんだけれど、協力してくれないかな」と言ったら、「やるやる！」

って二つ返事でした。今度は豊島区の中でプロの方と舞台を共にし、そしてそこに多く

の子供たちが劇場にクリスマス会に、ひとり親家庭の子、困窮家庭の子を、この空間に

私たちが連れて行って共有しました。 

子供たちが舞台に上がって、みんなでダンスを楽しんだり、ホワイエではケーキを食

べたりすることができました。こういう場をつくることによって、あと、これをどう発

信して、同じ活動をする人たちをどう増やすか、そうやって、これはアーラだけに終わ

らせてはいけないと思っています。ここに来た方たちも、ぜひ地域の劇場で、こういう

文化の届かない子供たちに文化を届ける、包摂するというチャレンジをしていただきた

いと思います。こういう空気をつくるためには、制度を動かす方がこの共感の中に入っ

て、実際に見て感じることも必要ではないかと思って、この時は衛藤大臣に来ていただ

きました。私も、昨日の中村さんの話にありました、出る杭は打たれるのですけれど、

「誰のためにやっているの？」、これは子供たちのためであり、私のためです。私はこ

のプロジェクトを通じて、学習支援の仲間にも、子ども食堂の仲間にもいっぱい笑顔を

もらいました。自分の子供のように、子供たちが舞台に立った姿を見て涙を流しました。

この共感の輪をこれを機にぜひ多くの方と共有できればと思います。 
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どうもありがとうございました。 

 

細井：ありがとうございました。共感の輪って良い言葉ですね。大人がつなげる努力、

届けてあげるということをちょっとしてあげたら、舞台芸術の持つ大きな可能性でもっ

て子供に届くのということを示していただきました。 

では続きまして河合さつきさんに準備をお願いしたいと思います。河合さんは、2019 年

5 月文化庁新進芸術家海外研修制度により、イギリスのリーズ・プレイハウスに研修に

行かれました。その研修の成果をご紹介いただきます。それではよろしくお願いします。 

 

河合：皆様こんにちは。私は岐阜県にある可児市文化創造センターの職員で、現在は事

業制作課で制作業務を行っています。昨年 5 月に文化庁の海外研修制度を使いまして、

イギリスの地域劇場、リーズ・プレイハウスに研修に行き、そこで行われている社会包

摂プログラムや地域社会との関係性を見てまいりました。先ほど栗林さんからご紹介い

ただきました、青少年の国際交流プロジェクト、「To see you ,At Last」ですが、あのプ

ロジェクトはアーラとリーズ・プレイハウスの共同プロジェクトです。以前からリーズ・

プレイハウスと関係性はあったのですが、実際私もこのリーズ・プレイハウスに行って、

いろいろ多くのことを学びましたので、私が見てきたことを皆さんと共有したいと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。 

まず、リーズ・プレイハウスのあるイギリスのリーズについて簡単にご説明したいと

思います。リーズはイングランド北部にある都市で、ロンドン、バーミンガムに次ぐイ

ングランドで 3 番目に大きい都市です。人口は約 79 万人、ロンドンから電車で 2 時間

15 分程の場所にあります。近年は、北の首都とも呼ばれ、金融経済の中核をなし目覚

ましい発展を遂げています。一方で中心部の周辺には、移民をはじめとする他民族の集

落が点在していまして、貧困地区も多く存在しています。 

こちらが、リーズ・プレイハウスなのですけれども、1968 年、当時貧しい地域であ

ったリーズ市の市民運動によって誕生しました。市民のための劇場としてスタートした

この劇場は、50 年以上たった現在でも創立時の精神が息づいています。それを象徴し

ているのが、私の研修先でもあったクリエイティブ・エンゲージメント部の活動です。

クリエイティブ・エンゲージメント部では、コミュニティプログラムや教育プログラム

などを開発、実施し、あらゆる年齢層、経歴の人々が芸術に触れることのできる活動を

創出しています。地域社会の様々な課題に対しても積極的に取り組んでおり、主に高齢

者、青少年、障がい者、難民、この 4 つの対象に対してアプローチしています。ロンド

ンやストラフォードに次ぐ活動規模を誇っていまして、毎年、未就学児から高齢者まで

約 1 万人の市民の方がプログラムに参加しています。特に、青少年を対象とした事業と

学習障害者を対象とした事業では、革新的な取り組みを行っており、国内外で高い評価



を受けています。私が研修に行った期間中は、劇場が大規模改修に入っていまして、劇
場自体はクローズしていたのですが、劇場が借りているオフィスビルと、ファースト・
フロアという若者専用の創造的なスペースの つの会場を使って実施していました。改
修中ということで参加人数も縮小していると聞いていましたが、ビックリするほど多く
の人がアクセスしていました。アーラでも、毎年多くのコミュニティプログラムを行っ
ていますが、実際こちらに伺って、その質と量に驚きました。日曜日以外、月曜日から
土曜日まで、朝から夜まで、本当にいろいろな方たちを対象としたプログラムが組まれ
ていまして、研修中、休みがないくらい、いろんなものを見させていただきました。そ
の中でいくつか代表的なプログラムをご紹介したいと思います。

まず、認知症患者のためのプログラム、「 」です。毎週月曜日に行われてい
るこのプログラムは、認知症患者とその家族のために実施されています。地元アーティ
ストと、サポートスタッフのチームが、歌やダンス、演劇など様々なセッションを提供
しています。このプログラムでは参加者の創造力、そして意見を最も重要視するので、
正しい答えや間違った答えはありません。また、自立を目指す必要もありません。私が
伺った時のプログラムの内容ですが、中心に立っている女性、この方が地元のアーティ
ストの方で、この方がリードしながら、昔の懐かしい曲を歌うということをやっていま
した。短いフレーズを何度も何度も歌って、それを何週間かかけて行い、ちょっとチー
ムに分かれてハーモニーみたいなふうにして歌を楽しみました。そして、プログラムの
最後はお茶とお菓子が出てきて、おしゃべりを楽しむというふうに構成されていました。
このプログラムの担当者へのヒアリングで、プログラムの開発の経緯を知ることができ
ました。リーズ・プレイハウスの代表的なプログラムで、高齢者向けの「 」と
いうプログラムがあるのですが、そちらのほうの参加者で、認知症の進行が進んでしま

Leeds Playhouse 「Our Time」
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って参加できなくなったという方がいたそうです。その参加者のために何か新しいプロ

グラムができないかということがきっかけだと聞きました。私が実際に参加して感じた

プログラムの効果です。このプログラムは、既存の事業に参加できなくなった人たちを

切り捨てるのではなく、彼らの状況に合わせた実情にあったプログラムを開発するとい

うことで始まったプログラムなのですけど、やはり認知症の患者さんとか家族の方です

ね、将来に不安を持っていて、どうしても社会から孤立しがちな環境にいると思うので

すが、そういう方たちに対して普通の人と同じように接して、プレッシャーであったり、

否定的な言葉は一切かけない。あそこは、安心して社会とつながることができる場所と

して機能していました。また、痴呆の進行が進んでいる参加者については、家族やサポ

ートする方も参加することができるのですが、家族もこのプログラムに参加してすごく

楽しんでいる印象を受けましたし、こういう場で相談であったりとか、そういうことが

できる場として機能していることがわかりました。劇場がコミュニティプログラムを行

う意義、社会包摂の精神が淀っている現場を確認することができました。 

次に、不登校やニートのためのプログラム、「Breeze Arts Foundation」です。様々な

事情でドロップアウトしてしまった 16 歳から 19 歳の若者たちの社会復帰を支援する

プログラムです。週 2 回、ファースト・フロアで実施されています。このコ－スでは、

舞台芸術における様々なスキルや仕事について学び、取り組んだ成果を発表する機会を

提供しています。このプログラムは、リーズ・シティ・カレッジとの提携プログラムで、

参加者はリーズ・シティ・カレッジの学生として登録されます。若者たちは、カレッジ

が認定するアーツアワードの資格を取得するだけでなく、舞台芸術における職業資格

BTEC レベル１に向けて取り組んでいます。私が見学した時は、ヨークにあるホラーア

クション施設ヨークダンジョンを総合的に演出プロデュースする授業でした。実際に彼

らは、ヨークダンジョンのほうにフィールドワークで行きまして、そこで感じたことと

か、もっとこうしたらよいのではないかとか、持ち帰ってきてディスカッションをして

いるところでした。週 2 回のコースで若者たちは非常に多くの時間を共に過ごします。

課題に対して話し合い、団結しながら取り組んでいる姿が印象的でした。彼らと１日、

時間を共にして、仲間との共同的な学習意識が芽生えているなというふうに確認できま

した。若者たちは舞台芸術に関する様々な仕事のスキルを学ぶことで、資格と経験を獲

得して、そして自身の新しい興味を発見する機会を得ます。劇場がドロップアウトして

しまった若者たちのセーフティネットとして機能して、彼らの将来のために劇場がもつ

技術的ノウハウを提供できるというのは、劇場にとって地域への還元方法としてすごく

理想的だなと感じました。まちの健全化に貢献しているプログラムだなと感じました。 

次に、学習障がいのある若者のためのプログラム、「Buzz Creative Arts Course」です。

学習障がいのある 16 歳から 25 歳で、特に芸術科目に関心を持っている若者を対象に

毎週行われています。各セッションにサポートワーカーがついて、音楽、演劇、絵、そ



してムーブメントを含む様々なワークショップを開催しています。一対一のサポートが
必要な場合は、パーソナルアシスタントまたは介護人が同伴で参加することができます。
講師陣には地元のアーティストが起用されていまして、彼らは劇場スタッフと入念なミ
ーティングを重ねて情報を共有していました。また、各セクションの講師は同時にサポ
ートスタッフでもありまして、必要に応じて参加者のトイレや食事の介助なども行って
いました。私が行った時のワークショップは、ダンス、演劇、絵を描くという三つの活
動で構成されていました。参加者の中にも障がいの度合いは皆さんまちまちで、ワーク
ショップ中に気持ちが高まって参加できなくなる子もいました。そういう時に、スタッ
フであるとかアーティストのほうがすこしはずれて、その子の意見に耳を傾ける、寄り
添う姿が見ることができました。このプログラムに携わる人材に何より求められるのは、
専門的なスキルではなくて、プログラムの趣旨を理解して、参加者の気持ちに寄り添う
ことだということがわかりました。この絵を描く時間で、この映っている写真ですけれ
ど、参加者の一人の思い出を絵にする活動ということでやっていたのですが、ちょっと
話すことが困難な参加者から、スタッフがクローズド・クエスチョン方式でいろいろ質
問しながら思い出を引き出して、それをみんなで共有してイマジネーションを膨らまし
て、一つの作品にするということをやっていました。これは参加者のお姉さんが結婚式
を行った時のもので、その時の思い出ですね。ご飯がおいしかったとか、お姉さんがす
ごくきれいだったとか、教会のステンドグラスがすごくきれいだったとか。そういう思
い出をみんなで共有して作品にしていました。こちらがプログラムの効果ですが、こち
らのプロジェクトは先ほどご紹介した、若者たちの社会復帰の支援のプログラムの
「 」と同様、リーズ・シティ・カレッジから認定されてアーツ
アワードの資格を取得することができます。これによって彼らの社会参加や自立を後押
しすることができます。また、この活動を通して、他者とつながり、共有する経験を積
み重ねることができます。これによって身についたコミュニケーションスキルは、彼ら
の将来に今後大きく役に立つのではないかと感じました。

学習障がいのある若者のためのプログラム「Buzz Creative Arts Course」



67 

次に、私が研修で一番強く印象に残ったプログラムについてご紹介します。それは難

民対象のプログラムです。日本では、「難民」という言葉は、ニュースや新聞などで耳

にするくらいで、遠い国の話のように感じるのですが、難民問題は、もう世界課題とな

っていて、現在 6,850 万人以上の人たちが紛争や暴力、迫害によって、移動を強いられ

て、難民として生活しています。この 6,850 万人という数は、世界のデータで見ると、

2 秒に 1 人が強制的に家を追われて、110 人に 1 人が世界中で移動を強いられている計

算です。イギリスでも多くの難民の方がいて、その理由としては、イギリスは移民大国

であること。また、ヨーロッパの中でも多文化教育が非常に盛んな地域であることが考

えられています。こちらのリーズ・プレイハウスでも、2014 年にイギリスで初めて

「THEATRE OF SANCTUARY」、やすらぎの劇場として、難民及び難民申請者のため

に、安全で暖かく創造的な空間を提供する劇場として認定されました。 

それ以降、様々なプロジェクトを実施していまして、難民の方たちに対して支援と心

地よい環境を提供し続けています。この不安定な生活の中で、社会的孤立に陥りやすい

彼らに対して、劇場はどのようにアプローチできるのか。また、彼らにどんな影響をも

たらすのか。実際の現場でそれを見てまいりましたので、代表的なプログラムを 3 つご

紹介したいと思います。 

まず、難民女性のためのプログラム、「Asmarina Voices」です。難民女性によって構

成された歌唱グループで、毎週金曜日に開催されています。メンバーは毎週必ず来る必

要はなく、また経験の有無も関係ありません。セッションは非常にカジュアルで、リラ

ックスした雰囲気で楽しむことができます。また、イベントなどの出演などもあり、練

習の成果をそこで発表することができます。このほかにもリーズ・プレイハウスの公演

を鑑賞したり、他のプロジョクトに参加する機会があります。更に、サポートシステム

も充実しています。参加者は会場までの往復の交通費の援助を受けることができます。

また、小さいお子さんを持つ女性でも安心して参加できるように、託児スペースが完備

されていました。託児には、難民支援団体のサポートスタッフが入ります。おもちゃや

絵本、プリンセスのコスチュームなど様々な遊び道具が用意されていて、私も何度かこ

の託児スタッフとして一緒に遊ぶことができました。このプログラムで非常に感心した

点があるのですが、この歌の練習会場と託児スペースが扉一枚で仕切られているだけで、

セッション中ですね、参加者も子供も自由に行き来できるようになっていました。何よ

りも、参加者たちが安心できる空間づくりがなされていました。イギリスでは毎年 6 月

に「Refugee Week」、難民週間として、難民への理解を深める様々な文化、教育イベン

トが行われています。私が研修に行った時も、6 月 17 日から 23 日までが難民週間にあ

たりまして、この「Asmarina Voices」も、リーズ図書館でパフォーマンスを披露して、

一般の市民の方に日頃の練習の成果を発表することができました。参加者の方からのヒ

アリングで、「リーズに来てから初めて目的を持って外に出る、おしゃれができるよう



になった」と伺って、不安な生活の中で、ここリーズでの暮らしに目的を見出して、つ
ながることで、自分たちのアイデンティティとか、居場所を再構築しているなと強く感
じました。このリーズ・プレイハウスのプログラムの主軸には、「人々にラベルはない」
という理念があり、その理念のもとにプログラムが運営されています。だからこそ、ス
タッフたちは、彼女たちを難民女性として扱うのではなくて、一人の女性として、お母
さんとして、そして友達として接して、このプログラムになるべく安心して楽しんでも
らえるような工夫をすごく考えられていました。そういうスタッフと参加者とのやり取
りを、間近で見ることができて、この人々にラベルはないという理念を肌で感じること
ができました。

次に青少年難民のためのプログラム、「 」です。難民や難民申請
者である 歳から 歳の若者を対象にしたプログラムです。子供の慈善団体

とパートナーシップを結び、毎週水曜日に開催しています。このプロ
ジェクトでは、慈善団体のキーワーカーと劇場スタッフがチームとなって、若者たちが
追求したい活動や課題を特定し、プログラムを構築しています。創造的なセッションや
ライフスキルを学ぶ時間など、様々な活動を通して彼らを支援しています。プログラム
の内容ですが、最初の 分くらいは、お茶やお菓子を食べたり、音楽を聴きながらゲ
ームをしたりして、本当にフリーな時間を楽しみます。そのあとに、「今日こういうテ
ーマでやってみよう」と何か一つテーマが設定されます。私が参加したときは、日本か
ら来たということで、漢字とか、ひらがなとか、そういうのを教えてほしいと言われて、
そこでスタッフさんたちは、柔軟に、たぶんその日のプログラムを考えていたのですけ
れど、彼らがそちらに興味を示してくれたので、その日はまるまる日本について学ぼう
というプログラムになりました。キーワーカーへのヒアリングでは、この難民参加者が

」、その際の託児サポート「
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どのように集められているかを知ることができました。参加者は、イギリスの内務省を

