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障害者アートに対する大学生の意識について
－作者の所属情報の有無が評価に与える影響－

A study of the impact of the presence or absence of information
as a painter with disabilities

加 茂 川

Ⅰ．問題と目的

文＊ ・ 有

川

宏

幸

いる。
」と紹介している。障害者アートは，展覧会
など美術分野で障害のある人が表現し，制作した造
2014年1月20日，日本は「障害者の権利に関する
形作品を「アウトサイダー・アート（Outsider-Art）」
条約」
（
「略称：障害者権利条約」）を批准した。こ 「アートブリュット（Art-Brut）」，あるいは「エイ
の条約批准に至るまでにさまざまな法整備や制度改
ブルアート（Able-Art）」などの呼称も使われ，総
革を行い，日本でも共生社会への意識がより高まっ
称的に「障害者アート」と呼ばれているようである。
ている。
障害者の芸術活動が活発化するということは，そ
共生社会の実現に向けて，1960年以降今日まで，
の作品に触れる機会も増えてくると思われる。
実際，
健常者の持つ障害者に対する意識や態度についての
マスメディアを通じて作品が紹介されることも増え
研究は数多く行われている。生川（1995）は，障害
ている。しかしながら，それらの作品に対して，健
者が地域生活を営むためには一般市民・地域住民の
常者がどのように評価をしているのかは明らかにさ
理解が必要であり，それがない中での彼らの社会参
れていない。川上（2010）は障害者アートについ
加を推進することは困難であると述べている。特に
て「障害者を取り巻く社会環境の改善をめざすとい
「心の壁」，「意識上の壁」と呼ばれるものは，平等
うような福祉的な配慮が過剰なために，アートとし
な社会づくりには不可欠であることから，「壁」の
ての正当な評価を阻害している」と指摘している。
実態を検討するために，障害児・者に対する態度に
作品に対する純粋な評価ではなく，障害理解や啓発
関する研究が行われている（櫻井，1982）。
の一環としてのイメージが色濃くなりすぎるがあま
中でも障害者との接触経験は，好意的な態度に
り，かえって作品への評価を歪めてしまう恐れがあ
むすびつきやすいと言う報告も多くなされており
ろう。
（川間，1996）
，障害に対する知識と接触機会の拡
障害者アートを通じた啓発活動は，接触経験を
大の重要性が指摘されている（生川，1995; Rees,
伴ってはいない。そのため，偏ったイメージが強く
Spreen, and Harnadek,1991）。
マスメディアを通じて紹介される弊害も無視はでき
ところで近年，障害者アートが注目されている。 ないであろう。
山田（2010）は「1990年以降，障害がある人の表
以上より本研究では，障害者が描く作品に対し，
現や造形活動が美術関係者にも注目されるようにな
どのような印象をもっているのかを明らかにし，障
り，今日では全国的にギャラリーや美術館で「アウ
害者アートの評価をする尺度を作成する。また，作
トサイダー・アート」展が企画されるようになって
成した尺度を用い，作品提示時に障害者が描いたと
いう情報の有無が，作品の評価にどのように影響し
2015.6.29 受理
ているのかを明らかにすることを目的とする。
＊
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Ⅱ．研究１

