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はじめに
０



“Creative Aging”について

Ø “Creative Aging”というキー
ワードは、EDWARD L. BORTZ
博士の著書『Creative Aging』
（1962）以降、普及したと考えら
れる。

Ø BORTZ博士は、全米医学会の
会長を務めた後、全米老年医学
会の会長を務めた。

Ø 著書『Creative Aging』では、人
間の老化とその問題を幅広く
扱っている。
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“Creative Aging”について

Ø 2016年、太下が論文「 Creative 
Aging のための文化政策：
Cultural Policies for Creative 
Aging」を発表。

Ø この論文において、高齢者及び
高齢者が抱える社会的課題に対
応する文化政策を「 Creative 
Aging のための文化政策：
Cultural Policies for Creative 
Aging」と名付けた。
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＜https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2016/11/201604_85.pdf＞
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「少⼦⾼齢」
というキーワード

１



Ø 「少子／高齢」は、いつも一組で語られるが、それでよいか。
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少⼦／⾼齢
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少⼦
Ø 「少子」社会課題であるとすれば、「もっと子供を産みやす
い社会」「もっと子供を育てやすい社会」を政策として実施
すれば良いだけのこと。

Ø もし、それが実施できていないのだとすると、それは政治ま
たは行政の「不作為」。
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⾼齢
Ø 一方、「高齢」は、政策では回避できない。
Ø 政策として「高齢」に対応する場合、高齢者はより長生きを
して、「高齢社会」はより進行するというジレンマ。

Ø すなわち、この不確実な現代において、ぜったいに確実な
未来が「高齢社会」。
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少⼦／⾼齢
Ø 「少子」と「高齢」は、全く異なる社会現象。
Ø けっして一組の単語で語っていはいけない。
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⾼齢
Ø ぜったいに確実な未来が「高齢社会」である一方で、
「高齢」に対する社会のイメージは極めてネガティブ。
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⽇本での「⾼齢」に対する
ネガティブなイメージ

２



「高齢」のネガティブ・イメージ

Ø 社会保障額の将来見通しは、2040年度には188.2～
190.0兆円に増加。

（出所）内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省（2018）『2040年を見
据えた社会保障の将来見通し』
＜https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000207399.pdf＞

12



「高齢」のネガティブイメージ

Ø 日本は、1人あたり国内総生産
（GDP）が4.4万ドルを超えた状
況で高齢化率21%超の「超高
齢社会」に入った。

Ø 韓国は3.9万ドル、中国は2.8
万ドルで到達する見通し。ほか
のアジア各国を含め日本よりも
弱い経済力で高齢化に向き合
うことになる。

13（出所）日本経済新聞（2021年8月26日）
＜https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD01A120R00C21A6000000/?unlock=1＞



「高齢」のネガティブ・イメージ

（出所）毎日新聞（2021年6月3日）
＜https://mainichi.jp/articles/20210603/k00/00m/040/313000c＞
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「高齢」のネガティブ・イメージ

（出所）産経新聞（2021年5月31日）
＜https://www.sankei.com/article/20210531-ZWBS5PQB7JKG5K6DVGLFU4YGVU/
＞
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Ø 若年層全体としては、
投票率はいずれの選
挙でも他の年代と比
べて、低い水準にと
どまる
＝シルバー民主主義

16（出所）総務省『国政選挙における年代別投票率について』
＜https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/＞

「高齢」のネガティブ・イメージ



17（出所）産経新聞（2016年7月18日）
＜https://www.sankei.com/article/20160718-GDGY3DEDXRM73BNWTCCQCPUCEM/＞

「高齢」のネガティブ・イメージ



18（出所）毎日新聞（2022年7月26日）
https://mainichi.jp/articles/20220725/k00/00m/040/327000c?cx_f

m=mailhiru&cx_ml=article&cx_mdate=20220726＞

「高齢」のネガティブ・イメージ



「高齢」のネガティブ・イメージ

Ø 単独高齢男性世帯の社会的孤立は、「会話欠如型」等の
出現率が１割を超えており、他の属性と比較して突出。

（出所）厚生労働省『社会的孤立の実態・要因等に関する調査分析等研究事業報告書』
＜https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000790673.pdf＞
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「高齢」のネガティブ・イメージ

Ø 孤独死（誰にも看取られることなく亡くなったあとに発見さ
れる死）を身近な問題だと感じる（「とても感じる」と「まあ感
じる」の合計）人の割合は、高齢一人暮らし世帯で4割超。

（出所）内閣府『平成30年版高齢社会白書（概要版）』
＜https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/html/gaiyou/s1_2_4.html＞
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「高齢」のネガティブ・イメージ

Ø 賃貸住宅のオーナーの7割超（70.2％）が、高齢者世帯の
入居に拒否感を抱いている。

（出所）国土交通省・安心居住政策研究会（2016）『多様な世帯が安心して暮らせる住まいの
確保に向けた当面の取組みについて』＜https://www.mlit.go.jp/common/001126536.pdf＞
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「高齢」のネガティブ・イメージ

