
問題と目的

 子ども同士が構図や色の使い方など互いの絵を模倣

する姿は，幼児期の描画において見受けられるもので

ある。描画における模倣は自己の表現が抑制されてい

るネガティブな姿と捉えられることもあるが，一方で

その積極的な意味も指摘されてきている。例えば，奥

（2003，2004）は幼児に集団での描画を求め，描か

れた絵の質的分析から，幼児期の描画における模倣の

実態について検討を行っている。結果として，模倣は

①描画開始期の情報ソース（描き出しのきっかけをつ

かむため），②表現ツールの情報収集（自分にない表

現方法を収集するため），③相互模倣を目的とした情

報交換（仲間同士の遊びのツールとして使用するた

め）といった３つのタイプで出現しており，多く現れ

るのは①，②のタイプであるとしている。ここから，

模倣は幼児の描画において表現の情報を得るための

「手がかり」であり，幼児が能動的にこの手がかりを

使用していることが示唆された。また，Tomase l l o

（1999/2006）は人間が行う模倣は単なる行動の再現

ではなく，背後にある他者の心的状態（例えば，意図

など）の推測を伴うと主張している。つまり，模倣を

通して新しい考え方，ものの見方の獲得が促されるこ

とが考えられる。

　絵を模倣して描く模写能力については，図形模写の

発達段階が明らかになっており（黒田・田中，1992；

Cox，1992/1999），模写課題は発達検査や知能検査

に使用されている。例えば，新版Ｋ式発達検査におけ

る模写課題は，２歳０ヶ月～２歳３ヶ月で横線模写，

２歳３ヶ月～２歳６ヶ月で縦線模写，２歳６ヶ月～３

歳０ヶ月で円模写，十字模写例後（目の前で検査者が

描いて見せた後に描ければ通過とする），３歳０ヶ月

～３歳６ヶ月で十字模写例前（目の前で検査者が描い

て見せる前に描ければ通過とする），４歳０ヶ月～４

歳６ヶ月で正方形模写，５歳０ヶ月～５歳６ヶ月で三

角形模写が行われている（生澤・松下・中瀬，2002）。

しかし，子どもが模写能力を自発的に使用する場面に

ついての研究は少ない（実践的場面での研究として奥

（2003，2004），保育の観察と保育者へのアンケート
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　幼児期の描画において，子ども同士が構図や色の使い方など互いの絵を模倣する姿はよく見られてい

る。本研究は，描画時に絵の模倣が可能である状況を設定することで，子どもの模倣の生起とそれに伴う

表現の変化を検討した。実物を用いて対象の空間関係を再構成する再構成課題，表現方法の手がかりのな

い自由描画課題，手がかりのある模倣可能課題を行い，知的リアリズムから視覚的リアリズムへの表現変

化の有無について分析を行った。結果として，学年があがるにつれて再構成課題の正反応が増加すること

が示されたが，他の課題や学年による反応の差は見られず，描画時の模倣が視覚的リアリズムへの手がか

りとなることは示されなかった。今後は，描画の題材や文脈，他者との相互作用も含んだ描画過程全体を

捉えることが必要とされる。
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調査として奥（2008）が挙げられる）。そこで，本研

