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要旨

本研究は先行研究である「造形要素の組み合わせによる造形メソッドの確立と高度メディアリテ

ラシー教育への応用」と，
「造形要素のディジタルアーカイブと，その利用による教育および作品評価シ
ステムの構築」によって示された，課題を研究の契機としている．これらの研究で開発した基礎造形教
育法は，教員と学生の資質・能力に影響を受けにくいカリキュラムとして，一定の教育効果が確認され
ている．しかし実際に基礎造形教育法を運用した際に，具象的表現志向の高い学生にとって，造形メソ
ッドとの親和性が低く，能力差ではないものの表現志向の違いによって，教育効果が変わってくるので
はないかという事例が出現した．そこで本研究では，実際に授業で作成された学生の作品を元に，表現
志向との関係を分析し，以下のような結論が得た．①具象形が出現するのは，個人の嗜好による部分が
大きい．②具象形を志向する者の中には一部，心象・イメージを追求し，デザイン的な計画性を軽視す
る傾向が見受けられる．③具象形が出現する割合は，課題の難易度と具象形との親和性によるところが
大きい．
キーワード：基礎造形
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本研究は久保村が継続的に研究を進めてきた

の3つの柱から成り立っており，教育課題と内容を

「造形要素の組み合わせによる造形メソッドの確

構造的に示すことによって，学生の個人的な資質

１

立と高度メディアリテラシー教育への応用」 お
２

の有無に依拠しない，造形教育を行うことができ

よび，「造形要素のディジタルアーカイブ と，そ

るという特徴を持っている．また，指導者の資質

の利用による教育および作品評価システムの構

によって発生する教育水準のムラを解消し，全体

３

築」 の進展から出された新たな課題を研究の契

的な教育水準の向上と学生個人の能力の伸長を図

機としている．

る事が期待される造形教育法であり，実際に，開
発した基礎造形教育法を岐阜市立女子短期大学生

Ⅰ

研究背景

活デザイン学科の授業「基礎造形」で運用した結

小論の主題となっている基礎造形教育法とは，

果，一定の教育効果が確認されている．４

ドイツ・バウハウスでの予備課程における，基礎

しかし，開発された基礎造形教育法の運用を重

的な造形教育を起点とする構成教育・基礎造形教

ねた結果，一部で企図していた教育効果が得られ

育を，久保村が改良・開発した造形教育法である．

ない事例（作品）が発生した．これらの発生した

この基礎造形教育法は，①造形要素の構造化，②

事例は，複数存在し，類似した傾向を持っていた

造形要素の組み合わせによる造形メソッド，③積

為，その制作された作品の幾つかを一瞥したとこ
ろ，比較的，高評価の作品に抽象的表現が，低評

*くぼむら

りせい
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価の作品に，具象的表現が散見され，表現志向と
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基礎造形教育法の教育効果に，相関関係があるよ

ある．また，これらの造形要素は，造形要素を試

うに感じられた．

行錯誤しながら組み合わせて制作する方法である

そこで本研究では，これらの基礎造形教育法に

「造形要素の組み合わせによる造形メソッド」

係る問題に対して，表現志向が，どの様な影響を

（表.1）として確立されている．そして更にカリ

与えるかを調査・分析をし，基礎造形教育法の改

キュラム全体を通して，単純な造形要素の組み合

善に役立てる事を目的とする．

わせからなる課題から，造形要素が複雑で数の多
い課題へと発展していく様に構造化されている階

Ⅱ

研究方法

層型カリキュラム（表.2）として，教育現場で利

本研究は「造形要素の組み合わせによる造形メ

用されている．多くの大学では基礎造形の授業を，

ソッド」（以降，造形メソッド）の再検討を行い，

基礎造形の基本的な概念である「全ての造形活動

造形メソッドが効果的に機能せず，企図していた

の基礎」に対する教育として位置づけ実施してお

教育効果が得られなかった課題について，事例分

り，生活デザイン学科の場合，現行のカリキュラ

析を進めると共に，その原因となったと推測され
る，学生の表現志向の分類・分析を行う．
１ 基礎造形教育法の概念
本研究が扱う基礎造形教育法とは，色・形・コ
ンポジション・テクスチュアといった基本となる
造形要素である４大造形要素と，基本的な造形要
素に属性が連なる下位の従属造形要素，属性的に
関係があるものの明確に分類できない造形要素の
関連造形要素によって，構造的に示す事が可能で
表.2

