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The information that we gather with our eyes may not be transmitted to our

brains purely objectively after it is filtered through the sensory reception process.

Since it is typically perceived with particular meaning or meanings attached thereto,

it therefore cannot avoid some kind of transformation･ Consequently, developing

and learning a technique to recognize the visual world objectively may not bring more

or more varied forms of expressiveness, but may encourage recognition of the world

as it is, and allow it to be expressed objectively without transforming it by subjective

thought.

In the field of art education and beyond, I think it is important to encourage a

flexible and balanced outlook･ From this viewpoint, the importance of being able to

see and express things as they really are increases greatly when considering the

various negative phenomena in today's society.

Initially, I analyzed the process and structure of the transformation in order to

investigate and develop a method to get closer to expression by objective sight, by

using two laws based on data derived from actual practice. From there, I devised new

auxiliary equipment (T-Character Line Plate) and confirmed that drawings that

conveyed objective sight came close to 23% on average.

私たちが捉えた視覚情報は受容のプロセスを経て､純粋に客観的なまま現象を認識して
いるとは限らず､意味とともに認識され､何らかの変容を免れざるを得ない｡したがって

視覚的世界を客観的に認識して表現するメチエ(metier)を学ぶことは､より様々な表現
の豊かさをもたらす可能性を大いに秘めているばかりでなく､延いては主観的な考えに陥

ることなく､世界をあるがままに認識し､表現できるようになるのであり､美術教育の枠

組みを超えて柔軟でバランスのとれた心を育成することにも繋がるであろう｡このように
考えると､今日の様々な負の社会現象を鑑みても､あるがままに表現できる力は､大いに
その重要性を増しているように思われる｡

まず絵画表現において客観的視覚にもとづく表現に近づくための方策を探るべく､視覚

的認識における変容の構造を分析しつつ､具体的な実践結果から得られたデータをもとに､
二つの法則を導いた｡さらに､新たな補助装置[T字線プレート]を考案し､客観的視覚

にもとづく表現に平均で23%近づく効果を確認できた｡

Key words: western drawing (西洋画素描)

auxiliary equipment (補助装置)

objective sight (客観的視覚)

perspective drawing (透視図法)
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Ⅰ.はじめに

私たちが捉えた視覚情報は受容のプロセスを経

て,純粋に客観的なまま現象を認識しているとは

限らないことは､今日まで様々に発見･指摘され

てきている｡そのように私たちの視覚情報が意識

するか意識しないかに関わらず､意味とともに認

識され､何らかの変容を免れざるを得ないのであ

るとするならば､むしろそうした客観的な認識は

知性を持って思考する存在としての私たちには不

可能なことのように考えられなくもない｡

その一方で､そうした知性なくしては視覚をは

じめとする感覚器官から得られる情報は全く意味

を持たないものになってしまうがゆえに､際限な

くカオスを生じさせる以外なく､延いては私たち

が築き上げてきた今日のような社会や文化は望む

べくもない｡私たちの知性がそうした世界を構築

するうえで欠かせないものであると同時に､私た

ちの認識を歪めてみせる要因もまた知性であると

言えるであろう｡

本論文では､絵画表現において､特にその基本

となるデッサンを学ぶうえでの客観的視覚にもと

づく表現に近づくための方策を探るべく､視覚的

認識における変容の構造を分析しつつ､具体的な

実践結果から得られたデータをもとに､新たな補

助装置とその効果について研究する｡

Ⅱ.視覚的認識の変容機構について

1.アプリオリな要因による変容

錯視によるものがこれにあたる｡知識や経験､

意志などに関わらず視覚的に正常な状況で見える

錯覚現象で､実際には平行な線が傾いて見える

K. F.ツェルナ-の錯視(図1)や実際には同じ

線分が違う長さに見えるF.ミュラー-リヤーの

錯視(図2)､実際には同じ円が異なる大きさに

見えるF. ∫.デルブ-フの錯視(図3)などの蔑

何学的錯視がよく知られている｡他にも図4のよ

うに実際にはない形が見えてしまう主観的錯視と

言われるG.カニツツアの錯視､図5のように同

じ色が異なって見える明度対比による錯視などが

ある｡いずれも生理的な現象であり､このように

無くすることが難しい視覚的な変容が存在するこ

と､世界がそのまま実際のとおりに見えていない

可能性があることを確認する明確な例である｡

2.アポステリオリな要因による変容

私たちが経験を重ね思惟する存在であるがゆえ

に､知覚が常にコード化されてしまうことによっ
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ても認識は変容する｡ F.ニーチェは｢哲学はい

