
いるからね。たとえ事故で両足を失っ
たとしても、僕は歩けるし、妻と子供
もいる。ゴミ捨てにもいけるし銀行に
もいける。君たちと同じようなことが
たくさんできるんだよ」。
　米人気テレビドラマ「C S I：科学捜
査班」で活躍する俳優、ロバート・デ
ービッド・ホールは、低い深みのある
声で、温かく包み込むようにそう語る。

　僕が障害を負ったのは、30歳のとき。
フリーウエイで、飲酒運転の大きなト
ラックが僕の車に真横から直撃したん
だ。ガスタンクが燃え上がって、かな
りの火傷を負い、両足を切断。左足は
ひざ下からを、右足はひざ上からね。
それ以降、義足か、車椅子に乗ること
を余儀なくされているんだ。
　ちょうどその頃、僕はミュージシャ
ンとして生計を立てていて、ラジオ局
で番組を持っていたんだ。1979年ごろ
だったけど、ラジオ局で働くのはある
意味障害者にとっては隠れられる場所。
リスナーが触れるのは結局僕の声だけ
だからね。だけど、当時は障害者に対
するちょっとした差別感がやっぱりあ
った。その頃から徐々に「僕にはでき
ないこと」を周囲が言うようになった

んだ。「もう君は～ができない」ってい
うふうにね。
　そんなとき、友人のアラン・トイが、
Actors with Disabil i t ies（障害を持つ
俳優）のオーディションを受けるよう
勧めてくれた。それには結局受からな
かったけど、いいきっかけになって、
学生時代に学んだっきりの演技をまた
勉強し始めたんだ。ゴードン・ハント
（アカデミー賞女優のヘレン・ハント
を娘に持つ）という素晴らしい先生の
元で、10年間。
　僕の一番の才能は「頑固」ってこと
（笑）。全くやめようとは思わなかった
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は自分のことをとても幸運
だと思うよ。自分のやりた
いことをやって生活できて僕

Robert David Hall
俳優

ハンディキャップを背負ってもなお、第一線で活躍する二人のクリエイターを紹介したい。
華やかなエンタメ業界において、健常者ではなく、障害者が活躍できる余地はあるのか。
アメリカという場所でなら、あらゆる人が可能性を試せる素地があるのではないか――。
そんな疑問がこのインタビューの出発点だ。そうして得た彼らの言葉には、業界のみならず、
普段何気なく暮らす私たちへのメッセージがこめられていた。

ハンディキャップとともに、
映像業界で生きる人 。々

ロバート・デービッド・ホール

役に込める 人間らしさ 。
障害があっても、
ベストな環境で学べるチャンスを。

ね。やがて小さな役をもらえるように
なって、歳をとってきたこともあって
冗談であごひげを生やしてみたら、弁
護士や裁判官などの役も来るようにな
った。それから、たくさんの人気ドラ
マで役がもらえるようになったんだ。

　アメリカでは、1990年に制定された
ADA（Americans with Disabilities Act

／アメリカ障害者法）のおかげで、障
害者を取り巻く環境はずいぶん改善さ
れたね。ショッピングモールやレスト

1971年UCLA英文学科卒業。演技を学ぶ。1990
年頃から「L . A . L a w」、「T h e P r a c t i c e」 「 T h e 
W e s t W i n g」などの米人気T Vドラマに出演。
2000年から現在まで、C B Sの長寿ヒットドラ
マ「C S I：科学捜査班」の検死官アル・ロビン
ス役でレギュラー出演中。また、障害者団体の
委員も務め、身体障害者の芸能活動支援などに
も貢献している。

「頑固」という才能

障害者は、
メインストリームの一部

「

Northridge, CA

※1

※2
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1990年ロサンゼルス郊外のノースリッジに520
0sf（1585㎡）のVoelker Studioを設立。ユニバ
ーサルやパラマンウントなどの大手スタジオや
T V局の仕事をこなす一流フォトグラファーとし
てL Aで活躍。撮影したセレブは、ビヨンセ、ブ
ランディ、クリスティナ・アップルゲイト、ロ
バート・デービッド・ホールなど多数。WEB：
www.voelkerstudio.com

ストリームの一部」だということに、
もっと気づいてくれればと思うんだ。
少し見かけが違っていても、せめてオ
ーディションを受けさせることだけで
もしてほしい。選ぶ基準を障害者のた
めに落とすことはない。障害者は健常
者と同じ速さで走れないかもしれない
けど、話し方が他の人よりもうまいか
もしれない。あるいはよりかっこいい
かもしれないんだ。
　僕が出演している「C S I」はカメラ
マンから脚本監督、照明技師、俳優ま
で、約200人の人が働いている。その
中で、障害者は僕一人だけだと思うん
だ。もっと映画の中で障害者がごく普
通の役として出てきていいと思う。役
だけじゃなくて、脚本家でもいいし、
プロデューサーでもいい。もちろん、
エンタメ業界だけじゃなくてね。