表.1

造形要素

表.3
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ムでは，15週に渡って，徐々に難易度が上がる課

育効果を損なう事から，改善を要する課題だとい

題を設定している．（表.3）

える．
そこで小論では1999年度～2008年度のまで，岐
阜市立女子短期大学生活デザイン学科で行われた

２ 基礎造形教育法における課題
基礎造形教育法は，
「全ての造形活動の基礎」と

基礎造形の授業で，制作された学生の作品の調査

いう基礎造形の概念に基づき開発し，実際の基礎

を行う．そして，そこで作品中に描かれた「具象

造形の授業で利用されている．現行の基礎造形の

的表現」と「幾何学的・抽象的表現」を抽出し，

カリキュラムでは，15週に渡って徐々に難易度が

その比率と作品の評価を集計することで，表現志

上がる課題を設定している．今回，研究として扱

向と作品完成度との関係を明らかにしたい．また

う課題は，基礎造形教育法で定められている課題

作品に描かれた，個々の「具象的表現」と「幾何

のうち，「平行線による構成 透明視」，「ネガティ

学的・抽象的表現」を抽出・分析し，表現志向と

ブな線の構成 断線」，「ネガティブな線の構成 欠

関係する作品制作過程における問題点の検証を試

線」，
「欠損した円の構成」「
，同形分割と等量分割」，

みる．

「同形単一ユニットによる平面充填」の6課題であ
る．これらの課題は実際に基礎造形教育法を授業

Ⅲ

で行った際に，造形メソッドが効果的に機能せず，

結果・考察

基礎造形の授業で制作された全ての作品のうち，

「具象的表現」と「幾何学的・抽象的表現」に表

表現志向の差は全ての課題において出現したので

現志向が分離する例が，顕著に表れた課題である．

はなく，一部の課題において出現した．その課題
は，
「平行線による構成

３ 表現志向に関する分類と評価

線の構成

実際の授業で基礎造形教育法を用いて学生を指

透明視」，
「ネガティブな

断線」，
「ネガティブな線の構成

欠線」，

「欠損した円の構成」「
，同形分割と等量分割」，
「同

導し，完成した作品の評価を行った際，前述の6

形単一ユニットによる平面充填」の6課題である．

課題において，
「具象的表現」と「幾何学的・抽象

そこで本章では表現志向の差が表れた6課題につ

的表現」に表現傾向が別れたが，作品の評価にお

いて調査・分析を行い，以下に述べる．

いて比較的，高評価に抽象的表現の作品が集まり，
低評価に具象的表現が集まった様に感じられた．

１ 各課題と出現率の関係

この学生が制作した作品における抽象的表現・具

作品中に描かれた「具象的表現」と「幾何学的・

象的表現の分類と評価について，評価方法は評価

抽象的表現」を抽出し，その比率と作品の評価に

側の嗜好に偏らない造形要素数を勘案した評価を

ついて集計を行った．各課題で提出された作品中

用いたが，作品の表現として，生活上で目にする

に占める具象表現の割合と，具象表現の出現率は，

具象形体のモチーフの有無で分類を行った為，厳

（表.4）のとおりである．

密な分析ではなく，明らかな相関関係があるとは
断定できなかった．
本来，造形メソッドを利用した基礎造形教育法

課題名

具象/作品数

具象表現出現率

透明視の構成 5

99/367

27%

37/382

9.7%

断線の構成

6

は，教員と学生の能力に影響を受けにくいカリキ

欠線の構成

7

ュラムとして開発したものであり，具象的表現志

欠けた円の構成 8

向の高い学生にとって造形メソッドを用いた教育
カリキュラムとの親和性が低いというのは，能力

分割の構成

9

平面充填の構成

差ではないものの，表現志向の違いによって，教
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10

表.4

75/361

20.8%

142/370

38.4%

268/340

78.9%

23/324

7.1%

課題と出現率の関係
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成し，透明視が表現できている．課題の出題意図