５．調査用紙の配布および回収

１．研究目的

紙は，調査期間にＡ大学の生協第一食堂前，第二食

調査は，無記名式質問紙調査法を用いた。調査用
障害者アートの評価をするための尺度の作成を目
的とする。
２．調査対象
調査対象者は，Ａ大学の学生，教職員210名（男
性96名，女性112名，未記入２名）であった。
３．予備調査
質問紙を作成するにあたり，まずＡ大学教育学部
教員養成課程の学生23名に，アートに関するアン
ケートと題して「障害者が作った絵や作品に対して，
どのような絵を思い浮かべ，その絵はどのようなイ
メージや特徴を持っているか」，「アーティストが
作った絵や作品に対して，どのような絵を思い浮か
べ，その絵にどのようなイメージや特徴を持ってい
るか」の２つの質問に対し，自由記述式のアンケー
トを行った。
回収された自由記述式のアンケートの結果は，第
一筆者，Ａ大学の大学院で特別支援教育について学
んでいる学生３名の計４名にて，ＫＪ法を用いて項
目の整理，統合を行った。項目の整理，統合の観点
として，
「障害者が作った絵や作品に対して，どの
ような絵を思い浮かべ，その絵にどのようなイメー
ジや特徴を持っているか」で得られた回答を福祉的
な視点，「アーティストが作った絵や作品に対して，
どのような絵を思い浮かべ，その絵にどのようなイ
メージや特徴を持っているか」で得られた回答を芸
術的な視点として捉え，整理，統合を行った。
４．質問紙の作成
予備調査の結果から，質問項目は１）「色の種類」，
２）
「色の明るさ」
，３）「色の構成」，４）「表現の
印象」，５）「自由な発想で描かれている」，６）「制
作者の努力が伝わってくる」，７）「適当に描かれて
いる」，８）「作品にこだわりを感じる」，９）「幼稚
に感じる」，10）「何が描かれているかわかる」，11）
「自分でも描けそうな作品である」，12）「作品性が
高いと感じる」，
13）
「不思議な魅力がある」，
14）
「購
入したいと思う」の全14項目で構成した。
回答形式は，１）は「少ない」から「多い」まで
の５件法，２）は「暗い」から「明るい」までの５
件法，３）は「単純」から「複雑」までの５件法，４）
は「繊細」から「ダイナミック」までの５件法，５）
～ 14）は「まったくそう思わない」から「とても
そう思う」までの５件法であった。

堂前，第三食堂前で昼休みに配布し，出入り口で回
収する方法をとった。同様に，Ａ大学教育学部の講
義終了後に配布し，
退出時に回収する方法をとった。
調査用紙は269名に配布し，うち210名分について回
収できた。回収率は78.0％であった。
６．結果
各項目の集計結果は下記の通りであった。
（１）
「色の種類」
「色の種類」では，
「少ない（１）
」から「多い（５）
」
までの５件法で尋ねた。
（１）と回答した人は８
人（2.6％）
，
（２）と回答した人は27人（12.85％），
（３）と回答した人は33人（15.71％），（４）と回答
した人は68人（32.38％），（５）と回答した人は74
人（35.23％）であり，平均値は3.82，標準偏差は1.15
であった。
（２）
「色の明るさ」
「色の明るさ」
では，
「暗い
（１）
」
から
「明るい
（５）
」
までの５件法で尋ねた。
（１）と回答した人は３
人（1.42％）
，
（２）と回答した人は20人（9.52％），
（３）と回答した人は62人（29.52％），（４）と回答
した人は79人（37.61％），（５）と回答した人は46
人（21.90％）であり，平均値は3.69，標準偏差は0.96
であった。
（３）
「色の構成」
「色の構成」では，
「単純（１）
」から「複雑（５）
」
までの５件法で尋ねた。（１）と回答した人は12
人（5.71％）
，
（２）と回答した人は40人（19.04％），
（３）と回答した人は47人（22.38％），（４）と回答
した人は64人（30.47％），（５）と回答した人は45
人（21.42％）であり，平均値は3.43，標準偏差は1.18
であった。
（４）
「表現の印象」
「表現の印象」では，
「繊細（１）
」から「ダイナ
ミック（５）
」までの５件法で尋ねた。
（１）と回答
した人は７人（3.33％），（２）と回答した人は20人
（9.52％）
（３）と回答した人は39人（18.57％）
，
（４）
，
と回答した人は70人（33.33％）
，
（５）と回答した
人は74人（35.23％）であり，平均値は3.87，標準
偏差は1.18であった。
（５）
「自由な発想で描かれている」
「自由な発想で描かれている」では，
「思わな
い（１）」から「とてもそう思う（５）
」までの5件
法で尋ねた。（１）と回答した人は２人（0.95％），
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（２）と回答した人は５人（2.38％），（３）と回答
した人は18人（8.57％），（４）と回答した人は54人
（25.71％），
（５）と回答した人は131人（62.38％）
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であった。
（11）
「自分でも描けそうな作品である」
「自分でも描けそうな作品である」では，「まっ

