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幼児の絵画にみられる概念の分化

小野田 俊蔵

0．研究の動機と目指すもの

　筆者は35年ほど前、自身の専攻するチベット仏教研究の目的でスイスに
滞在した経験を持つ。その時に同じくチベット仏教研究者で後に心理分
析家になったMartin Kalff 氏と同じアパートの一室をシェアする同居者と
なったが、そのMartin氏の母親がユンクの晩年の弟子で箱庭療法の創始者
Dora Kalff 博士（1904-1990）であった。博士自身もユンクの学風を引き継
いでチベット仏教に深い興味を持っていた。その関係で博士が長年温めて
きた様々な仮説を直接聞くことが出来たが、その中でも強く印象に残った
のは、釈尊の基本的な教説のひとつである四聖諦（ししょうたい）を一般
的な病理解決の過程とパラレルなものと看做し、その過程の転換点で描出
する図形に、伝統的な曼荼羅のパターンとの共通点を観察し得るというも
のであった。その発想は所謂ユンク派の心理分析家に引き継がれ、幾人か
の後継者によって、一般人特に子ども達の描出する絵画を心理分析に応用
しようとする試みが行われている。(1)

　本稿が問題とするのはしかし、上記の病理との関係やその分析という点
に注目したものではなく、寧ろそれよりも普遍的な方向性を持つ仮説に基
づく。概念が形成される仕組みを、幼児が概念を獲得していく過程を観察す
ることによって検証出来ないかどうか、そしてその検証方法として幼児の
描出する絵画が利用できないかどうかという試みである。ただしこの仮説
にはふたつの意味で弱点がある。ひとつは、個体の発達が系統発生を繰り
返すという生物学的な発想がこの場合でも適用できるかどうかという点。
更には概念の把握や形成という人間行動の構造の問題を、個体の発達とい
う時間的な経過から類推することが可能なのかどうかという点である。さ
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らにあえて確認のために補足しておけば、本研究が志向するものには教育
的観点は存在しないし、心理療法を目指すものでもない(2)。 あくまで「概
念」の構造に関する基礎的なあるいは理論的な考察を目的としたものであ
る点を確認しておきたい。

1．「概念」をめぐる仏教の態度

　さて、ここで話題を一転して、仏教が「概念」に対してどのような捉え
方をしているのか、ということを概括しておきたい。仏教は当初から概念
に対して懐疑的であった。あらゆる存在が縁起生つまり相互関係性の中で
のみ成立するという考えが根底にある。すべての存在が不変の本質を持っ
ているわけではない、という意味で「諸法無我」と言われるが、ここでの
諸法とはすべての概念的存在という意味である。「法」の原語は「dharma」
であるがこれはここでは属性を意味する。この dharma (属性)を持つもの
を「dharmin」（有法:属性を持つもの）と名付けているが、これはその属性
の定義を満たしているサンプルであることを示す。つまり例えば「りんご」
は一般に存在するものであるが厳密に言えば概念的存在であって、実際に
目の前にあるのは「りんご」と呼び得るもの、言い換えれば「りんご」の
サンプルである。この法と有法の関係は一対一で結びついている訳ではな
く、その「りんご」のサンプルは「果物」のサンプルでもあり「食べ物」
のサンプルでもある。この研究ノートの筆者である私は、男性でもあり日
本人でもあり人間でもあり動物でもある。つまりその属性のどれをとって
も私の不変の本質ではあり得ない。
　効率と言う点から言えば、人類が（或いは人類の祖先が）概念を用いな
がら物を認識するようになったのは画期的な進化であったと言える。すべ
ての客体にたいして個別の識別作業を重複的に行ないそのすべての情報を
脳内に蓄積することは不可能であって、概念で括りながら必要に応じて個
別の情報の一部をそれに重ねていくことはもっとも効率の良い認識方法と
言える。例えば、「りんご」という概念を獲得した後に「このりんご」「あ
のりんご」とか「私のりんご」「赤いりんご」のように別の概念と重ね合わ
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せることで脳が蓄積すべき情報の処理容量は格段に省略出来る。教室内に
ある個々のサンプル「机A」「机B」･･･ はそれぞれ個性をもち細部では異
なった属性を持つが、それらを常に別個に識別しておく必要は日常的には
ない。「つくえ」という概念を使って教室内にある30個の机が認識されてお
れば十分であるし効率的である。
　しかし釈尊が問題としたのは煩悩との関係である。煩悩が結びつくのは
実在する目の前の「これ」ではなく概念が作り上げる虚像であるという点
である。渇した人が執着するものは目の前のこの水あの水ではなく、概念
上の「みず」さらに言えば「みず」という概念を成立させている「冷たく
て美味しいもの」というその属性なのである。執着はそこに結びつく。釈
尊は概念が作り上げるそれらの虚像を実在するものと思い込む仕組み自体
に苦悩の原因があると考えたのである。
　概念の細分化は認識の精度を深めるが同時にそれに結びつく煩悩を産み
出す。識別は必ず価値判断や取捨を伴い、選択を誘う。煩悩を誘発するだけ
の概念細分を伝統的な用語では「虚妄分別（こもうふんべつ）」と呼ぶ。こ
の虚妄なる分別から脱却することが仏道修行者には求められるのである。
　