究は，描画をする際に絵の模倣が可能である状況を設

定することで，実証的に子どもの模倣の生起を捉える

ことを目的とする。

　この時，使用する描画課題として，幼児期の描画の

特徴である知的リアリズムの表現に着目した。幼児期

の子どもたちは自分の描きたいことを目に見えている

とおりに描くのではなく，自分の持っている知識や経

験を使用して，自分なりの論理から表現をしている。

Luquet（1927/1979）はこのような絵の表現を「知的

リアリズム」と呼び，8歳以降のより見えに忠実な写

実的表現である「視覚的リアリズム」と比較している。

この知的リアリズムから視覚的リアリズムへの変化に

ついては，Freeman & Janikoun（1972）を始めとし

た多くの実験により検討が行われ，移行時期が確認さ

れてきている。

　一方で，教示や課題条件などによって対象に対する

情報量を操作したり，自己の視点に気付かせる手がか

りを与えることで，8歳未満の子どもでも対象を見え

通り描くことが可能になることも示されてきている

（例えば，Barrett & Bridson，1983；Bremner & Moore，

1984；Cox，1981；Davis，1983；Light & Simmons，1983）。

これらの研究でよく使用される課題として，取っ手の

ついているコップを取っ手が見えないように子どもの

前に置き，コップの絵を描かせるという課題がある。

この時，子どもからは見えないはずの取っ手を描けば

知的リアリズムの表現であり，取っ手のない見えどお

りのコップを描けば視覚的リアリズムの表現であると

評価される。例えば，Davis（1983）は４～７歳児を

対象に，取っ手が見えないコップを１個呈示し描画を

求める条件（single cup task）と，片方のコップは取

っ手が見えるがもう片方は見えない状態で２つのコッ

プを並べて呈示し描画を求める条件（paired cup task）

を行った。すると，２つのコップを並べて呈示し描画

を求める条件で，知的リアリズムの表現（取っ手が見

えないコップに取っ手を描く）の生起率が低くなるこ

とが示された。この結果から，Davis（1983）は，対

象物を比較呈示することで子どもの注意が対象物の配

置に向けられ，対象物情報においては見えが優先され

たために視覚的リアリズムの表現が生じたとしている。

　このように知的リアリズムから視覚的リアリズムへ

の移行については，描画の課題文脈の影響を受けるこ

と，５歳前後から変化が見られることが明らかになっ

ており，田口（2001a）は，知的リアリズムの発生原

因として以下の５点を挙げている。それは①描画技能

の未熟さ，②見え通りに描くという課題内容の理解や

意識の欠如，③標準型志向の描画傾向（子どもは自分

の内的モデルに基づいて描画をする。），④配置情報

に中心化した描画傾向（子どもは自分たちのやり方で

奥行きを表現しようとする。），⑤空間認知の未熟さ

（視点の未分化）である。これらを踏まえると，教示

などの外的条件操作は，「見えどおりに描く」という

課題内容の理解を助けたというより，むしろ自己の視

点を気づかせる手がかりになったと考えられ（田口，

2001a），描画の模倣においても，他者の絵を見るこ

とは自己の視点に気付く手掛かりになっていると考え

られる。

　以上より，本研究は描画課題時に絵の模倣が可能で

ある状況を設定することで，模倣の生起とそれに伴う

表現の変化について検討を行う。模倣を通して自己の

視点に気付くことで，知的リアリズムが抑制され視覚

的リアリズムへと表現が変化することが考えられる。

手続きについては，田口（2001b）の手続きを参考に

し ， 模 倣 が 可 能 と な る 条 件 を 追 加 す る 。 田 口

（2001b）は２個のコップを重ねて呈示し，参加児に

それを見えているとおりに再構成させる再構成課題と

描画課題を行った。再構成課題では位置関係を実物を

使って正しく表すこと，描画課題では視覚的リアリズ

ムの表現で描くことに着目し，このような反応を正反

応とした時，再構成課題，描画課題ともに加齢によっ

て正反応が増加することが明らかになった。また，正

反応はどの年齢でも再構成課題に有意に多いことも示

された。本研究では，実物を用いてコップの配列を再

構成する再構成課題，表現方法の手がかりのない自由

描画課題，手がかりのある模倣可能課題を行い，絵の

表現方法の変化について検討を行う。再構成課題は，

実物を使って対象の関係性を再構成させることにより，

対象の空間関係の理解を測る確認として行った。

　仮説は，加齢に伴って自由描画課題，模倣可能課題

で視覚的リアリズムの表現が増加する（仮説１），自