つも世界を自らの姿に擬して創造する｣ 1)と請っ

ているが､この言葉は哲学の南野を越えてそのま

ま認識論や芸術論などにも当てはまるように思わ

れる｡表現は異なるがA.カミュの｢いかなる思

考もすべて人間の形態をしている｣ 2)という言葉

も同じ意味を持っている｡

こうした変容の要因を丸山圭三郎が次のように

示唆している｡ ｢私たちは事物を見ているのじゃ

なくて､創っているのです｡つまり意味を構成し

ているのです｡｣3)一例としてW.カンディンスキー

が対象を否定し抽象表現へ向かう端緒となったと

誇っている次の逸話は､その<意味の構成>の表

れと考えると興味深い｡

｢私は､或るとき､自分のアトリエ内で起っ

た思いがけぬ一つの光景に､魅せられたこと

があった｡それは､黄昏が押し迫るときであっ

た｡私は､一枚のスケッチを終え､絵具箱を

たずさえて､まだ空想に耽り､済ませた制作

に気を奪われたまま家に戻ってきた｡と､私

は､突然名状しがたいほど美しい､内面の灼

熱に満たされた一枚の絵を見つけたのである｡

私はまずハツとして､それから急いでこの謎

の絵の方へ歩み寄った｡その画面に私はさま

ざまな形態と色彩以外何も認めず,絵の内容

は分らなかった｡私は､すぐさまその謎を解

く鍵を見つけた｡つまり､その絵は､自分の

手で描いた絵で､画面を横にして壁に寄せか

けてあったのだ｡翌日私は､昼の陽光の下で

昨日の印象をこの絵から手に入れようとして

みた｡だが半分しか成功しなかった｡すなわ

ち､キャンヴァスを横にしても絶えずもろも

ろの対象が識別できたし､加えて黄昏という

繊細なワニスが欠けていたからである｡その

とき私は､正確に､対象が自分の絵を損じる

のだ､と知ったのである｡｣4)

そのように私たちが捉えた視覚情報が受容のプ

ロセスを経て､純粋に客観的なまま現象を認識し

ているとは限らず､むしろ厳密には常に何らかの

変容を受けていると考えられる｡

図6の画像は部屋の壁と天井との角を写したも

のであるが,暫く見続けていると中央が手前にあ

る直方体の角のようにも見えてしまい､ひとたび

その両方が認識されると､その後<部屋の角>と

<直方体の角>のイメージを繰り返し交互に思い

描かずには済まなくなってくる｡ここにも対象が

何であるのかを判断しようとする<意味の構成>

が､意識的か無意識的かに関わらず関与している

と考えられる｡ M. C.エッシャー5)やG.アルチ

ンボルド6)､歌川囲芳7)らのトロンプ･ルイユ

(trompe-l'cil,悔し絵)は､そうした認識の性

質を逆手に取ることで成立している｡

Ⅲ.客観的視覚の重要性

1.絵画表現における模倣性の意味

レオナルド･ダ･ヴィンチはその手記の中で

｢われわれのあらゆる認識は感覚に始まる｡｣8)と

述べつつ､そうした感覚が必ずしもそのままのか

たちで認識となるものではないことから､ ｢童家

の心は鏡に似ることをねがわねばならぬ｣9)､あ

るいは｢童家は｢自然｣を師としなければなら

ぬ｣ 10)と記している｡これらの言葉は<芸術は自

然を模倣する>という考え方にもとづいているが､

これは神によって創造された世界を歪めることは

神を冒渦することを意味した西洋の宗教観の影響

もあり､古代ギリシャ以来の伝統理念であり続け

た｡特にギリシャ･ローマ時代やルネサンス以降

近代までの西洋美術史が自然主義的写実精神に貫

かれているのはそのためである｡ 20世紀以降今日

までその美術は急激に多様な展開をみせ,一見そ

うした自然主義的写実性は多様な表現様式の中に

埋没してしまったような様相を呈している｡し

かしそうした状況においてもそのような模倣

(mimesis,ミメ-シス)を基盤とする写実精神

は､表面的にも内面的にも多くの作品の根幹を支

え続けている｡多様な情報化が急速に進む今日､
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むしろそうした模倣性から全く自由な表現は不可

能であるとも言える｡そうした模倣の重要性を中

村雄二郎は次のように述べている｡

｢すぐれた意味での模倣(ミメ-シス､イミ

タチオ)とは､内部から学びつくして自由な

組みかえが可能になることである｡創造や想

像力がもっとも純粋に問題になる芸術の分野

においてもっとも模倣が重要視されているこ

との意味も､ここにある｡前人未到の独創性

とみられる作品も､模倣を基盤とする諸関係

の自由な組みかえ以外のなにものでもありえ

ないのである｡｣ ll)

ここで中村が述べている模倣の対象は､必ずし

も本来の意味での<自然>に限ったものではない

であろう｡すなわち<第二の自然>とも言うべき

優れた先人の諸芸術作品にも当てはめて考えるこ

とが可能である｡ギリシャ･ローマ時代の作品に

みられる写実精神､さらにはそれを手本として花

開いたルネサンス時代の作品の豊かさ､ 16世紀に

みられるマニエリスム芸術にしても同様である｡

あるいはまたこうした模倣の重要性は西洋に限っ

たものではない｡江戸前期に描かれた俵屋宗達12)

の『風神雷神図』 (国宝,建仁寺歳)をもとに江

戸中期に『風神雷神図』 (重要文化財,東京国立

博物館蔵)を尾形光琳13)が描きあげることで自

己のスタイルを模索し､後に琳派と称される大き

な流れを生み出すことになったことは周知のこと

である｡

2.絵画表現における遠近法

絵画において物体や空間を視覚的に表現するう

えで避けて考えられないのが､遠近法である｡主

なものを挙げると表1のようになる｡

表1.主な遠近法の分類

･重切遠近法(重畳遠近法)