2．幼児の絵画表現に見られる発達段階

　幼児の絵画表現にはほぼ共通した発達段階があることが分かっている。
発達順序に関して最初に体系化を試行したのはゲシュタルト学派のアルン
ハイムRudolf Arnheim（1904-2007）である(3)が、多くの研究者がそれを土
台に検証を重ねてきた。研究者によって名付け方や少々の違いはあるがほ
ぼ次のような段階が知られている(4)。 

錯画期（でたらめ画き）： 基本的には親の行動のまねの動作と考えられてい
る。

　　・肩の運動によって握ったクレヨン等を左右に動かして描く横の反復。
　　・臂の統御が可能になるにつれて上下の縦線が混じる。
　　・手首から肩までの連動が可能になると円形に似た線が描出できる。
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象徴期：緩やかな概念と言葉を獲得し、描出しながら言葉を発する。
　　・偶然に描かれた線のどこかの特徴を捉えて言葉と結び着ける。
　　・偶然に描かれた線の特徴から自らの生活の場面や人物を結び着ける。
命名期： 視覚概念の発達と言葉が結びついた段階で自分なりの命名が行わ

れる。
　　・描いた線のかたまりから何かを連想して命名する。

　・ 複数の言葉や概念を結びつけることが可能になる（くるま・まるい）
等。

カタログ期：概念の違いを意識して楽しむようになる。
　・描出は僅かな差であっても「ママ、ぼく、じどうしゃ」と概念を並

べる。
　　・描出に差異が出て来て概念間に関係や系統が生まれはじめる。
図式（記述）期：単一なものの表現からことがらの表現へと進む。
　　・概念の違いをパターン的に図式化して説明する。
　　・概念の細分によって図式が細分化されていく。

　環境や個人差によって異なるが、ほぼこれらの時期は、2歳くらいから始
まり5歳くらいには絵画的表現にたどり着く。上記の段階の内で図式記述
期の図の組み立てには幼児期独特の特徴があり、後に写実的な表現へと繋
がって行く出発点がある。
　象徴期の直前で偶然描いた円形が閉じられたものになる時点は極めて重
要な局面であると言える。つまりひとつの概念が形成されるためにはその
直前に、それ以外のものではないもの、という外縁の規定が、閉じられた
偶然の図形によって触発される必要があるからである。概念となるひとつ
の纏まりを漠然と持つことが存在の認識にとって極めて重要な要素なので
ある。
　この閉じられた円に付随する何らかの要素に例えば「ママ」という言葉
が発せられ、ひとつの概念がその図形と結びつけられていくのである。さ
らに、この円に複数の別の線や円が加えられながら基本的な図形が形付け
られていく。偶然の線からの連想は本人にしか分からない場合が多い。
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図1 図2 図3

　図1を描いた園児が「うんちとおしっこ」と表現したのは偶然に書いた絵
から園児自身が連想したのであろう。図2を描いた別の園児が「あかちゃん
のおしり」と表現したのも偶然に描いた絵から園児自身が記憶と照らし合
わせて連想したと考えられる。図3を描いた園児は「おうち」を描いたと答
えたようだが、本人にしかその連想過程は分からない。
　幼児が描く基本的な図のバリエーションには、人間・家・花・太陽など
がある。人間の図の頭と胴体の分離表現は4歳頃から始まると言われてい
る。いずれも上下があることは興味深い点とされる。左右の同定より遥か
に早く上下の認識は起こっている。花はチューリップ型とマーガレット型
が主で、他の花もその二つの図で表現される。太陽はお天気であることも
表すが上方向であることも示している。