（出所）朝日新聞（2021年7月2日）
＜https://www.asahi.com/articles/ASP714HGQP6YULZU00S.html
＞

22



「高齢」のネガティブ・イメージ

Ø 65歳以上の認知症高齢者数は、2050年に、1,000万
人以上になるとの推計。

（出所）内閣府『平成29年版高齢社会白書（概要版）』
＜https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/gaiyou/s1_2_3.html＞
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「高齢」のネガティブ・イメージ

Ø 高齢の親族殺の背景に、「要介護・寝たきり」「認知症」

（出所）法務省『平成30年版 犯罪白書』
＜http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/65/nfm/n65_2_7_4_2_3.html＞
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「高齢」のネガティブ・イメージ

（出所）YAHOO！ニュース（2021年7月22日）
＜https://news.yahoo.co.jp/articles/0f0756bc1edea0397bd83ee33f6b999715a827f4＞
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「高齢」のネガティブ・イメージ

Ø 空き家総数は、この20年で約１.5倍（576万戸→849万
戸）に増加

（出所）国土交通省『平成30年住宅・土地統計調査の集計結果』
＜https://www.mlit.go.jp/common/001314574.pdf＞
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「高齢」のネガティブ・イメージ

（出所）YAHOO！ニュース（2021年5月17日）
＜https://news.yahoo.co.jp/articles/cc7a8f6222ec2568eb0f01c5369c238d3425a06c＞
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「高齢」のネガティブ・イメージ

Ø 75歳以上及び80歳以上の免許保有者数は，ともに増加

（出所）内閣府『令和2年交通安全白書』
＜https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r02kou_haku/zenbun/genkyo/feature/feature_01_3.html＞
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「高齢」のネガティブ・イメージ

Ø 75歳以上及び80歳以上の高齢運転者による死亡事故
が多発。

（出所）内閣府『令和2年交通安全白書』
＜https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r02kou_haku/zenbun/genkyo/feature/feature_01_3.html＞
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「高齢」のネガティブ・イメージ

（出所）東洋経済＜https://toyokeizai.net/articles/-/441902＞
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⾼齢
Ø （再掲）この不確実な現代において、ぜったいに確実な未
来が「高齢社会」。

Ø 高齢社会を悲観しているだけでは、何も解決しない。
Ø そして、「高齢社会」自体を変えることはできない。
Ø 変えるべきは、私たち自身の「マインド＝思い込み」。
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⾼齢
Ø もろちん、アートによって高齢化が生み出す社会的課題が
全て解決できるわけではない。

Ø ただし、高齢に伴う社会的課題のうち、社会的孤立や認
知症等に関しては、アートが一定の役割を担うことができ
るのではないか。

Ø 「価値の転換」は、アートにとって得意な分野。



33

「⽼いと芸術」の事例
４
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Creative Agingのための文化政策

Ø アーツカウンシルしずおか

（出所）アーツカウンシルしずおか「アーツカウンシルしずおかとは」
＜https://artscouncil-shizuoka.jp/about/about_artscouncil/＞
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Creative Agingのための文化政策
Ø アーツカウンシルしずおか

（出所）アーツカウンシルしずおか「超老芸術」
＜https://artscouncil-shizuoka.jp/chorogeijutsu/＞
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さいたまゴールドシアター
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さいたまゴールドシアター

Ø 「さいたまゴールド・シアター」は、彩の国さいたま芸術劇場
芸術監督の蜷川幸雄が立ち上げた、55歳以上の団員に
よる演劇集団。

Ø 団員は69歳から94歳までの36名（2020年7月時点）。
Ø 同シアターは、2005年11月に、蜷川が、芸術監督就任
後に第一に取り組むべき事業として「年齢を重ねた人々が、
その個人史をベースに、身体表現という方法によって新し
い自分に出会う場を提供する」ための集団作りを提案した
ことを契機に開始。

Ø 2013年はフランス・パリ公演で海外初進出を果たし、
2014年は3カ国5都市ツアーも成功させた 。

Ø 2021年、最終公演。
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さいたまゴールドシアター

Ø この演劇集団の活動について、蜷川は「老人（民衆史）と
いう対極から相対化して見ると、僕が演出してつくってい
る舞台なんて大したことないなあと。だから彼らとは素人
の余興としての演劇をやっているのではなく、リアルの体系
が違う老人たち──忘れるとか、身体が動かないとか、台
詞が滑らかに言えないとか──と演劇をつくると、僕らがつ
くってきた演劇的リアルと違うリアルというものが現れてく
るんじゃないか。それが自分のやってきた仕事を撃つんじゃ
ないか、と思って真剣にやっている。（中略）やっているの
は、いわゆる芸術的完成ではなくて、『老い』というものを
見せるということも含めて、全部演劇なんだということで
す」 と語っている。