･上下遠近法

･空気遠近法､消失遠近法,色彩遠近法

･線遠近法

･逆遠近法

･曲線遠近法(曲面遠近法)

平行投象法

透視投象法

(透視図法)
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面出和子らによると､ ｢紀元前15世紀-13世紀に

は『ネプアモンの墓の一部』のように､モデルを

重ねて表現する手法が出てくるように｣ 14)なり､

｢さらに､ギリシャ時代の紀元前7世紀末一紀元

前6世紀初頭の『赤像式クラテル』に見られる複

数の人や馬は､画面に上下関係をつけ対象が配置

され･--奥行き感を示す表現がみられ｣ 15)ると指

摘している｡前者は重切遠近法で後者は上下遠近

法を表している｡その他｢空気遠近法｣ ｢消失遠

近法｣ ｢色彩遠近法｣ 16)についてはレオナルド･

ダ･ヴィンチによってその手記の中で言及されて

おり､透視図法(狭義の線遠近法)については､

それよりやや早く､同じくルネサンス期にF.ブ

ルネレスキ17)によって発見され､明確に理論化

されたのはL B.アルベルティ18)がその著書

『絵画論』の中で､ ｢絵画とは､与えられた距離と

視点と光に応じて或る面上に線と色とを以って人

為的に表現されたピラミッドの裁断面に外ならな

い(常用漢字､現代仮名遣いに改める)｣ 19)と定

義したことに始まる｡以来私たちはこの透視図法

を視覚的に自然に見える表現として利用してきた｡

私たち人類が描いたと確認されている中で最古の

絵画は1994年に発見されたフランス南部のショー

ヴェ(Chauvet)洞窟の壁画で､港千尋による

と､ ｢もっとも古い絵が三万一〇〇〇年以前のも

のであることは確かで､最新の調査結果では年代

的にさらに遡る可能性もあることが指摘されてい

る｣｡ 20)

この長い絵画表現の歴史から考えると､この透視

図法の発見は極めて近い過去であると考えること

もできるであろう｡仮に絵画表現の歴史を30000

年とし､それを100年に換算すると､透視図法の

確立は98年と8カ月目に相当するのである｡この

ように長い年月の末に見出した透視図法の理論を

自在に利用できるようになることは､客観的視覚

にもとづいた表現のあり方ばかりではなく､広く

様々な絵画表現の幅を大いに広げることになる可

能性を秘めていることは､ルネサンス以降今日ま

での絵画の歴史をみても明らかである｡

Ⅳ.西洋画素描における視覚的認識

の変容機構の構造分析

1.カップの素描をとおして

図7のようなカップを素描してもらった｡制作
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図8.

表2. ｢カップの素描｣のデータ

1 ���上下の楕円の関係が自然である. ��ﾄ2ﾆBﾆ槌rﾆづ��

(楕円Aより楕円Bの方が膨らみが大き 

い､または膨らみが同じである.) 

@ ��8岑,ﾉ���,ﾈｭhﾅx*ｩW8齷�(,X*�.���b.e,i,j,k (楕円Aより楕円Bの方が膨らみが小さ 

い.) 

止 ���楕円Bの曲線とカップの側面の輪郭線が ��ﾆ"ﾄ2ﾆBﾆR訝ﾆ槌ｲﾂ�

滑らかに繋がっている. ���

㊨ ����(,ﾈｼ��ﾈ,h4ｨ6(7h,ﾉ�Ilｨ,ﾉ}hｧ9�ﾈ*｢�g,h,j 
折れて繋がっている｡ 

ia 忠�膩���易�Rxﾇﾃ�(ｨB辻杏羽8vhﾎｹDhｨB��

-6.0 蔦R���-4.0 蔦2���-2.0 蔦����-0.9 諜����+2.0 諜2���+4.0 諜R���+6.0 

-6.9 蔦R纈�-4.9 蔦2纈�-2.9 ����ﾓ�纈�+0.9 諜�纈�+2.9 ����ｳ2纈�～ +4.9 �ｨ�(�ﾂ�ｳR纈�+6.9 

e 睦�����ｲ���f J �����b �� �2�

者は高校生12名である｡図8のようにカップの上

端の楕円をA､カップの底を形成している楕円

をBとし､制作された作品をa～1として､それ

らを構造の特徴によって分析･分類した結果､表

2のようになった｡

iにおいては①のように描いた7名の作品が視

覚的に自然であった｡残りが②のように描いてい

る｡楕円Aは<真上からみると円であること>

の影響から､しばしば実際の視覚情報以上に膨ら

みをもった形態に描かれることが多い｡この現象

については､次章｢正方形の素描｣においてより

詳しく分析する｡一方楕円Bにおいては､楕円

の上半分がカップの側面によって遮られているた

め､経験や想像によってその見えている部分が楕

円の下側の半分であると認識することが要求され

るが､実際に見えている形態(図9)はむしろ図

10のように単純化されて認識されやすい｡以上の

ようないくつかの要因によって､ ②のように描い

た者が5名いたと考えられる｡

iiにおいては③のように描いた9名の作品が視

覚的に自然であった｡残り3名が④のように描い

ている｡この現象は楕円Aでは一つもみられな

かった現象である｡この場合もiにおける先の分

析､つまり楕円Bにおいては､楕円の上半分が

カップの側面によって遮られているため､その部
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分を想像することによって､見えているのが楕円

の下側の半分であると認識することが要求される

が､実際に見えている形態(図9)はむしろ図10

のように単純化されてイメージされやすいという

ことの影響から､楕円Bの両端がカップの側面

の輪郭線と滑らかに繋がっていないかのような印

象を持ってしまうことによると考えられる｡

∪∪
図9.　　　　　　　　図10.