通して紹介されるケースや、イギリスの赤十字社や難民が英語を学ぶ地元の学校などの

他団体からも紹介があります。また、参加者が自分の友達をプロジェクトに紹介するこ

ともあります。ここに集まった参加者たちは、主にイラクや、アフリカのエリトリアに

いる、家族と離れ一人イギリスに渡ってきた若者たちでした。先ほど申し上げた通り、

故郷を離れて一人、異国で暮らす彼らにとって、判断し選択する能力をつけることは、

必須です。様々なアートセッションを体験しながら、若者たちは主体性を養っていまし

た。プログラムに参加した初日から思ったのですが、ここに集まった若者たちの表情が、

すごくみんな穏やかで、すごく元気で、全然難民と感じさせない明るさを持っていまし

た。それは、キーワーカーや劇場スタッフが、彼らと確かな信頼関係を築いていて、参

加者たちにとっては、信頼できる大人がいる、大人たちからも対等な青少年として扱わ

れる、という状況のなかでプログラムがきちんとつくられているからだと思います。彼

らは、自信とか自尊心を養っているのだと感じました。社会的に弱い立場の彼らにとっ

て、こういうプログラムは必要不可欠で、大切な居場所であると感じました。 

最後は、高齢者プログラム「Heydays」との共同企画、「Conversation Cafe」です。こ

ちらは、英語の語学力を磨きたい難民や、難民申請者のためのプログラムです。こちら

には「Heydays」の参加者が、ボランティアスタッフとして活躍しています。こちらで

すね、お茶とお菓子がでるのですが、そういうのを食べながら、飲みながら、リラック

スした雰囲気の中、テーマ別のディスカッションをしておしゃべりを楽しみます。参加

の事前予約は必要なくて、無料で受けることができます。このプログラムは、難民と高

齢者という、双方の社会的孤立を解消する有効なプログラムでして、多文化共生の面で

も非常に意義のある取り組みであると思っています。研修中は、残念ながら難民の方の

参加が少なくて、当初期待していた多文化共生の面からの効果はあまり検証することが

できなかったのですが、そもそもこの企画自体が全く堅苦しいものではなくて、「この

時間にやっているので、よかったら来てください」という、すごくカジュアルな場とし

て提供されているということがわかりました。こういうカップの中に、いろいろな質問

が書かれた紙が入っていまして、「今までにあなたが一番影響をもらった人はだれです

か」とか、「あなたが今まで一番幸せだと感じたものは何ですか」とか。私自身もその

中から選んで、自分の話をしたのですけれども、そういう時に周りの方に、すごく素敵

だねとか、いいねとか言っていただけると、本当に素直に嬉しくなって、受け入れてい

ただけると感じました。やはり、他者に受け入れられるという喜びは、会話をより楽し

くするというか、もっと話したいなと感じる効果があると感じました。特に興味深かっ

たのは、高齢者ボランティアの方の存在です。このカフェに参加されている多くの高齢

者ボランティアの方が、リーズ・プレイハウスの掲げるミッションに賛同してくれる方

たちでした。このような人材がいるからこそ成り立っている企画だなと感じました。 
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 他にもいろいろご紹介したいプログラムがあるのですが、時間の都合上、このあたり

にしたいと思います。私が見てきた全てのプログラムに共通することですけれども、地

域への徹底的なリサーチがあって、そこから本格的なプログラムをつくって、実際にや

って、そのあと改善を重ねる、ということが常に行われていました。先ほど少しお話し

たのですが、年齢や社会的、経済的背景など関係なく、全ての人を歓迎する場所として

機能して、安全で心地よい良い場所を提供していました。このことから、劇場は単に優

れた舞台を鑑賞する場所だけではなくて、まちを健全化する、コミュニティを再生する

拠点施設として位置づけられていると感じました。そして、劇場で働くスタッフの方た

ち全員が、「人々にラベルはない」という共通認識を持って、プログラムを開発、運営

していました。このリーズ・プレイハウスの理念に賛同した人たちや外部団体の方が集

まってきて、数々の連携プログラムが誕生しています。 

 社会包摂プログラムを行う上で、連携するメリットはたくさんあると思います。まず、

専門機関と連携することで、先ほどご紹介したプログラムの対象者のような、劇場のネ

ットワークだけではキャッチできない人、自発的参加が難しい人たちにサービスを効果

的に提供することが可能になります。また、既存の社会機関だけでは手が回らない地域

課題に対して、劇場が持つノウハウや経験、つながり、特徴を生かして関わっていくこ

とで、課題解決への効果を発揮することができます。そして劇場と外部団体の双方が、

地域の課題の解決に対して共通認識を持って取り組むことで、プログラムの向上自体へ

もつながると思います。今後、劇場が社会包摂プログラムを行う上で、このような多様

なプログラムを生むには、専門機関と連携して開発していかなければならないと感じま

した。 

 最後になりますが、社会機関として認知され、地域にとって必要な場所となっている

リーズ・プレイハウスで、情熱と使命感をもったスタッフの方たちと時間をともにでき

たことは、地域の公共ホールで働く自分にとって最大の収穫でした。以上で私からの報

告は終わります。ありがとうございました。 

 

細井：河合さん、どうもありがといございました。ここで、会場から質問を受け付けた

いと思います。なければ私から良いですか。栗林さんにお聞きします。ご紹介いただい

た、「To see you, At Last」の一連の活動を通して、子ども食堂に通う子供たちは、なか

なか既存の学校であったり、地域になじめない子が多いかもしれない中で、最後は人前

で高揚して涙を流すなんて、すごく変わったように思うのですが、栗林さんの目から見

て、そのあたりは、どういうふうに何が変わったのか感じていますか。 

 

栗林：そもそも学習支援とか、子ども食堂に来ている子って、いろんな子供たちが来て

いますので、決してそういう環境にない子だけではないし、そういうでも、なかなか周
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りに資源がない子供たちがこういうところにつながって、やはり地域で関わっているの

は、ある一面しか見ていないので、こんなに表現する力があるんだとか、そもそもその

子が持っている力とは、私たちは、ほんのわずかな一面しか見ていないし、この力を周

りに引き出す人がいれば、もっともっと人生を豊かにできるし、変えることができるか

もしれないなと感じました。 

 先ほど言いませんでしたが、今、河合さんからの話にあったように、子どもたちと接

するのがとても上手なスタッフさんたちと一緒に劇を作れて、すごく子供たちの良いと

ころを肯定し続けてくれた、受け入れて続けてくれたというのが、あそこまで子供たち

が自分を表現できたところにつながると思うので、あれは決して偶然子供たちができた

わけではなく、すごく引き出すのが上手だなと感じます。 

 

細井：やはり、そこに舞台芸術のプロの方の力があったわけですね。専門的スキルがそ

こに生きているというお話ですね。次に河合さんにお聞きしようと思います。今の話に

も関連しますが、こういうふうに、リーズ・プレイハウスは地域課題の解決に向けて頑

張ってくれていると。そして、その地域の問題点をリサーチしているという話もありま

した。それは、河合さんの目から見て、どういうふうに地域の課題をリサーチ、すくい

上げているのですか。どういう風にご覧になっていましたか。 

 

河合：やはり担当者が、地域に入ってヒアリングをすごく丁寧にしているというのをま

ず感じました。あとは、難民対象のプログラム担当の女性スタッフの方がいるのですが、

より他者のことを知りたいということで、スタッフとして働きながら心理カウンセラー

の学校に通ったりするという、そういう働き方をしていて、リサーチをするためのスキ

ルを、働きながら学ぶということを同時にやっていて、本当にすごいなと思って。 

 

細井：それでは補足で、せっかく会場にカス・ラッセルさん、リーズ・プレイハウスの

資金調達ディレクターでいらっしゃるカスさんがいらっしゃるので、カスにも聞いてみ

たいと思います地域の課題のリサーチをどうやっているか、今の河合さんの話に補足し

てご紹介いただけないでしょうか。 

 

カス：私も河合さんと同じ意見です。非常に素晴らしいプロセスです。プレイハウスで

もそれを通して前に進めようとしています。まずやって、振り返って、次回のプロジェ

クトをよくするよりは、目的としてはやっていることを継続的に磨いていきたい。そし

てコミュニティとのコミュニケーションが鍵です。コミュニティ・アンバサダーという

やり方が、リーズ・プレイハウスではあります。多様なリーズのコミュニティの、様々

な場所から人を集めます。アーティストチックな人と、エンゲージメントチームとの定
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期的な会議を設けます。そして、彼らはその見返りとしてパフォーマンスに来ることが

できる、そしてこの大衆プログラム、アンバサダープログラムの一環になれるというメ

リットがあるのです。そして我々にフィードバックをくれます。コミュニティが何を必

要としているのか、何を欲しがっているのか、我々が提供したものをどう思っているの

か。このプログラムのおかげで、コミュニティトークプロジェクトが生まれました。そ

こでは、コミュニティをリーズ・プレイハウスに連れてくるのではなく、パフォーマン

スをリーズ中のコミュニティセンターへ持っていきます。そしてうまくいけば、最終的

にはリーズ・プレイハウスに来てもらいたいのですが、当初は、まず彼らの自分のコミ

ュニティの居心地の良さ、自分の慣れた環境の中で、劇場ではないような会場で上演を

して、そうすることによって、それほど怖くない、我々のやっていることを観てもらえ

るという状況をつくっています。そして、私はプレイハウスで資金調達の責任者ですの

で、私のチャレンジとしては我々のプロジェクトの価値を実証することです。資金をく

ださった方に価値があると説明しなければなりません。それは若干違うプロセスです。

個人に、プロジェクトが彼らにどういう影響があったのか語ってもらいます。そして、

それを社会への価値に変換しようとしています。鬱ですとか、難民プログラムでは孤立

感があると思いますので、リーズに来た人は非常に怖がっています。全く違う文化です。

そして、非常に官僚的な人を相手にしなければなりません。怖いプロセスになることも

あります。彼らからフィードバックをもらって、彼のフィードックを言い換えて、資金

を調達してくださる方々に十分な説明になればよいなと思います。 

 時と場合によっては十分ではなので、そこで常にやり方を模索しています。しっかり

としたデータ、より科学的な資格をあてたいと思います。このように語ってもらうデー

タはたくさんありますが、有形のデータはなかなか見つけるのが困難です。 

 しかし、リーズと日本の若者たちのビデオでは、感銘をうけました。素晴らしいプロ

ジェクトです。そして栗林さんのような方が、こういう人を大事にしなくてはならない

と思います。何が起こっているのか、ちゃんとわかってくださっていて、なぜその支援

が重要なのかわかっている方、そういう人を育むことが、我々の将来のチャレンジです。

それを理解している人を私もたくさん出会っています。これをどうすればもっと楽にで

きるのかを考えなければなりません。そして、最終的な目標を達成しなければなりませ

ん。これをやる価値があると実証するのは、私は楽な仕事だと思っています。 

 

細井：アンバサダーという組織体というか、役割をつくって、地域を調査して、なおか

つちゃんと効果をリサーチしているという、非常にシステマティックにやられていると

いうことに新鮮な驚きを感じました。続いて、ジョナサンさんに、今日のプレゼンテー

ションについてお話を聞いてみたいと思います。 

 おそらく多くの方が動画を見て、義足の方が、言い方が悪いですが、義足の姿を人目
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にさらして演奏されている。それから、オーケストラの中には、鼻にチューブをつなげ

ておられる方もいらっしゃいました。そういう風に障がいをもっている方がいるという

のを、中には、観客にしてみたら、見ちゃいけなのじゃないかと思う意識もありますし、

普段そういう方に接し慣れていない人は、そういうパラオーケストラの姿を見て、どう

いう風に見てよいのだろうか、それは単に芸術を鑑賞するのと違う見方で見なければな

らないのではないかと、心の中で迷いが生じてしまうのですけれど、そのあたりは、ミ

スター・ジョナサンはどのようにお考えになっているでしょうか。 

 

ジョナサン：音楽というのはとても力強いものです。芸術として、やはりいろいろな人

の心を誘います。パラオーケストラをどうみるかは、とても面白いことだと思います。

こういうパフォーマンスを見たことがない、目に見える障がいを持った人に触れたこと

がない。かなり感情を揺さぶられるようです。悪い意味ではありませんが、最初の反応

は、すごいなと、素晴らしいなと、こういう人たちが演奏できるなんてすごいな、パラ

オーケストラ、こういう人たちを舞台に上げてくれてありがとうと、そのような反応も

あります。でも、どういう反応をするかは観客次第です。障がいのある演奏者は、舞台

に上がっているのは素晴らしい演奏家だからです。なので、そういう反応から早く転換

していってほしいと思います。やはり素晴らしいアートを示すのは、その先にみんなに

行ってもらいたいからです。やはりみな楽しめるのは、素晴らしいショーだからです。

新聞の論評で、素晴らしい演奏だったと。ツイッター、インスタグラム、ソーシャルメ

ディアでも、こんな素晴らしい演奏だった、こんな演奏を見たことがない、聴いたこと

がない。もし芸術性の面で悪い演奏であったら、それはそれでよいのです。あらゆる芸

術はそのようにみなに評価されているからです。ですので、私たちはとにかくみな心を

開いて見てほしいと思っています。指揮者のチャールズですが、彼は誰でも歓迎してい

ます。コンサートホールであろうとどこだろうと、私たちのアプローチを紹介して、そ

して、とにかく楽しんでくださいと言います。壁をなくそうとしています。確かに義足

を付けている人にしょっちゅう会っているわけではありませんし、舞台でもあまり見る

こともないでしょう。でもそれが目的なので、それが音楽を聴いてもらう、そしてパフ

ォーマンスを聴いた最後に、少し障がいに対するイメージを変えてもらえたらと思うの

です。 

 

細井：ありがとうございます。そのうえで、昨日のセッションでの中村先生、衛さんと

の対話の中でもあったのですが、ジョナサンさんがたくさん新しい挑戦をしている。そ

れには当然リスクというのもあると思います。新しいことを挑戦したら、ひょっとした

らお客が入らないかもしれない、お金が集まらないかもしれない、ということもあるか

と思うのです。そのリスクと常に、ひょっとしたら戦い続けているではないかと思うの
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ですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

 

ジョナサン：はい。そのとおりなのです。チャールズも私も、もしかしたらもっと簡単

に楽にできたかもしれません。最初はオーケストラを再現してみようと思ったわけです。

オーケストラは良いのです。オーケストラはとても素晴らしい作品を作り上げます。で

すので、そのモデルに従ってやればよい。でも私の考え方は、もうそういうオケはいら

ない、ありすぎるくらいだから。お金もかかるし、観客もどんどん高齢化しているし、

音楽もしょっちゅう同じようなものが演奏されています。それで、イノベーティブなや

り方をするしかない。多くの演奏家たちにパラオーケストラに入ってもらう。もっと違

う人たちに観客として来ていただく。資金面でもたくさんお金をいただいていますが、

もっと関心をもって投資をしたいという人たちを探さなくてはいけません。問題になっ

ているのは、場所です。会場探しです。やはり、まだ障がいに対する偏見があるのです。

障がいが良いはずはないと。世界のオペラハウスであれば、もちろんみんな素晴らしい

場所だと思うはずです。パラオーケストラなんて聞いたことがない、障がい者がいると

なったらどうなのかなと。だから私たちは、ちゃんと力量を証明しなければなりません。

それはそれでよいのですけれど、何度も何度も実力を示すということは大変なのです。

プロダクションチームも世界クラス。他にもたくさんの素晴らしい隊形を演出している

人たちなのです。それから、マーケティングチームにもやってもらわなくてはならない

し、私も頑張らないといけません。そこが一番大変なところです。エネルギーを注ぎこ

まなければならない。でもチームのみんなは、とにかく毎回頑張ってやっています。 

 

細井：ありがとうございます。居心地の悪さに慣れることが必要だという趣旨のプレゼ

ンテーションもありましたので、そういうことなのだなと思います。今年はとりわけ、

2020 年、東京はオリンピック・パラリンピックの年でして、ひょっとしたら日本にお

けるパラの元年になるのではないかと言われています。皆様の中でも、今日のジョナサ

ンさんの話を聞いて、新しい動きにつながるような、そんな根があったら嬉しいなと思

います。どうもありがとうございました。今日の午前中のセッションはここまでにした

いと思います。 

 



75 

セッションⅡ 

演劇情動療法による認知症入院患者の治療と減薬効果について 

 

【パネラー】  

 藤井昌彦  東北大学医学部臨床教授 仙台富沢病院理事長 

 前田有作  劇団ＬＧＴ主宰、(有)ラック代表、日本演出者協会会員、 

       ＮＰＯ法人日本演劇情動療法協会理事、演劇情動療法士 

 衛 紀生  可児市文化創造センターala 館長兼劇場監督  

 

【コーディネーター】 

 細井昭男  ＮＰＯ法人世界劇場会議名古屋理事 (株)都市造形 

 

 

細井：ここからはセッションⅡ「演劇情動療法による認知症入院患者の治療と減薬効果

について」ということで、藤井昌彦さん、前田有作さん、そして衛さんにご登壇いただ

いております。それでは早速ですが、藤井先生に「演劇情動療法」とは何かという紹介

から自己紹介も含めてお願いしたいと思います。どうぞプレゼンテーションのご準備を

お願いいたします。 

 

藤井：はい、どうもありがとうございます。この度は世界劇場会議にお招きいただきま

して、まず衛館長に心から御礼を申し上げさせていただきます。私は東北大学医学部の

臨床教授をしております藤井と申します。我々の病院は仙台富沢病院という認知症の専

門病院で、認知症の患者さんがいらっしゃいます。認知症は皆さんご承知のように定義

があるんです。この定義には「一度獲得された脳機能が病的に低下する、かつ日常生活

に著しく支障をきたした状態」と規定されています。我々の病院に入ってくる患者さん

は、「認知機能が低下して」から入ってくる方はほとんどいない、といいますか全くゼ

ロです。「日常生活に著しく支障をきたした状態」で入ってくるわけです。この症状は、

実は周辺症状と言われ、Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia（BPSD） 

と言われます。これは市民用語にみたいになって、外来の患者さんが「うちのばあさん

BPSD ですけど」と来たりします。BPSD があると、攻撃的になったり暴力的だったり

と日常生活が非常に困難になるため、入院するほとんどの原因がこの BPSD というこ

とになります。この BPSD の症状を抑えるために、我々の病院に来る前に様々な医療

機関を経て来るわけですが、もうすでに様々な抗精神薬を使われて来るというような現
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状があります。そのなかでも認知症の診療の非常に大きなカギが「抗精神病薬」と呼ば