であり，平均値は4.46，標準偏差は0.82であった。
たくそう思わない（１）
」から「とてもそう思う（５）
」
（６）「制作者の努力が伝わってくる」
までの５件法で尋ねた。
（１）と回答した人は83人
「制作者の努力が伝わってくる」では，「まっ
（39.52％），（２）と回答した人は79人（37.61％），
たくそう思わない（１）」から「とてもそう思う
（３）と回答した人は36人（17.14％），（４）と回答
（５）
」の５件法で尋ねた。（１）と回答した人は４
した人は７人（3.33％），（５）と回答した人は５人
人（1.90％）
，
（２）と回答した人は13人（6.19％）， （2.38％）であり，平均値は1.91，標準偏差は0.95で
（３）と回答した人は47人（22.38％），（４）と回答
あった。
した人は79人（37.61％），（５）と回答した人は67
（12）
「作品性が高いと感じる」
人（31.90％）であり，平均値は3.91，標準偏差は0.97
「作品性が高いと感じる」では，「まったくそう
であった。
思わない（１）
」から「とてもそう思う（５）」ま
（７）「適当に描かれている」
での５件法で尋ねた。
（１）と回答した人は２人
「適当に描かれている」では，「まったくそう思
（0.95％）
，
（２）と回答した人は16人（7.61％）
，
（３）
わない（１）」から「とてもそう思う（５）」の５件
と回答した人は76人（36.19％）
，
（４）と回答した
法で尋ねた。
（１）と回答した人は51人（24.28％），
人 は86人（40.95 ％），（ ５） と 回 答 し た 人 は30人
（２）と回答した人は81人（38.57％），（３）と回答
（14.28％）であり，平均値が3.60，標準偏差は0.85
した人は53人（25.23％），（４）と回答した人は19
であった。
人（9.04％）
，
（５）と回答した人は４人（1.90％）
（13）不思議な魅力がある
であり，平均値は2.27，標準偏差は1.03であった
「不思議な魅力がある」では，
「まったくそう
（８）「作品にこだわりを感じる」
思わない（１）
」から「とてもそう思う（５）」ま
「作品にこだわりを感じる」では，「まったくそ
での５件法で尋ねた。
（１）と回答した人は３人
う思 わ な い（ １）」から「とてもそう思う（５）
」 （1.42％）
，
（２）と回答した人は10人（4.76％）
，
（３）
の ５ 件 法 で 尋 ね た。（ １） と 回 答 し た 人 は ６ 人
と回答した人は46人（21.90％）
，
（４）と回答した
（2.85 ％）
，
（ ２） と 回 答 し た 人 は27人（12.85 ％），
人 は101人（48.09 ％）
，
（ ５） と 回 答 し た 人 は50人
（３）と回答した人は49人（23.33％），（４）と回答
（23.80％）であり，平均値は3.88，標準偏差は0.87
した人は83人（39.52％），（５）と回答した人は45
であった。
人（21.42％）であり，平均値は3.63，標準偏差は1.04
（14）購入したいと思う
であった。
「購入したいと思う」では，「まったくそう思わ
（９）「幼稚に感じる」
ない（１）
」から「とてもそう思う（５）
」までの５
「幼稚に感じる」では，「まったくそう思わない
件法で尋ねた。
（１）と回答した人は35人（16.6％），
（１）
」から「とてもそう思う（５）」までの５件法
（２）と回答した人は58人（27.61％），（３）と回答
で 尋 ね た。
（ １） と 回 答 し た 人 は40人（19.04 ％），
した人は93人（44.28％），（４）と回答した人は23
（２）と回答した人は72人（34.28％），（３）と回答
人（10.95％）
，
（５）と回答した人は１人（0.47％）
した人は62人（29.52％），（４）と回答した人は31
であり，平均値は2.50，標準偏差は0.91であった。
人（14.76％），
（５）と回答した人は５人（2.38％）
７．天井効果と床効果について
であり，平均値は2.47，標準偏差は1.03であった。
集計の結果から，それぞれの平均値に標準偏差を
（10）「何が描かれているかわかる」
加えた値が，取り得る最高値である5.0を超えてい
「何が描かれているかわかる」では，「まったく
た場合，これを天井効果とし項目から除外した。項
そう思わない（１）」から「とてもそう思う（５）」
目（５）「自由な発想で描かれている」がこれに該
までの５件法で尋ねた。（１）と回答した人は９
当していたことから，この項目を質問項目から外し
人（4.28％），
（２）と回答した人は65人（30.95％），
た。
（３）と回答した人は97人（46.19％），（４）と回答
また，それぞれの平均値から標準偏差を除いた
した人は34人（16.19％），（５）と回答した人は５
値が，取り得る最低値である1.0を下回った場合，
人（2.38％）であり，平均値は2.81，標準偏差は0.83
これを床効果として同様に項目から外した。項目
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するアンケート」の質問項目をランダムに並び替え