傾向，結果が明らかとなった．

に添っており，配色にも複数の色が使用されるな

①

課題によって具象表現の出現率は異なる．

ど工夫が見られ，時間をかけて丁寧に制作されて

②

カリキュラムの一部において課題が進行する

いることから評価高となっている．

につれて，具象表現の出現率が高くなる傾向が
ある．（赤字の箇所）
２

作品の分類・分析
各作品に描かれた「具象的表現」と「幾何学的・

抽象的表現」を抽出・分析し，表現志向と関係す
る作品制作過程における問題点の検証を試みた．
それぞれ各課題に出現した具象表現の作品におい
て，その課題の出題意図との適合性（適合型・中
間型・非適合型）と作品評価（高・中・低）に分

図.2 透明視「手」

類し，分析を行った．
以下に各課題の代表的な作品分析の例を挙げ，

②具象表現（課題適合型・評価中）

述べる．

作品（図.3）は，魚をモチーフとした「具象的
表現」であり，平行線の数も充分あり，透過壁を

1）「平行線による構成 色による透明視」

形成し，透明視が表現できている．課題の出題意

平行線によって透明視を試みる課題である．色

図に添っており，配色はトーンオントーン配色の

彩の視覚効果を効果的に利用することによって，

原則に従っている．モチーフの形が魅了に欠けて

平行線による半透明と認識されるような透過壁を

おり，構成にも工夫が乏しい．また，やや平行線

形成させる．そして更に，平行線の間に平行線を

の数が少ないことから評価中となっている．

引くことによって，透過壁の先に見える視覚像を
形成させる．

図.3 透明視「魚」

図.1 幾何学形体による抽象作品

①具象表現（課題適合型・評価高）
作品（図.2）は，手をモチーフとした「具象的
表現」であるが，平行線の数も多く，透過壁を形
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でいる箇所が多く，課題の出題意図からずれてい

③具象表現（課題中間型・評価中）
作品（図.3）は，碇をモチーフとした「具象的

る．また配色は補色を用いアクセントをつけるな

表現」であり，平行線の数も充分あり，透過壁を

ど，工夫されているが，透明視の表現を損ねてい

形成し，透明視が表現できている．

る．モチーフである林檎の形は良く表現出来てい
るが，課題の出題意図とは離れている．先の（図.4）
より表現のレベルは低いものの平行線を多く用い，
努力が認められることから，評価中となっている．

図.4 透明視「碇」

但し，地と図の間で異なる２色によって平行線

図.6 透明視「トンボ」

を継いでいるなど，課題の出題意図から逸脱して
いる表現もみられる．また配色は補色を用いアク

④具象表現（課題中間型・評価低）

セントをつけるなど，工夫されているが，若干，

作品（図.6）は，トンボをモチーフとした「具

透明視の表現を損ねている．モチーフの形は魅力

象的表現」である．基本的に課題の出題意図に添

的だが，平行線を異なる色で継いでいる点と，透

っているが，平行線の数が少なく，透過壁の形成

明視が損なわれている点から評価中となっている．

ができているとは言い難い．また図となるトンボ

作品（図.5）は，林檎をモチーフとした「具象的

の平行線を異なる色によって継いでおり，形もモ

表現」であり，平行線の数は充分あるが，実際の

チーフの観察がされているとは言い難い．そして

透過壁は青色のみで，透明視が表現できていると

全体的に平行線が少なく，作品に対する努力が見

は言い難い．また異なる色によって平行線を継い

受けられないことから，評価低となっている．
2）ネガティブな線による構成

断線

「ネガティブ」とはゲシュタルト心理における
「地」に相当する表現である．平行線を多数引く
と面かが発生するが，平行線の一部を完全に切断
し取り除くと，そこに空白の地が露出する事にな
る．切断した空白は，基本的には背景（地）であ
るが，大きさ，形によっては注意の転動性が発生
し，図（ネガティブな像）となる．
図.5 透明視「林檎」
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図.9断線「苺」

図.7 断線による抽象作品

③具象表現（課題中間型・評価高）
作品（図.10）は，アゲハ蝶をモチーフとした「具
象的表現」であり，平行線の数も適切である．ネ
ガティブな像において，一部で平行線が完全に切
断されていない箇所や，平行線を無視した形で描
かれている為，課題の適合性は中とした．但し，
繊細なアゲハ蝶の像が表現されており，平行線は
１色だが，太さを漸進変化させ，画面にアクセン
トを与えるなど工夫が見られる為，評価高となっ
ている．

