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１．序論

（１）本研究の目的
　混沌としたものを分けることで、私達は、様々な
事象を整理してきた。パターン（pattern）は、大別
すると①行動スタイルやタイプを示す「類型、様式」、
②デザインされたものである「図案、模様、柄」③
洋裁等で用いる「原型、型紙」になる。造形・美術
教育においては、①と②どちらも深く関わりがあり、
造形要素、ストーリー、表現方法、表現主題、作品

等、多数かつ多様な事象が、あらゆる場で整理され、
概念化が図られている。本研究の題目「イメージ画
の類型パターン」は、①の類型として用いる。
　筆者の問題意識は、広汎な造形の基礎となりうる
型にある。イメージは、あらゆる時空間の記憶や思
考、感情を含むものであり、人間の内面にあり、不
可視である。それらをどのように視覚化するかは、
造形・美術教育の柱となる内容である。児童・生徒
は、イメージを、何を核として視覚化するのだろう。
本研究は、表象されたイメージ画の類型パターンを
認識することで、美的感性と表象のつなぎ方を再確
認し、イメージの視覚化にフィードバックすることを
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目的とする。

（２）先行研究
　近年の学会誌等では、イメージ画類型に関わる直
接的な先行研究は、見当たらないものの ｢パターン｣
の規則性、及び日本の伝統的文様から ｢パターン｣
に着目した福田隆眞らと、「イメージ画」を一つの表
出のデータとして分析している中澤潤他に着目する。
　福田は、「中学校美術教育における日本美を意識
した教材例」（2002，福田，原田）１）「美術教育にお
ける非定型による構成について」（2008，竹内，福田）２）

において、陶器、テキスタイル、建築などの装飾部
分及び日常生活のいたるところに存在するパターン
の規則性を教材として総括する。特に、三井秀樹の
言説を基に、砂紋や地層、樹木の幹など自然に表れ
るパターン、「単純反復」「鏡映反復」「交差・反復」
等の充填構成形式に見られるパターン、西欧の「定
型」に対して日本美術の造形原理である「非定型」
の構成に着目して教材化を意図していることは評価
できる。しかし、これらは「構成・構図」への言及
であり、イメージ画類型の一要素でしかない。
　中澤潤他「イメージ画に見られる学生の発達、成
長、成熟の概念の違い」（2006）３）において、イメー
ジ画は学生の素朴な発達観を測るための質問紙、連
想語等と並ぶ手法の一つとして用いられている。「発
達、成長、成熟のイメージをそれぞれ絵で表現して
ください」という教示後、描かれた絵を、①対象カ
テゴリー［人、動物、木・花、果物・野菜、モノ、
抽象形・階段等］、②形態変化、状態変化の質的、
及び量的変化カテゴリー③方向性カテゴリー［単純
増加、増加・減少、多方向、循環性等］、④終期カ
テゴリー、［乳児（芽）、幼児（幼木、ひよこ、おたまじゃ
くし）、児童、青年（花、若葉）、成人（実、鶏、カ
エル）、老人（枯れ木）、死（倒木）等］を設けて分
析している。イメージ画の表す表象のカテゴリー分
析は、本研究と重なる部分はあるが、教育的な美的
感性は問題にされていない。
　また、20世紀前半にイギリスにおいてマリオン・

リチャードソン（1892～ 1946）は、テキスト「Writing
＆Writing Patterns」（1935）を著し、リズミカルな
運動感覚をもった基本形を英語の筆記体文字習得と
デザインの基礎となるパターンの作成へと発展させ
るという独自の教育方法を示した。直江俊雄４）、要
真理子５）らによってその業績が検証されている。リ
チャードソンの文字を連続させてそれらが単一の文
字とは異なる豊かなイメージを作り上げる教育的視
点は、本研究における生徒のイメージ画作成の基礎
的概念として評価できる。