　でも、少しずつ状況はよくなってき
ていると思う。今はテクノロジーの発
達のおかげで世界中がオンラインでつ
ながれるようになった。誰でも簡単に
ちょっとしたビデオが作れるようにな
ったし、YouTubeを使えば映像も簡単
に公開できるし、見ることもできる。
　だから、日本の障害を持つ子供たち
に言いたいんだけど、もし何か得意な
ことがあるんなら、障害を理由に諦め
ないで、ぜひやってみてほしい。チャ

ンスに賭けたり、リスクを負うことを
恐れないで。もし君が小さなビデオカ
メラを持っていて、ストーリーとイメ
ージをうまく組み合わせることができ
たら、映画監督になれるかもしれない。
俳優になるにしても、脚本家になるに
しても同じこと。このテクノロジーが
発達した時代では、観客はいつか君を
見つけてくれる。作品を通して君を知
るようになるし、君の作品が好きなら、
もっと君を理解するようになるから。
障害者でも、ベストな環境で学べるチ
ャンスを得てほしいんだ。障害者は「ひ
と」であることを忘れないでほしい。
　障害者だって、医者や弁護士、先生
や恋人の役を演じてたっておかしくな
いんだ。障害者にだって、健常者のス
トーリーと同じくらい価値があるスト
ーリーを持ってることに変わりはない
んだから。だから僕は、できる限り「人
間らしさ」を自分の役に込めるように
しているんだよ。
　日本の人に、僕の声が届くことを嬉
しく思っているよ。大学時代に黒澤明
の映画を観たことを思い出すよ。エン
ターテイメントは普遍的なこと。たく
さんの違った文化圏の人が美しい映画
を撮っている。でも、異なったストー
リーを語っているようで、皆似たよう
なことを経験しているんだと思うんだ。
僕はまだ一度も日本に行ったことがな
いんだけど、ぜひ行かなくちゃね。

ランなど全ての公共の空間で、車椅子
が通る大きな入り口と広さを持ったト
イレが設置されている。誰だってトイ
レには行かなきゃいけないし、水を飲
んだり、食べたり、眠ったりしなきゃ
いけないわけだから、そういったもの
へのアクセスが確保されてるってこと
は最も基礎的なことなんだ。
　アクセスがあるかどうかは、単にド
アの幅や傾斜路があるかどうかだけで
はなくて、周りの人々の障害者に対す
る意識が働いているかどうかってこと
でもある。例えば耳の聞こえない人が、
耳が聞こえないだけで、全く何にもで
きないと思われてしまうのは、差別以
外の何ものでもない。
　そういう偏見をなくしていくために
も、障害者が仕事を持つということが
大切になってくると思うんだ。そのた
めには雇用する側、雇用される障害者
の側、両方が歩み寄ることが必要。雇
用する側は、彼らの人のために雇用の
ドアを開けることが必要だし、障害者
の側は、仕事を頑張らなくてはいけな
い。雇用される機会を要求することと、
そして「社会への貢献者の一員」とし
て受け止められること。僕は、時代が
ようやく、その可能性に着手し始めて
いると、心の底から確信しているんだ
よ。
　ハリウッドを始め、世界のエンター
テイメント業界が「障害者とはメイン
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キャリアを持つクリスは、幾度も彼自
身に降りかかる苦難や偏見を、成功へ
と変えていく努力を惜しまない人だっ
た。
　彼が障害を負ったのは、1977年16歳

手に力は込められない。ロ
サンゼルスの一流フォトグ
ラファーとして20年以上の握

僕が障害者かどうかなんて、どうでもいい。
魂のこもった作品が、自分の証。

障害を理由に諦める前に

のときのバイク事故。脊髄損傷を負い
両手足を麻痺するという重い後遺症が
残った。写真を始めたのは、「ローリ
ング・ストーン」誌に載っていたリチ
ャード・アベドン（Richard Avedon）
の写真に衝撃をうけたことがきっかけ。
フォトグラファーになって以後、さま
ざまな撮影現場を経験し、1990年には
「ヴォルカー・スタジオ」を設立した。
今も、音楽、T V、映画などフォトグラ
ファーとして第一線で活躍する。

　僕はこのスタジオを「僕の小さなバ
イオスフィア（生物圏）」と呼んでい
るんだ。一度ここに入ってしまったら、
もう自分がヨーロッパにいるのか月の
上にいるのかわからない（笑）。僕の想
像力と、リフトを使えば天上の高さか
ら撮影することもできる、この大きな
ステージのおかげでね。
　これまでの23年間ずっとそうだった
ように、僕は世界中の有名フォトグラ
ファーと競争しなくちゃいけない。面
白い作品を生み続けない限りは、誰も
僕と話したいなんて思わないよ。彼ら
にとっては、僕が障害者だってことは
どうでもいいことだからね。
　障害と言っても色んなケースがあっ
て、精神や心に障害を持っている人た
ちもいる。僕は身体の障害だったけど、
頭の中は本当にシャープなんだよ。常
に考えていて、新しいものを創りだし
ている。フォトグラファーとして特に
困ることはないね。
　ただ、僕のウエブサイトで写真を見
て連絡をくれた人が、打ち合わせの場
で車椅子に乗っている僕を見て、後で
仕事がキャンセルになったとか、そう
いうことはよくあるんだ。ある服の広
告キャンペーンの撮影で、3日間かけて
20セットもの撮影をしたんだけど、そ
のときも、アート・ディレクターがオ