由描画課題に比べて模倣可能課題では視覚的リアリズ

ムの表現が多く出現する（仮説２）である。
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方法

参加児　参加児はＸ県内の保育園児30名であった。

内訳は年少児10名（平均年齢４歳２ヶ月，年齢範囲

３歳９ヶ月－４歳７ヶ月，男児４名，女児６名），年

中児10名（平均年齢５歳４ヶ月，年齢範囲４歳８ヶ

月－５歳６ヶ月，男児４名，女児６名），年長児10名

（平均年齢６歳５ヶ月，年齢範囲５歳９ヶ月－６歳７

ヶ月，男児５名，女児５名）であった。

材料　全ての課題で使用されたものは，白色のコップ

２個（高さ65mm×直径85mm），コップを呈示する呈示

箱（幅280mm×高さ220mm×奥行き240mm），呈示箱を

覆う布であった。なお，呈示箱には中のコップが見え

るように正面に呈示窓（幅280mm×高さ220mm）と，

左右の側面にのぞき窓（幅200mm×高さ180mm）があ

った。再構成課題では，再構成用のコップ２個（呈示

箱の中のコップと同一のもの）を使用した。自由描画

課題，模倣可能課題では，画材として鉛筆，消しゴム，

Ａ４版の白紙を使用した。また，模倣可能課題では模

倣ができるよう参考画を使用した。参考画は，本実験

とは関係のない６歳児に模倣可能課題のコップ配列を

描いてもらったもので，視覚的リアリズムの表現を用

いた絵である。その他に，子どもの反応を記録するた

めの記録用紙，ビデオカメラを使用した。

手続き

呈示物の配列　呈示物（コップ）の配列の仕方は，田

口（2001b）を参考に設定し，参加児の正面（呈示

窓）から見えているとおりに描いても，２個のコップ

の配置関係が表現できないものが選ばれた。詳細は

Figure 1と以下に説明した通りである。

配列Ａ）２個のコップが前後に置かれ，手前のコップ

は取っ手が見えず，後ろのコップの取っ手が脇に見え

ているもの。正面からは取っ手付きのコップが１個置

いてあるように見える。

配列Ｂ）２個のコップが前後に置かれ，両脇にそれぞ

れのコップの取っ手が見えているもの。正面からは１

個のコップに取っ手が２つ付いているように見える。

Figure 1　コップの配列（矢印の方向が参加児からの見え）

課題　実験は保育室の一部を借り，個別法で行われた。

実験時間は参加児１人あたり10分から20分程度であ

った。初めに自己紹介をするなどラポール形成に努め

た後，参加児には「お姉さんと一緒にお絵かきをして

くれるかな？」と実験の説明を行い，実験への同意を

求めた。また実験はいつでも終わりにできることも説

明し，実験中に参加児が描画を嫌がったり，中止を求

めた際にはその場で実験を中止した。課題を行う際，

参加児は椅子に座り，目の前には参加児の目線に合う

ように設置された呈示箱が置かれていた。実験者は参

加児の横で教示をするか，教示内容によっては一緒に

行動をした。

　最初に，参加児には正面の呈示窓からコップを見せ

た。次に参加児に呈示箱の左右ののぞき窓からコップ

を覗かせ，コップの配列を確認させた。その際の教示

は「コップがどのように置いてあるか，こちらの窓か

らもよく見て確かめてください。」であり，実験者は

参加児とともにのぞき窓からコップを確認した。その

後，正面の呈示窓からコップが見えるよう最初の位置

に子どもが座り，各課題を行った。

　再構成課題では，参加児に対して実物のコップを渡

し，呈示窓から見ているコップと同じ配列に再構成す

ることを求めた。まず，参加児に再構成を行うための

コップを手渡し，「今，〈参加児名〉ちゃんの座って

いるところから，コップがどのように見えています

か？このコップを使って，見えているとおりに机の上

に置いてみてください。」と教示を行った。参加児が

呈示箱の横にコップを置き終えたら，これでいいかど

うか確認し，実験者は反応結果を記録した。

　自由描画課題（配列Ａを使用）では，参加児が呈示

窓から見えているとおりにコップを描画することを求

めた。参加児に白紙と鉛筆を渡した後，「今，〈参加

児名〉ちゃんの座っているところから，コップがどの

ように見えていますか？見えているとおりに，ここに

描いてみてください。｣と教示を行った。

　模倣可能課題（配列Ｂを使用）では，自由描画課題

と同様に参加児に描画を求める際，参考画を紹介し，

参加児の傍に置いた。参加児に白紙と鉛筆を渡した後，

「今，〈参加児名〉ちゃんの座っているところから，

コップがどのように見えていますか？見えているとお

りに，ここに描いてみてください。これはこの保育園
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のお友達が描いてくれたこのコップの絵です。このお