39
世界ゴールド祭2018



Ø 「アール・ブリュット」とは、伝統的な美術の教育・訓練を受
けていない人が制作したアート作品のことで、日本では主
に精神に障害のある人が制作した作品を指す。

Ø 社会的な常識にとらわれずに、情動をあるがままに表現し
た「アール・ブリュット」の作品は、現代社会でさまざまに規
制される私たちの感性を直撃する迫力を有する。

Ø これらの「アール・ブリュット」の作品は、認知症患者の情動
を活性化するのではないか、という仮説設定のもと、認知
症の予防や初期認知症の進行緩和に活用しようというプ
ログラム。

Ø 障害者が認知症の方を支援するという、世界的にも珍し
い試みであり、政策的には、障害者福祉と認知症の福祉
を連結。 40

「アール・ブリュット活用した福福連携」（2020～）
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「アール・ブリュット活用した福福連携」（2020～）
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「アール・ブリュット活用した福福連携」（2020～）

Ø 塔本シスコ（2001）「オノダチの大運動会」



Ø ファシリテーターはいきなり絵画の説明をするのでなく、患
者が自ら絵画を鑑賞して認知、把握、描かれているものに
ついての解釈をするように作品についての問いかけを通し
て鑑賞をナビゲートし、ただ作品を鑑賞するのではなく、
ファシリテーターの問いかけに応える形で対話型鑑賞を実
施。

Ø また、作家のバックグラウンドや年齢などの情報は対話の
流れに従って提供するにとどめた。

Ø プログラムは約一時間の長さで絵の前に座っての対話で
構成された。

Ø 絵画鑑賞は塔本シスコの1作品とその他１作品をそれぞれ
約20分間対話型鑑賞した。
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「アール・ブリュット活用した福福連携」（2020～）



Ø アールブリッド絵画を鑑賞した高齢者たちは、立ち上がっ
て足を動かし次第に絵全体の構図と意図に引き込まれて
いった。

Ø 絵画から過去の思いでを想起するらしく、いつまでも会話
しようとするなど盛り上がりが見られた。

Ø アールブリッド絵画の鑑賞は、DSI（情動満足度指数：
Delightful Satisfaction Index）が上がり、喜びの
情動をもたらした。

Ø 今回の社会実験の結果から、アールブリッド絵画の鑑賞は、
優れた認知症リハビリテーションの一つと考えられる。
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「アール・ブリュット活用した福福連携」（2020～）



Ø ほとんどの認知症は認知機能の低下に加えて介護抵抗、
怒り、暴力などの行動・心理症状（Behavioral and 
psychological symptoms of dementia： BPSD）があり
認知症の治療をさらに困難にしている。

Ø BPSD患者は認知機能が低下しているが、怒ることも喜ぶ
こともできるように、情動機能は比較的残っている。

Ø 残っている情動機能に感動をうながすような良い刺激をで
きるだけ多く与え、人としての喜びを取り戻して生活する楽
しみを保つことが大切と考えられる。

Ø ただし現状では、BPSDの抑制を目的として抗精神病薬が
用いられている。しかし、抗精神病薬による過鎮静などの
副作用が問題視されている。

Ø BPSDには、喜びの情動を刺激するプログラムが効果ある
と考えられる。（＠仙台富沢病院）45

「アール・ブリュット活用した福福連携」（2020～）
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おわりに：
⽇本⽂化における
「⽼いの美学」

６



47

日本文化における「老いの美学」

Ø 能は14世紀頃に大成した，謡(うたい)と囃子(はやし)を
伴奏に舞踊的な所作でストーリーが展開する歌舞劇。

Ø 様式化された極めて簡素な表現形式によって人の感情を
繊細に表現。

Ø 後の人形浄瑠璃文楽や歌舞伎，さらに現代の芸術活動
にも大きな影響を与えてきた我が国の代表的な伝統芸能。

Ø 2008年、UNESCO無形文化遺産保護条約 「人類の
無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載。

（出所）文化庁「文化遺産オンライン 能楽」
＜https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/214083＞
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日本文化における「老いの美学」

Ø 「能の大成者」と呼ばれる世阿弥の『風
姿花伝』（1５c）の最初の章となる「年
来稽古の条々」において、自分の父・
観阿弥が最晩年、死去のわずか15日
前に舞った能について記述している箇
所がある。

Ø それによると、その舞は「殊に花やか」
であり、「花はいや増しに見え」たとのこ
とであり、このことから世阿弥は「老木
になるまで、花は散らで残りしなり」とし
ている（世阿弥1991：22）。
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日本文化における「老いの美学」

Ø また、世阿弥は『風姿花伝』の続編と言われる著書『至花
道（しかどう）』において、「闌位事（らんいのこと）」という章
を設けている（世阿弥1931：63-66）。

Ø この「闌位事」とは「闌（た）けたる位（くらい）」のことであり、
「修行を積んで至高の段階に達したのちの自在な芸の境
地」 のことを意味している。

Ø 老いることはマイナスではなく、むしろ芸道においてはポジ
ティブな要素であると世阿弥は論じている。

Ø すなわち能とは、演者が老いることを通じて、より華やかな
芸術表現、すなわち世阿弥の言う「花」の境地に到達する
ことが可能な芸能なのである。

Ø その意味では、能とは「老いの芸能」であるとも言えよう。
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日本文化における「老いの美学」