図.8 断線「星と月」

①具象表現（課題適合型・評価高）
作品（図.8）は，星と月をモチーフとした「具
象的表現」であるが，平行線の数も多く，各線毎
に補色やグラデーションによって色を変えるなど，
配色に工夫が見られる．またネガティブな像に関
しても，平行線を一律に削除するのでは無く，像
が失われない程度に繋げるなどの工夫が見られ，
時間をかけて丁寧に制作されていることから評価
高となっている．

図.10断線「アゲハ蝶」

②具象表現（課題適合型・評価中）
作品（図.9）は，苺をモチーフとした「具象的

④具象表現（課題中間型・評価中）

表現」であるが，平行線の数も多く，鮮明な像が

作品（図.11）は，雄鳥をモチーフとした「具象

表現されている．しかし平行線に１色しか用いて

的表現」であり，平行線の数も適切で，ネガティ

いないため，やや画面は単調な表現になっている．

ブな像も鮮明に表現されている．平行線は１色し

またネガティブな像に関しては，苺の像が描かれ

か使用していない為，やや画面が単調となり，評

ているが，単純な形で，やや魅力的に欠けている

価は中に留まっている．また断線表現に関しても，

ことから，評価中となっている．

切断・除去ではなく平行線間で，地と図が反転し
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て用いられている為，課題の適合性が中となって

力に欠けている．以上の理由から非適合型・評価

いる．

低となっている．

図.11 断線「雄鳥」

図.13断線「錦鯉」

3）ネガティブな線による構成

⑤具象表現（課題非適合型・評価低）

欠線

作品（図.12）は，向日葵をモチーフとした「具

欠線は断線と同様に，ネガティブな像による表

象的表現」であるが，向日葵を表現する為に，平

現であるが，断線のように平行線を完全に切断す

行線1本において異なる色を使用しており，課題の

るのではなく，平行線を一定の方向から削り取る

出題意図で示したようなネガティブな像が表現さ

ことによって，ネガティブな像を形成している．

れていない．また向日葵の表現も観察力・描写力

断線の表現と比較して，削る取る量によって，像

が不足しており，平行線の太さも造形力の不足か

の鮮明さを加減できる為，より複雑な表現が可能

ら不均一である．以上の理由から非適合型・評価

となっている．

低となっている．

図.14 欠線による抽象作品
図.12 断線「向日葵」

①具象表現（課題適合型・評価高）
作品（図.13）は，水の中で泳ぐ錦鯉をモチーフ

作品（図.15）は，四つ葉のクローバーをモチー

とした「具象的表現」である．但し，錦鯉，波紋

フとした「具象的表現」である．平行線の数も多

を表現する為に，平行線の切断ではなく，別の図

く，個々の線の太さも異なる．また外形の工夫が

形を乗せており，課題の出題意図で示したような

なされているなど工夫が見られ，時間をかけて丁

方法で，ネガティブな像が表現されていない．ま

寧に制作されており，評価高となっている．

た錦鯉の観察力も不足しており，波紋の表現も魅
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た「具象的表現」である．平行線の数も適切であ
り，白い地との対比が鮮明に表現されている．単
純な視覚像ではあるものの，丁寧に制作されてい
ることから評価高となっている．

図.17欠線「蝶」

③具象表現（課題中間型・評価低）
作品（図.18）は足跡をモチーフとした「具象的
表現」である．平行線に中空の箇所が多くあり，

図.15 欠線「四つ葉のクローバー」

課題の制作条件を大きく逸脱している．また足跡
の形体も均整がとれておらず，造形的な魅力に欠
けている．以上の理由から，課題中間型・評価低
となっている．

図.16 欠線「非常口サイン」

②具象表現（課題中間型・評価高）
作品（図.17）は蝶をモチーフとした「具象的表

図.18欠線「足跡」

現」である．蝶の羽根に一定方向ではなく反対か
ら欠損している箇所や，触覚に線に接触していな

③具象表現（課題非適合型・評価低）

い図が見られる事から，課題中間型となっている．

作品（図.19）は苺をモチーフとした「具象的表

しかし平行線の数も多く，グラデーションなどの

現」である．平行線に中空の箇所が多くあり，苺

色彩の工夫もみられ，丁寧に時間をかけて制作を

の像は並行線とは異なる図を作成し，乗せている

していることが伺えることから，評価高としてい

など，課題の制作条件を大きく逸脱している．ま

る．

た苺に対する観察力・表現力も乏しく，造形的な
魅力に欠けている．以上の理由から，課題中間型・
評価低となっている．
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所によって見え方も変化しており，評価高となっ
ている．