友達にはこんな風に見えたんだね。ここに置いておき

ます。」と参考画を示しながら教示し，参考画を参加

児の横に置いた。

　なお，参加児は配列Ａの配列確認をした後，再構成

課題（あるいは自由描画課題）を行い，次に配列Ａの

自由描画課題（あるいは再構成課題）を行った。その

後，配列Ｂの配列確認をした後，再構成課題（あるい

は模倣可能課題）を行い，次に配列Ｂの模倣可能課題

（あるいは再構成課題）を行った。参考画の影響を考

慮し，描画は自由描画課題，模倣可能課題の順で行っ

たが，各配列における課題順はカウンターバランスを

とった。また，参加児から「わからない」や「描けな

い」といった反応が見られたときは，「〈参加児名〉

ちゃんの見えたとおりに描けばいいんだよ」や「どん

な形に見えるかな？」などと教示し，反応を促した。

結果

　各課題で得られた反応を分類した後に，仮説を検証

する分析を行った。

各課題の反応の分類

　再構成課題については，前後にある２つのコップを

奥行き方向に正しく再構成することを正反応の基準に

した。どの配列においてもコップの奥行き関係を正し

く再現していれば，個々のコップの向きが誤っていて

も正反応として分類しており，これは田口（2001b）

の基準に準じている。誤反応は，コップ２個を横に並

べて置くなどの反応であった。 

　自由描画課題と模倣可能課題についても，田口

（2001b）の分類基準に準じ，描かれた絵を正反応と

誤反応とに分類した。コップの見えている部分のみを

描いている絵（視覚的リアリズムの表現）を正反応，

２個のコップをわかち描きしているもの（知的リアリ

ズムの表現），円だけであるものなどコップの絵とし

て成立していないものを誤反応とした。自由描画課題

と模倣可能課題で描かれた絵の分類と例はTable 1に

示す通りである。なお，自由描画課題の反応分類の一

致率は96.7％であり，模倣可能課題の反応分類の一

致率は93.3％であった。不一致であった反応につい

ては，２名の合議によって決定した。

Tab le 1　自由描画課題，模倣可能課題における正反

応の分類基準と反応例

仮説１の検討

　加齢に伴って自由描画課題，模倣可能課題で視覚的

リアリズムの表現が増加するという仮説１を検証する

ため，Table 2に示したように，各課題における正反

応と誤反応の人数分布を上記の基準で算出し，課題ご

とに学年によって正誤反応が互いに独立しているか

Fisherの直接確率法を用いた検定を行った。再構成課

題のみ人数の偏りが見られ（P<.05），再構成課題で

は年長児に見られる正反応の偏りが有意であることが

示された。

Table 2　各課題における学年別の正反応と誤反応の人数

　再構成課題は対象の空間関係の理解を測る確認とし

て行っていたが，再構成課題の正反応の出現に差が見

られた。そのため，再構成課題が正答者のみであった

年長児を除いて，学年ごとに再構成課題の反応と自由

描画課題と模倣可能課題の反応との関係（Table 3）

を分析した（Fisherの直接確率法）。その結果，学年

全ての組み合わせにおいて（年少児の再構成課題反応

×自由描画課題反応，年少児の再構成課題反応×模倣

可能課題反応，年中児の再構成課題反応×自由描画課

題反応，年中児の再構成課題反応×模倣可能課題反

応），人数の偏りは見られなかった。
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配列 正反応の分類基準 正反応例 誤反応例