れる薬です。この薬は、もともと統合失調症の暴力的な陽性症状を抑えるために開発さ

れました。処方の中には約定があり認知症の薬になっていないんですが、認知症も似た

ような症状なので、適応外処方として転用していいのではないかということで、日本で

は認知症の患者さんの BPSD に日常的に使われている現状があります。これを使うと、

顕著に攻撃的、暴力的な行動が出なくなります。これは Neuropsychiatric Inventory

（NPI）という苦悩的情動でみることができます。相手に対して感謝の気持ちを表出し

たり笑顔を向けることを Delightful Emotion Index （DEI）、歓喜的情動指数と我々は

名付けています。2019 年に我々は論文を出し、エビデンスとして DEI は、科学的にい

いと評価されてきています。抗精神病薬を使うと、笑顔を向ける感謝の表情ができなく

なります。そういう表出ができなくなるというのが非常に問題なんです。DEI がうまく

回れないと、介護の人あるいは看護の人が、何かをしてあげても全然反応がありません。

そうすると、それを繰り返しているうち、「なんで私たちはこの全然反応のない人のた

めに、このようなひとつの行い、介護を行わなければならないのか」という、介護に負

担を感じるように落ちてしまいます。そういう意味において、この薬は認知症の領域に

おいてはほとんど役に立ってない、悪さをしている場面が非常に多く、これを何とか解

決していかなければいけません。もちろん抗精神薬を抜けばいいんじゃないかというこ

とになります。しかし何か人間の苦悩的情動にとらわれているものは残っていますので、

それをこの喜びの感情、歓喜的な情動にスイッチしていかなくてはいけません。そこで

我々は、文化芸術の専門家である前田さんと繋がりましたので、前田さんの演劇を介し

たプログラムによって認知症の患者さんの心の琴線に触れるような、演劇的な関わりを

持つことによって抗精神病薬を減らしながら歓喜的な情動を上げることが出来るんで

はないかと考えたのが、今回の一番最初の取り組みです。実際行ってみますと、実際に

歓喜的情動が上がり、苦悩的情動が抑えられ、そしてなおかつ今まで使われていた抗精

神病薬の量が著しく減少する、ということがわかりました。このような取り組みが、認

知症をこれから見て行く時に、むしろ医療で出来ない部分を文化芸術の delightful な

emotion を創生する文化芸術の力を医療の部分に取り入れ、我々がその力を貸していた

だいて、医療と文化芸術でコンビネーションを組んで認知症の問題を解決してこうとい

うふうに考えたのが、この「演劇情動療法」の取り組みの概要です。 

 

細井：ありがとうございます。この時に前田さんがどんな関わり方をしてこのプロジェ

クトに参画されたのか、自己紹介も交えてご紹介いただければと思います。 

 

前田：どうもみなさん初めまして、前田有作と申します。今日はこのような場を頂きあ

りがとうございます。「演劇情動療法」というのは藤井先生の話のとおり、医療では手
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が届かない所がある。それを芸術の方に手を貸して欲しいということです。これは初め

に言われた時「一体この人は何を言っているんだろう」と思いましたが、役に立つらし

いということで、私でよろしければと、仙台富沢病院に赴き、朗読でもしようかと作品

を持って行きました。そして院長先生の佐々木英忠教授にデイサービスに連れて行かれ

「前田さん、患者さんに向かいあって感動させてください」と言われました。用意して

いった作品は岸田國士の『驟雨（しゅう）』 という作品。庶民の一般家庭で誰もが経験

するような、妹夫婦が新婚旅行へ行ったら喧嘩して帰って来て、お姉さん夫婦に泣きつ

く話で、誰もが笑えると思い読み始めたら、男性が立ち上がって「うるせえ帰れ！」と

いうんです。「ここから先です、もうちょっと我慢してきてください」と始めたら「い

いから帰れ！」と。僕はどうしたらいいんだろうと思ったんです。が、隣の佐々木教授

がもう大喜びされて。認知症の患者って何も反応しないんです。その人がいきなり立ち

上がって「うるせえ帰れ！」と言ったということが、「これはいい」と喜んだんです。

僕は非常に傷ついたんですが、「前田さん、こっちでもお願いします」と言われて、そ

ちらへ行ってそこでも怒られました。僕は今まで 30 年ほど役者をやっていますけど、

そういう経験は無いんです。拍手が少ないなとか、伝わらなかったんだろうぐらいの感

じですが、怒鳴られて、怒られることは役者にはない。そういうのをその日 3 回やって、

3 回とも怒鳴られて、これは僕では役に立たないなと思いました。こちらもプロの意地

があるので、なんとか笑わしてやる、なんとか感動させてやろうっていうところから始

まりました。先生たちの思惑とは違うところからですが、役者の意地というところで、

僕は粘り強く毎週通ってチャンスをいただきました。3 か月ぐらいかかった時、『マッ

チ売りの少女』の、マッチ売りの少女が凍えて死んだ時に迎えに来てくれる。その話を

読んだ時に涙したおばあちゃんがいました。終わった後にお孫さんに、お話しなさいま

すかと尋ねたら、「私には何歳と何歳の孫がいてね」とおばあちゃんの話をしてくれま

した。「お話しするんだ、普通に考えているんだ」とか「自分の孫のことを覚えてたん

だ」と気づかされました。患者さん同士の間での会話が生まれます。そういうところか

らどんどんどんどん、短いお話しか楽しめなかったのが、20 分ぐらいのお話も聞ける

ようになり、30 分、40 分、最近では 50 分とか 1 時間も聴いていただいています。学

生でも寝ますね、普通。認知症の患者さんが聴いた後、感動して涙流して「今日のは良

かった、こういうの若い人に聞かせたい」と言うんです。いろいろ紆余曲折あったんで

すが、実際にどんな感じなのか皆さんに見てもらいたいと思い、動画を 3 分ぐらい見て

いただきたいと思います  

 

（動画） 

 

ＶＴＲ：認知症の患者の中には感情の極端な変化や妄想、そして介護の拒否などの症状
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がある人がいます。そうした患者たちに対して、本の朗読でケアを行う病院が仙台市に

あります。患者と向き合う日々を取材しました。「昭和 20 年 3 月 13 日大阪大空襲。当

時アメリカ軍の最新鋭…」病院で開かれている認知症の患者たちに向けた朗読会です。 

「大阪の夜空を埋めつくし…」喜びやうれしさの表現が難しくなっている患者たちに対

して、その感情を呼び起こそうというのです。5 年前からこの治療法に取り組んでいる

認知症の専門医 藤井昌彦さんです。入院患者の多くに、認知症からくる妄想や極端な

感情の変化などの症状、BPSD が現れています。藤井さんは症状の改善には、ふさぎ込

んだ感情を心地よく刺激することが有効だと考えています。どうすれば患者の感情を動

かすことができるのか、模索を続ける中で出会ったのが前田有作さんでした。この日手

に取ったのは落語の本。当初は小学生向けの本を選んでいましたが、次第に患者自身の

生き方に重なるような本が感動を誘うことがわかりました。3 か月前まで入院していた

渡辺源六さん 86 歳。いまは施設から通院しています。渡辺さんも大好きだという話『お

かめ団子』寝たきりの母親のために団子屋に盗みに入ってしまう、孝行息子の人情噺で

す。母を思う息子の気持ちに触れた患者は、口々に家族との思い出話を。治療をはじめ

て半年、渡辺さんは感情が落ち着き、看護者とのトラブルもなくなってきました。病院

ではこの先、朗読会に入院患者だけではなく、看護してきた家族も一緒に参加してもら

い、退院後のケアに役立ててほしいと話しています。 

 

細井：ありがとうございます。 

 

前田： 最後にコメントを言ってくれたおじいちゃんは病院に入院していました。演劇

情動療法を受けて退院されたんですけど、私のセッションは聞きたいと、わざわざその

後も通ってくれています。いいお客さん。大きな流れはそんな感じだと思います。 

 

細井：ありがとうございます。それでは藤井先生。こういう風に毎週一回、金曜日の午

後にやって頂いていると聞きました。それをやることで実際に薬が減って、苦痛の部分

の症状が減って、歓喜的な部分の症状が上向くという効果が現れたという風に聞きまし

た。 

 

藤井：そのとおりです。先ほどの退院した患者さんの表情を見れば一目瞭然なんですけ

ども、入院した時はかなりの抗精神病薬が使われていましたので、全くこちらからの受

け答えが十分できないという状況でした。感情の表出ができない状況でしたが、薬を減

らしながら情動療法を一緒に乗せることによって、退院の時にはもう抗精神病薬を使わ

なくてもちゃんと普通の笑顔を持った患者さんに変わりました。文化芸術の力はすごい。

我々医療人は、医療のほうから考えればこのような感情を薬で抑えるのは得意、という
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かそれしかできないんです。考えてみると人間には、そのような苦悩的な部分の感情の

他に「広大に広がる歓喜的な情動の領域」があるわけです。医療はそのような「歓喜的

な情動」に関する取り組みをいうのはほとんどされてない。それは自分たちの力でない

ということで線を引いてしまっているという現状があります。医療で治らない、治り難

いような状況であったとしても。代表的な疾患は認知症となるわけですが、歓喜的な情

動というものを引き上げるようなことは医療だけでは完結しませんが、文化芸術の力と

タッグを組むと、色々な試み、いろんな形でできるんじゃないかということです。患者

さんの笑顔を取り戻すということに繋がっておりますので、大変な効果があると思って

おります。 

 

細井：ありがとうございます。俳優の方は、人を喜ばせたり泣かせたりするのが得意だ

からとプロの役者の方に頼んだ。それを、昔は学校の先生にやってもらっていた話を耳

にしたんですが、その当たりを教えていただけますか。 

 

藤井：一番最初は、高校を退職した国語の女性の先生に来ていただきました。国語の先

生ですので非常に良い話をたくさん持ってきて、図書館からも色々持ってきて、認知症

の患者さんにお話ししてそれなりの効果があるんです。ところがやはり効果が全然ない

ところもあるわけです。この違いは何なのかなと思った時に、やっぱりそこは国語の先

生が読むということに限界みたいなのがあり、プロフェッショナルに情動を持ち上げる、

あるいはいろんな形で引き出すようなことは、役者さんが舞台でやっていることですの

で、それをやる必要性があったということが、前田さんにつないだことの一つなんです。

もう一つ言うならば、実は我々は非常に勘違いをしているんですけども、認知症の患者

さんは物忘れをする、あるいは見当も外れる事ですから、人間で言うと「大脳新皮質」

の働きが衰えているのは間違いないんですが、人間には大脳新皮質の奥に、「大脳辺縁

系」と呼ばれる情動の中枢みたいなところがありますが、そこは衰えてないんです。つ

まり認知症の患者さんのモデルというのは、「新皮質がなくて大脳辺縁系だけがむき出

しになっている」、そういうモデルと考えられるわけです。そのためにはこちらの方の

感情を、言葉を介さないで向こうが受け取ってしまう、あるいはこちらが思いを向ける

と、それだと感じてくれるということになります。その強／弱みたいなものは、なかな

か素人ではできなくて、やっぱりプロフェッショナルな演劇の玄人でないと、そこが出

せないと困りまして、実は認知症の患者さんにはむしろ本物が必要だと、本物のそのよ

うな衝動を引き出してくれるものを認知症の患者さんにあてる時に初めて認知症の患

者さんがその反応をちゃんと返してくれるということではないかというふうに思って

おり、そういう意味では、先ほど提示がありましたイギリスのプロフェッショナルな人

たちが色々関わりを持ってるということと非常に親和性があるなと感じておりました。 
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細井：そこがプロの持つ底力だったわけですね。今日皆さんのところに配られている資

料に藤井先生と前田さんのプロジェクトの報告書も入っていると思います。そのあとが

きに衛さんが文章を書いています。これが「舞台創造事業」と「社会包摂事業」による

新しい価値を生み、螺旋状に進化するという「価値の循環型マーケット」ということで

すね。衛さんにお聞きしてみようと思います。衛さん、お願いいたします。 

 

衛：私、昨日申し上げたんですけども、「変化を数値化する」ということは、私どもと可

児市役所とそれから日本劇団協議会だけが今やっています。これは非常に残念なことで、

社会包摂のプログラムが全国的に非常に広がったのに、どの事業も全部やりっぱなしな

んですね。それによって何が変化したのかというのを数値化し、その数値の「エビデン

ス」、学際的な「定性評価を」出してアーカイブ化することによって日本の文化芸術の

使命、ポジショニングは明らかに変わる。すべての人に、一部の愛好者だけに必要なも

のじゃなくて、全ての人の一生に必要なものになっていく。そのことで、様々な施策、

教育政策、福祉、保健医療、多文化共生、災害、こういう施策に全部文化が繋がってい

く環境を作ることが、私の最終的な目標なんです。それを想定しながら、いま社会包摂

のプログラムをぜひやっていただきたい、というふうに考えています。日本劇団協議会

は当時の佐伯文化部長にお願いして、私ももうほとんど、とにかく社会包摂をやること

によってお客さんも増えるし、資金調達環境も良くなりますよと全国講演してもらって

いたんですけれどもなかなか変わらない。若手や中堅の諸君は「やりたい」って言うん

だけども、役所から退職 1 年で来て 3 年間だけ何事もなかったようにしたい館長さん

は、収入がない仕事はできないんです。確かに補助金などで若干の補填はあるんですけ

ども、50%ほどの補填しか表示されない。半分は自己負担しなきゃいけない。自分がか

つて働いてた市役所からは収支をちゃんとしろと言われているので、じゃあやれないっ

てことになって、結局進まなかったんですよね。 それで部長にお願いして劇団協議会

を通してやるものに関しては 10/10 、旅費謝金をまるごと補助ができるような仕組み

を作って下さい、それにしっかりエビデンスを調査研究して出すようマッチングをさせ

たものを制度の中に入れてもらいました。 

劇団協で調査を仙台富沢病院、演劇情動療法協会の方にヒアリングで行ったんです。

昨年、藤井先生が京都の学会に出ていたときに電話して「数値が欲しい、この成果を政

策に反映させるためには数値がなきゃダメだ」と無理にお願いして、それまでは「通所

している」患者さんが対象だったのを、「入院している」患者さんを対象に数値化をお

願いしました。1 年間で一人当たり 3,200 円の減薬介護費用の抑制が認められたという

答えをいただきました。もちろん藤井先生の病院ですから、薬はもともと極端に減らし

て最低限の薬しか投与してませんから、それでも 3,200 円という数字になったんです。
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しかしですね、2025 年、あと 5 年後、私のような団塊の世代が全部後期高齢者なんで

す。私の世代「団塊の世代」の高齢者が認知症になると厚労省が推定する数字は約 730

万人です。私も 5 年後はどうなっているかわからないんですけども、これも 3,200 円で

単純に掛け算をしますと、これだけで単年度で 233 億 6,000 万の高齢者医療扶助の認

知症の部分だけで削減が可能なんです。毎年年末になると「負担を増やそう給付を減ら

そう」という社会保障に関する本当に不毛な議論が繰り返されています。他に方法はあ

るだろう。こういうことに活用すればほかに方法はあるはずだ。今日は藤井先生から抗

精神薬を使うことによって二次的な合併症が出る。一つは誤嚥性肺炎を発症した場合は、

平均 55 日の入院で 170 万円の医療費がかかる。もう一つが大腿部の骨折です。平均 20

日の入院で 220 万円の医療費がかかる。医療費の医療扶助だけでちょっと積み上げた

ら 233 億どころじゃなくなる 。だったらもっと積極的に医療費を抑制する政策をとる

べきだと、私は思います。厚労省の役人も、厚労族の議員も、こういうことをちゃんと

勉強して欲しいですね。税金の奪い合いじゃなくて、抑制をしよう。そのために何でも

活用しよう。文化芸術はすごく活用できるじゃないか、繋がりを作るために必要なんだ

から、医療だけじゃなくて「健康寿命」を延ばして、疾病を発症してから「手当て」す

るよりも、「予防」するほうがはるかに安くあがる。それからコミュニティーが無くな

ったために、繋がれなくなったために様々な問題が起きてきている。貧困であるとか、

格差であるとか。こういう「繋がりの貧困」から発生するような社会政策的なものもあ

らかじめ早めに手を打つことによって、「文化芸術」によって手を打つことによって、

自治体や国の予算の抑制がおきる。これをちゃんと勉強して欲しい。これを一貫して言

い続けているんですけどなかなか届かない。可児市の市長ぐらいはわかっているけど、

あとはなかなか届かないという状況で非常に困っている。これは生涯、死ぬまでなんと

か届ける戦いを続けるしかないと思っています。前田有作さんは、私が仙台でプロデュ

ーサーしている時、『イヌの仇討ち』というお芝居、宮田慶子という新国立劇場の芸術

監督の演出で役者に使って、私、「有作」としか呼んでないんで「有作さん」も抵抗が

あるんです。90 年代に「神戸シアターワークス」を作って、被災した人たちとか子供た

ちのケアをしようとした時に私は物凄いバッシングを受けました。売名行為であるとか、

あなたほどの名前のある評論家になった人間がこういうことをするのは裏切り行為だ

といわれました。恐らく有作も、仙台のちっちゃい演劇界の中でこういうことを、藤井

先生のお手伝いしようと思ってやろうということに関して、地元の演劇人たちの反応は

微妙だったような気がするんですがどうでしたか。 

 