当したため，これも項目から外した。

を行い，質問紙「作品評価シート」を作成した。こ

８．因子分析

れをFig.1に示した。

質問紙の14の質問項目のうち，天井値と床値を除
全７項目で構成されており，
その内容は（１）
「不
いた12項目ついて，どのような因子構造になるかを
思議な魅力がある」，（２）「適当に描かれている」，
検討するため因子分析を行った。因子の抽出には最
（３）
「制作者の努力が伝わってくる」
，
（４）
「幼稚
尤法を用い，プロマックス法による回転を行った。
に感じる」
，
（５）
「色の種類」
，
（６）
「作品性が高い
因子数の決定は，固有値１以上の基準を設けた。 と感じる」
，
（７）
「色の構成」であった。
さらに因子解釈の可能性も考慮し，３因子とし，
回答形式は，
（５）は「少ない」から「多い」ま
Kaiserの正規化を伴うプロマックス法による回転を
での５件法，
（７）は「単純」から「複雑」までの
行った。ここで因子パターン（負荷量）が0.35に満
５件法，（１），（２），（３）
，（４）
，（６）は「まっ
たない項目（２）
「色の明るさ」，項目（４）「表現
たくそう思わない」から「とてもそう思う」までの
の印象」
，項目（８）「作品にこだわりを感じる」， ５件法である。これを「作品評価シート」とした。
項目（10）
「何が描かれているかわかる」，項目（14）
なお，この「作品評価シート」を使用し，研究２
「購入したいと思う」の５項目についても，分析か
における実験を行った。
ら除き，残り７項目について再度プロマックス法に
よる回転を行った。
Ⅲ．研究２
その結果，最終的に３つの因子が抽出された。結
１．研究目的
果についてはTable 1に示した。
研究１において作成した「作品評価シート」を用
第１因子は，
（６）
「制作者の努力が伝わってくる」，
いて，障害者アートの評価をする際に，「特別支援
（12）
「作品性が高いと感じる」，（13）「不思議な魅
学校に在籍している生徒の作品」であると言う，制
力がある」，の３項目で構成されていた。この因子は，
作者の情報の有無が，作品の評価に与える影響につ
作品の持ち味や魅力に関する項目で構成されている
ことから，第１因子は「作品の魅力」と名付けた。
第２因子は，
（１）「色の種類」，
（３）「色の構成」，
の２項目で構成されていた。この因子は，色合いや
色彩に関する項目で構成されていることから，第２
因子は，「色彩」と名付けた。
第３因子は，
（７）
「適当に描かれている」
，（９）
「幼稚に感じる」，の２項目で構成されていた。この
因子は，作品の否定的印象に関する項目で構成され
ていることから，第３因子は「非好印象さ」と名付
けた。
そこで解釈された因子を「作品の魅力」尺度，
「色
彩」の尺度，「非好印象さ」尺度とした。
この尺度をもとに，調査用紙「障害者アートに関
Table1 障害者が作った絵や作品のイメージや特徴