五日こおいては± 0に近いほど視覚的に自然であ
プラス

るのだが､比較的+側に偏りがみられる｡これも

しばしばみられる傾向である｡この場合､楕円A

の上半分の輪郭線は図8からも分かるように､背

景に対してカップが占める形態を区切る線である
一方､楕円Aの下半分の輪郭線は､カップの構

造を表すために､描画平面上においてカップが占

める形態の内側を区切る線である｡この違いによっ

て､膨らみを持つことの重要性あるいは印象に差

が生じた結果であると推測される｡

以上Ⅱ章における考察に加え､これらの分析の
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図11.僻角の変化による形態の変化

結果から次のような結論を導くことができると考

える｡

[1]第一法則:視覚的認識は､既知の対象であ

ることによるその構造の概念的な知識や複

数の視点から得られた情報をもとに､構造

を読み取ることによって変容を受ける｡

[2]第二法則:視覚的認識は､見かけの形態が

より単純化された形態にイメージし直され

ることによって変容を受ける｡

2.第-法則からの考察

楕円を対象にみた場合もそうであったが､楕円

は円を正対した位置に視点がない場合に変形した

結果の形態であることから､概念的に<本来は真

円である形がつぶれて見えている形態>であると

いう認識に影響を受ける｡例えば図11において､

視点aから見える楕円aは､視点Cから見た時

に見えるはずの真円Cのイメージの影響を受け､

程度は様々であるが真円Cにより近い視点bか

ら見ている時のような,より膨らみの大きい楕円

bのようにしばしば描かれる｡対象が正方形の場

合も同様に視点aから見えている四辺形aは､

視点Cから見た時に見えるはずの<4辺が全て等

しく4角が全て直角の四角形>である正方形Cの

イメージの影響を受け､視点bから見ている時

のような四辺形bのようにしばしば描かれてし

まう｡

3.第二法則からの考察

第二法則による変容に対しては､概念から自由

になることを目指す第-法則への対策とは逆に､

対象の構造を概念的に理解させることが最善であ

ると考える｡一例として高校生が描いた静物画の

作品を提示する(図12)｡描かれている透明なコッ

プの表現には視覚的に不自然さがみられる｡それ

は構造的に不自然であるためである｡つまり<コッ

プ上端の楕円>､ <中に注がれている液体の水面

が成す楕円>､さらに見えていない上半分をイメー

ジすることで見えてくる<コップの底面の楕円>

の順にしだいに膨らみが小さくなってしまってい

る｡その構造について透視図法的に考えると､先

の順に倍角が大きくなるため､逆に次第にそれら

の膨らみは大きくなっていなくてはならない｡

まず特にコップ上端の楕円に対しては､第一法

則による変容を受けている可能性を考慮しておく

図12.

ことが必要である｡図13のように楕円に外接する

長方形をイメージさせ､ bに対するaの長さの比

が視覚的に変容していないかを確認する｡この場

合は先に分析したように､どちらかというと楕円

が膨らみ過ぎていないか(aが長過ぎていないか)

を確認･修正することになる｡

その一方で､コップの場合であれば､概念的に

円柱が図14のようにはならないことを確認し､矛
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図13.

盾に気付いてもらうようにする｡例えば直方体の

場合であれば構造を線で描いてみて､図15のよう

になっているようであれば､その不自然さは明瞭

である｡

図14. 図15.

Ⅴ.西洋画素描における新たな補助装置

を用いた実践例とその結果

1.補助装置[T字線プレート]の構造

新たに考案した補助装置は､図16のように長方

形の半透明の樹脂プレートにT字型に線を印刷

し､ Tの字の下端にあたる部分には矢印を印刷し

たものである｡長い方の線分は水平線をつくる

(イメージする)ための線として機能する｡その

ためにはこの線分と矢印が付いている線とが正確

に直角を形成している必要がある｡それらの線が

歪んだり曲がったりすることは使用上望ましくな

いので､今回使用したものは樹脂製であるが､使っ

ていて平面を保てるものであれば他の素材でも問

題はない｡

2.正方形の素描をとおして

前章で確認できたことを踏まえて､より視覚的

に客観性のある認識やその表現へ導くための試み

を行った｡制作者は高校生14名である｡図17のよ

うな1辺の長さが25cmの正方形を2回素描して

もらった｡

1回目はあえて何も説明等をせずに<見えるま

ま>に描いてもらい､ 2回目は図16の補助装置

-71-

(以後[T字線プレート]と言う)を与え､次のよ

うな指示や説明をしてから描いてもらった｡

① [T字線プレート]を対象(正方形)の手前

に置き､補助装置に書かれている矢印を正

確に自分の方に向けること｡ (図18)