前田：誰もアクセスしてきませんでした。 

 

衛：相手にされてない。藤井先生もお忙しいし、佐伯先生もお忙しいし、有作も結構い
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ろんなものを掛け持ちで忙しいんですけど、僕はもっと、このエビデンスを全国に発信

することによって新しい 1 ページをめくるようなことが起きればいいなと思っていま

す。医療にできないことで文化芸術ができることがある。もちろん文化芸術には絶対で

きないことで医療ができることがある。それから「健康寿命」を延ばすことによって医

療費をものすごく圧縮できる。健康寿命を伸ばすということは、基本的には繋がりをつ

くることですから、音楽でも演劇でもダンスもできることは劇場が取り組むことなんで

すね。そういうことで「社会包摂」が行政コストを抑制していく。この「循環」が本当

に大事な事。それがいつか「文化芸術は全国民的にみんなに必要なんだ、愛好者だけに

必要なんじゃないんだ」っていう国民的合意を作るのが私の壮大なプランであるんです

けども、そこにたどり着くために、まず今ようやく社会包摂事業が広がってきました。

取り組んでいる人たちがどこに向かおうとしているのか、しっかり気持の中に思って、

今やっている社会包摂事業を遂行し、できればそのエビデンスを出していく。専門家に

頼むとお金もかかるし、時間もかかるんですけども、私どもの「ココロとカラダの健康

広場」という高齢者のワークショップ、引きこもってた高齢者がもう皆さん元気になっ

て表に出て毎週楽しみにしてるとか、あるいは抗がん剤を打った後に病院から ala に駆

けつけてワークショップやってるということがあるんですけども、健康寿命を伸ばすと、

周辺の病院の作業療法士とか様々な療法士など若い人が組んで、私たちのプロジェクト

をちょっとしばらく観察させてくださいと見に来る。どうせ観察するならしっかりエビ

デンスを出してくれ、専門家なんだからわかるはずだということで彼らは今動いてくれ

ています。彼らの一人を、藤井先生と有作のもとに送りました。旅費交通費はうちが出

して「いけ」という形で、見てきてくれと。非常に感動していましたね。何とかしたい、

だから皆さんで社会包摂プログラムをやってるところも専門家に頼むとお金がかかっ

てしまいますので、すぐ近くにそういうことを観察してくださり、またヒアリングなん

かもしてくれる方がいないだろうか、そういう機関がないだろうかと眺めて、そこと手

を組むというのもすごく大事なことじゃないか。いま自分たちがやっていることが、こ

ういう「アウトカム」につながるんだということを何とか導き出すことによって自分た

ちも励まされる。ぜひそういう風に、そういう方向を持っていってほしいと思います。 

 

細井：ありがとうございます。いろんな職能の人を巻き込むコツを教えていただきまし

たね。かたや一方、前田さんはその引き込まれた側の方ですけれども、最初行ったらお

じいちゃんに帰れと言われた。普段、舞台芸術の方なら当然「自身の芸事を磨く」、そ

れを目標としてやってるのに、それを怒られちゃう経験はないというお話を聞きました。

その時の気持ち、「いいのか？これから何でこんな風なことやってんだろう？」という

思いもあったんじゃないかと思うんですけど、そこのあたりを率直に聞かせていただけ

ないでしょうか。 
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前田：はい。あまりにもショッキングだったので、これを何とかしないと俺は生きてい

る価値がないって思ったんです。僕にできるのは芝居だけしかないと思って、後は実家

が風呂屋で、銭湯の息子で、そこは 82 年目なんですけど、それを継いでやっていても

それだけじゃダメな。自分はそれだけじゃ終わりたくないので役者も続けたいと思って、

毎年舞台は「劇団」を作ってやっているんです。でもそれだけ言われたら、自分も劇団

を主宰している立場もあるし、なんとかしないといかんというものもあった。あとは認

知症の方と関わっていくうちにいろんなことを教えてもらえるんです。世間一般に言わ

れている「認知症になったら大脳新皮質がダメになるからもう人間としておしまいなん

だ」と、もう野獣同然なんだみたいな考え方があります。社会的にも差別しても平気だ

って言って、免許を取り上げたりとか平気で行われてます。 YouTube の動画を見ても、

おばあちゃんに対して「おい、おかん、ごはんだぞ、ごはん。」と。「全然駄目です、も

うわかっていません」みたいなビデオを平気で上げていたりするんです。でも、最初は

そういうことなのかなと思って、僕も最初は岸田國士で失敗したので、『手袋を買いに』

とか『泣いた赤鬼』とかそういうやつをやってたんです。でも全然駄目なんですね。『マ

ッチ売りの少女』で人間がちゃんと出てきて、人間の思いやりとか感謝とかそういう気

持ちがあってそれに反応したので、やっぱり人間が出てこないとダメなんだと、そこか

ら探求していく楽しみが増えてきて、小説でもたとえばいわゆる日本でいうと「芥川賞」

みたいな地の文でこう、言葉を編み出して美しい文体とかそういうものではなくて、「直

木賞」みたいなわかりやすい、情動がぶつかり合うような物語の方がいいんだというの

はわかってきたのでそれを試していく。それが自分の演劇センスを磨くことであったり、

行間を読んで役作りということに対してさらに深い発見があったりとか、役者としても、

僕自身がすごい成長できたなと思っていますね。さきほど先生もおっしゃったように、

嘘は通用しないので認知症の人を本当に笑わせたり、泣かすことができたら「やった」

と何か思うんですよ。最初の頃はみんな 5 分もたたないうちに部屋から出てっちゃう

し、ちょっと優しい人は「ちょっとトイレ行くね」って言って戻ってこない。そんな繰

り返しでしたから、その方たちがいま 1 時間ちょっとで終わって、次の週も楽しみにし

ていて、日にち間違えて前の日から待っていたりすんです。なんかそういうのを聞くと

すごく嬉しくて、「役者冥利」に尽きるなって思うんですよね。役者として非常に僕は

今幸せな感じです。 

 

細井：ありがとうございます。そこがやっぱりプロ中のプロが、自己の仕事に矜持を持

って職業として関わっている本気度が違いますよね。そこが「肝」かなという感じがし

ます。 
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衛：カスさんの話にもセーラさんの話にも、ハレオーケストラは 75%の楽団員がこうい

う社会に向きあう仕事をしてることに対して「誇り」を持ってるという話がありました。

セーラさんの話にも誇りを持ってそういう仕事をすることがむしろ対象者に対しての

敬意にもなるという風なことだと思うんですね。残念ながら日本ではですね、その辺り

がまだまだなんですね。だから有作はすごい体験談を話して、僕、彼の芝居最近見てま

せんから役者として良くなったかどうかはわかりません。でも私は信じます。例えば演

奏家たちがオケの演奏家たちが、こんなことやって何なんだ、学校に行って演奏したり

一緒に遊んだり、一緒に給食を食べたりしてこれは何なんだっていうことを思っている

方が多いんですね。特に年の上の方、50 代や 60 代、40 代半ばぐらいから上の演奏家

は。日本演奏家連盟のトップも、日本の演奏家にはそんな暇はないんだ、社会包摂なん

てやっている暇はないんだ、世界をみんな目指してるんだからっていうことを平気で、

統括団体のトップが言うんですよ。ただし希望はあるんです。20 代、30 代の若い演奏

家あるいは若い俳優たちは、自分たちの俳優であったり演奏の存在がどういう風に社会

に受け入れられてるかを、受け入れられるようにその努力してるかっていうことを、す

ごく重要に思うような人間が出てきたんですよね。私は演奏家としても俳優としても、

有作が言うように「奥行き」ができるって言うのが分かる、人間として奥行きがあれば

当然演奏自体も変化するし、演技自体も変化していく。自分のやっていることがどうい

う意味があるんだ、どういう価値があるんだってことも、自分で了解してその仕事に誇

りを持って生きることになる。残念ながらなかなかまだまだアーティストが積極的にや

ろうやろうという環境ではないんですけれども、本当にたくさんの人がアーティスト、

アーツワーカーが「扉」をコンコンと叩いてくれるのをじっと待っているんですよ、本

当に。それは音楽や演劇やダンスの愛好者の何十倍何百倍の数が、子どもから高齢者ま

で、障がい者や失業している人まで含めて、自分の家の扉を、部屋の扉を叩いてくれる

のを待ってる。だから何かしなきゃいけない。本当になんとかしなきゃいけない、と私

は思ってます。 

 

細井：ありがとうございます。今のトピックに関連して同じ質問を、会場にいる先ほど

プレゼンテーションしていただいたジョナサンさんにも聞いてみたいと思います。パラ

オーケストラも同じことじゃないかと思うんです。健常者の方、健常者の楽器弾く方が

「なんで私このパラオーケストラをやんなきゃいけないんだろう」と思う方も中にはい

らっしゃる、もしくはそういうふうに芸術家仲間で言う方もいるんじゃないかと思うん

です。その辺りをちょっとお聞きしてみたいと思います。会場のほうへマイクをお願い

いたします。 

 

（同時通訳） 



85 

ジョナサン：言わんとされていることから、もしも私の話すことが外れていたらおっし

ゃってくださいね。パラオーケストラの演奏者は「障害」があろうとなかろうと彼らは

素晴らしいアートを作りたいから、そこにいるんです。しかし障がいのある人とない人

との違いは、障がいがない演奏者は他のアンサンブルでも演奏ができる可能性が高いん

です。「バリア」を感じられない人達です。障がいのある人が直面しているバリアがな

い人なんです。そして障がいのある人たちはそれによって制限されてしまっています。

でも、障がいのある人ない人も「情熱」は同じです、我々が作っている作品に関してで

す。別に障がいがどうのというのが問題ではなくて、「素晴らしい芸術を作りたい」そ

れが大事なんです。もちろん作れるかどうかは別として「チャレンジする」っていうの

もあります。それを誇りに思っています。良い例ですが、始めた頃のパラオーケストラ

は、障がいのある演奏者のみでした。そして指揮者であるチャールズは、他のアンサン

ブルでの指揮を掛け持ちしていました。その障がいのない指揮者は違うオーケストラに

も居たわけです。そこでは、チャールズが一番上で指揮をしていて「ブリティッシュ・

パラオーケストラ」、前はそういう名前だったんですが、そして障がいの人のアンサン

ブルの名前が 「ARMY of General」というブランド・ネームだったんです。そういう

二つに分かれていたんですが、今年は違いを無くしてパラオーケストラとして一つのア

ンサンブルになりました。障がい者のある人もない人も一緒に演奏しています。分ける

必要もありません。そして正直こうしたパースペクティブで統合された社会こそ望まし

いと思っています。 

 

細井：先ほど衛さんの話の中で「エビデンス」というお話が出てきました。今回藤井先

生たちが観察分析をして定量的、「定量」というのは量で分かるところの評価、例えば

徘徊の回数が減ったとか、先ほど薬の数が減ったという、そういうお話もありました。

それが次の「定性」、性格的、性質的な評価っていうのは、なかなかパッと評価を口に

してこれはすごくいいんだよっていうのが伝えにくいし観察もしにくいことじゃない

かと思うんですが、その辺りでどういうふうにやっているのかご紹介いただけないでし

ょうか。 

 

藤井： 「定量的」の方が非常に受け入れられやすいですね。「定性的」なものを並べて

もそれはエビデンスには近づけないというのが現状だと思います。ところがやはり非常

に「ストーリー性」のある人たちの事例を集めて、そしてその中から読み解けるという

ような部分もきっとあるんだろうと思うんです。ですから必ずしも定量的なものが定性

的なもののより優れていると言う事でもないという部分もあると思うので、このような

事例がどうであったかということは確実に「記述」して、それを「解析」して、今はま

だ定量よりも弱いかもしれないけれども、いろんな考え方が進んでいくといいですね。
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そのような定性的な評価の中に、定量的な評価を超えるような、文化芸術にはそもそも

そういうとこがあると思うんですけども、そのような「価値」が見出された時のために、

そういう情報を取得して送っていくのはとても大切だと思います。と同時に先ほど衛さ

んがお話しされたように「コミュニケーションのネットワーク」が大切であるという話

をして頂いたので、追加の発言になるんですけれど、実は先ほど言った Behavioral and 

Psychological Symptoms of Dementia と言うのは、認知症の患者さんの行動的な心理的

な症状であると規定されているんですけど、果たしてその「規定」は正しいかどうかと

いうことを考えた時に、認知症の患者さんだけが原因で、その症状が全て起こっている

って事ではないということが、我々実際に臨床の現場を見ると非常に強く感じることが

あるんです。例えば、家族あるいは介護の人たちの対応の仕方というものによって、実

は BPSD は非常に「大きくぶれる」ということがある。それを説明するために作った

言葉が Behavioral and Psychological Symptoms of the Caregiver です。 BPSC というも

のが存在していて、それが故に BPSD が増悪したりすることはあり得るし、多いんで

す。分かっていても、まだそのようなプログラムを今は患者さんに対してやっているわ

けです。患者さんも先ほどのテレビのところで話して頂きましたけども、是非患者さん

と患者さんご家族とか、病院であれば患者さんと介護するスタッフとか、そういう人た

ちも一緒にこのプログラムを展開して、それを記述して、あるいは数値化しておくとい

うことによって、この「情動療法」は非常に数値化が難しいかもしれないですけれども、

定性として「このような家族がこのような場合において、このような反応を起こしまし

た」とか、例えば「前田さんのセッションを見て、患者さんが喜んでいるその状況を家

族が見て、お母さんこんなに感激できるんだということでほっとした」とか、そういう

のも非常に良いですし、あるいは前田さんのセッションをやった時、家族と一緒に展開

した時に患者さんは全然反応してないと家族言うんだけども、実はよく観察していると、

これは「定性」なんですが、よく観察していると、実は前田さんのセッションを見て家

族は確かにちょっと難しい喜劇なので、お母さんは全然反応してないという風にその息

子さんは思ってるんだけど、息子さんはよく見て大笑いしてるわけです、その大笑いし

ている息子さんの表情を見て、実はその患者さんがにこっと笑っている。「劇の内容は

理解してないんだけども、その患者さんの家族が笑ってる姿にその患者さんが反応し

た」、こういうものも「定量」としては難しいかもしれないですけど、こういうような

現象を「定性」として重ねておくことが、その次の解析のために非常に役に立つことに

繋がるんではないかでしょうか。 

 

細井：それを何人のチームで観察されているんですか？ 

 

藤井：これは「臨床心理士」が我々の病院にいますので、そういう客観的な「指標」を
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持つ人を、一人ないし二人おいて観察するということを考えております。 

 

衛：今藤井先生がおっしゃったことに近いことが、実はうち（ala）に、「私のあしなが

おじさんプロジェクト for family」というプログラムがありまして、親子・家族を「丸

ごと」招待するんですが、落語に来たお子さんが「あんなに口を開けて、大声で笑って

るお母さん、久しぶりに見ました」という感想を書いているんです。もちろん一人親家

庭ですから、ダブルワーク、トリプルワークで子供に構ってやれない。帰ってきても、

やっぱり本当につらい生活です。一緒に子供を守っているわけです。そのお母さんがい

つもと違って、落語を聞いて、大きな口を開けて笑っていた。本人は小学生ですから、

落語はわかったかどうかわからないです。でも、笑っているお母さんを見て「良かった

な」という風に思える。これは明らかに「化学変化」が親子の間に起きてるのではない

か、という想像ができます。 

 

細井：ありがとうございます。引き続いて、なにやら可児ではさらに「医療機関」とコ

ラボして事業を展開しているというお話があるとちらっと聞いたんですけど。 

 

衛：「東濃高校」という県立高校、「問題校」と言われたいわば普通に「教育困難校」で

す。ここではの退学者が毎年 40 人、私どものプログラムが入る前、5 年間平均で 40 人

ずつ辞めていたのが 仲間づくりのワークショップをやることで、その次の年から 9 人

まで減少したんですね。文科省も非常に注目して、大臣、副大臣とかいろんな方が視察

に来るということになったんです。ある時、「岐阜医療科学大学」が可児に来る。そこ

には名城大学があったんですけども、可児市は見捨てられまして、「都心回帰」で名古

屋の方に戻ってしまった。その跡地に岐阜医療科学大学、看護学部と薬学部が来年度か

ら動き始めるんですけれども、市長の方から、医療科学大学であの東濃高校での手法を

活かさないか。これからの看護師、介護をする人は地域介護、地域医療というものに携

わるうえで医療の知識だけじゃダメだ、医療の知識だけ持っていても役に立たん。人と

どういう風に向かいあうか、コミュニケーションするか。「コミュニケーション」は言

葉だけじゃなくて、態度も含めてどういう風に関わるかによって、医療環境あるいは介

護環境、家族も含めてある近隣も含めて医療環境を変えるものなんで、それを整える能

力を持った看護師さんの存在が必要であると。また病院を出た後を担う薬剤師さんに対

して「引き継ぎ」ができてないケースが非常に多いんです。コミュニケーション能力不

足のために。ですので、そういうような「人」を育てることに特化するため 2 年時、3

年時は看護学部の学生と薬学部の生徒をシャッフルして、いくつかのチームを作って、

東濃高校でやったようなコミュニケーション・ワークショップを 2 年間やろうというこ

となって、具体的には再来年度の 4 月から動き始めます。私とか文学座の西川信廣とか
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文学座の俳優さん、それからうちのミュージカルの方で歌唱指導をよくやってくださる