Fig.1 「作品評価シート」
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いて検討する。

と説明書きに示して提示した。また５枚について

２．実験対象

は，「これはＡ県立Ｂ特別支援学校の生徒の作品で

Ａ大学の学生109名（教育学部 学校教員養成課程

す。作品評価シート②に回答してください。」とそ

学校教育コース 特別支援教育専修30名，教育学部
れぞれの作品の説明書きに示して提示した。すなわ
49名，他学部28名，その他２名）であった。
ち，所属情報が明示されており，そのうちスライド
３．実験期間
５枚については，特別支援学校に在籍している障害
実 験 期 間 は，201Ｘ 年10月15日（ 水 ） か ら30日
のある生徒の作品であることが示されていた。この
（木）の計11日間であった。
実験刺激の例をFig.2に示した。
４．実験群・対照群の配置
スライドＢ10枚については，制作者の情報は提示
本実験ではスライドＡとスライドＢの２種類の実
せず，「この作品を見て作品評価シートに回答して
験刺激を使用するため，被験者109名を，スライド
ください」のみ提示した。この実験刺激をFig.3に
Ａを55名，スライドＢを54名にそれぞれ振り分け
示す。
た。なお，本実験においてはスライドAが実験群，
なお，作品提示の順番は，美術科学生の作品と特
スライドBが対象群である。
別支援学校の生徒の作品がランダムに提示された。
その中で教育学部 学校教員養成課程 学校教育
またスライドＡとスライドＢで提示する作品の順番
コース 特別支援教育専修30名については，
「障害者」 は同じであった。
という言葉に反応しやすいと考えたため，スライド
６．分析方法
ＡとスライドＢそれぞれにおいて15名ずつ無作為
Ａ県立Ｂ特別支援学校の生徒の作品それぞれにお
に配置した。それ以外の被験者79名についても無作
いて，制作者の情報が「ある場合」と「ない場合」
為割り付けを行った。
では評価の平均値に差はみられるか分析するため
５．実験刺激
に，
「作品の魅力」尺度を構成する３項目の平均値，
本実験では，作品の写真が載っているスライドを 「色彩」尺度を構成する２項目の平均値，
「非好印象
見て，被験者は「作品評価シート」に回答した。ス
さ」尺度を構成する２項目の平均値を，それぞれの
ライドの枚数は，作品１つにつき１枚ずつ解答を求
尺度得点とした。
めた。なおスライドには，Ａ大学 教育学部 美術科
それらをもとに「特別支援学校に在籍している障
の学生の作品が５枚，Ａ県立Ｂ特別支援学校の生徒
害のある生徒の作品」であると言う情報が提示され
の作品が５枚の計10枚であった。
ているスライドＡへの回答群と，所属情報が全く示
スライドＡ10枚のうち，５枚について「これは
されていないスライドＢへの回答群の間の差につい
Ａ大学 教育学部の美術科の学生の作品です。この
て検定（ｔ検定）を行った。
作品を見て作品評価シート①に回答してください。」
またスライドＡへの回答群，スライドＢへの回答

Fig.2

スライドＡ

Fig.3

スライドＢ
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群それぞれに「美術科の学生の作品」についても同
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（ t ＝-0.1140，df＝107，ns）
③「非好印象さ」について

様の分析を行った。
これ以降「Ａ大学 教育学部 美術科の作品」を「美

「非好印象さ」尺度では，「特別支援学校・情

術科」，
「Ａ県立Ｂ特別支援学校の生徒の作品」を「特
報無し群」54人分（m=2.5574），「特別支援学校・
別支援学校」とし，情報はそれぞれの所属情報の
情報有り群」55人分（m=2.3364）の２群でｔ検定
「有・無」のみ記述する。
を行ったところ，「特別支援学校・情報無し群」の
７．結果
方が評価は有意に高いという結果になった（ t ＝
実験参加者は110名であった。なお，欠損値のあ
2.1740，df＝107，ｐ＜0.05）。すなわち，「特別支援
るデータについては，それを除外して分析を行った。 学校・情報有り群」の方が，より「好印象」であっ
そのため，以下データは109名について算出したも
たことを意味している。
のである。
同様に「美術科・情報無し群」54人分（m=1.7370），
各因子と作品提示時の制作者の情報の有無との関 「美術科・情報有り群」55人分（m=1.8218）の２群
連について，結果をFig.4に示した。
でｔ検定を行ったが，評価に有意な差はなかった
①「作品の魅力」について
（ t ＝-0.8995，df＝107，ns）。
「作品の魅力」尺度では，「特別支援学校・情報
無し群」54人分（m=3.3062），「特別支援学校・情
Ⅳ．考察
報有り群」55人分（m=3.5127）の２群でｔ検定を
研究１において障害者アートのイメージや特徴を
行ったところ，
「特別支援学校・情報有り群」の評
「作品の魅力」に関する因子では，
「障
価は有意に高いという結果になった（ t ＝-2.1898， まとめる際，
df＝107，ｐ＜0.05）。
害者が作った絵や作品に対してのイメージ」
と
「アー
同様に「美術科・情報無し群」54人分（m=3.6951）， ティストが作った絵や作品に対してのイメージ」の
２つの側面で構成されており，福祉的な視点と芸術
「美術科・情報有り群」55人分（m=3.4545）の２
的な視点の両者に当てはまる解答がいくつか見られ
群でｔ検定を行ったところ，「美術科・情報無し
た。これには２つの理由が考えられる。
群」の評価は有意に高いという結果になった（ t ＝
１つは障害者アートを目にする機会の増加や環境
2.5808，df＝107，ｐ＜0.01）。
の変化である。日本におけるエイブルアートの推進
②「色彩」について
の中心として1972年に設立した「財団法人たんぽぽ
「色彩」尺度では，「特別支援学校・情報無し群」
54人分（m=3.6426）
，「特別支援学校・情報有り群」 の家」（奈良市），2002年に設立した「アトリエ イ
（大阪市）
，
2004に設立した「ボーダレス・
55人分（m=3.6455）の２群でｔ検定を行ったが， ンカーブ」
アートミュージアムNO-MA」
（大津市）など，近年
評価に有意な差はなかった（ t ＝-0.0363，df＝107，
様々な障害者アートに関わる団体が活動している。
ns）。
また「ボーダレス・アートミュージアムNO-MA」
同様に「美術科・情報無し群」54人分（m=3.2685），
では障害者の作品と言う枠組みではなく，一般の作
「美術科・情報有り群」55人分（m=3.2818）の２群
品と一緒に展示をしている。このように障害者アー
でｔ検定を行ったが，評価に有意な差はなかった