Ø 近年においては、100歳を超えてもなおも、老いた肉体を
さらけ出すかのように舞台に立ち続けた舞踏家・大野一
雄の存在を挙げることができる。

Ø 前述したとおり、能が「老いの芸能」であるとすると、大野
の舞踏も日本の「老いの芸能」の系譜に連なる芸術表現
であったと評価できる。
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日本文化における「老いの美学」

Ø 年齢を重ねるということは、人間として成熟すること。
Ø そして、経験を積み重ね、人生が深まった中で、若い時分
には感じられなかったことが感じられるようにもなるはず。

Ø 長い人生を生きてきた高齢者たちの醸し出す威厳や存在
感は、世阿弥が記したように、「花」と呼べるのではないか。

Ø 高度資本主義の終わりの始まりの時代に差し掛かった日
本の社会は、一方で、「老い」の文化の遺伝子を継承する
社会でもある。

Ø 全ての世代の人間にとって、「生きること」とは文字通りに
日々「老いること」なのである。

Ø こうした日本であるからこそ、文化を通じて「老い」をしっか
りと引き受ける成熟した社会に転換していくことが今、求
められていると言える。
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Creative Agingを大阪万博のレガシーに
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「2025⽇本万国博覧会」基本構想 ⼤阪府案
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「2025⽇本万国博覧会」基本構想 ⼤阪府案
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「2025⽇本万国博覧会」基本構想 ⽇本政府案



「超高齢社会・日本」の責務

Ø 日本は、他国が経験したことの無い「超高齢社会」

（出所）財務省『日本の財政を考える』
＜https://www.mof.go.jp/zaisei/aging-society/society-increase.html＞
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太下 義之

ご静聴ありがとうございました。
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以下は参考資料
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Creative Agingのための
⽂化政策（現状）

３
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Creative Agingのための文化政策（現状）

Ø 文化芸術基本法（2017年） 第二十二条
Ø 「国は，高齢者，障害者等が行う文化芸術活動の充実を
図るため，これらの者の行う創造的活動，公演等への支
援，これらの者の文化芸術活動が活発に行われるような
環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。」

Ø 「文化芸術推進基本計画－文化芸術の「多様な価値」を
活かして，未来をつくる－（第1期）」（2018年閣議決定）

Ø 「目標３ 心豊かで多様性のある社会」にて、「子供から高
齢者まで，障害者や在留外国人などが生涯を通じて，居
住する地域にかかわらず等しく文化芸術活動に触れられ
る機会を享受できる環境を整えることが望まれている。」
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Creative Agingのための文化政策（現状）

Ø 「戦略４：多様な価値観の形成と包摂的環境の推進による
社会的価値の醸成」にて、「子供から高齢者まで，障害者
や在留外国人などが生涯を通じて，あらゆる地域で容易
に文化芸術活動に触れられ，表現活動を行うことができる
環境を整えるよう促す。」及び「子供，若者，高齢者，障害
者等が主体的に参加し，学ぶことができる体験型プログラ
ム等のさまざまな取組や地域の学校，非営利団体，福祉
施設等の関係機関等と連携したアウトリーチ活動12やそ
れぞれの機関が主体的に取り組む文化芸術活動，施設の
バリアフリー化，字幕や音声ガイドの制作，託児サービス等
を通じて，全ての人が生涯を通じて，あらゆる地域で多彩
で優れた文化芸術活動に触れられ，表現活動を行うこと
ができるようにすることを目指す。」
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Creative Agingのための文化政策（現状）

Ø 厚生労働省では、高齢者が主役のスポーツ・文化の祭典
として「全国健康福祉祭（愛称：ねんりんピック）」を厚生省
創立50周年に当たる1988年から毎年開催。

Ø この「ねんりんピック」は、スポーツや文化種目の交流大会
をはじめ、健康や福祉に関する多彩なイベントを通じ、高
齢者を中心とする国民の健康保持・増進、社会参加、生き
がいの高揚を図り、ふれあいと活力ある長寿社会の形成
に寄与することを目的としている。
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Creative Agingのための文化政策（現状）

Ø そして、囲碁や将棋などの文化交流大会、地域文化の伝
承活動や生きがいづくりなどの活動を行う老人クラブ連合
会等の代表者による実演や展示を行う地域文化伝承館
などの文化イベント、世代間･地域間交流をはかる音楽文
化祭などが開催されている。

（出所）厚生労働省「全国健康福祉祭（ねんりんピック）の概要」
＜https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nenrin/gaiyo.html＞
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Creative Agingのための文化政策（現状）

Ø 東京都歴史文化財団では、芸術文化の力や都立文化施
設の資源を活用し、高齢化や共生社会など、東京の社会
課題解決への貢献を目指し、高齢者、障害者、外国人、
乳幼児等を対象者に「アクセシビリティ向上」と「鑑賞・創
作・発表機会の拡大」に取り組む「クリエイティブ・ウェル・プ
ロジェクト（仮称）」を実施予定。