図4 図5
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　図4の「パパ」は手足が円から直接出ているが、図5の「ママ」は胴体が
分離している。絵を描いた園児の「ママ」はママという存在物も表すが、
その内容は隣に描かれている「花」と同じく優しさや愛おしさであろう。

　この記号化（図式化）の過程と概念形成の関係は興味深い。花や人は親
概念つまり類概念のほうが先に成立するが、のりものや動物は種概念のほ
うが先に成立する。「でんしゃ」や「トラック」は図式化されるが、「のり
もの」は図式化されない。「ライオン」や「いぬ」は成立するが、「どうぶ
つ」は図式化されない。逆に「お花」の図記号は、記号の形体こそチュー
リップ型やマーガレット型であるが、「チューリップ」や「マーガレット」
を概念化している訳ではなく、あくまで「お花」であり、主として「きれ
い」「楽しい」という感情を意味している。　
　命名期の幼児の絵には対象を観察し識別する意識は未だ確立されていな
いので、経験された動きそのものが再現されたり、動きによって感情を表
現したりすることがある。

図6 図7

　図6はドングリがころころと転がる軌跡で「どんぐり」を描き、図7は洗
濯機の中で洗濯物が踊っている動きで「洗濯物」あるいは「洗濯」という
事柄を描こうとしたのである。
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図8 図9

　かみなり（図8）や突然の雨（図9）に出遭った感情は主として付随して
経験される動きを模倣することで表現される。さて、図9の顔は自画像であ
ると理解すべきなのか、あるいは楽しい気持ちを雨が阻害したことを示す
と理解すべきか、俄には判断出来ない。
　命名期からカタログ期に入った幼児の絵には観察し識別する意識は未だ確
立されていないので、列記されたものを描き分けることには無頓着である。

図10 図11

図10は唐揚げとポテト、図11は親族や友達やおにぎりであるが、描き分け
ることは目的ではなく持ち合わせた概念をカタログ化することが楽しいの
である。
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3．幼児の絵画表現に見られる描法の特徴

具象概念と抽象概念との未分化
　幼児の絵を観察すると、具象的な概念と抽象的な概念特に感情に類する
ものを特定の造形で表すことが見受けられる。前述したように、お花や太
陽は楽しい気持ちや平和な感情を表す。不安や未知の事柄は形にならない
殴り書きで表現されたり、おばけで表されたりする。また幼児期において
は色そのものが感情に結びついていることもある。

図12 図13

　図12は母親に叱られた悲しい気持ちを表現したものであり、図13は生ま
れて来る弟妹への期待や喜びと共に、今まで見ることのなかった母親の別
の姿が表現されているのだろう。

方位性や重心あるいは客体的視点からの自由度

　幼児が空間をどのように把握しているのかという問題も慎重に考察され
ねばならない問題であるが、一般に言われていることは客観性が未だ整備
されていない段階であるので、絵画表現をする場合に、視点が定点として
固定されていないという特徴がある。これを「視点移動の描法」と呼ぶ場
合がある。
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図14 図15

　例えば図14と図15のように、線路とトロッコ列車を同時に描くと、線路
は上から下へ視線を注いだように描かれ、列車は横から眺めたように描か
れる。このような処理は「同存型の展開表現」と呼ばれる。
　視点が一定に保たれていないので、例えば普段の遊び場である園庭を描
くと図16のように「展開型表現」を採ることが多い。つまり、画面の上方
では天地がそのまま描かれ右側面では右端が天方向、画面の下では下が天
方向のように描かれる。また、園舎を同時に描こうとすると自分が中に居
るイメージが先行するので「レントゲン（透視）表現」になる(5)。