図.19欠線「苺」

4）欠損した円による構成

図.21 欠円「王冠」

円を欠損させることによって円の持つ「完全」
という象徴性を破壊し，地に表れるネガティブな
像の造形的な美しさを表現している．また円の向
き，組み合わせ方によって，表現に変化を与える
事が可能である．
①具象表現（課題適合型・評価高）
作品（図.21）は，王冠をモチーフとした「具象
的表現」である．円の数も適切で，配色も明度に
よるグラデーションを用い，工夫されている．ま
た個々に表れる王冠の像も繊細に表現されており，

図.22 欠円「蛙」

箇所によって見え方も変化していることから，評
価高となっている．

②具象表現（課題中間型・評価高）
作品（図.23）は，林檎をモチーフとした「具象
的表現」である．円の数は適切であり，配色も表
現に林檎の木を表現するのに応じて適切に選択さ
れている．但し，林檎の木を表現するのに志向が
傾注され，個々のユニットの欠損の仕方，組み合

図.20 欠円による抽象作品

作品（図.22）は，蛙をモチーフとした「具象的
表現」である．円の数も多く，配色はスミ1色であ
るものの，繊細で明快な蛙の像を表現するのに適
切となっている．また個々に表れる蛙の像も，箇
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わせ方に工夫が見られない．以上の理由から課題
中間型となっている．
作品（図.24）は，林檎をモチーフとした「具象
的表現」である．円の数は適切であり，配色も表
現に林檎の木を表現するのに応じて適切に選択さ
れている．但し，林檎表現するのに志向が傾き，
個々のユニットの欠損の仕方，組み合わせ方に工
夫が見られず，茎，葉を加えたのは課題の制作条
件から逸脱している．以上の理由から課題中間型
となっている．

図.25 欠円「犬」

図.26 欠円「花」
図.24 欠円「林檎」

5）同形分割と等量分割
③具象表現（課題非適合型・評価低）

同形分割は，画面を分割し2色に塗り分けたとき

作品（図.25）は，犬をモチーフとした「具象的

に，2色の像が同じ形になる表現である．2色を分

表現」である．円を欠損させるのではなく，犬の

割する線は必ず正方形の中心をとおり，2色は点対

図を重ね合わせており，制作条件から大きく逸脱

称の図形となる．

している．また犬に対する観察力・描写力も不足

等量分割は画面を分割し2色に塗り分けたとき

しており，課題非適合型・評価低となっている．

に，2色の面積がほぼ等しくなる表現である．面積

作品（図.26）は，花をモチーフとした「具象的

を等しく測る為にグリッドを用い，2色の増減を行

表現」である．円を欠損させているが，ネガティ

う．

ブな像を表現しているのではなく，欠損した円を
組み合わせて花を表現している．また直線など制
作条件から逸脱した構成要素が多く用いられてお
り，表現上も造形的魅力に乏しい．以上の理由か
ら課題非適合型・評価低となっている．

図.27 分割による抽象作品
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①具象表現(課題適合型 ・評価高)

快，若しくは繊細となっており，造形的魅力も高

同形分割と等量分割による作品(図 .
2
8
)，
(
図2
9
)， (
図3
0
)， (
図 31
)
，

い.以上の理由から，評価高となっている.

(
図.
3
2
) は，それぞ

蓄積と蝶 J，I
花
れ「鳩とレモン J， 蝶 と 女 性 J，I
と懐中時計J， I
縞馬と顔」を モチーフとした 「
具
象的表現」である .

図.3
1分割「花・懐中時計」

図.2
8分割「鳩・レモン」

図.3
2分割「縞馬・顔」

②具象表現(課題中間型 ・評価中)

3
3
)は
，
作品(図 .