（３）問題の所在
　2008年から2014年に、茨城大学教育学部附属中
学校において、イメージを視覚化する技能習得と
美的感性の育成を目的とした味わいをコンセプトと
したドリンクテイストを伝達するデザインの授業を
行った。飲料を構想し、コースターやラベル、文字
デザイン等をトータルにデザインする授業で、１年
生の前学期の授業（10時間計画）として７年間継続
して行った。その変遷の詳細については後述するが、
2013年より、八切画用紙の短辺大（約27cm）の正
方形の画用紙にドリンクテイストのイメージ画作成
の過程を組み込んだ。作品は、四切大の用紙にボ
トルや文字のデザインと共に構成されているが、本
研究では、アクリルガッシュ、色コンテ等を用いた
2014年度のイメージ画（155枚）を研究対象として
検討する。
　これらの授業実践における生徒制作のイメージ画
について、海野弘の指標を参考に分類し、以下の問
題を検討する。
① 指標としたモデルは生徒のイメージ画類型に適切
か。
② ドリンクテイストのイメージ画類型パターンを検
討することによって、教育的にどのようなフィード
バックが可能か。
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２ ．イメージ画の類型パターンに関する前
提事項

（１）ドリンクテイスト視覚化の変遷
　ドリンクデザインの授業は、2007年にベルギー
ビールに学ぶトータルデザインを教育内容として構
想した時から始まる。その後、表現主題の言語化を
加味しながら、一貫してスモールステップの創作プ
ロセスを重視して進めた。具体的には、表象がまと
まりやすい小さな王冠から始まり、コースター、グ
ラス、ラベルやパッケージ、文字デザイン等をトー
タルに行う形で進行した。
　初年度はデザインしたパーツを並べてカタログ形
式で構成した。（図1-1）「雪苺」の作例からは、赤苺
と緑の対比が目立つ苺の王冠デザイン、苺の甘酸っ
ぱい味わいの広がりをシンプルなピンクと白の円の
分割で表したコースター、丸みのあるシンプルなロ
ゴで表したラベルデザインから、主張のあるやわら
かな味わいを連想できる。
　その後、味わいの表現主題が画面全体から発せら
れようにポスター形式に変えて２年程行った。ポス
ター形式は、広い画面全体の構成を検討しなくては
ならず、中学１年前学期の課題としては、高い構成
力を必要とされたからである。（図1-2～1-3）「雷神
サイダー」の作例は、雷神の古典的な動きのあるイ
メージと、サイダーの炭酸感がマッチして、優れた
ドリンクデザインとなっている。「SWISH」の作例は、
スイスの春の山岳地帯を思わせるような香りをコン
セプトに構想し、アルプスの山々と川を中心に構成
している。
　2011年からは、カタログ形式に戻り、色鉛筆や
93色の色紙、色コンテ等を用いて、ラベルのデザイ
ンに重きを置いて実施した。作例「レモンハイパー
Fine」（図1-4）は、オレンジ色と黄色のテーマカラー
を効果的に配して、飲むと元気がでるレモン味が、
トータルにデザインされている。
　その後、カタログ形式を取りつつも味わいのイン
パクトをさらに伝えることが課題となり、2014年の

図1-1　生徒作品例「雪苺」（2007）

図1-2　生徒作品例「雷神サイダー」（2008）

図1-3　生徒作品例「SWISH」（2009）
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教育実習生茅ヶ崎芽衣と相談の上、八切画用紙の短
辺大（約27㎝）の正方形の用紙に、味わいを伝える
イメージ画作成の過程を設けた。これらの表現は、
アクリルガッシュを使用し、色画用紙を切り取って
作成した文字デザインと共に、生徒の集中した活動
を促した。本研究では、このイメージ画を分類の対
象とする。

（２）類型指標の検討
　美術教育の理論化を進めたハーバード・リードは、
美の表現の類型として八類型を提案する（1943）６）。
ユングのタイプ論を参照した「客観的（外側に向け
られた）、主観的（内部に向けられた）」という意識
の方向の２つの型と、「１思考型、２感情型、３感覚
型、４直観型」の４つの型を組み合わせた８類型で
ある。現代の表現様式を４類型に対応させると「１
写実主義や印象主義の形式は外部世界の探究で思
考型」「２超現実主義は外部世界に反発し、精神性
の探究による感情型」「３表現主義は感動の探究に
よる感覚型」「４構成主義や立体主義は素材や形態
の把握を伴う直感型」７）となる。今回、これらの４類
型の分類をまず検討した。しかし、人間の気質類型
と個の意識を基にしたこれらの類型は、対象が個の
作品か個の包括的な捉えか不明瞭で、イメージ画の
類型指標として使用することはできなかった。
　リードの言説の中に度々登場する「パターン」は、
著書「芸術の意味」の「パターンの定義」に見られ