（出所）東京都歴史文化財団「クリエイティブ・ウェル・プロジェクト（仮称）」
＜https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/01/18/documents/06.pdf＞
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Creative Agingのための文化政策（現状）

Ø 国連「高齢化に関する国際行動計画および高齢者のため
の国連原則」の「勧告 48」

Ø 「政府および国際機関は、高齢者の余暇活動への参加拡
大と、時間の創造的利用を奨励するため、高齢者の文化
施設（美術館、劇場、オペラハウス、コンサートホール、映
画館など）に対する物理的アクセスを容易にするためのプ
ログラムを支援すべきである。さらに、文化センターに対し
ては、高齢者向けに、また、高齢者とともに、工芸、美術お
よび音楽など、高齢者が聴衆と参加者の双方として積極
的な役割を演じられる分野でのワークショップを開催するよ
う要請すべきである」

（出所）国際連合（1991）『高齢化に関する国際行動計画および高齢
者のための国連原則』＜https://www.unic.or.jp/files/elderly.pdf＞
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Creative Agingのための文化政策（現状）

Ø 国連「高齢化に関するマドリッド国際行動計画2002」の
「目標１：高齢者の社会的、文化的、経済的、政治的貢献
の認識」

Ø 「(j) 社会的孤立と闘い、エンパワーメントを支持する戦略
として、市民活動や文化活動への参加を促進する。」

（出所）長崎人権研究所『高齢化に関するマドリッド国際行動計画
2002』＜http://naga-jinken.c.ooco.jp/shiryo1/madrid2002.htm＞
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「⽼いと芸術」の事例
４



Ø アートを必要としている所へアーティストを派遣するプロジェ
クトで、1999年から特定非営利活動法人芸術資源開発
機構（ARDA：アルダ）によって実施。

Ø 「アートデリバリー」実施前に、ディスカッションを重ねてプロ
グラムを練り上げ、高齢者とのワークショップをより豊かな
ものにするために、実施する高齢者施設の介護士に対し
てアーティストが指導するワークショップを必ず体験しても
らっている、とのこと。
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「アートデリバリー」（1999～）



Ø アートリップは、グループでアートを見て、進行役のアートコ
ンダクターの質問に答えながら参加者が感じたこと、思っ
たことを自由に発言、共有する対話型アートプログラム。

Ø 認知症の方と家族と一般の方が対等に一緒に参加するこ
とができ、プログラムに参加することで自尊心が高まり、う
つが軽減、ＱＯＬが向上。
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「アートリップ」（2011～）by一般社団法人アーツアライブ



Ø アーティストたちが高齢者たちにインタビューを実施して、
昔のアルバム写真を収集するとともに、それにまつわる思
い出やストーリー、個人的なエピソード等をヒアリング。

Ø そして、ハンドメイドの陶製ボウルを製作し、それに高齢者
たちが持っていた写真をプリントするという、コミュニティ・
アート・プロジェクト。
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inner landscapes（2011年、2021年）
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港区：私と町の物語

Ø 東京都港区の青山、赤坂、
白金台、麻布、六本木と
いう東京で最も変化の激
しい地域で暮らしてきた
人々の昔の１枚の写真と
それにまつわる個人の人
生の物語についてインタ
ビュー活動を通して集め、
それらの写真と物語を展
示するという企画展。

Ø 2003年から2016年まで
計8回開催。
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瀬戸内国際芸術祭

Ø 瀬戸内国際芸術祭の目的：「『島のおじいさん、おばあさん
の笑顔を見たい。』－そのためには、人が訪れる“観光”が
島の人々の“感幸”でなければならず、この芸術祭が島の
将来の展望につながって欲しい。ということが、このプロ
ジェクトで当初から掲げてきた目的＝『海の復権』です」
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ボーダーレスアートミュージアムNOMA
：快走老人録

Ø 歳をとって、逆にありのまま
の余生を爆発させ、時には
若いころより過激に過剰に
自己表現のボルテージを上
げて花開かせる、そんなパ
ワーを持つ作品およびその
作者にスポットを当てた展覧
会（2006年）。

Ø 2014年には、NO-MA の
開館10周年を記念して、第
二弾「快走老人録Ⅱ～老ヒ
テマスマス過激ニナル～」を
開催。
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「マイ・アートフル・ライフ」
＠川口市立アートギャラリー・アトリア（2008年）

Ø 人生半ばより独学で絵を描
き続けた丸木スマ、塔本シス
コ、石山朔の3人を取り上げ
た企画展。

Ø 丸木スマ（1875年～1956
年）は、「原爆の図」で知られ
る画家・丸木位里の母親で
あり、70歳を過ぎて絵を描き
始めた「おばあちゃん画家」と
して有名。その作品は、丸木
美術館（埼玉県東松山市）で
見ることができる。
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秋山祐徳太子『天然老人』