人間とか、いろんな人間が寄ってたかって、誰かとつながるためのワークショップをや

ることによって、医療環境、介護環境を劇的に良くしていこう、そのことによって患者

さんの治療を進めてもらおう、介護を進めてもらおうということで、それが一応決まっ

ています。東濃高校をきっかけに、岐阜県教育委員会と文学座が提携して、今年度は 12

校、来年度は 15 校で演劇ワークショップが行われるようになるんです。しかもほぼい

わば「問題校、底辺校」と言われてるところと「定時制」をカバーします。「定時制高

校」、ここには外国人の親御さん達や貧困等々で若い時に学校教育を受けられなかった

方が通ってますので、そこにマッチした学校プログラムをやろうということになってい

ます。今の教育で頭のいい子をたくさん一生懸命育てて、学力を伸ばして大都市の大学

に送り込んでも可児には戻ってこないんです。だからそういう投資は無駄が多いです。

それよりも問題校の子どもたちが「ドロップアウト」しないでしっかり高校を卒業すれ

ば、地元の中小企業に就職して、恋愛をして、家族を持って「納税者」になってくれる

し、社会保障の負担者になってくれる。そうすると、およそ 30 年間で、私どもがワー

クショップをやって「30 人の中途退学を減らした」ということで、国、自治体に収めら

れる 30 人の租税としておよそ「24 億 8,000 万円の税収」が、彼らから自治体と国に向

けられるわけです。それをやらないと 4 人に 1 人は「無業者」になる。中卒だと社会保

障の自由者生活保護の受給者になってしまう。差し引きで考えたらおそらく逆に「25 億

円近い社会保障費による損失」になるだろう。これは大損失になるだろう。そういうこ

とを考えると、「教育面」においてにも文化芸術はものすごい力を発揮するということ

だと思っています。ジョナサンさん、セーラさんやカスさんの（音楽団体の）話をお聞

きして、僕は若干、日本のオーケストラや音楽団体がちょっと「足踏みしている」って

言うことを非常に残念に思っています。演劇の方とかダンスの方は非常に画期的な手法

を開発し、様々なスキルを持った人たちが現れてきていますけども、音楽の人はまだや

っぱりちょっとそういうふうに踏み込めない。「それが何の役に立つんだ」というよう

な考えがオケやなんかにはあります。日本のオーケストラの今の経営不振は、いつか潰

れるだろう、いくつか潰れるだろうと言われているのは、音楽活動そのものに支援する

ということが「新自由主義経済の中での株主資本主義、つまり株主の了解」が得られな

くなっているんです。本来は自分の懐に配分されるべきお金ですから。株主にとっては、

それがなんだかよくわからない「文化支援」にお金が出たということで、非常に資金繰

りが苦しくなっています。私どもと関わっている「新日本フィル」は 3 年間続けて赤字

です。これもどうしようもない状態です。私はその「処方箋」として何かを考えたいと。

私は演奏活動のファンドレイジングと、もう一つ社会包摂型のプログラムをやるための

別会計を作るべきと思っています。「そういうもんなら出す」っていう社長はいくらで

もいるんですよ。「オーケストラ支援」は株主に反対されるけども、「フィランソロフィ
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ー（利他的活動や奉仕的活動、慈善活動）」なら出せる、出すと思う。同じ主張があれ

ば、社長は会計を設けてそこにしっかり活動資金をプールしてやっていけば、オーケス

トラも持ち直せると思っています。それだけの力は音楽にはあるはずなんです。ちょっ

と話しはズレましたけれども、私は今そんなこと思っています 。 

 

細井：はい。ありがとうございます。まだまだ色々な話を聞きたいところだったんです

が、時間の方が押して参りまして、セッションⅡの方はここまでにしたいと思います。

最後の総括セッションでは、会場の皆さんからパネリストの方に聞いてみたいことの質

問状なども書いていただいておりますし、その場でも、今聞きたかったことを交えなが

らいろいろお聞きしていきたいと思います。それでは事務局の方にいったんマイクをお

返しします。 
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総括セッション

「２日間の総括セッション」

【パネラー】
セーラ・ジー 芸術文化組織コンサルティング会社

インディゴ社業務執行役員
／スピタルフィールズ・ミュージック代表幹事

カス・ラッセル ハレ管弦楽団 資金調達部 部長
ジョナサン・ハーパー パラオーケストラ＆フレンズ ＣＥＯ／

エグゼクティブプロデユーサー
中村美亜 九州大学大学院芸術工学研究院淮教授（芸術社会学）／

ソーシャルアートラボ副ラボ長
衛 紀生 可児市文化創造センター館長兼劇場総監督

【コーディネーター】
細井昭男 ＮＰＯ法人世界劇場会議名古屋理事
山出文男 ＮＰＯ法人世界劇場会議名古屋副理事

細井：それでは、二日間の総括セッションを開始したいと思います。このセッションの
進め方ですが、会場からの質問をいただいておりますので、その中から二つぐらいお伺
いしようかなと思っておりますので、よろしくお願いします。

山出（質問）：では、まずセーラさんにお伺いします。音楽ワークショップ・リーダーを
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養成していることが出たと思いますが、日本だと養成というとすぐ「教育」だというふ

うに結びつき、あまりいいイメージは持たれません。実際にどういうプログラムで、音

楽ワークショップ・リーダーを養成しているのか、研修のやり方のことを教えてくださ

い。 

 

セーラ：わかりました。私自身もミュージック・ホールそれから音楽学校でも教育を受

けました。そこで私自身、認識していた事があります。それは、そこで受けていたトレ

ーニングというのは常に「いかにいい演奏家になるか」についての教育であったのだと

いうことです。常に「質」を求める教育、ソロで活動するための教育を受けていました。

実際にはオーケストラ・メンバーとして仕事をしていたにも関わらず、です。ソロより

もオーケストラ・メンバーの方が芸術的評価が低い訳ですが、オーケストラで働いてい

た時でも、ソロでどうやって生きて行くかということを教えてもらっていました。マネ

ジメントについてはそこまで教えてもらっていなかったですね。「マネジメント側に移

る」というのは、選択肢としては優先順位が低いんです。教えることができなければ経

営の方に移りましょうという選択肢になっていました。イギリスで音楽学校に行く学生

たちは、ワークショップを率いていったり、教えたりすることについてはあまり長けて

いません。ですからこのワークショップでは、教室で歌を歌うエクササイズとか、ある

いは体を打楽器のように使うワークショップについて教えています。または子どもたち

に演奏することを通して「人生」とは何かを教えるというようなワークショップについ

てのトレーニングもしています。しかしながら、音楽家というのはそもそもそういった

「（人生を）語る、教える」のが苦手で、なかなかうまくできないのです。逆に、学校

の先生たちは「音楽を使って何か教える」という事があまりうまくできません。ですか

ら、先生という専門家と音楽家という専門家がいて、その両方でスキルを交換できるよ

うな場を作っています。教室に一緒に座って、そして先生たちが音楽家に自信をつけさ

せ、一緒にリハーサルをするという場を作っています。ですので、我々のトレーニング

のクラスでは、フルタイムではありませんが、一年間 2～3 日単位で集中的に行うトレ

ーニングを行っています。そしてその間で「理論ベース」の活動もしていますし、様々

な「学習スタイル」を使っています。「ゲーム」を使って学ぶこともあります。小さい

子から認知症の方に至るまで老若男女いろんな方と活動ができるような様々なスタイ

ルを学びます。それから講座の中で、ワークショップのリーダーからも指導を受けます。

誤ったことがあれば彼らから教えてもらうということです。その中で自分たちが教わっ

たことを自分で実践するという場もあります。そして一年が終わると、自信もついてス

キルもつくということです。このセクターの中ではかなり確立された方法になっていま

す。スピタルフィールド・ミュージックのトレーニングプログラムというのは高い評価

を得てきました。そしてこのスキルはとても変重要なことだと思っています。個人的に



92 

 

こういったことはやはり音楽学の中や大学で教えるべきことだと思っていますが、往々

にして大学ではそういったことは教育されていません。最近もあるセッションを行って

いて思いました。私が音楽大学で学生だった時、常に練習をするというよりは、私はア

ートギャラリーとか美術館に行っていました。グラスゴーとかに行って、これから演奏

する歌や曲に関してインスピレーションを受けていました。グラスゴーの美術館はほん

とに美しい建物で、私が勉強していた場所から 5 分ぐらいのところにあったんですけど

も、そこで建物を眺めることもありました。それがインスピレーションを与えてくれる

からです。ですが、そういったことは学校では促されていませんでした。常に完璧に演

奏するということだけを教えられていました。もっとオールラウンドな個性をそこで育

成するというよりも、完璧な演奏が求められていたんです。そこで失われるものも多々

あったと思います。というのも、芸術において常に卓越性、完璧さというものが求めら

れていて、しかしながら個人として総合的に優れた人物を作ることには力を入れてなか

ったからです。 

 

山出（質問）：先ほど衛さんの発言にもありましたけども、日本でもほとんど同じで、オ

ーケストラの特に上の方の人、昔の方たちは自分の技量を上げることに精いっぱいだっ

た。そこに力を入れていますので、「社会包摂」にはそこまで関心がなかったのですけ

ども、最近の若い人にはそういったことに関心を持つ人も出てきたっていうところです

ね。カスさんがお話したいみたいなので、カスさんどうぞ 

 

カス：はい、セーラさんがおっしゃったことに補足ですけれど、ハレオーケストラでは

新・旧の楽団員を組み合わせています。非常に若くて情熱的な演奏家もいますが、その

オーケストラで中核的なコミュニティー教育プログラムというのは、多くの場合、キャ

リアの確立した年齢の高い演奏家が携わっています。それは彼らに「自負」があるから

だと思います。自分の演奏家としての役割についても、また指揮者や経営者に関しても、

自分たちの培ってきたスキルに自信を持っているからだと思います。そしておそらく、

これから世界を股にかけるようなソロ演奏家になることはもうないということを理解

しながら、自分のキャリアを確立していく自信を持っているのだと思います。先ほどプ

レゼンの中でも言及したんですけども、だからこそ彼らはこういったプログラムに携わ

っていくことを決めたのだと思います。音楽とのつながり、それから音楽家になった理

由などを考え、それを伝えるために参画しているのだと思います。演奏家の多くは音楽

に携わった最初の経験というのはワークショップに参加したり、コンサートにいった時

であったと思います。初めてそういった音楽を体験して、それは今でもいかに自分にイ

ンパクトを与えたかということを覚えているのだと思います。それによって自分たちが

音楽家になったということを覚えているからこそ、それを引き継いでいきたい、次の世
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代に渡していきたいと考えています。そしてその時、そういった感覚がどういったもの

だったか、どんなインパクトだったのかというのを自分たちも改めて追体験しているの

だと思います。そういった状況を、とりわけ若い演奏家が感じていることを非常にうれ

しく思います。そこでこのような仕事をするには「エネルギー」そして「情熱」が必要

だと思いますが、よりキャリアの確立されたプレイヤーと若い演奏家、非常に現代的な

考え方とエネルギーがある人たち、その二つを組み合わせることが一番良い結果を生み

出すコンビネーションだと思います。そしてご参考になるかどうかわかりませんが、

我々がかなり力を入れているのは、オーケストラ内に「アンバサダー（親善大使）」を

作ることです。3～4 名の演奏家で今やっている取り組みを信じて、他の演奏家を連れ

てきてくれます。彼らがプロモーションもやってくれますので、我々はやらなくていい

んです。彼らが同僚に話をしてくれます。おそらく、セッションに演奏家を連れてきた

り、その試みに勢いをつけたりするのはとても大変だと思います。このようにしてまで

教育に関与する「価値」とは何なのか、それが問題です。しかし皆さん、今苦労なさっ

ているのであれば、勇気づけたいがために申し上げますが、2～3 名の（志ある）音楽家

を組織内に見つけてください。皆さんが何をしたいのかをちゃんと分かっている人たち

を見つけてください。そうなりますと「ピア・プレッシャー」が非常に役に立つ戦術に

なると思います。周りの同僚からのプレッシャーです。 

 

細井：「ゲスト・アンバサダー」ですね。組織づくりでそういう役職を充てるというや

り方もあるんですね。 

 

山出（質問）：ただエネルギーをもって「情熱家であれ」ってことは、その人たちはすぐ

疲れてしまうということになるのではないのかなと思います。日本の場合でも、昔から

元気のある公立ホールが、人が変わることによって元気がなくなるだとか、多分情熱が

なくなるだとか、使い果たして、疲れ切ってしまうなどなど、個人レベルの情熱に左右

されていることが多く、それがちゃんとマニュアル化されていないとか、ロジック化さ

れていないというか、そういう事の弊害が起きてきたと思うんですね。それで今、社会

包摂プログラムの実施では、入念なリサーチと丁寧な人間関係づくりが必須だと感じて

いるのですが、一方で日本の劇場の現在の業界では「指定管理者制度」で予算も人も不

足しています。その中で、豊かなプログラムを実施するために働き手にも容易にアイデ

アが発揮できる環境を作っていくにはどうしたらいいのか、というのをお聞きします。 

 

衛：今の話を全員に答えろというのは無理です。外国のパネラーの皆さんは、日本の「指

定管理者制度」はわかんないですし。あのこれ、昨日私が盛んに言ってきたんですけど、

マーケティングの原則は「B to B」「B to C」から「B with C」「B with B」に変わってき
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ている。 これは私が個人的に言っているわけではなくて、経営戦略の専門家が言って

いることでなんですけども、ハーバード・ビジネス・レビューで擁護しています。つま

り「誰かと組む」べきなんだと。劇場の中で「自己完結」しようとするからいけないの

です。あるいは団体だけで「自己完結」しようとするからいけないのです。それでは「発

展性」がないのと同時に「発信性」もない。自分たちの中だけで「あぁ、いいことやっ

たね」で終わっちゃう。世の中にはリサーチャーがいるわけですから、そことどう組む

かというわけです。あるいは昨日お話しましたように、「障がい者芸術推進法」ができ

たんですが、ただ障がいを持っている方に芸術を提供する場を作るだけで終わってしま

っている非常にダメな法律で、障がいの持っている方たちの生活課題は「孤立と孤独」、

それから将来的な「経済的不安」。しかしながら、これらを解消するのは福祉施設の仕

事からはちょっと離れてしまう。だったらそういう事を実現できる機関と「手」を結ぶ。

「文化芸術の場」に参加することによって、彼らの生活課題にアプローチするさまざま

な関係づくりをして、そういう機関と共同することでその生活課題を解決していく。 

リサーチャーは、本当は「行政」が担うのが一番いいんですけどね、我々は行政から、

フリースクールに通っている子どもの存在、それから引きこもりになっているニートの

存在を知らせてほしいんだけど教えてもらえない、動けないんだよね、彼らも。ならば、

NPO が一番良いでしょうね、組むのならば。お互いに「使命」を共有し、ミッション

と目的、そして手法も共有して「手」を結ぶ、ということをやるべきです。今まではだ

いたい芸術団体は芸術団体の中だけで自己完結しようとしてきた。劇場なら劇場の中だ

けで自己完結、これはもう絶対だめです。絶対だめ。むしろ自分たちの可能性を後退さ

せているとしか思えないですね。「どこ」と組むのか、「誰」と組むのか、「どういう風

に」組むのかということを考えて。それこそ言っていましたけど「コレクティブ・イン

パクト（集合的効果）」という、どういうところと手を組んで、「インパクト」を「変化」

を生み出すのかというのがあって、そこを戦略的に考えていってほしいです。 

 

細井：ありがとうございます。そうしましたら、今の話を受けましてパネリストの方全

員にこれから順番にお聞きしていこうと思います。この 2 日間のセッションの中のトピ

ックで特に印象に残ったこと、また話を聞いていて、こういうことを伺いたいという質

問でも構いません。そういったことをお一人ずつ順番に聞いていこうと思います。それ

では舞台上手、藤井先生からお願いします。 

 

藤井：私は今日のセッションの中で、ジョナサンが学んだことというところでいろいろ

な項目がありましたけれど、非常に心に沁みる言葉がありました。それは「Small action 

better than  discussion」。というのは我々何かいろんなことを考えたり、こうしたら良

いじゃないかって思うんですけれど、それを実際にやるかやらないかなんですね。やる
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ことによっていろいろな局面が開かれていく可能性がありますので、「とにかくやって

みる」ということが大切だということを今まさしくジョナサンの話の中で感じました。

実は今日、私の知人も会場にいらしています。医療法人青木会の杉本さん。杉本さんに

このような「社会包摂的」な、「社会的な処方箋」のようなことを伝えましたら、是非

自分もやりたいということをおっしゃってました。杉本さんはもともと佐渡の出身で、

『鼓童』という世界的に有名な太鼓の集団があるんですね。その集団の力を是非このパ

ーキンソンの患者さんに使ってみたいということで、早速、ただやるとなるとものすご

く労力もいりますしお金もかかります。そこで病院に対してどういう風に説明したんで

すかと聞きますと、個人の寄付「パーソナル・ドネーション」なんだというんですね。

それは個人個人の考え方なんですけども「これがいい」、「是非やりたい」といったとき

に、誰かを集めてやるのもあるんですが、できるのであれば自分のネットワークを使い、

「パーソナル・ドネーション」を使って一つのプログラムを行うと、その結果としてア

ウトカムが非常にいいものであれば、その段階で今度はさらにいろいろ助けてくれる人

とか、いろんな方面の方が現れるということで、非常に私は協力しているんですけども、

そのように「small action」 というのが「endless discussion」よりも非常にいいもので

あると、これについてですね、ジョナサンにもう一度お話していただければと思うので

すがいかがでしょうか。 

 