ドナルドダックと林檎をモチ

ーフとした 「具象 的表現 j である.等量分割は制
作条件，課題意図を満たしているものの，同形分

図.
2
9分割「蝶・女性」

割はモチーフの表現に制作志向が傾注し，図像に
主線を用いるなど，制作条件を逸脱している.以
上の理由から課題中間型 ・評価中とな っている .

(
⑩
図.
30分割「蓄積・蝶」

いずれの作品も制作条件

課題意図を充分に満

図 .33分割「ドナルド・林檎」

たしている.また地及び図に 表れる像の表現も明

4
3

「
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異なる色で描いており制作条件を逸脱している.

③具象表現(課題非適合型・評価中)

3
4
) は，風車と偏幅をモチーフとした
作品(図 .

また同形分割も，兎の表現制作志向が傾注された

「具象的表現」である.等量分割は制作条件，課

為，大きく制作条件から逸脱している.以上のよ

題意図を満たしており

表現も繊細である.しか

うな理由から課題非適合型 ・
評価低となっている.

し同形分割は地と図の 2色において点対称図形と
なっておらず，制作条件を逸脱している .以上の
理由から課題非適合型・評価中となっている .
④具象表現(課題非適合型・評価低)
3
5
) は，林檎をモチーフとした「具象
作品(図 .

的表現」である. 等量分割は林檎の 表現に制作志
向が傾注された為，茎や葉を異なる色で描いてお
り，制作条件を逸脱している . また同形分割も，
地と図の 2色による制作になっておらず，同形分割
図.3
6分
害J
I[
"
兎

とは言い難い.以上のような理由から課題非適合

・林檎J

型 ・評価低となっている.
作品(図.37
)は
，

ドナルドとミッキーをモチー

フとした「具象的表現」である.
いずれもモチーフの 表現に制作志向が傾注された
為，単なるイラストとなっており，制作条件を大
きく逸脱している.以上のような理 由から課題非
適合型 ・評価低となっている.

図.3
4 分割

「
風車 ・煽幅」

図.
37 分割

「ドナルド ・ミッ キー」

6
) 同形単一ユニットによる平面充填

平面充填が可能な正多角形は，正三角，正方形，
正六角形の 3つであり，基本的には，これらの形接
図.
3
5分割

を変形，組み合わせる事によ って，点の接合(マ

「
林檎」

作品(図 3
6
) は兎と林檎をモチーフとした 「
具
3
5
) と同様に
象的表現」である .等量分割は(図 .

林檎の表現に制作志向が傾注された為，茎や葉を

ッチング)を行っている . また充填に変化を持た
せるために，組み合わせの際にユニットの回転，
移動を行っている . また各ユニットは単色で塗ら
れ，隣接するユニット同色ならない様に，配色に
気をつけなくてはならない.
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黄・黄緑・緑といった類似色による配色でまとめ
ており，評価高となっている．

図.38 平面充填による抽象作品

①具象表現（課題適合型・評価高）
作品（図.39）は，ヨットをモチーフとした「具

図.40 平面充填「猫」

象的表現」である．長方形による平面充填を基本
に，ユニットを変形，移動させることによって波
を形成し，最後にヨットの像を加えている．配色
も青系統のドミナント配色による，涼しげな表現
であり，評価高となっている．

図.41 平面充填「蛙」

作品（図.42）は，アルファベットのKをモチー
フとした「具象的表現」である．平行四辺形によ
る平面充填を基本に，Kの像を加えることで，繊
細な像を形成している．配色は黄・茶・黒といっ

図.39 平面充填「ヨット」

たトリコロール配色で落ち着いたイメージでまと
作品（図.40）は，猫をモチーフとした「具象的

めており，評価高となっている．

表現」である．正方形による平面充填を基本に，
猫の像を加え，ユニットを変形，垂直に移動させ，
画面に変化を与えている．配色は緑系統と無彩色
による組み合わせで，落ち着いた表現となってお
り，評価高となっている．
作品（図.41）は，蛙をモチーフとした「具象的
表現」である．菱形による平面充填を基本にユニ
ットを変形，垂直に移動し重ねることで形体を乗
除させ，最後に蛙の像を加え，ユニットに変化を
与えている．配色は蛙の個有色のイメージに近い，
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図.42 平面充填「K」
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制作条件，若しくは課題の出題意図を逸脱してお

作品(図.43
)は
， Tシャツをモチーフとした 「
具

り，課題非適合型・評価低となっている.