るように、布の模様として捉えられ、規則正しさが
あり、それらが繰り返され、複雑化し調和する美感
を備えている。当時の「pattern」はほぼ作品化され
た模様や図案を指していることがわかる。
　海野弘「ヨーロッパの装飾と紋様」の装飾紋様の
分類は、文様に限定されたものであるが、指標が明
快である８）。（図１参照）縦軸の上下の両極に「形」
と「意味」、横軸の左右に「写実的（リアリズム）・
具象」と「幾何学的・抽象」を定める。第１象限に
は純然たる形態の「幾何学紋様」、第２象限は自然
界の形による「植物、動物、風景の各紋様」、第３
象限は「シンボル（象徴）」、第４象限は「記号、文
字、構造的・建築的紋様」が整理されている。海野は、
「円とか三角は、第１に入るが、それらのパターンを
太陽とか星とかに見なすようになると、第３象限に
入ることになる。ここには具体的なイメージが象徴
的な意味をもったものが入る。」と指摘し、この作業
モデルが一つの象限に固定されることなく、その形
や意味の見方によって移動するという指摘は頷ける。

図２　海野弘　装飾文様の分類図（第Ⅰ象限～第Ⅳ象限）

図1-4　生徒作品例「Fine」（2011）
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あらゆる文様は形と意味を含んでいるが、両極のバ
ランスが違っているという主張である。これらの指
標に沿って、分類を試みる。

（３）ドリンクテイストの言語化
　味わいは本来、味覚という感覚を通して体感する
ものである。内的な感覚を他者と共有するためには、
それらを共有できる次元に置き換える必要がある。
本研究において、ドリンクのイメージ画は、構想し
た味覚を表現主題（コンセプト）として、その言語
化と共に徐々に具現化していった。実際に、飲料を
飲んだわけではないのに、味わったかのような感覚
の出現は美術ならではのイメージの感受であろう。
　表現主題は、表現活動を左右する指針として表現
活動と切り離せないものである。しかし、従来の指
導では、言語化せずとも制作が成り立つという特性
から、おぼろげなテーマとして生徒の内に止め、取
り上げられずに来た。表現主題は、表現性と指示性、
商品性と芸術性、或いは平面と立体といった様々な
選択の場面で、生徒の羅針盤となり、主体的な活動
を促した。本制作にあたっては、特に2009年よりド
リンクテイストの言語化に力を入れ、言葉を支える
ものは「もの」と「気持ち」であり、詳しくは「指
し示す視覚像」と「感覚・感情」の２つの要素を重
視して研究を進めた。
　図３は、横軸に「視覚像を示す度合い」、縦軸に「感

覚・感情を示す度合い」の軸をとり、実際に使われ
た表現主題の言葉を配置したものである。９）左下の
「自然の味」「さっぱり」「さわやか」といった一語の
ものに比べ、右上の複数語の重なる表現主題の方が、
感情を示す度合いや視覚像の度合が高まり、より高
い感情像レベルを示している。
　2010年当時146名の生徒対象に「ドリンクデザイ
ン」制作後に行った作品の自己評価において、「満足」
と答えた生徒は60名（41％）、「まあまあ」と答えた
生徒は78名（53％）「納得がいかない」と答えた生
徒は８名（６％）であった。表現主題を的確に記述
していた生徒は、表現技能の高低にかかわらず「満
足」の回答の比率が高い印象を受けた。イメージ表
出の制作において、特にコンセプトを的確に捉える
ことで、積極的な制作が展開されたからであろう。