障害者であること、一流であること

Christopher Voelker 
フォトグラファー

クリストファー・ヴォルカー

※1  アラン・トイ／Alan Toy　米人気TV、映画で活躍する俳優。自身、3歳から両足が麻痺
※2  ADA（ Americans with Disabilities Act：アメリカ障害者法）　障害によるあらゆる差別を禁
止する法律。「雇用」、「公共サービス」、「公共施設での取り扱い」、「電話通信」の4つの柱を軸に、
民間企業での雇用差別や、不特定多数が集まる場所や交通機関における差別を禁止している
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オープンにしてほしい。障害を持つ俳
優の数は総人口の0 .5%にすぎない。
アメリカでは約3億人の人口に対して、
5400万人が何らかの障害を持っている
はずなのにね。つまり1割以上の割合
を占めてるんだよ。でも、フォトグラ
ファーに関しては、業界で僕一人だけ
だと思うよ。アカデミー賞をとる撮影
監督や、その他様々なジャンルのプロ
達の中に何でもっと障害者がいないの
かな、って。やっぱりどこかで排除さ
れてしまっているんだよ。
　僕にとっては、「拒否」されることが
一番きつい。僕の顧客はたいてい僕の
ウエブサイトを見て仕事を頼んでくる
けど、もし僕が車椅子に乗って自分の
ポートフォリオを見せてまわってたら、
今のようにはなってないんじゃないか
な。
　僕が尊敬する本物の「プロ」は、作
品を通して生きている。ただ単に、そ

れで生活しているってことではなくて、
写真を芸術として捉え、個人的な作品
にしろ、コマーシャル的な作品にしろ、
懸命に学んで、それが大好きなものに
なっているかどうか。写真を愛し、写
真が生活の一部になっているかどうか。
それは、作品に大きな違いを生むと思
う。写真に魂がこもっているというか、
心のそこから求めたものというかね。
　僕はピアニストや絵描きにはなれな
い。でも芸術的に優れた全ての人は、
どうやればそれを達成できるか、すで
に知っていると思うんだ。自分の気持
ちに本当に正直で、自分がやっている
こととその芸術―自分が最も親しめ
て、一緒に成長していけるもの―に
ついてよく理解すれば、きっと成功で
きると思うんだ。

フィスで最初に僕と会って驚いたよう
だった。それでも最後は「O K、やりま
しょう!」っていってくれて、結果的に
はとても良い撮影になったんだ。後で
「最初はフォトグラファーが車椅子に
乗っているなんて、ちょっと変な気持
ちだったけど、今ではとても視野が狭
かったって思う」と言ってくれたのは、
嬉しかったね。

　僕はこうやってプロになって、デー
ビッドに出会えたことが嬉しい。雑誌
の撮影の仕事で5年前に知り合って以来、
僕たちは大親友なんだ。お互いたくさ
んの試練を乗り越えてここまで来たと
思う。デービッドは、他の俳優たちと
は違って、障害者コミュニティへも多
大な貢献をしてるんだ。オバマ大統領
にあったり国連の会議に出席したり。
本当にすばらしい人だよ。
　僕も、写真を志している、ロンドン
の障害を持つ少女の相談に乗ったり、
個人的なサポートをしたりしてるよ。
昨年12月には、ギリシャ政府に招待さ
れて「国際障害者デー」のシンポジウ
ムに参加してきたんだ。社会全体でも
っと障害に対する意識を高めようって
いう取り組みの一環で、2000人もの参
加者がいた。そこで僕は、「障害を持ち
ながらも理想的な生活をしている」と
して、ブロンズ・メダルを授与された
んだ。あとは僕の写真をギャラリーと
して展示してくれたり、フォト・スタ
ジオで参加者を撮影したりね。すばら
しい体験になったよ。
　障害者に対する差別は有色人種に対
する差別と同じなんだ。それに、年を
とれば身体的障害っていうのは誰もが
持つものなのだから、それに対する差
別っていうのは、長い目で見れば老後
の自分自身に対する差別と同じなんだ
よね。でも、社会が発展していくうち
に、将来きっと、自分の家族と同じよ
うに障害者も社会の一員なんだって、
社会全体で考えられるようになってい
ると思うんだ。

　エンタメ業界で働くのは常に戦い。
ステレオタイプな見方を助長するんじ
ゃなくて、障害を持った人でも達成で
きることに対して、業界はもっと心を

1メイクアップアーティストの奥様と 2白壁に囲ま
れた「ヴォルカー・スタジオ」。数々の独創的な写
真はここで生まれる 3スタジオ内にはメイクアップ
ルームも完備されている 4スタジオと自宅入り口を
つなぐ応接エリア 5被写体となったロバート・デイ
ビッド・ホール。独特の世界観があふれる

心の底から求める写真を残す

車椅子のフォトグラファー
としてできること

Christopher Voelker© Voelkerstudio.com
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