細井：それでは、ジョナサン、よろしくお願いします。 

 

ジョナサン：そうですね。「small action をとる」。これがとても大事なことだといつも

思うんです。私自身、10 年間でいろいろなミーティングに関わってきました。アート

とか文化とか、それから私はマーケティングがバックグラウンドにあるので、数々の長

期的な企画にも携わりました。芸術監督はその劇場での「プログラム」のことはとても

大事に考えますが、あまり「観客」のことを考えてない。ですので、小さい事をなかな

か話すことができませんでした。これまでのパラオーケストラでも、「small action」は

色々ありました。例えば印刷されるプログラムの中で。この「世界劇場会議」のプログ

ラム冊子にもあります。ある公演で通常、視覚障がい者の方向けに文字の大きなプログ

ラムが用意されます。普通の小さい文字のプログラムも用意しました。ある公演では複

数のプリントヴァージョンのプログラムを考えました。これがこういう演目ですよ、音

楽家いますよと。その時、ボディッチさんという、彼女は視覚障がいではありませんが、

でもある障がいを持っている振付師がいました。彼女は突然立ち上がって、「一部だけ

でいいんじゃない、一種類だけでいいんじゃない。全部文字大きくしちゃえばいいのよ」

と言ったわけです。私はマーケティングに二十歳の時からずっと関わってもいましたけ

れども、一度もそういうふうに考えたことがありませんでした。これでずいぶんお金の
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節約にもなるはずだと、その時思いました。小さいことなんですけれど、いろいろな公

演をあちこちでやると、みんなプログラムを大事にしますよね。そのためついアーティ

スティックなプログラムを作らなきゃと思うんですけれども、「一種類だけでいいです、

文字を大きくしてください」って言うとみんな、何か寿命を伸ばす秘訣でも教えられた

かのように皆さんが驚くんです。要はそういう小さい事が「助け」になるんだというこ

となんです。いっぺんに全部変えようとするとやはり居心地が悪いんで、それはなかな

か出来ません。考えたことを全部作り直すとなると大変です。でもオーケストラが、た

った一人でも障がい者を雇わないっていうのを聞くと本当にびっくりしてしまいます。

私たち 30 人の障がいを持っている音楽家と一緒にやっています。なぜ一人も雇えない

んでしょう。なぜそれが難しいんでしょうか。彼らは皆、音楽的にも秀でた才能を持っ

ている素晴らしい演奏者であると。「ビジュアルアーツスペース」、それもやはり障がい

を持っているアーティストが一人もいないと、なぜそうなってしまうんでしょうか。ア

ーティストの中でこのテーマに合致している人の中に、障がいがある人が全くいないと

いうことなのでしょうか。いつもいつも私はその点に驚かされます。小さなステップを

取ることを私たち躊躇してしまっていますが、とにかくそんな大変じゃないので、行っ

てみましょうといつも言っています。 

 

細井：ありがとうございます。それでは次に中村先生にお話をお願いします。 

 

中村：言い残したことっていう話だったので、皆さんのことを聞いていて追加したい話

がありました。スライドを用意しております。なかなか変わらないということに関して

は、私はいつもそうだな、なかなか変わらないなと同意しつつも、それでもやっぱり世

の中は変わっていると思っているので、ちょっと楽観的です。というのはジョナサンが

今日、今朝の話しの中で、オーケストラには 100 年前「男」しかいなかった、しかもヨ

ーロッパ人しかいなかったって話があったじゃないですか。ほんの 20 年前、「ウィー

ン・フィル」に女性のアーティストを入れるか入れないかで大問題だったんですよ。だ

けど今そんなこと議論する人誰もいないじゃないですか。あとちょっと前は、「ブラッ

ク」の人をオーケストラに入れるかどうかとかですね、それからアジア人を入れるかど

うかも大問題だったんです。でもそれはなくなっているじゃないですか。そもそも障が

いとアートの話なんて当時しなかったですよね。こういう場があるっていうのもすごく

変わってきたと思いますし、私の身近なところで言うと、こんなところで「LGBT」の

名前が何回も出てくるなんて全然考えられなかったですよ。しかも、私がここにいるっ

てこと自体、すごい不思議な感じなんですけれども、世の中変わるなぁって思います。

でもそれってホントに「少しずつ」の積み重ねだと思います。ちょっとスライドの 2 枚

目の方を先に見せていただけますか。私は「価値」のお話をずっとしているんですけど
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も、価値ってどうやって生まれてくるのかって考えていたんですけれど。変わってくる

こと自体が要するに「価値」ができていくことなんですけども、デイビット・プレイバ

ーという文化人類学者が、それまでの文化人類学の知見を総合して、どうやって価値が

生まれるのかを論じているものがあります。そこでは 3 つのことを言っています。一つ

は経済的な価値。これはもう解ると思うんですけれども、「交換」のことです。 

例えば、ここにある水のボトルとペンを交換するだとか。水のボトルとお金を交換す

るだとか。何と何が一緒かということで成り立つのが「経済的価値」です。それから 2

つ目は「社会的価値」というので、これは社会が、みんなが、「これはいいことだ」と

認めることで価値がある。例えば朝、皆さん「おはようございます」って言うと思うん

ですけども、これは誰も決めていないのに、おはようございますと言うのはいいことだ

とみんなやっています。例えば、コンサートや演劇を見た後にみんな拍手をしますよね。

あれって何をやっているかというと、「ありがとう」とか、「よかったよ」」というので

拍手をしていますよね。それがあって、それは価値のあるものになるわけですよ。実は

世の中いろいろなところで感謝をするとか、「ありがとう」とかそういうことを言うと

いうことによって「価値」というものが生まれてくるわけです。3 つ目は「差異」とい

う価値で、これは「何かと何かが違う」ことによって価値をつける。例えば今受験シー

ズン、入社シーズンで入試とか就職活動とか始まっていますけども、面接をして誰かと

誰かどっちか一人しか入ることができないといったときに、こっちよりこっちのがよさ

そうだというふうに価値づけることが「最適価値」ということになるんですね。それで

私たちはどうしてもこの 3 つ目の「最適価値」と 1 つ目の「経済的価値」というのがと

ても分かりやすいのでそこばっかり考えているのだけども、でも実はそこで「これって

大切だよね」っていう「社会的価値」が生まれてくるんです。これ結構忘れがちだと思

うんです。そうやって考えると障がいがある人がオーケストラに入るだとか、演劇のプ

ロが病院に行ってなんかやるとかっていうのも、最初は「なんだ？」と疑問に思ってい

ても、やりだせば「これ大事だよね」って思えば、変わってくるんだと思いますね。や

っぱりそういう事をみんなで作っていくことが重要なんじゃないかと思います。それで

もう 1 枚だけスライドを紹介しましょう。文化と芸術について日本では 2001 年でした

っけ、「文化芸術振興基本法」というのができて、最近名前が変わって「文化芸術基本

法」になったんですけども、名前がよくわからなくてみんなごちゃごちゃになっている

のですけども、本来「文化」というものは「何かをすること」というよりは、「そこに

あるもの」なんですよ。よく説明されるのは、「人々の共有」や「生活様式」という風

に提示されます。それが「文化」だっていうわけですね。それでわかった気になるんで

すけど、これをもうちょっとかみ砕いて考えていくと何が大切にされているのかとか、

何が何より大事にされているのかだとかという一連の「暗黙の了解事項」というふうに

考えることができます。つまり、「何を大切にしているのかを共有しているかどうか」
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が、すなわち「私たちが互いに分かり合う人同士なのかそうでないのか」ということで

す。行動様式、生活様式というのは、例えば舞台の上でいきなり寝転んだりするのはよ

ろしくないとするのがあったとして、これは行動様式としてそれはどうしてそうなるか

っていうと、それはみんなで「暗黙の了解事項」とされ「常識」となっているからなん

ですね。そういうものが「文化」なわけなんです。芸術活動というのは文化的なリソー

スを使いながらこれまで見えなかったものとか、大事にしているものだとか、あるいは

誰かが頑張っているだとかとして、見えない価値というのを見せるようになってくるも

のなわけなんですけども、ということは芸術活動というのは実は「文化を耕しているん

だ」という風にも捉えられんですね。「文化」って変わらないって言っているんですけ

ども、実はその文化芸術的なものを使いながら私たちがいろいろ「する」ことによって、

だんだん「文化」というのは変わっていく。だから障がいのある人と何かするとか、

LGBT の人と何かをするとかいうのをやりながら「それいいよね」というのが生まれて

いって「文化」は耕され変わっていくんです。そしてこういう循環をとにかく作ってい

くんだってことを、コツコツコツコツ諦めずにやり、あと何か知恵を絞ってですね、さ

っきジョナサンや衛さんがおっしゃってましたけど、いろんな人がとにかく「手」を組

んで少しづつでも動かしていく、ということに尽きる。それによって世の中ちゃんと変

わっていくということで楽観的にやっていきましょうというお話でした。 

 

細井：ありがとうございます。今日のまとめのようなお話を聞いちゃって、この後今更

細かいことを聞くのは心苦しいのですが、中村先生のプレゼンテーションの「プロセス

評価」のくだりで、「セオリー評価」と「狭義のプロセス評価」があるということがあ

りましたが、ちょっと私わかりにくかったんですね。具体的にどういう事かなというこ

とがわからなかったので、もしいろんな事例の話なんかが出てきた中で、これっていう

のがこのことにあたるんだよっていうのをもうちょっと解説していただけないでしょ

うか。 

 

中村：皆さんが一般に事業をやっていく中で事業がうまくいっているかどうかってチェ

ックしていることが、おそらく「狭義のプロセス評価」にあたるんだと思います。それ

はどういうことかというと、「ちゃんと計画したとおりに物事が動いているかどうかと

か、効率よくやっているか、無駄を出していないか」とか、そういうのがいわゆる「狭

義のプロセス評価」だと思うんですけど、それにプラスして「セオリー評価」というの

が重要だと考えています。セオリー評価というのは言葉が難しいんですけど、なんてこ

とはなくて、「今やっていることがちゃんと目的に向かっているかどうかをチェックす

る」というのがセオリー評価です。そもそも最初に企画をする段階で、どういうアウト

カムを想定するかどうかが凄く大事です。これが日本の文化事業でされていないのが結
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構大きな問題だという風に思っております。ありがちなのがイベントをします、演劇の

公演を何回しますとか、ここで何百人のホールで何百人入れますとか、お客が入るイベ

ントをやりますとかそういうのが「目的化」してるんですが、それは実は目的ではなく

て単にやることなんですよね。で、公的なお金でやる場合は最初の目的を「これをやる

ことによって社会はどうなるか」ということを考えてそれを目的にしないといけない。

それがないのに事業やりますは、公的な事業になっていないと思います。もちろん私的

なお金でやりますとか、自分で好きでやるということなら全然かまわないんですけども、

公的なお金でやるのであればそこはしっかり考える必要がある。プレゼンで言いました

が、必ずしも目的はすぐには達成できないかもしれないですが、これを続けていくこと

でこうなるんじゃないかというのを考えて設定していくことが「目的」になるんじゃな

いかと思います。そこで、それに向かって自分たちがうまくちゃんとやれているか、だ

から予定外のことが起きたときに、どうやって対処しようというときに、こっちのが楽

だからするとか、誰かが大きい声でこっちをやれって言ってるからするのではなくて、

そもそも自分の目的に向かってやれているのかどうかをチェックするのが「セオリー評

価」というもんなんですね。そのセオリー評価を常に事業のポイントポイントでやって

いけばうまくいくと思うんですけどね。そういう話です。「評価」というと仰々しく聞

こえるかと思うんですけども、そういうちゃんとイメージを持ってやれるかどうかとい

うそういう話です。 

 

細井：ありがとうございます。目的を持ってやってみれば、まず軽く一歩踏み出してみ

ようよと楽観的にとらえさせていただきます。それでは次にカスさんに、今までの話に

関連してもいいですし、全く違ってもいいです。2 日間で印象に残ったことでもいいで

すし、もしくは誰かに聞いてみたいことでもいいですのでお聞きしたいと思います。カ

スさんお願いいたします。 

 

カス：ありがとうございます。ちょっと振り返ってみます。3 つほど感じたことがあり

ますので皆さんと共有したいと思います。まず最初に、様々な方がここにいらっしゃる

ということに感謝です。パネリストも聴講者も、多くの方がいらっしゃることに感動い

たしました。英国に非常に前向きなメッセージを持ち帰ることができると思っています。

お医者さん、教授、またファンド・レイジングをしている方からのお話を伺って、非常

に勇気づけられるメッセージを頂いたと思います。それから代表理事の方、マーケティ

ングの方、多くの方から様々なお話を頂いて非常に感銘を受けました。そしてそこには、

本当に幅広いトピックが示されていました。イギリスでは自分たちのセクターの中だけ

で振り返りすぎる（自己完結する）ところがあります。そして何か意思決定するときに

も、自分たちは国に関わる大きな意思決定をしていると考えがちですが、世界から見れ
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ば、私たちのいる小さなセクターの中での意思決定ででしかありません。ですから、イ

ンパクトをもっと自分のセクターから拡大していきたいと思っています。認知症の方だ

ったり、孤立している若者だったり、それから少年犯罪者との取り組みをしているわけ

ですが、そこには非常に深刻な問題も孕んでいます。専門家の方の関与によってもっと

効果的な活動になるとも考えています。芸術の実践家として、私たちはもっとアドバイ

スや手助けそして連携をもっともっと広いセクターでやっていくべきだと思いました。

そしてこのコラボレーションがこの可児・埼玉を合わせて４日間の会議で行われたと思

いますし、ほんとにそれは素晴らしいことだと思います。これがまず１つ目です。 

２つ目に、私の国での状況について、島国なんですけども、外からその状況を学べま

した。セーラさんとは長く付き合いがありますが、ジョナサンさんとは 1 週間前にお会

いしたばかりでした。その出会いから私が知っていたことについても、もっと考え直す

必要があると、そのいい機会であると思いました。この会議を基にして新しいアイデア

を持ち帰ることができると思います。イギリスですでに効果的になっていることをもっ

と進めることができると思います。それからリーズと日本双方で、若者の取り組みがあ

りましたけれども、ここでその発展に向けて少し私も協力できたことが私に誇りを与え

てくれましたし、またこれからイギリスに戻ったら、もっと前向きな気持ちでここの会

議で話したことについて展開していければと思っています。ですので、ここで会議をす

ることによってたくさん振り返ることができましたし、イギリスで行ってきたプロジェ

クトについても考え直すことができましたので、皆さんもお忙しいと思いますが、皆さ

んにとってもそうやって振り返る機会になっていれば幸いです。 

そして最後に、この会議でずっと考えていたのが、衛さんのような方が英国にいらし

たらいいな、という点です。「芸術」をあらゆる人に親しみをもって感じて欲しいと思

っているので、それを成し遂げることができるバイタリティのある人がいればいいなと

思っています。いま現在、文化芸術セクターは大きなプレッシャーを抱えています。そ

して英国ではいろいろな「芸術形態」によって制約があったり、「場所」によって予算

や資金の調達に関してもいろいろな制約があります。その中でも我々みんなが、達成で

きることは達成しようと頑張っているわけです。全く「非現実的」であると思うことも

あったり、「非生産的」であろうと思われることもあります。ですが、そう考えて逡巡

する事が、イギリスでも事業の遂行を阻んでいるとも言えます。イギリスで、例えば今

週よく話に出ていたのは、我々の学校における文化芸術の教育をこれから削減していく

という事でした。これからの子供たちは「楽器」を使う機会が減っていくということが

議論になっています。カリキュラムとしてこれから文化芸術を減らしていく、フリース

クールのセクターでそういう動きが起こってくるという話があります。これが文化芸術

団体に対して大きなインパクトを与えています。もしこの問題についてきちんと対応し

ていかなければもっともっと悪化していくと思います。こういったところに、衛さん是
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非来ていただいて手助けしていただければと思うんです。国の中でも適切な話し合いを

して解決策を出していきたいと思っています。文化団体だけではなく様々なセクターを

巻き込んで解決策を出していければと思っています。そしてイギリスにおける様々なギ

ャップに取り組んでいきたいと思っています。これは深刻に考えるべき問題かと思いま

す。中村先生すいません。非常に「楽観的」なお話からかなり「悲観的」な話にしてし

まいました。私は普段、こういう性格ではないのですが、今回のセッションから非常に

感銘を受けたからだと思います。皆さまが議論してもいいと、こういう問題に対して大

人の会話をしてもいい、と思っていらっしゃるのに感銘したんだと思います。イギリス

ではこういうことを、それをもっと頻繁にすることで学べると思います。ありがとうご

ざいます。インスピレーションをいただきました。 

 

細井：非常にいい話だったと思います。私たちは河合さんの報告にもあったように「リ

ーズ・プレイハウス」の事業なんかを見て、イギリスにたくさん学ばなきゃと思ってい

るわけですけども、カスさんから逆に日本のプロジェクトなんかを見ると、ああこうい

う展開があるのかといって気づきがあったということをいっていただけると、非常に勇

気が湧きますね。 

そんな話の中で衛さんにかなりエールがあったので、ここで衛さんに全体に触れて話を

してもらおうと思います。今の話の感想でもいいですよ、せっかくエールをいただいた

んですし。 

 