４．第１次イメージ画類型

（１）イメージ画類型の実際
　本研究では、2014年の第１学年155名分のイメー
ジ画を対象として扱う。これらを、筆者が造形要素
としてどんなものが描かれているか調べ、第１～第
４象限「Ⅰ幾何学的、Ⅱ自然物的、Ⅲ象徴的、Ⅳ記
号的」の指標を基に分類を試みた。
　本イメージ画は文様だけではなく、色面構成的な
イメージ画も含まれる。例えば同じリンゴをモチー
フとした構成でも、モノ的視点があればⅡに、象徴
的意味あいが強いものはⅢとした。
　図4-1～ 4-4は155名中通し番号１～４の生徒の作
例である。分類の詳細を示す。
　「LEMON COFFEE」のイメージ画は、下地を黄
色一色で彩色し、その後飛行船型と矩形をマスキン
グテープで抜いて黒の重色を施している。レモンを
飛行船に見立て、レモンとコーヒーのテイストイメー
ジを黄色と黒色で拮抗させてデザインしていること
から「Ⅲシンボル・象徴的」類型と判断した。
　図4-2大人の女性をターゲットにした「女子会」
ドリンクのイメージ画は、薄い黄色にピンクや薄紫
の小花が散りばめられ、落ち着きと温かさを表して図３　ドリンクテイストの表現主題の言語化レベル
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いる。小花であるので、「自然物モチーフ」Ⅱと判断
した。
　図4-3「こどもコーラ」は、コーラの飲料の拡大イ
メージを表しており、炭酸感が強く感じられもので
ある。上部にやわらかな曲線を用い、濃い紫の地に
小さな水色のドットを配した美しい構成をもつこの
イメージ画は、Ⅲ類型と判断した。
　図4-4「ポカ茶」のイメージ画には、原料となる葉
を淡い緑色を背景に描いており、お年寄りをターゲッ
トとした、飲むと体が暖かくなるお茶である。Ⅱ「自
然物」類型とした。
　分類に当たっては、各イメージ画において形と意
味のどちらが強いかという判断に苦慮した。形に意
味を加えていくのがデザインであるため、海野の文
脈で分けると、小花も葉も意味を帯びているため、
厳密にはⅢとⅣに振り分けられるだろう。しかし、
形と意味の強弱を加味して、意味の弱いものはⅠと
Ⅱに入れ分類を行った。

（２）分析結果
　全体としては、「Ⅰ幾何学的構成」が最も多く76
名（49％）次に「Ⅲ象徴的構成」43名（28％）「Ⅱ
自然物構成」24名（15％）「Ⅳ記号的構成」12名（８％）
の順であった。縞や格子の構成等の何学的構成はシ
ンプルな形から出発できるために、約半数の生徒が
取り上げたことを確認した。Ⅲ象徴的類型の作品群
は質的に高く、深まりモチーフの再構成がなされて
いた。（図５）

図4-1　生徒作品例「LEMON COFFEE」
図4-2　生徒作品例「女子会」
図4-3　生徒作品例「こどもコーラ」
図4-4　生徒作品例「ポカ茶」　（全て2014年作品） 図５　第１次ドリンクデザインイメージ画４類型
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５．第２次イメージ画類型

（１）第２次類型指標の検討
　海野弘の装飾文様分類モデルを基に行った第１次
類型では、本来別次元の「形」と「意味」を対極に
おく判断の難しさや「形－意味」軸の感受側の捉え
方の問題が浮上した。イメージ画という性質上、全
てⅢとⅣの意味ステージの入れ、座標を作り変える
必要性がでてきた。前出の図３に示した「視覚像を
示す度合」に形レベルが「感情を示す度合い」に意
味レベルが、符合するため、横軸を「写実⇔抽象」
の「形」レベル、縦軸を「もの⇔象徴」の「意味」
レベルと定め、先の図「写実的⇔抽象的」横軸を「形」
レベル、「もの⇔象徴」の縦軸を「意味」レベルと
する新たな指標を定めることにした。これらは中心
軸からの座標にプロットするのではなく、軸を３分
割して、「写実性優位のもの」「半写実・半抽象」「抽
象性優位もの」と３段階を設定して分類を行いやす
いようにした。同様に、意味軸ではこれらは金子一
夫の示す表現主題の構造の「即物的記述」「意味的
解釈」「本質的直観」レベルを参照して10）、「意味の
弱い事物的なもの」「事物が文脈をもち説話的、ストー
リー性の感じられるもの」「本質的な象徴性のあるも
の」の３段階を設定した（図６）。