Fig.4

各因子の平均点有意差

障害者アートに対する大学生の意識について
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トが注目されるようになり，芸術作品として評価さ

好意的イメージを示す認知態度の方が変化しやすい

れる機会が今までと比べ増えたことが理由の一つと

と指摘しており，大谷（2001）もまた，交流教育に

して考えられる。

おいて障害児についての情報を事前に伝えることで

２つ目は一般的に障害者アートに触れる機会とし
て，福祉施設で開催されている展覧会や，障害者の
存在に対する社会啓発の一環としてマスメディアで
紹介されていることなどが考えられる。特に，マス
メディアの紹介について，鎌田・井原（1994）は，
8割強の子どもたちが本やテレビから障害児・者に
関する情報を得ていることを明らかにしており，
「子
どもたちの障害児・者に対する意識や態度の形成に
はマスメディアの影響が大きいと考えられる。」と
述べている。この影響力により，アートとしての評
価を歪め，偏った見方を助長してしまう危険もある
だろう。
「色彩」に関する因子について，自由記述式のア
ンケートにおいては，「障害者が作った絵や作品に
対してのイメージ」の中で「切り絵や貼り絵」や「色
が多い」という回答があった。このことから，様々
な色を使ったり重ねたりするイメージを持っていた
と考えられる。また，「実際に目に見えているもの
とは違うものを描く」や「自分では様々な視点から
描かれている」という回答もあった。障害者アート
に独自の視点が存在することが示唆されているもの
と考える。
研究２から，特別支援学校の生徒の作品において，
「作品の魅力」は作品提示時に制作者の情報が加わ
ることで評価点が上がり，作品の印象が好転するこ
とが明らかになった。障害者アートについて自由記
述式のアンケートでは，「一生懸命さや必死さが伝
わる」，「心に訴えかける」という回答がみられたこ
とから，これらのイメージが印象の好転に結びつい
たのではないかと推測する。また「非好印象さ」は，
作品提示時に特別支援学校の生徒の作品と言う情報
提示により，好転したことも同様の理由であろう。
能智（2003）は，教育心理学的な実証研究を概
観した時，
「障害」あるいは「障害児・者」という
用語からマイナスの意味を除去していこうと志向す
る傾向があると述べている。本研究においても，特
別支援学校に通う生徒の作品という情報は，マイナ
スの意味の除去によるポジティブな意識の喚起が起
こっていた可能性を示していた。本研究の結果が，
作品自体への評価から，「マイナスの意味の除去」
が強く働いていた点は興味深いところである。木舩
（1986）は知的障害児に対する健常児の態度は，対
象への接近・離隔により形成される行動態度よりも，

好意的イメージは変化しやすいと指摘している。
好意的イメージへの変化は，ある意味望ましいこ
とである。
しかし，
それは彼らの活動に直接かかわっ
たうえでの意識の変容と異なり，マスメディアなど
により一方的に刷り込まれた偏見である可能性があ
ることは否定できない。
障害者の芸術活動は大切な余暇活動であり，障害
者が社会に進出するきっかけの一つになる。障害者
の活動の幅を広げ，社会参加への大きなきっかけと
もなる活動である。過剰な評価は，彼らの活動に対
する正当な評価を歪めてしまうリスクをともなって
いる。正当な評価の可能性を模索することで，正し
い啓発の在り方などが明らかになるのではないであ
ろうか。
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