衛：もう歳ですから、イギリスには行きませんけれども。やっぱり中村先生もおっしゃ

いましたけども、時系列に輪切りすると、90 年代半ばから 2000 年、2010 年、2020 年

と確実に状況が変わってきているのは、もう現場で実感しています。こんなにも変わる

かっていうぐらい変化していると思います。ただ同時に若干もどかしさもあります。

遅々としてなかなか進まないんで。我々の世代はあきらめが悪いのが特徴ですので、あ

きらめないでコツコツやってきたな、というふうに自分でも思っています。ただ、やっ

ぱりいろんなことを日々いろんな方から学んでいる、学ばないと本当の時代遅れになっ

てしまう。なんでゆっくりとしか変わんないのかというと、おそらくですが、これジョ

ン・メイナード・ケインズの言葉ですが、「人間が一番難しいのは＜新しい考えを受け

入れること＞ではない、＜古い考えを捨てること＞だ」という言葉があります。やっぱ

り古い考えを捨てられないんだろうと思いますよ、アーティストも含めて。例えば、今

私は丸亀で劇場を作るお手伝いをしています。2～3 人から 10 人位までの人に集まって

いただいて、市民の皆さんに「車座集会」で、いろんなニーズをどんなニーズがあるん

だっていう事を、毎月 4 泊 5 日で丸亀へ行ってお話しています。自分たちは文化に関係

のないと思っている人たちのところへこそ、でかけていこうとしていまして、そのプロ
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ジェクトの中で丸亀のフリースクール、生涯学習センターの中にあるんですけど、学校

にいけない子たちが通うにはあまりにも薄暗い、通いたいと思えないだろうなと思う雰

囲気でして、まあ、劇場の中にフリースクールを作ろう。ボランティアやアーティスト、

劇場職員たちと交わるなかで、交流するなかで、「社会的相続」を起こしていこうじゃ

ないかという考えと、それからお話しした市民の方のなかにですね、将来は「薬局を持

たないメンタルヘルスの診療所」を作りたいって言っている 30 代後半の起業家の方が

いて、私は、あぁ、じゃあ劇場にそういうメンタルヘルスの診療所を作ろうよと提案し

ています。薬局を持たないってことが大事なことなんですよ。藤井先生から同じ話があ

りましたが、「向精神薬」を就学前の児童に投与し始めるが、今の医療の悪い面です。

暗黒の面です。しかも警察と学校と保健所が連携して、普通でない、普通って何なんだ

と思うんですけど、ちょっと違った行動を起こす子を病院に連行して薬を飲ませ始めて

いくということが、今普通に起こっているんですよ。皆さん知っていますか、私は、そ

の子たちたちのことを「化学的なロボトミー」といっていますが、まあ、おとなしくな

るんですね。脳にメスを入れる手術が昔ありましたけども、それではその子たちは本当

に人間の尊厳が守られない、当然。こういうことを含めたいろんなことを防いだり守っ

たりするための、そういうための「劇場」だよっていうのを発信するために、薬局を持

たないメンタルヘルスの診療所を持とうという話をしています。これは実は「常識」か

らは大きく外れています。古い考えを捨てられるか、ということでいうとおそらくです

が、確実に丸亀市議会から反対を受けます。可児市長は OK！なんでもやってください、

といわれるんですけども、市議会からは反対を受けます。その意味では、やっぱり彼ら

は変われないんだ、古い考えを捨てることができないんだ、劇場とは、ホールとは、こ

んなもんなんだという考えから一歩も出られないという哀れな人たちだと私は思って

います。どんな形であっても、人がそこで癒されるものだったら、機能するのだったら、

劇場はどんなでもいいんだっていうのが私の考えです。それに沿って、可児市文化創造

センターala の改革に 13 年前から取り組み始めましたし、当然摩擦もありました。バト

ルもありました。様々なものがありますけれど、やっぱり古い考えを捨てて新しい考え

方を受け入れるということを始めるときにこそ、摩擦は起きてくる。それを覚悟の上で

「一歩を踏み出す、半歩でも踏み出す」という事ではないのかなと思います。 

 

細井：ありがとうございます。そしたら今の話に関連してでもいいですし、また違う事

でもいいので、順番を元に戻してジョナサンに聞いてみたいと思います。印象に残った

こと、もしくは質問してみたいことありましたらよろしくお願いします。 

 

ジョナサン：日本でのここ 2 日間で「未来」のことを考えると非常にわくわくするよう

になりました。今もわくわくしています。今まで語られたこと、それは病院における活
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動であっても、巨大なオーケストラが長きにわたって存在していますが、よりよい社会

のバージョンを作ろうとしている。そしてスピタルフィールズにおける教育としての活

動、そして「音楽」が忘れられません。中村先生の「otto & orab」ですか、本当にわく

わくすることが起きています。本当にすごいと思います。私も非常にポジティブだと感

じています。そして私の考えですが、ちょっと自分でもわかっていないかもしれません

が、昨日のディスカッションであったのですが、芸術の形態に関して、まだ芸術の形態

に縛られているのでしょうか。昨日の終わりの方だったと思うんですが、多くの場合、

芸術の形態は情緒に流されるようになっているようです。特に上演において、演劇、音

楽、ビジュアルアーツの観客のほんの一部の人たちは、それを取引ベース（費用対効果？）

でチケットを買います。ですが若年層や高齢者層はより気まぐれでそのようなものに引

き付けられません。そこで、このようなギャップを埋めていくために、芸術における今

までのやり方、例えばクラシックは 9 月から 6 月までがシーズンであったりというよ

うな伝統的なやり方ではなくて、これからは芸術プログラムによって、今まではリーチ

できなかったような人たちに必要な時に必要なだけリーチできるようなものを作って

いく、そういうことのメリットを考えることがとてもモダンな感じで、今本当に必要な

ものだと思います。チャレンジングですが、私たち全員にとっての課題は、若い人たち

が皆「クリエイティビティーの爆撃」にあっているという事実です。彼らは多くの時間

をオンライン上で、インターネット上で、you tube 上で、ソーシャルメディア上で、SNS

上で過ごしています。もちろん対価を支払って芸術的な経験をしていますが、それは望

ましいものではないかもしれません。ポップスのコンサートに行っているのかもしれま

せんし、あるいはアーケードに行ったりしているかもしれません。私たちは週末の間に、

東京で「チーム・ラボ」を見ました。これは確かにアートのようではあるんですが、い

や明らかにアートなんだと思うのですが。そして若い人でいっぱいでした。本当に満員

でした、毎日人でいっぱいだと聞きました。本当にすごく儲かっているんだろうなと思

いました。ですが、私の感覚では、それはアートではないと思いました。私がやるなら

ああはやりません。いわゆる我々が定義付けした「過去のアート」ではないという意味

です。「アミューズメント・パーク」です。楽しむところです。そしてインタラクショ

ンの場所です。お金を払える人であれば誰でも楽しむことができます。過去において、

私達はかなりトップダウンで「上から目線」でアートとは何なのかを定義づけていたと

思います。しかし、これから将来、それをあきらめるべきであると思うんです。建物ベ

ース（劇場）の組織で働いているのであれば、それを捨てなくてはいけません。若い人

たちは 1 日 10 時間もインターネットで過ごしています。そして１時間だけ建物（劇場）

の中で過ごしているのかもしれません。一年間で１時間なのかもしれません。そのチャ

レンジを解決しなければなりません。しかし今までのディスカッションの中ではそれを

してこなかったように感じます。 
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細井：ありがとうございます。ジョナサンの話を聞いていると哲学者の話を聞いている

かのような感銘を受けます。それは「新しい概念」を疑って掛かれよと言っているわけ

ですよね。それはそういう風に決めつけしまっている現在に対して、これを聞いた皆は

もっと「常識」という枠を外さないといけないんじゃないのかというエールを送ってい

るように聞こえました。それでは続いてセーラさんに同じことを聞いてみたいと思いま

す。今の話に関連しても関連していなくてもかまいません。印象に残ったこと、もしく

は聞いてみたいことをお願いします。 

 

セーラ：ありがとうございます。いくつか思うことがあります。一つは私たち 3 人が午

前中に話していたことです。観客の性質がどう変わってきているか、私達が「観客」と

いうと、パフォーミング・アーツの世界では私たちのやっていることの「ファン」で、

会場にやって来る人、いつもチケットを買ってくれる人、もちろん中には無料プログラ

ムもあるのでしょうけど、そういう人達のことだと私たちは思っています。そのように

して私たちと観客は関係を構築しています。でも今は全く違う世界で私たちは活動して

いるわけです。私たちの組織のあるいは私たちのアートのファンになる人たちもいます

けれども、それだけでなくオンラインで関わってファンになってくれる人もいるわけで

す。私たちの公演でチケットを買ってくれないけどファンになってくれる人もいるんで

す。例えばサッカーチームを考えてみてください。カスさんはマンチェスター出身です

ので、何百万何千万の人たちが世界中で「マンチェスター・ユナイテッド」のファンだ

という人がいます。ところがマンチェスター・ユナイテッドのサッカーの試合を生で見

たことがあると言うファンの人数を数えてみると、ファンだという人たちのほんのわず

かな人たちなんです。 

アーツでも、もしかしたら私たちの劇場にやってくることはない、コンサートホール

に行くことはない、でも、私たちがオンラインに投稿するビデオを見る人達、あるいは、

誰かが書いた講評を読んでファンになってくれている人達がいる。今現在は繋がる方法

がないけれど、そういう領域の人たちのことも考えるべきだと思います。私たちファン

ドレイザーとしては、ファンだと言ってくれる人たち、その人たちとの関係も構築する

方法を考えなければなりません。もし望めば、私たちはもちろん望んでいるわけですけ

れども、何とかその人たちに私たちのやっていることをサポートしてもらうことを考え

なければならないと思うんです。我々がやっている事に対するそのインスピレーション

というのは、この 2 人が言ったように、自分の専門分野外から得られることが多いんで

す。なので、事業をやっている人たちとか、他のチャリティーの人ですとか、公的部門

の人たちのアイデアを聞くのがとても好きなんです。そのアイデアをどう別のコンテク

ストにうまく当てはめて、アートにどう使っていくことができるんだろうかと。やはり
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あの「新しいアイデア」でも、その目的を変化させて使っていくことができるのだと思

います。どうやって人々とつながり続けるのか、常に色々な刺激を与え続けるか、実は

お話を聞きながら、コンピューターにメモを書いておりました。私たちは職業を選んで、

そこで仕事します。その分野が好きだからその仕事をするわけです。私たちがアートの

世界に関わったのは学生時代から好きだったからで、結果的にそれをプロの職業として

選びました。但し、何かの職能に秀でているとすればより高いポジションに、例えば「マ

ネージャー」に昇進していきます。つまり好きなことからちょっと引き離されてしまう。

そして一番うまくできることからも少し離れてしまうわけです。となるとマネージャー

としてちゃんと才能を発揮できるように訓練してかないと「間違った処方箋」が出来上

がってしまいます。ファンドレイザーとかマーケティングに長けている人たち、すごい

ですね、でも「あなたは大変そういうことに長けていますが、これから先はこの組織を

運営してください。り方は教えません。これまでの仕事がよくできていたからきっとこ

れもできるでしょ。」なんて言ったって駄目なんです。おそらくは今の日本にも当ては

まることだと思うんですけれども、やはり「アーツの経営」をちゃんと教えるというこ

とが必要だと思います。だからこうやって情報共有が必要ですし、これは公的教育でや

ることもできるでしょう。先生の下で教わることもできるし、あるいはビジネスで修士

号を取ることもできるでしょう。あるいはインフォーマルなネットワーク、例えばこう

いう場で会った人達を通して独学で学ぶこともできます。連絡を取り続けましょうねと

言って年に 2～3 回は会ってそれまでどんなことがあったか、情報を共有する。そして

本当に真摯にこれをうまくいったよ。これはちょっと問題だったなと、アドバイスをも

らえますかと、今これをやっているんだけどうまくいってないからちょっと教えてと、

そういう風にしてトレーニングができると思います。例えばイギリスでも 6 人ぐらいの

グループが定期的に集まって、色々な課題について話し合います。誰かがこういう問題

があるんだけどと言うと、6 人で話し合ってそしてみんなで解決策、アイデアを出し合

うというようなやり方があります。それからイギリスではこんなことも言っています。

誰かを仕事に採用したらその人たちの態度、あるいは価値観を見て採用すれば、スキル

は後からいくらでもついてくるものと考えます。仕事のやり方は知らなくてもいいけれ

ども、その仕事をやるべきタイプの人間でなければならないと。それはファンドレイジ

ングにも言えることです。カスさんも同じ考え方だと思います。ファンドレイザーは人

が好きでなければなりません。人が好きじゃない、人と話なんかしたくない、話をする

興味もないと、そういう考え方の人だとファンドレイジングはうまくいきません。です

ので「態度、考え方」が正しい人たちを雇いなさい。でも、雇うんだったらあなたと同

じタイプの人を雇ってはならない。それではまるで「鏡」と話をしているようなものに

なってしまいます。同じ考えを持っている人だったら、賛成、賛成でまったく新しいも

のが出てきません。ですので大事なのは、違うタイプの人間を一つのグループに入れる
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ということです。その障がいであれ、ジェンダーであれ、性的思考であれ、社会的階級

であれ、皆が皆、同じ背景を持ってて、全く同じタイプの人間の集まりであれば、「考

え方」もみんな一緒です。一緒に仕事をする仲間には、絶対に考え方の違う人間を入れ

なければ何も変わりません。私達も少しずつそうなっているように思います。私たちは

まだ遅いのかもしれません。早く早くとジリジリなってしまいます。でも今、少しずつ

そうなっているようにも思います。私の最初の上司は、これ結果的には良かったと思う

んですが、うまく運営するにあたってのヒントは「あなたより賢い人たちが言うことに

従うこと」だと、その後、その人たちのアイデアを盗んで、まるで自分が考えた出した

ようにすればいいんだ、と言いました。他にもいくつかあります。ジョナサンもカスさ

んも「違う」言葉で「同じ」事を言ったと思います。家から遠く離れるということで、

いろいろ考えるきっかけになります。私たち 3 人、自分たちの組織について色々と話を

したり、これまでのキャリアの話をしたりしましたが、お互いから学ぶことがたくさん

ありました。皆さんから学んだだけではなく、お互いに学ぶことができました。そして

こうして日本へ戻ってくることができて、私はとてもうれしく思います。日本が大好き

なんです。私たちは皆、インターバルを取って、こうやって一度止まって考えるという

ことが必要なんだと思います。そしてどこか違うところからインスピレーションをもら

う必要があると思います。「会議」に行くというのも一つのやり方です。または「TED 

TALKS （Technology Entertainment Design）」を見るのもいいかもしれません。「本」

を読むのもいいかもしれません。そうやって「自分に時間を投資する」ということが大

変重要だと思います。私はそれがうまくできていないからこそ、そう言っています。で

すから、私もそうやって覚えておかなければいけないと思っています。 

それからもう一つの提案は、ここにいらっしゃる方は、何らかの形でアーティストと

して活動されているのだと思います。ですので、「創造性にも投資する」必要があると

思います。昨日お話しましたが、私はフレンチホルンの演奏者でした。音楽学校を卒業

してから 20 年経ちましたが全く演奏していません。ずっとケースに入ったままです。

5 年前にバーミンガムで大きな図書館が開設されました。催し物のために 100 人もの金

管楽器の演奏者を探していました。私の友人が、楽器弾いていたことあるんだから弾い

てみたら、と私に言うのです。でも 20 年もやってないから無理だと私は言いました。

でも友人が演奏者の採用担当をしていたので、私をその演奏者の一人として選びました。

そこでまた思い出したんです。なぜ私が音楽に携わっているのかを、です。コンサート

とか、演劇とか、ダンスとか、映像作品にも携わってきましたが、なぜ携わってきたの

かを思い出しました。そしていままで受動的に観客として楽しんできたんですけれども、

いかにステージに立った時のスリルがあるかということを忘れていたんです。壇上に上

がったら緊張してしまいました。ですが、終わった後に大きな達成感が出てきたんです。

昨年の 6 月、チャイコフスキーの曲「第 5 協奏曲」を演奏しました。オケにはフレンチ
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ホルンの女性ソロ奏者で非常に有名な人がいました。私が音楽大学に入っていた時に金

管楽器の学部の先生にこれをやってもいいかと聞いたんですね。そしたら女性の演奏者

はダメだと言われました。そんなトレーニングをしてあげても結局は子供を産むんだか

ら、そういったトレーニングは女性にはさせない。男性にしかそういうトレーニングは

しないんだと言われました。でも今でも私はまだ子どもはいません。当時は、スタンデ

ィング・オベーションをもらうということは男性がしてもらうものだと思っていたわけ

です。そういった考え方が当時あったとはいえ、それを変えてきたことが大事だと思い

ます。そして勇気を持つということ、そして「失敗」を恐れないということが重要です。

間違った方向に進んだプロジェクトの方が、学びが多くあります。「チーム・ラボ」で

も言っていたんですが、楽しむことが重要です。芸術というのは楽しいからこそ皆さん

携わっていらっしゃるわけですよね。真剣になりすぎるべきではないと思います。ジョ

ナサンの話にもありましたが、東京に滞在中の週末「チーム・ラボ」に行ったんですけ

れども、子どもの時の気持ちを思い出しました。フロアで泳ぐような、水の中で泳ぐよ

うな感覚で、プロジェクターで、すぐそこで魚が泳ぐようなゲームもありました。そこ

で童心を思い出すことができました。もう一つ最後に言いたいのが、私たち時差ボケも

あってなかなか眠るのが大変だったんですが、十分な睡眠をとるというのも大事なこと

だと思います。これを最後に皆さんにお伝えしたいと思います。本当に睡眠不足になり

がちだと思うんですが、睡眠はとっても大事なんです。睡眠をとれば何でもできます。 

 