Ø 秋山祐徳太子（1935～2020）
は、1970年代の東京都知事選
挙への立候補などで有名な現代
美術作家。

Ø 自らの老いを明るく描くエッセイ
『天然老人』（2008）を上梓して
話題となった。

Ø 2010年には、個展「高貴骨走」
をAISHO MIURA ARTSに
て開催。日本の医療保険制度で
は75歳以上を「後期高齢者」と
名付けているが、自らが「後期高
齢」となったときに、これを「高貴
高齢」と読み替え。
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「前衛★R70展」（2010）＠ギャラリー58

Ø 戦後、前衛美術の先駆者として日本の美術界を切り拓き、
同展開催当時も旺盛な活動を続ける、70歳以上の美術
家6人による新作展。

Ø 「R」は「Restrict＝制限」の頭文字で、R18指定（18歳
未満禁止）ならぬ、70歳未満禁止=70歳以上だけが参加
できるという意味。また、「★」には、一つは、美術界の憧
れのスターという意味で、もう一つは現在進行形でキラキ
ラと輝き、発光し続けている星、という二つの意味がある。



Ø 他人からの評価や対価にと
らわれることなく、長年自ら
の衝動のままにやりたいこと
を一貫してやり続け、高齢に
なってもその勢いを失わない
人達による表現の展覧会。

Ø たのしく強烈に生きてきた姿
を通じて、年を重ねてなお力
強い「老人」の生き方を示す。

Ø 蛭子能収やドクター中松の
ような有名人から、これまで
紹介されることのなかった無
名の高齢者まで、総勢12名
を紹介。
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「花咲くジイさん ～我が道を行く超経験者たち～」
（2014）＠鞆の津ミュージアム



Ø 29人の高齢者の暮らしを取
材して、その生活の有り様
について「衣」、「食」、「住」、
「元気」のテーマに分けて、
データや写真、展示パネル、
そして実際の高齢者の持ち
物などが展示された。

Ø 秋田市が迎えている超高齢
社会の今とこれからについ
て考えるきっかけとするため、
全国で地域づくりに取り組
むstudio-Lと秋田市により
開催。 78

「2240歳スタイル～時間を味方にする人生の先輩たち～」
（2016）＠秋田県立美術館県民ギャラリー
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やなぎみわ「My Grandmother’s」（2000）

Ø モデルになる若い人に50年後、60年後を想像してもらい、
自分の未来像をやなぎが特殊メイクとCGを駆使し映像化
した作品。



Ø 国際的な舞台芸術祭・フェスティ
バル/トーキョーで、やなぎみわのプ
ロデュースによる『カフェ・ロッテン
マイヤー』が期間中の毎週末と祝
日に営業された。

Ø 「ロッテンマイヤー」という名称は、
『アルプスの少女ハイジ』に登場す
るクララの家の厳しい家政婦長の
名前であり、『カフェ・ロッテンマイ
ヤー』では彼女をイメージしたおば
あちゃんメイドが、給仕と料理パ
フォーマンスでお客様をおもてなし
をするという趣向のプログラム。80

やなぎみわ「カフェ・ロッテンマイヤー」（2010）



Ø 自身が介護するアルツハイマー症の母を作品に登場させ
た「アート・ママ」のシリーズで世界的に知られるようになる。
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折元立身「アート・ママ」シリーズ（1990後半～）
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「えいちゃんくらぶ」アーツカウンシル東京



Ø シルバーコーラス（高齢者による合唱）の音楽祭である「シ
ルバーコーラスフェスティバル」が東京都合唱連盟の主催
により、1986年以降、毎年秋に都内で開催されている。

Ø 同フェスティバルの参加資格は「平均年齢が60歳以上の
6名以上の合唱団」であり、都内だけでなく、全国から先
着44団体の参加が可能。
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シルバーコーラスフェスティバル（1986年～）



Ø 奈良市では、1995年から「奈良市音楽療法士養成コー
ス」（期間：約1年8ヵ月）を実施しており、同コース修了者
を市認定「音楽療法士」として、1997年から市社会福祉
協議会において採用。また、同年に奈良市社会福祉協議
会のなかに音楽療法推進室を設置。

Ø 1994 年に開館した、地域に伝わるわらべうたをテーマと
した文化施設「奈良市音声館（おんじょうかん）」で実施し
ていた事業「わらべうた教室」が好評となり、その後音楽
療法の一環として「シルバーコーラス」が採り入れられた。

Ø 高齢者にとって、歌を歌うことで声を出しストレスを発散す
るだけでなく、出かける場所を増やすことは社会参加を促
し、健康と生きがいづくりのみならず、一人一人が地域の
活動の担い手として大きな役割を果たしている、と報告。84

奈良市「音楽療法士とシルバーコーラス」（1995～）
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野村誠「わいわい音頭」＠さくら苑

Ø 作曲家・野村誠が、1999年から10
年以上続けて、神奈川県の老人
ホーム「さくら苑」を40回以上訪れ、
老人たちと共同作曲を続けた長期プ
ロジェクト。

Ø 「作曲」とは言っても、一般的な作曲
とはかなり異なっている。参加する老
人たちはもちろん作曲に関する高度
な知識や経験があるわけではなく、
「障害などでおぼつかない手つきで
『演奏』する楽器の調子外れの音や、
会話とも独り言ともつかない言葉の
断片など」が「わいわい音頭」の中に
編集されていく。