象的表現」 である.正方形による平面充填を基本
に，猫の像を加え，ユニットを変形，垂直に移動
させ，画面に変化を与えている.配色は緑系統と
無彩色による組み合わせで，落ち着いた表現とな
っており，評価 高となっている.

図.4
5 平面充填「ミッキー」

3 考察
各課題における出現率と，作品の分類・分析の
結果からネガティブな線の構成
図.
4
3 平面充填

I
Tシャツ」

ティブな線の構成

ネガ
欠線 J，I

欠損した円の構成 J，
欠線 J， I

「
同形分割と等量分割」 の課題に

具象 的表現」

と 「
幾何学的・抽象的表現」 という，表現志向の

③具象表現(課題非適合型 ・評価低)

4
) は，三つ 葉 のクローパーをモチー
作品(図 4

違いが見られた.

フとした 「具象的表現」である. しかし基本とな

これらの課題のうち， 具象表現の出現率が高い

る同形・単一ユニ ットは三つ葉のク ローパーでは

課題の場合は，評価が高くなり，出現率が低い作

なく，分かり難く，強いて言うのならば四角形だ

品の場合は，評価が低くなる傾向が見受けられた.

といえる.制作条件，若しくは課題の出題意図を

この様に課題によって具象表現の出現率が異なる

逸脱しており，課題非適合型・評価低となってい

のは，課題の難易度と，具象形との親和性による

る.

ものだと考えられる.故に具象表現の出現率が高
い課題は， 具象形との親和性が高いために， 具象
表現を用いた場合でも評価が高くなると思われる.
また完成した作品の評価と学生の志向を比較し
た結果，具象的表現を 志 向する 学 生は，親和性の
低い課題でも 具象 的な 表現を行うだけではなく，
造形要素への理解度が低い為に，課題の意図が読
み取れない場合があり，全体的に成績が低くなる
傾向がみられた.
図.
4
4 平面充填「三つ葉のクローパー」

I
V 結論
以上の研究経過から，以下の 3点をまとめ，結論

作品(図 4
5
)は，ミッキーをモチーフとした 「
具
象的表現」である . しかし基本となる同形・単一

とする.

ユニットが円である為平面充填になっていない.

①

4
6

作品中に具象表現が出現するのは，個人の曙

基礎造形教育法における表現志向の影響

にする．

好による部分が大きく，具象表現を好む者は，
多くの作品で具象表現を用いる傾向がある．こ

⑥

具象・抽象の表現志向による個人差を考慮し
た，基礎造形教育カリキュラムへの改良を図る．

れは作者の内的な，具象表現志向の強弱による
と考えられる．
②

本研究は科学研費 基盤研究（C）（80320951）

具象表現が出現する割合は，課題の難易度と
具象表現との親和性によるところが大きいと

の助成を受けたものである．

いうことである．例えば，作者の具象表現志向
が強い場合には，具象表現との親和性が低い課

註

題でも，具象表現を用いる傾向があり，逆に作
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おわりに
以上，小論では基礎造形教育法における問題の
整理と，そこから推定される諸課題の考察を行っ

学研究科・学位論文，p.127-p.128，2008
5

「平行線による構成

6

「ネガティブな線の構成

断線」の略
欠線」の略

透明視」の略

た．本研究の最終的な目的は，授業における作品

7

「ネガティブな線の構成

制作の際に発生する，具象・抽象の表現志向によ

8

「欠損した円の構成」の略

る個人差を考慮した，基礎造形教育カリキュラム

9

「同形分割と等量分割」の略

の改良を行うことにある．今後は，その研究過程

10

において，以下の点について研究を進めていく計
画である．
①

学生に内在する内的なイメージと表現志向の
あり方を構造的に視覚化する．

②

学生の表現志向から発生する制作モチベーシ
ョンの様相を明らかにする．

③

学生の表現志向，制作モチベーションと，学
生の行う造形表現および作品完成度の関係を
調査する．

④

①-③から導き出された，学生の表現志向によ
る造形プロセスのメカニズムの考察をおこな
う．

⑤

学生の表現志向と，造形メソッドを用いた教
育カリキュラムの教育効果との関係を明らか
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「同形単一ユニットによる平面充填」の略