② [T字線プレート]に書かれている線分と正

方形がちょうど接するように配置すること｡

(図19)

③ [T字線プレート]に書かれている矢印の直

線の延長線がおおむね正方形の中心を通過

するように置くこと｡

④　そのように配置した時､ [T字線プレート]

に印刷されている長い方の線分は水平線で

あること｡

⑤　同じ大きさの正方形を25分割して色分けし

たものを見てもらい(図20)､それを斜め

上から見ると､透視図法にしたがって図

21のように見えるということ｡

⑥　したがって図18を図式化した図22でみる

と､ ABの延長線とDCの延長線､ ADの

延長線とBCの延長線は､矢印の方向に狭

くなっており､視高(眼の高さ,地平線)

にある消失点で交わること｡

⑦　さらに図22のように正方形ABCDに外接

する長方形EFGHを想定し､それによっ

て生じる4つの直角三角形ADEやABF､

BCG､ CDHをイメージし､自分の作品の

上においても､それらの三角形と相似形の

三角形が作れているかを確認しつつ制作す

ること｡

その結果､それぞれの構造の特徴を分析すると

表3のようになった｡

3.結果の分析

作品と実際の形との違いや1回目の作品と2回

目の作品との変化をデータ化するうえでは､それ

ぞれの辺の角度を詳細に計測することや､消失点

の位置を調べることなども考えられたが､今回は

計測しやすい高さと幅の比を分析することによっ

て､それぞれの表現がどのくらい視覚的客観性を

持つものになっているのかを考察するのに十分な

データが得られると考えた｡この試行における視

線の僻角∂はおおよそ350　前後で､図23のように

なる｡このとき線分abは視線に正対する線分

ab'と同じ長さに見えることになり､このことが



中原宣孝:西洋画素描における客観的視覚にもとづく表現に近づくための新たな補助装置の効果と可能性の研究

図16. T字線プレート

図17. 図19.
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図22.

高さの方に大きな縮小が生じる原因である｡図22

のようにそれぞれの作品に外接する長方形を考え､

その高さと幅を計測し(単位はmm,小数点以

下は四捨五入)､縦横の比は､その幅を高さで割っ

た数値(小数点以下は2桁を残し四捨五入)であ

る｡

1回目の作品の縦横の比の平均値は1.14であっ

た｡それぞれの制作時の視点から撮影した画像を

もとに計測した数値から導いた縦横の比の平均値

は1.70であり､ 1回目の作品の縦横の比の平均値

とは大きな差がみられた｡特に制作者A､ E､し､

Nの数値は､ほぼ1もしくは1に近く､それは

おおよそ真上から見た比率である｡最も高い数値

は制作者Cの1.44で､図形の画像の縦横の比を基

図21.

図23.

準に､その高さを100 (%)とした時の制作した

図形の高さの割合(%)も､実際の図形に一番近

い111%であった｡図形の画像の縦横の比を基準

に､その高さを100 (%)とした時の制作した図

形の高さの割合(%)の平均値は151%であり､

実際に見えている図形よりもかなり縦方向に長く

膨らんでいる形､つまり実際よりも大きな僻角､

すなわち実際より上から見下ろしている時に見え

るような形になっていることがわかる｡

2回目の作品の縦横の比の平均値は1.35であっ

た｡それぞれの制作時の視点から撮影した画像を

もとに計測した数値から導いた縦横の比の平均値

は1.70であるから､まだまだその差は小さくはな

いが､平均すると1回目の作品の時よりもかなり
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表3. ｢正方形の素描｣のデータ

チ-タ 制作者 ��xﾞﾈ+X+ﾙ�ﾘﾆ�,ﾉ}hｧ8/��制作した図形の輪郭を 倩ｹ5�,ﾈ見'X*�.x,ﾉ�ﾘﾆ�,ﾂ�

トレースした図像(l回目) �6x8ﾈ�ｸ5�+X+ﾙ�ﾙ�ﾂ�(��m｢��画像を輪郭化した図像 

l回目のl回目の �(��?ｨ,ﾃ(��mｨ,ﾂ� 

図形の高さ図形の幅 ��ﾘﾆ�,ﾈﾘ(+9�ﾘﾆ�,ﾉYﾒ�

1回日の図形の �(��mｨ,ﾉ�ﾘﾆ�,ﾂ�視点の位置からの図形の 

縦横の比(幅/高さ) 偬8��,ﾉNB益�ﾘ(+2��画像の縦横の比(幅/高さ) 