図16 図17

　図17のように、遠近は無段階にはならず「つみき表現」と称されるが、
手が届かないくらいの遠くの地平・手が届く程度の遠くの地平・近くの地
平という三段程の地平が階段式に描かれる特徴も指摘されている。
　そこに時間的な経過があっても同じ画面で展開されるので、いわゆる絵
巻物などの技法で名付けられる「異時同図表現」も多い。
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静物や動物の擬人的捉え方

　視覚の対象に意思があるかないかの判断は当初は付いていないか或いは
明確に区分されていないので、幼児は小動物を平気で潰したりするが、逆に
おもちゃの自動車に意思を付与して遊んだりする。同じようにチューリッ
プや太陽に顔を描いてあたかも人であるかのように描いたりもする。これ
は一般的には「アニミズム表現」と称されている。

図18 図19

図18はだんご虫、図19はお芋である。いずれも家族で構成されている。
「アニミズム表現」のなかで、特に幼児に特徴的なのは、このように家族関
係を人間以外の集団に適用する捉え方であろう。これは家族というユニッ
トが最も重要で身近な集合の要素であると幼児が捉えていることを証して
いる。家族関係が予測され得る動物だけではなく家族関係はこのように植
物にも及ぶ。

仏さまの捉え方

　仏教系幼稚園では、寺院と同じく本尊にあたる各宗派の中心尊をお祀り
している場合が多い。五歳児になると客体物の細かい観察が可能になるの
でその尊像の描写を保育の課程の中で行なう場合があるが、そこには極め
て興味深い特徴が現れる。仏像はそのままの形で実在し活動している人物
の模造ではないし、各家庭での宗教との関わり方も影響するので、園児の
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心が捉える尊像も千差万別あらわれる。求護者あるいは様々な能力の具有
者としての仏陀をその仏像から感じ取って描写する場合と、あくまで客体
として目の前のそこにある造形物としての仏像の描写をする場合とでは大
きな違いがある。つまり「ほとけさま」を描くのか「仏像」を描くのかの
違いと言い換えてよい。さらに、たとえその尊像が普通の人物像と同じく
二臂二足の尊像であったとしても結跏趺座（けっかふざ＝両足首が両方の
腿の上にあげて組まれている瞑想の座法）が身の周りで存在することはな
いので経験的には異様な造形である。眉間の白毫（びゃくごう）も、頭髪
の形状も特殊であるので観察力を養うにはよいが、「ほとけさま」（園児に
とっては園での自分の生活のすべてを眺め見通している存在であり、最終
的に本当の自分の心と対面し話し合うことの出来る存在）を描くように誘
うことは簡単なことではない。

4．考察のための様々な難点について

　以上、概念が形成される仕組みを、幼児が概念を獲得して行く過程とそ
の絵画表現を観察することによって検証出来ないか、という仮説の下に若
干の基本的な予備的知識の整理を行ない、研究ノートとした。しかし体系
的な考察のためには未だ様々な難点が存在する。例えば、幼児の場合には
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筆圧等の単純な体力未発達の差異があるのでその点の考慮が必要である。
これは概念生成とは別の話題であり慎重にその分野での学問進展を待つ必
要がある。また、保育の過程に於いて、指導者によるステレオタイプな概
念の不用意な付与や技法の伝授が行なわれた場合には筆者が目論んだよう
な分析は極めて困難になる。関連して付言すると、テレビ等のマスコミに
よる画一的なイメージの影響がすでに無視出来ないほどの要素となりつつ
ある。研究を阻むだけではなく教育的側面にも影響が大きいと思われるの
で、慎重に注視を続けたい。

＜付記＞
　この研究は平成22年度から24年度までの期間に宗教文化ミュージアムで研究協力
者として研究（研究題目：「宗教絵画の表現と幼児画にみられる概念解体および概念
形成の過程」）し、調査とデータの蓄積を行なった研究成果の一部である。尚データ
収集に当たっては「佛教大学・人を対象とした研究」に申請を行ない承認されてい
る。（平成23年5月2日：受理番号H23-1）調査にあたっては佛教大学附属幼稚園の園児
とその保護者各位から同意を得て協力と提供を受けた。本稿本文で使った絵はすべて
佛教大学附属幼稚園園児が保育の中で描いたものを使用した。また、描写対象の記録
メモや園児への確認に関して保育担当者の教諭諸氏にご助力を頂いた。ここに記して
謝意を表したい。
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