86シニア演劇 （2011～）

Ø 2011年秋、東京の池袋において「全国シニア演劇大会
2011」が開催され、16のシニア劇団が参加・発表。

Ø こうしたシニア演劇という活動を継続していくために、全国
のシニア劇団の連絡先となり、活動を広く世間に知らせて
いくことを目的としてNPO法人シニア演劇ネットワークが
2012年に組成。

Ø また、2016年6月号で終刊を迎えた芸能専門誌『上方芸
能』では、2011年3月号で「シニア演劇の時代へ－表現
する市民の広がり」という特集を組んでいる。その中で、シ
ニア劇団の実態に関して、1グループあたりの規模は概ね
10～20名、団員の年齢は40～100歳と幅広く、男女比
は女性が8割、ほとんどが演劇の未経験者である、と報告。
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八尾市「八老劇団」平均年齢73.7才、最高齢92才

Ø 八老劇団は、八尾市在住の
60才以上の高齢者で結成
されたアマチュア劇団。

Ø 旗揚げは1973年。もともと
は老人の生きがいと痴呆予
防が目的で設立。今では現
存する最古のシニア劇団。

Ø 2015年時点での劇団員の
平均年齢は、73.7才で最高
齢は92才。

Ø 劇団の名称は、八尾市の
「八」と老人の「老」をとって
八老劇団と名づけられた。
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西和賀町におけるシニア（高齢者）演劇事業
（1999年～）

Ø 岩手県西和賀町では、演劇専用ホールである銀河ホール
と町社会福祉協議会が連携して、高齢者の社会参加と生
きがいづくりを目的に60歳以上の高齢者を対象にした演
劇講座を1999年より開催。

Ø 受講者は、公募等により町内と北上市、横手市から集まっ
てきた高齢者で、週3回、延べ30回程度の稽古を重ね、
全員がキャストとして配役され、脚本家により書き下ろされ
たオリジナルの劇作品の上演をもって成果発表。
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「田んぼdeミュージカル委員会」 （2003～）
Ø 北海道むかわ町において、映画制作を行うために立ち上
がった高齢者とその活動を支援するスタッフにより構成。

Ø 俳優、スタッフのほとんどが高齢者による自主映画の制作
活動は、各方面から評価され、地域の自信、自慢となり、
地域の活性化につながる取組となっている。

Ø 同事業は、「発想がユニーク。田んぼで元気になる高齢者
の活躍は他の模範になる」および「ユニークな活動である。
こうした活動を通じて一体感と元気がでるであろう」と評
価され、2008年度「地域づくり総務大臣表彰」団体表彰。



Ø 新潟市にて、高齢者を含め様々な年代がいきいきと参加
している踊りのイベント「にいがた総おどり」が毎年9月に実
施されている。

Ø こうした背景のもと、介護予防や健康づくりの分野に踊り
を活かし、高齢者の方に楽しく身体を動かしていただくと
いう趣旨で、踊りのような健康体操「総おどり体操」を新潟
市が2015年に制作。

Ø 振付は、振付師のパパイヤ鈴木氏が手掛けており、血流を
良くすることを意識した振付で、特に下肢の強化につなが
る体操となっている。また、従来の健康体操と比較して少
しテンポが早く、簡単すぎず難しすぎないことから、継続的
に取り組む魅力を感じられる体操となっている。

90

新潟市「総踊り体操」（2015年～）



91

新潟市「総踊り体操」（2015年～）



92
「老いと演劇」OiBokkeShi

Ø 俳優で介護福祉士でもある菅原直樹氏が、「老い」「ボケ」
「死」に向き合う演劇ユニット「OiBokkeShi」とともに実
施しているワークショップ。

Ø この「老いと演劇のワークショップ」では、認知症の人とより
よい関係を築くために参加者（介護者等）に「ボケを受け
入れる演技」を実際に体験してもらう。

Ø 同ワークショップでは、認知症の人のおかしな言動を受け
入れる演技をすることによって、認知症の人と今ここにい
ることをともに楽しむ介護をしてもらうことを目的にしてい
る。
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「老いと演劇」OiBokkeShi
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いわき市「igokuフェス」



Ø Luminateは、あらゆる人が年齢を重ねることの意味を
探究する機会を提供することを目的として、高齢者の創造
性をテーマとした一連の文化プログラムであり、それらを
フェスティバルという形式で発現させることを企図。

Ø Luminateは、アイルランドで1996年から実施されてい
る高齢者のアート・フェスティバルBealtaine festival
にインスパイアされたもので、スコットランドのアーツカウン
シルであるCreative ScotlandとBaring 
Fundation（ベアリングス銀行が設立した公益財団）が
共同で、その開催を決定。