図形の画像の縦横の ��ﾘﾆ�,ﾈ枴�ﾈ,ﾈ�8��,ﾂ�左の1回目の高さの 
比を基準にした時の 儂H/�ｮ顏�,�+X+ﾘ鳧,ﾂ�割合に対する2回目の 

1回目の図形の高さの割合 �(��?ｨ,ﾉ�ﾘﾆ�,ﾈﾘ(+8,ﾈｨHﾘr�高さの割合の改善率 

制作者A �� ��

1411139 ��3eﾓ�s��- 

0.99 ���#b�】.79 

181% ��C"R�39% 

制作者B �� ��

79199 涛S��#r�- 

1.25 ���3B�1.74 

139% ��3�R�9% 

制作者C �� ��

881127 ������3��- 

1.44 ���3r�1.60 

111% ���rR�-6% 

制作者D �� ��

1381154 ��#3��c��- 

1.12 ���3r�1.57 

140% ���RR�25% 

制作者E �� ��

1321132 �������2�- 

1.00 ��緜B�1.74 

174% ���bR�68% 
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制作者F �� ��

1091132 ��3C��s��- 

1.21 ���32�1.70 

140% ��#３�12% 

制作者G �� ��

1181141 ��3s��s"�- 

1.19 亦�#b�1.75 

147% ��3坦�8% 

制作者H �� ��

l21Jl43 ��##��sr�- 

1.18 ��紊R�1.79 

152% ��#2R�29% 

制作者Ⅰ �� ��

1191127 ��#���c2�- 

1.07 ���3R�1.69 

158% ��#RR�33% 

制作者J �� ��

1701218 ��Cs��ッ�- 

1.28 ���#r�1.70 

133% ��3BR�1% 

制作者K �� ��

1381148 ��C���cR�- 

1.07 ��貳ﾂ�1.64 

153% ��C３�5% 

制作者L ���� ��
1551159 ��S���cr�- 

1.03 ��貳ﾂ�1.66 

161% ��S�R�11% 
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制作者M �� ��

1041113 牝�"��SB�- 

i.09 ��經��1.66 

152% ����R�42% 

制作者N ���� ��
161Jl69 ���c��s"�- 

1.05 ��紊��I.78 

170% ��#�R�50% 

図形の縦株の比の平均 ��ﾃ�B�1.35 ��縱��

図形の画像の縦横の比を 基準にした時の図形の 高さの割合の平均 ��S�R�128% 辻�

紫朗形の高さ及び幅は実寸(糾tlはLrD) .縦横の比はJト放点以F2桁を残し四億五人し､その他の部分の数倍は小牧点以ドを四捨五入した｡

の改善がみられた｡最も高い数値は制作者Eの

1.64で､図形の画像の縦横の比を基準に､その高

さを100 (%)とした時の制作した図形の高さの

割合(%)も､実際の図形に一番近い106%であ

り､ 1回目の数値が174%であったから､ 68%の

改善がみられたことになる｡図形の画像の縦横の

比を基準に､その高さを100 (%)とした時の制

作した図形の高さの割合(%)の平均値は128%

であるから､ 1回目と同様に､実際に見えている

図形よりも縦方向に長く膨らんでいる形になって

いることに変わりはないが､平均すると23%の改

善がみられたことになる｡
一人ひとりをみると､図形の画像の縦横の比を

基準に､その高さを100 (%)とした時の制作し

た図形の高さの割合の改善率(%)は､最も高かっ

たのが先にみた制作者Eの68%で､続いて制作

者Nの50%､ Mの42%､ Aの39%､ Ⅰの33%､ 班

の29%､ Dの25%などと続き､多くの制作者に大

きな改善がみられた｡しかしその一方､ 1回日の

制作における数値が最も良かった制作者Cにお

いては改善率が-6 %で､縦横の比に関しては2

回目の作品の方が実際に見えている図形から遠ざ

かってしまったり､殆ど変化がなかったりした者

もみられた(制作者Jの1%)｡

Ⅵ.補助装置｢T字線プレート｣

の効果について

前章における｢正方形の素描｣の試行の視点は.

図23で示したように僻角が350　前後であり､おお

よそ図11における視点aのイメージに近い｡実

際に見えている形からの誤差があるとして､自然

に考えるならば､視点aより僻角が小さくなっ

ている作品が半数程度あってもよいはずである｡

しかしその分析で指摘したように､ 1回目の作品

において､特に制作者A､ E､し､ Nの作品はほ

ぼ視点Cから見ているような形態であり､他の作

品も全て視点bのように視点aよりも大きな僻

角の位置から見ているかのような形態に描いてい

る｡このような大きな偏りは､やはりⅣ章におい

て[第一法則]として定義した変容の影響であると

考えられる｡この場合､制作の前や制作中に定め

た視点以外から見えた形態のイメージの影響も考

えられなくはないが､先にみたように僻角が全て

実際よりも大きな視点から描いたような形態になっ

ていることの説明にはなっていない｡したがって､

正方形は<4辺が全て等しく4角が全て直角の四

角形である>という既知の概念の影響が主な原因

であると考えられる｡ ∫.ラコストの表現を借り
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るなら､私たちは漠然と｢ひとつの物は､安定し

て一貫した特質を持ち､それがその物を認識さ

せる｡物は､みずからの大きさを持ち,固有の

形､違う視点から見ても客観的に同一の形を持

つ｡｣ 21)と信じ過ぎているのである｡

こうした私たちに共通してみられる認識の傾向

によって無意識に生じる変容に対して､いかに明

瞭に<気付き>を提示できるかが重要である｡

素描をするにあたって､現在一般に画材として

入手できる補助装置としては､図24のような[測

り棒]や[透視枠]があり､次のような特徴があ

る｡

図24.測り樺(上) ･透視砕く下)