細井：セーラさんの話の中に、「いろんな人を巻き込んで繋がってやっていこうよ、そ

うすればうまくいくから」というお話があったと思うですけども、ぜひ私たちも会場を

巻き込んで繋がっていきたいと思うんですけども、意見ある方は、声を上げていただい

て構いません。皆さんの意見を待ちながら、私から細かいことを聞いてみようと思いま

す。栗林さんのプレゼンテーションの中で、彼女は「子ども食堂」といいまして、なか

なかご飯が食べられない子供たちのためにご飯を提供するというプロジェクトをやっ

ていて、全国へ「こういう風にやっていくといいんだよ」というのをアピールしたら、

なんと数年の間に 4,000 か所にもなって、日本において一大ムーブメントになったとい

うのが一つあるんですね。それっていうのはお母さんたちが「これくらいのことだった

ら、私たちにも簡単にできるわ」 という風にハードルが低いんだよというのを見せてあ

げたというところが、非常に上手なところがあったのだと思います。また、子どもたち

を「To see you, at last プロジェクト」に参加させるのに、初めは「え～」と言って敬遠

していた子を「新幹線に乗れるよ、旅行に行けるよ」とか、そういうのを日本語の表現

で「人参をぶら下げる」というんですけども、モチベーションになることを示してあげ

たら、少しずつ物事が動いていったなんてことがありました。それを栗林さんに補足し

ていただきながら、このことをセーラさんに聞いてみようと思います。 
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栗林：「人参」はぶら下げましたけども、子どもたちが「やりたい」、「行きたい」という

気持ちを応援しました。無理矢理にっていうのは、結果的に本当は行きたくないんだと

か、好きで来たんじゃないんだとかって事って日本の子どもたちに多いと思うんですね。

親の価値観でレールを敷いてしまうような、本人の価値観にならないような事はいつも

起こっています。 

子供たちが関心のあることを、子供に近い学生とかが常にキャッチしてそのキャッチし

たものを、チャンスがあればチャンスを繋げていくっていうのは、大人が関われば実現

できるかなと思っています。今の若者は、ゲームでしかコミュニケーションが取れない

子にとってはゲームは必要だと思う一方で、そういうものに時間を多く費やしてしまい、

人とのコミュニケーションの中で学ぶもの、そういった時間が少なくなってしまってい

る子供たちの現状に対しては凄いジレンマがあるんですけども、その辺についてご意見

いただけたらと思います。 

 

ジョナサン：私の考えではアートとは、「人」を集める、惹きつける、素晴らしいチャン

スがあると思います。「チーム・ラボ」ですが人を集めるイベントのように感じました。

人々がやりたいことをもとに、人を集めています。「需要と供給」です。チーム・ラボ

は商業的な施設かと思います。そしてある時点ではファンドレイジングをしていたのじ

ゃないでしょうか。もう外部から調達する必要はないんじゃないでしょうか、憶測です

が。若い大人から子供でいっぱいでした。みんな携帯電話を持って、全員その瞬間を捕

えようと、友達と共有しようとしていました。私もソーシャルメディアを通してたくさ

ん共有しました。しかし、その本質はアートでした。感動するものでした。そして高揚

感がありました。セーラも言っていたように「遊び心」がありました。そしてインパク

トを残しました。瞬間、瞬間、瞑想できるような気分もありました。クラシックのコン

サートのような感じです。そして 90 分間、人々が同じ空間で何か魔法的なものを一緒

に楽しんでいる、自分の家庭ではできない経験をしているという感じでした。プロジェ

クトに非常に似ていると思います。可児とリーズの間のプロジェクトとも似ていると思

います。人を集めて一緒に魔法的なものを作ったコラボレーションでという感じです。

時と場合によってそのことを忘れがちです。そして取引ベースのアートのようなものを

提供してしまいます。チケットの予約をして、シェイクスピアの劇をご覧になりません

かと。楽しまれるかもしれません。楽しくないかもしれません。楽しくなかったら忘れ

るのかもしれません。楽しかったら人に語るかもしれません。ですが、それは私にとっ

ては「古いモデル」だと思います 。 

 

細井：セーラさんお願いします。 
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セーラ：最近、仲の良い友人となったイギリスのゲーム業界で仕事をしている方がいま

す。彼の観点としては、文化がいかに「ゲーム」のインタラクションを持つかという観

点です。コンピューターゲームのことを考えると、人を殺したり、非常に速い車で町を

暴走したり、人を轢いたりと、非常に暴力的な表現があります。私はそのような仕事は

魅力的だとは思いません。しかし彼のポイントとしては「ゲーム」の本質とは、もちろ

んこれらは日本からも多くのものが来ていますし日本はゲームのエキスパートですが、

ゲームとは「遊びごごろ」が重要であると。一緒に集まって、協力をして、ゲームをし

ていく。例えば人と「チーム・ラボ」に行く、あるいは世界中の人とバーチャルで交え

てゲームを一緒にする。「フェイス・トウ・フェイス」では会えないかもしれないけれ

ど、同じゲームを遊んでいて競争する。若い人にとってはしばしば「文化」としてやっ

ています。私は心配になります。そういう人たちがコンサートホールや劇場に来て、座

り心地の悪い椅子に座って、室温の高いホールで正装をして、暗い中で座り続けてくれ

るなんて本当にしてくれるのか。我々のやっていることは彼らにとっては意味のあるも

のじゃないんだろうかと思ってしまうんです。そこで我々も順応しなくてはなりません。

アートの「質」は可能な限りに最高でなくてはならないのですが、違うことも考えなく

てはなりません。今やっていることを全部変えて新しいモデルにしろと言っているので

はありません。そうすると今の観客を失います。しかし時間と共に変わらなければなり

ません。多くの友人からインスピレーションをもらいました。遊びに関して、ゲームに

関して。そして文化において何が重要であるのかに関して学びました。「文化を楽しむ」

といった意味です。ジョナサンの言っている「文化はあなたにとっていいものです。ち

ょっと居心地は悪いかもしれないけれどそこに座っていて、自分にとっていいものなん

だから」という押しつけですね。本当は「自分の魂に灯を灯すものである」ということ

が重要だと思います。そういうことを「チーム・ラボ」から学ぶことができると思いま

す。そしてゲームからも学ぶことができると思います。いつか将来のフォーラムにゲー

ムの友人のイアンに来てもらいましょうか。彼に話をしてもらうとどうでしょう？彼の

ゲームの見方は、私のゲームに対する考え方を根本から変えました。そして多分、皆さ

んも変わるんじゃないかなと思います。 

 

細井：カスさんも話をしたそうですで、カスさんお願いします。そのあとに衛さんに話

をまとめてもらいますので。まずはカスさんにお願いします。 

 

カス：私も、ジョナサンとセーラが話していたテーマに関して続けて話をしたいと思い

ます。ただ、若干違う側面から話したいと思います。私がキャリアの中で色々な経験を

してきましたが、「チーム・ラボ」のワクワクするクリエイティビティーは、排他的で
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はないことなんです。アートの環境としては、我々が芸術家として考えるものだけじゃ

ないんです。もう少しうまく説明したいと思います。歴史を振り返りますと、芸術、科

学、テクノロジーは共に手を取り合って色々な分野で成功を収めています。レオナルド・

ダ・ヴィンチの様な人ですが、彼は人体を理解し、医学を理解し、何世紀も前の話です

が、彼の創造性は筋肉がどうやって機能するのか、どうやって筋肉の絵を描いて身体の

配置を表すのかを想像し、そして憶え間違いでなければ、これがわれわれの近代医学の

理解の基礎となっているのだと思います。私も数多くの非常にテクニカルな科学ベース

の人と話をしてきました。時と場合によっては、「ファンデーションアーツ・アンド・

クリエイティブ・テクノロジー」という組織で働いていたのですが、そこではセーラが

話していたような人が、文化芸術を非常にデジタルな背景から取り組んでいます。そし

てアーティストと共にワクワクするものを作り出しています。二つの分野の頭脳が協力

していろいろな機械を生み出していました。別々であれば作れないようなものを、です。

最近エンジニアとも仕事をしてきました。「コールベースミル」において、重機を使っ

て働いている人達にアーティストとプロジェクトを行う機会を与えたのですが、二つの

エネルギーが混じりあい、非常にポジティブな作品ができました。大事なのは担当を分

けたり、区分を作ってはいけないのです。誰もがアーティストになれるわけではありま

せん。誰もがアーティストだったら困難な世界になると思います、面白いかもしれませ

んがね。私達は理解しなければなりません。クリエイティビティーとはどのような職業

であっても「基礎」になると、自分がクリエイティブであればあるほど何をやっていて

も結果はよくなります。そこで繰り返しになりますが、若い人を劇場、コンサートホー

ル、あるいは画廊に連れてきた場合、全ての若者がアーティストになると考えてはいけ

ません。しかし真の価値とは、誰もが創造性に対して前向きな理解をすることです。考

え方を広げ心を開くことができれば、創造力を持ち、それを発揮できれば、何をやろう

とも、スキルが何であろうとも、より多くのことが達成できると思います。それが私の

意見です。そして「チーム・ラボ」は非常にいい例だと思います。素晴らしい科学者、

アーティストが協力していました。非常にわくわくするものでした。 

 

細井：ありがとうございます。「チーム・ラボ」に関連して３人から興奮気味にお話し

ていただき、かつ、それが舞台芸術の本質的な価値につながっているんだという、それ

をまとめにしていいほどのお話をしてもらいました。そんな流れの中で、衛さんに締め

ていただきたいと思います。来年度以降の抱負なども交えてお話していただけたらと思

います。 

 

衛：可児セッションの時、現在同志社大学経済学部大学院の教授で、まもなく退官され

て今度は金沢大学の教授になられる佐々木さんが、鳥取の米子から朝早く駆けつけてく
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れました。一日目をしっかり聞いてくださって、終わってから彼が言うには「本当はこ

ういうのは自分たちがやんなきゃいけないんだよね」という風におっしゃっていました。

あ、漸くわかってきたかと思いました。彼とは古い友人で一緒に研究もした仲なんです

が、本来ならばこうしたセッションで、経済学、経営学、社会学、医療などに関しては

「社会益学」の研究者と話をするのが一番近道なんですけど、そういう方々が「世界劇

場会議」に今まであまり関心を持ってくれなかったので、私は一種の達成感を感じまし

た。それと毎年やっているんですが、劇作家の平田オリザさんと私とで、ゲストスピー

カーを呼んで「街を元気にする処方箋」というプログラムをやっています。昨年は経済

学の専門家である同志社大学の八木先生をお呼びして、テーマとして「幸福って何なん

だろう」ってことを振りました。経済学者に幸福とは何かを考えてほしいという、これ

は世界的には当たり前に考えられているんですから、八木先生考えなきゃだめだよって

振りました。そこで経済学者の彼がとても良いことを、音楽教育の中で、おそらくセー

ラさんはご存じだと思いますが、「ポリフォニー理論」というものがあるということを。

合唱だと隣の歌い手たちの音をよく聴かなければハーモニーはできない。オーケストラ

では隣のパートの楽器の音をよく聴かなければハーモニーはできない、というのがポリ

フォニー理論らしいです。彼が作った言葉で「ポリフォニック協奏を共に作る」という

言葉。共に作ることによって、相手の言うことをお互いによく聞くことによって、新し

い価値を作っていくってことは実は「幸せ」なんだと彼は言っていました。とても示唆

深い言葉で、私たちが文化芸術で、あるいは劇場でやっている事とは、まさに「ポリフ

ォニック協奏」なんじゃないかと。誰かの言うことをしっかり聞いて、何か新しい価値

を作っていくってことを日々やっているんじゃないかという風に思いました。で、今回

の「世界劇場会議」では一貫して、いわゆる「エビデンス」がどういう形になっている

のか、私たちがやっている仕事の「健全な社会」を作るための一条の光として、我々が

やっていることが、教育にも、福祉にも、保健医療にも、多文化共生にも、災害のため

の政策にも全部被ってくるのではないかということで、「日本版社会的処方箋」という

考え方を提起しました。そのために科学的なインパクト測定をちゃんとした方がいい。

それに対しての定性評価もしっかりとつけなくてはいけない。でなければ自治体や国、

特に財務を説得できない。今までは説得しないできたんですよ。なんの根拠もなしに予

算を要求していたんだと私は思います。これからはそうじゃない時代に入らなければい

けない。私たちも変わらなきゃいけないと思います。 

 実は今、数日後から新国立劇場において私どもアーラとリーズ・プレイハウスとの共

同制作のお芝居が始まります。12 月にリーズでの稽古に行きましたけども、その時に

芸術監督のジェームス・ブライニングが来てですね、リーズ・プレイハウスは伝統的に

「社会包摂型」の劇場なんだけどもさらに前に進めたい。そこで「社会的処方箋」を視

野に入れた劇場として深化させようというのが前日の幹部会で決まったという話でし
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た。私はこの共同制作の日本公演が終わったら、3 月に英国公演があるんですけど、そ

れが終わったらしばらくリーズ・プレイハウスと縁が切れるのかなとちょっと思ってい

たんですけど、これからはまたジェームスと、どういう風に足並みを揃えて英国と日本

でそういう劇場を実現していくかということで、具体的な交流が起きてくるんだろうな

と思っているんですが、そのジェームスを、来年度は何とか可児に招きたいと思ってい

ます。彼がどうしてそういう風に感じたのか、そう感じざるを得ないような社会環境が

今のイギリスにはあるのか。私どもは私どもでやらなきゃ駄目だと、こういうことをや

らなければ財政の負担は増えるばかりですし、結局は社会的な「弱者」と言われている

人たちが切り捨てられる社会になっていくというふうに私は思っていて、その辺りでジ

ェームスの話も聞きたいと思っていますし、それからですね、いわば根拠、エビデンス

をつくるために、私どもは SROI という方法で数値化していますけども、それ以外に

「仮想評価法」だといろんな方法があるそうなので、どんな方法でもいいからエビデン

スを出してしている研究機関の研究者を二人ぐらい日本へ招きたいということでセー

ラさんにコーディネートをお願いしています。ですので、来年度は特に日本側のスピー

カーの方もそういう研究をして具体的に現場で評価をしている、特に「文化」の評価を

している人にパネリストになっていただいて、もう一歩前に進めよう。こういうエビデ

ンスが必要なんだというメッセージを出そうという算段をしています。それでしか「政

治」って動かないんですよ、残念ながら。とてもいいことをやっていますって言ったっ

て動かないんです。こういう風に変化が起こります、数値化するとこうです。学際的な

定性評価するとこういうことが起こっているんですっていうことを説明しなければい

けない。報告しなければいけない。提示しなければいけないのでそういうような会議を

来年度はしていきたいと思っています。 

 

細井：ありがとうございます。まだまだ色んなお話を聞いていたいところなんですけど

も、お時間がきてしまいました。ここで、この二日間の総括を振り返って NPO 法人世

界劇場会議・理事長の下斗米隆が行いますのでよろしくお願いいたします。 

 

下斗米：二日間、本当に皆さんありがとうございました。今ここで総括というよりは今

回のこの「世界劇場会議国際フォーラム 2020」の言ってみればテーマの確認というこ

とで、一つお話をさせてください。名古屋でこのフォーラムをはじめてからもう 20 年

以上経ち、可児では 6 年目、埼玉では 3 年目です。 

今回は「文化芸術と社会包摂その社会的価値をとらえなおす」と言うテーマでした。

このテーマを決めた時の私たちの気持ちとしては、「社会包摂」は劇場ないしは芸術団

体というものが持っている芸術的使命とともに大切な社会的使命、「社会包摂活動」っ

て大事なんだよということを何度も言ってきて、さきほど衛さんからも話がありました
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がずいぶん広がってまいりました。ただ問題なのは、肝心要の「やればいいんでしょ」

的な、つまり社会包摂活動が手段ではなく目的化しているのではないかというような危

惧がすごくあったんです。社会包摂活動するっていうことはファンドレイズのための目

的ではありません、これは社会を健全化する手段です。衛さんが何回も、何回も言って

きました。大きいグランドデザインがあって、そのグランドデザインの実現をするため

に「社会包摂活動」をするんだっていうのを、これをもう一回肝に銘じてもらいたいっ

ていうのが、今回の大きいテーマです。皆さんおっしゃっていたことですけども、小さ

なことをとにかくきちんと目標を立てて、すぐ来年実現できるわけではないけども、一

つずつ積み重ねていくっていう作業を皆さんとともにこれから頑張ってやっていきた

いと思います。 

 

細井：それではパネリストの皆さん並びに会場の皆さんに大きな拍手をお願いいたしま

す。ありがとうございました。これで「世界劇場会議 国際フォーラム 2020」を終了

します。お気をつけてお帰りください。ご来場ありがとうございました。 

 