Ø 2012年の10月からLuminateが開始。
Ø なお、Luminateでは「高齢者」に関する厳密な定義は設
定していないが、概ね55歳以上を高齢者と位置付け。95

「Luminate」＠スコットランド
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「Luminate」＠スコットランド
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「Luminate」
＠スコットランド
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「Luminate」＠スコットランド
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Creative Aging
のための８つの政策提⾔

５
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①全国的なフェスティバルの開催

Ø 高齢者による／高齢者のための芸術活動が、社会から幅
広く認知されることは今後の展開のために極めて重要。

Ø そこで、Creative Agingを社会に広く情報発信してい
くための手法として、スコットランドのLuminateのような
「高齢者のアート・フェスティバル」を全国的な規模で開催
することも一つの手法。

Ø たとえば、厚生労働省の所管する「全国健康福祉祭（ねん
りんピック）」と文化庁の所管する「国民文化祭」を今後同
一の都道府県で開催してはどうであろうか。

Ø 毎年開催する都道府県は変わっていくこととなるが、これ
が実態として「日本版Luminate」として機能を発揮し、
その運動が全国に普及・拡大していくことが期待される。
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②対象とする芸術分野の拡張

Ø 日本でCreative Agingの活動を展開していくにあたり、
「高齢者による芸術文化活動」に対する先入観を排除して、
対象とする芸術分野を幅広く設定することが必要。

Ø もはやローリング・ストーンズが回想法のために利用される
時代となっている。

Ø 従来は若者の文化とみなされてきた分野(graffiti等)も、
Creative Agingの対象とするべき。



102

③公民館をCreative Agingセンターに転換

Ø 近年における少子・高齢化の著しい進展をはじめとして、
過疎化の進行や家族形態の変化、価値観の多様化など、
公民館を取り巻く環境は激変。

Ø そこで、従来型の高齢者の余暇活動という範疇を越えて、
Creative Agingの拠点として、全国の公民館を再活性
化していくこと。

Ø また、地域包括ケアセンターと公民館が連携し、地域ごと
に独自のCreative Agingのプログラムを展開していく。
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④全国の温泉を高齢芸術家のレジデンスに

Ø 一般的なアーティスト・イン・レジデンスが創作活動のため
の滞在であるのに対して、「逆転の発想」で、特に高齢の
芸術家を対象として「芸術家を休んでもらう」ことを目的と
して、新しい助成プログラムを創設。

Ø 宿泊場所は、地方自治体（公共の宿、空き家、など）また
は民間企業（温泉宿、など）が提供するものと想定。

Ø 滞在のための経費（生活費、文化活動費など）は、基本的
に地元から提供されることを前提とするが、税金を投入す
るのではなく、クラウド・ファンディングと組み合わせ公募す
るものとし、資金が集まったプログラムから順次実施。

Ø 滞在したいアーティストの選定と招へいしたい地域の公募
を文化庁がコーディネートして、日本の温泉宿全てをアー
ティスト・イン・レジデンス化することも考えられる。
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⑤日本版CCRCでの「文化」プログラムの導入

Ø 「CCRC」とは、Continuing Care Retirement 
Communityの略語。米国では、高齢者が移り住み、健
康時から介護・医療が必要となる時期まで継続的なケア
や生活支援サービス等を受けながら生涯学習や社会活動
等に参加するような共同体、すなわち「CCRC」が約
2,000か所存在。

Ø 日本版CCRCにおいて提供されるプログラムに関して、
Creative Aging関連のサービスも提供の対象となるよ
うに政策的に誘導していくことが望ましい。
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⑥介護報酬のクリエイティブな改定

Ø 「介護報酬」とは、介護保険が適用される介護サービスに
おいて、そのサービスを提供した事業所・施設に対価とし
て支払われる報酬のこと。居宅サービス12種類、施設
サービス3種類、その他1種類の計16種類のサービスにつ
いて、利用者の要介護度やサービスにかかる時間別に、
単価が定められている。

Ø 「介護報酬」において、文化芸術に関するリハビリテーショ
ンが明示されることが、今後のCreative Agingの普及
に大きく影響する。

Ø また、こうした介護報酬の改定が実現すれば、前述した日
本版CCRCにおいても、Creative Agingの活動がより
一層進展することが期待される。
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⑦福祉・介護予算の1%を文化芸術に

Ø 高齢者がCreative Agingの活動を通じて心身ともに
健康でいることができれば、介護や医療の国民負担を大
きく削減することもできると期待される。すなわち、文化は
「積極的な福祉政策」になり得るのである。

Ø 厚生労働省の2021年度の予算は、総額で32兆7,928
億円である。このうち、福祉等で4兆4,976億円、介護で
3兆4,862億円となっており、福祉および介護等の合計で
7兆9,838億円となっている。この福祉および介護予算の
わずか1%だけでも、約798億円となる計算である。

Ø もしも前述した「介護報酬のクリエイティブな改定」と連動
して福祉・介護予算の1%を文化芸術に確保することがで
きれば、アーティストやクリエーターの新しい職能を開発す
ることにもつながると期待される。