[測り棒]

･垂直線を確認するために有効である｡

･対象と[測り棒]の両方をなるべくくっ

きりと見るために､片目をつぶり､腕を

伸ばして眼からできるだけ遠ざけて用い

るが､対象との距離の差があるので､ぶ

れて見えてしまう｡

･水平線は確認できない｡

･鉛筆やコインなどに糸を付けたものでも

代用できる｡

[透視枠]

･構図を決めたり､作品の仕上がりをイメー

ジしたりするのに有効である｡

･垂直線や水平線を確認するために有効で

あるが､枠を手に持って角度を推測する

ため､不安定さがある｡

･ [測り棒]と同じ理由で片目をつぶって

用いるが､市販の[透視枠]の大きさ

(図24の枠の内径は10×7.5cm)だと､

眼からあまり遠くない位置で使うことに

なり､対象との距離の差が大きいため､

ぶれて見えてしまう｡

制作をするにあたって､ [測り棒]や鉛筆など

で重力を利用して垂直線を確認することはしやす

いのだが､水平方向を確認することは難しく､

[透視枠]も上記のような理由から正確さに欠け

ることや､ [透視枠]と対象とを同時にくっきり

と見ることも不可能であること､さらには実際に

枠を介在させて対象を見なくてはならないため､

現実を直接見ているという感覚が薄れてしまうこ

図25. T字線プレートを用いている授業風景
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ともあると考えられる｡

長くそうした既存の補助装置では難しい部分を

補うためにいろいろと模索してきた結果､ [T字

線プレート]を用いることで､かなりの効果が期

待できることが分かってきた｡

図25は[T字線プレート]を用いながら制作し

ている普段の授業の様子である｡対象はレンガな

どを組み合わせた静物である｡ 【T字線プレート]

を実際に描いている時のような視点でセットした

状態が図26である｡注意するのは､描く対象のお

およそ中心から矢印が正確に自分の方に向いてい

ること,その時[T字線プレート]の長い方の線

が水平線を成すということである｡制作者には対

象全体の形をおおよそ線でとらえた後で､実際の

形との違いを[T字線プレート]を用いて確認･

修正するように指示している｡そうすることで制

作者が陥りやすい変容の傾向を､自分で確認しな

がら制作できるため､より効果的であると考える｡

図26.

制作者はまず[T字線プレート]の水平線があ

る位置と同じ位置に線をひく｡さらに図27のよう

に必要に応じて線を描き入れて実際の対象と比較

し､形を修正していく｡例えば､直角三角形AB

C, ADE. DFG, HIJなどが実際の対象の方にも

相似形でイメージできれば､視覚的に自然である

ことが確認できることになる｡鉛筆や[測り棒]

を併用して､垂直線BCやIHを見やすくするこ

とも､それらの三角形をイメージすることに有効

である｡また特に∠EADのように鋭く微妙な角

度は､先に定義した[第二法則]の影響によって､

線分AEが水平であるかのように描いてしまう

こともしばしば見られる現象であるが､ [T字線

プレート]によりそのような微妙な傾きも視覚的

に明確に確認できる｡

この他の効果･有効性としては､次のようなこ

とが挙げられる｡
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図27.

･ [測り棒]や[透視枠]のように対象と

の距離の差がないため､ぶれることがな

く､両目ではっきりと確認できる｡

･対象そのものに直に接して水平線を明瞭

に確認できることから､まさに見ている

現象として状況を受け取ることができる｡
･対象をセッティングする台の手前の縁が

水平線を形成していない位置から描写す

る時などは､特に水平線のイメージを見

誤る確立が高くなるが､そのような時に

は特に有効である｡

･簡易的には,厚めの紙や定規,太字のペ

ンなどがあれば直ぐに作れてしまう｡

前章における｢正方形の素描｣の実践に立ち返

ると､先にみたような個人差があったことは事実

であるが､一度の試行で平均して23%の改善がみ

られたことは大きな成果であった｡ある意味では

世界の見え方が､それぞれ平均して23%変わって

しまったことになるのである｡こうした試みは､

例えば通常ピアノを一回で弾けるようになること

が期待されないように､様々なモティーフを繰り

返し制作する中で徐々に改善されて行くとよいこ

とであるなら､先の改善率は決して小さいもので

はないと考える｡

一方､透視図法自体の有用性/有害性という議

論にも言及しておく必要がある｡言うまでもなく

この論文は､透視図法的な視による絵画表現のみ

が正しいという論を構築する意図はない｡逆遠近

法を意図的に用いているA.マンテ一二ヤの『死

せるキリスト』22)や､透視図法とは異なる､いず

れも消失点を伴わない斜投象図法や軸測投象図法､

ミリタリ投象図法などを場面によって効果的に使
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い分けて描かれている『源氏物語絵巻』23)､あえ