　この分類図の左上から１～９の番号をふり、先の
海野弘の分類指標である「幾何学的文様」は６に、
「自然文様」は４に、「象徴的・神話的文様」は５と
８に分けて、「記号・文字」は９の分類になると判断
した。「記号・文字」は「構造的・建築的文様」と
共に、海野案では、「具体的な形によって示される
象徴［シンボル］がしだいに抽象化し、記号化、言
語化していくと第４象限に入ってゆく」と説明がな
されており、最も象徴性の高いものとして扱ってい
る。本研究で扱うイメージの表象は、モノに意味を
付加してイメージを形成する営みである。筆者はこ
こに、象徴化された「記号・文字」は、新たに意
味を付加されるモノとして象徴レベルから事物レベ
ルに循環する流れを見出す。つまり、「記号・文字」
はイメージの素材として扱われる時は３の事物レベ
ルであり、感覚・感情等の個性を付加して再構成さ
れるプロセスを経て作品化されるのである。それは
事物・説話・象徴という質的な高まりがあるという
ことを確認し、私案イメージ画の９類型をまとめた。

（２）イメージ画類型の実際（第２次）
　最終的に、形、意味を軸とした９類型モデルを設
定し、試みに、１年１組の20作品を図６に丸数字で
示した。デザイン学習のイメージ画のため、単純化
の図像が多く、具象傾向の１、４、７は少ない傾向
であった。
　全155作品の分類結果を図７に示した。１［具象・

図６　イメージ画の９類型パターン（髙橋案）
図７　第２次ドリンクデザインイメージ画類型

（155作品対象、2016年９月）
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事物］レベルは３名（２％）２［半具象半抽象・事
物］レベルは９名（６％）、３［抽象・事物］レベル
は21名（14％）、４［具象・説話的］レベルは11名
（７％）、５［半具象半抽象・説話的］レベルは17名
（11％）、６［抽象・説話的］レベルは最も多い43名
（27％）、７［具象・象徴的］レベルは４名（３％）８［半
具象半抽象・象徴的］レベルは２番目に多い24名
（15％）、９［抽象・象徴的］レベルは23名（15％）
という結果を得た。
　第１次に比べ、分類はスムーズに進んだ。象徴的
レベルは、より一層、形と色の表象でイメージを強
く訴えかけるものとして選定した。事物レベルと象
徴レベルの間を、説話レベルとしたが、強く説話的
意味合いの感じられないものもあり、呼称について
はさらに検討する必要があるだろう。図８は１年１
組の40作品を分類した図である。上段［１、２、３］
は事物を並列した傾向が強く、意味は弱い。例え
ば「ＳＵＮ ＩＯＮ」というドリンクイメージの表象
として赤い丸形の太陽と川のような水の流れを並べ
て描いている。これは、料理前の素材である。テイ
ストのイメージがさらに伝わるように、よい素材に一
手間かけたいところである。中段［４、５、６］は、
説話的なストーリーが感じられるレベルである。「大
人のむぎちゃ」のイメージ画には、夕焼けを背景に
麦の穂が黒のシルエットで描かれている。造形要素
の絶妙な再構成がみられた作品群は、象徴的要素の
強い下段の［７、８、９］に集中した。特に９の〔抽
象・象徴〕レベル作品は、抽象的な格子模様等が多
く見られたが、イメージに合った色の選択、線の太
さや抑揚・シャープさ等の表情が加わり、コンセプ
トを強調する質の高い表象を確認した。

　以上の生徒のイメージ画９類型パターンの分類の
結果から、意味軸は上に行く程高くなることが適切
と考え、上下を反転させた図９を最終的な分類図と
した。
　これらは、生徒にとって制作の道筋及び作品レベ
ルを示すルーブリックとしても活用できる。〔１、２、

３〕の事物レベルに、美的感性としてストーリー性
や象徴性を加味していくことが、作品の質的な高ま
りになることを示唆している。

図８　イメージ画類型分布図（No.1～40作品）

図９ 　上下を反転させたイメージ画の９類型パターン最終
案
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６．結論

　以上、中学１年生のドリンクテイストのイメージ
画を分類する指標を検討し、問題の所存に対応して
以下の結論を得た。
① 　指標とした海野弘の４類型パターンモデルは生

徒のイメージ画類型に適切ではなかった。どのよ
うな表象も形と意味を内包する。意味レベルと形
レベルを分けて捉える９類型パターンの可能性を
示した。

② 　ドリンクテイストのイメージ画類型パターンの
検討は、イメージを視覚化する際の質的レベルの
上昇モデルを示した。「イメージに合ったものを並
置する事物レベル」→「事物からストーリーを創
出する説話レベル」→「美的感性を交えて事物を
再構成する象徴レベル」という質的上昇を生徒作
品から確認した。これらは、学習到達度を示すルー
ブリックとしても活用できる指標である。
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