て多視点による解体と再構築によって対象に迫ろ

うとしたキュビスム(cubism),遠近法自体を必

要としない抽象絵画など､透視図法から離れて表

現された優れた作品は枚挙に暇がない｡

図26のような課題においても､実は見えている

とおりに描いているのではない｡視覚性を厳密に

再現するのであれば､三点透視図法､さらには曲

面遠近法によって描かれるべきものである｡

1)三点透視図法によると

図26をよく見ると､左右のレンガの外側の垂直

線は上の方が僅かに外側に傾いている｡この現象

は肉眼で観察している時､つまり視線(視点では

ない)を動かしながらデッサンしている時には､

生じない現象である｡しかし透視図法自体がそも

そも視線を動かさずに<一点を見つめている時に

世界はどのような形をしているはずなのか>とい

うことにもとづいた技法であるため､重力方向に

第三の消失点を考えることになる｡図26のように

対象の大きさや距離などによる相対性により､重

力方向に生じる消失点は無視できるはど僅かであ

る場合は､視線の移動による<視覚的な自然さ>

も考慮し､二点透視図法として描くことが普通で

ある｡

2)曲面遠近法によると

ある意味において絵画は､瞬間的な表現ではな

く､時間を閉じ込めている表現と言える｡その表

現は時間が保証する制作中の視線の動きを必要と

し､鑑賞に際しても同様である｡例えば今この文

字を読んでいる場合においても､この項の全ての

文字とまでは言わずとも､何行か上の文字ですら

明瞭に認識しながら見ているわけではない｡その

ように考えると､見えているのは眼差しを向けて

いるものだけであると言える｡この場合､例える

ならば私たちの視覚は､プラネタリウムの星座を

見るように､視線を向けた部分だけをその都度認

識しているのである｡それはまさに網膜の曲面に

似た構造であり､そのような意味では決して広い

とは言えない私たちの視野が再現する世界は､現

実的にも理論的にも厳密には直線が曲線に見える

凸面鏡のような世界､つまり曲面遠近法に従った

世界になってしまう｡

このようにみてくると､次のM.メルロ-ボン

ティーの言葉も決して大袈裟に聞こえない｡ ｢絵

画の言静､それは決して｢自然によって設定され｣
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ているわけではなく､作り出され､繰り返し作り

出されなくてはならないものなのだ｡ルネサンス

の遠近法は効能疑いなしの｢トリック｣ではなく､

それはその後も続いている<世界の詩的調査>の
-特殊例､一事件､ -契機にすぎないのであ

る｡｣ 24)

さらにまたカメラのような不動の一点に向かっ

て単眼によって瞬間的に認識する世界と､両眼視

差による両目立体視を無意識に利用しつつ､常に

視線を動かしながら認識を深める私たちの視覚と

の比較も可能である｡ ｢ある運動を凝固させる瞬

間性が､知覚された現実を真に表現しているとは

言い切れない｡｣ 25)というJ.ラコストの指摘が示す

ように､対象が動いている場合には認識の差はさ

らに顕著に現れる｡

以上から言えることは､しばしば絵画表現にお

ける<理想の視>として誇られることであるが､

谷川握が言うように､ ｢無垢な眼というものがあ

りうるとすれば､ -- ｢回復｣されるべきもので

はなくて､逆に獲得されるべきものでなければな

らない｣26)のであり､ある種万能のように思われ

がちな透視図法であるが､絵画表現に際しては､

それが<目的>ではなく､飽くまでも感動を伝え

るための<手段>であるという意識が大切である｡

一方､美術教育という観点から､発達段階とその

表現能力に関する研究がいろいろとなされてきて

いるが､一律に当てはめて考え過ぎることには疑

問を感じる｡興味･関心や表現能力は一人ひとり

異なるという前提に立って考えることも大切であ

ろう｡そのように興味･関心に応じて､時には積

極的に､視覚的世界を客観的に認識して表現する

メチエ(m色tier)を学ばせることは､より様々

な表現の豊かさをもたらす可能性を大いに秘めて

いると考える｡そこから､あるがままに見えてい

ると感じていたものが実際とは異なっているとい

うことを発見していく驚きや喜びを味わうことで

あろうし､延いてはそのように主観的な考えに陥

ることなく､世界をあるがままに認識し､表現で

きるようになることは､美術教育の枠組みを超え

て柔軟でバランスのとれた心を育成することにも

繋がるものと考える｡このように考えると､今日

の様々な負の社会現象を鑑みても､あるがままに

表現できる力は､大いにその重要性を増している

ように思われる｡
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Ⅶ.おわUに

以上から､西洋画の素描において[T字線プレー

ト]を用いることの効果や利点は､分析･証明で

きたと考えるが､さらにより有効性の高い補助装

置を模索する余地はあるように思われる｡例えば

[T字線プレート]が有効に機能するためには､

対象が置かれている台の面が水平面であり､ [T

字線プレート]を置くことができるスペースがあ

ることが必要である｡あるいは図26のような課題

において､二点透視図法で表現するうえでは､前

章で指摘したように[T字線プレート]の中央か

ら離れるほど重力方向の消失点による収束の傾き

が僅かではあるが見えてきてしまうことなどが挙

げられる｡今後の研究課題である｡
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