配列Ａ

手前のコップの筒の部分と後ろのコップの

取っ手部分のみを描いている。

２個のコップをわけて描いていない。

配列Ｂ

手前のコップの筒の部分と，その筒の左右に

取っ手を描いている。

２個のコップをわけて描いていない。

再構成課題 自由描画課題 模倣可能課題

正反応 誤反応 正反応 誤反応 正反応 誤反応

年少児（n=10） 6 4 4 6 5 5

年中児（n=10） 5 5 5 5 4 6

年長児（n=10） 10 0 5 5 5 5

注．再構成課題は，2 試行中 2 試行とも正反応である場合に正反応とした。



Table 3　学年別，再構成課題反応別の自由描画課題，

模倣可能課題での反応人数

仮説２の検討

　次に，自由描画課題に比べて模倣可能課題では視覚

的リアリズムの表現が多く出現するという仮説２を検

証するために，自由描画課題と模倣可能課題での反応

パターンの分析を行った。自由描画課題と模倣可能課

題の反応には４つのパターン（①自由描画課題で誤反

応・模倣可能課題で誤反応，②自由描画課題で誤反

応・模倣可能課題で正反応，③自由描画課題で正反

応・模倣可能課題で誤反応，④自由描画課題で正反

応・模倣可能課題で正反応）が想定され，②自由描画

課題で誤反応・模倣可能課題で正反応という反応パタ

ーンは，模倣によって視覚的リアリズムへと表現が変

化しているパターンであると考えられる。そのため，

Table 4に示したように，反応パターンを算出して学

年との関係について分析（Fisherの直接確率法）を行

ったが，有意な関係は見られなかった（P=0.90）。

Tab le 4　学年別の自由描画課題と模倣可能課題での

反応パターンと人数

考察

　本研究では，年少児から年長児を対象とし，再構成

課題，自由描画課題，模倣可能課題を行い，描画にお

ける模倣の生起とその影響について実証的な検討を行

った。まず，本研究の結果から再構成課題の正反応が

学年によって増加することが示された。年少児，年中

児で約半数が，年長児では全員が再構成課題を正答し

ていた。再構成課題の成績に年齢による差が見られた

ことは田口（2001b）と同様の結果であり，対象の空

間関係は加齢にともない正確に理解されることが示さ

れた。一方で，他の課題での学年による反応の差は見

られなかったことから，仮説１は支持されなかった。

また，描画の反応パターンの分析から，模倣の影響が

想定される反応パターン（②自由描画課題で誤反応・

模倣可能課題で正反応）が存在することは確認された

が，この反応パターンが多く出現していたことは示さ

れず，仮説２も支持されなかった。つまり，描画時の

模倣が知的リアリズムの表現を抑制し，視覚的リアリ

ズムの表現への手がかりとなることは示されなかった。

これらの結果が生じた原因については，本研究の手続

きと描画の題材の問題が考えられる。手続きに関して

は，模倣可能課題において参考画を呈示したが，それ

はあくまでも参考としての呈示と教示であり，強く模

倣を促すものではなかったことが挙げられる。実験で

は実物が目の前にあったことからも，参考画を手がか

りにしようとはせず，自分の見えと内的モデルを優先

して描いた可能性がある。描画の反応パターンにおい

て，年中児，年長児で特に模倣の影響のある反応パタ

ーン（②自由描画課題で誤反応・模倣可能課題で正反

応）が少ないことからも，描く内容を理解し，表現方

法がより確立していた年長者には参考画は必要とされ

なかった可能性が示唆される。描画の題材に関しては，

表現の変化を捉えるために知的リアリズムが生じやす

いコップを題材に使用したが，子どもにとって馴染み

のあるコップの絵では新たな描画表現を使用する必要

性は感じづらく，そのため表現の手がかりとしての模

倣が行われなかった可能性が考えられる。以上の点か

ら，本研究の課題は子どもにとって模倣の必要性が低

い課題であったため，日常場面のような模倣が生じて

いなかったことが考えられる。

　今後の課題としては，以下の２点が挙げられる。第

１に，上述したように描画の題材（想像的な題材，動

的な要素を含んだ題材など）や，描画が行われる文脈

によって模倣の生起とその影響を検討していくことが

必要となる。例えば，模倣が自発的に行われていた奥

（2003，2004）の事例研究では，本の読み聞かせを

した後にその内容を描かせるといった創造性が高く，

様々な表現が可能な描画が行われている。
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自由描画課題 模倣可能課題

再構成課題 正反応 誤反応 正反応 誤反応

年少児（n=10）
正反応 4 3 4 3
誤反応 0 3 1 2

年中児（n=10）
正反応 3 2 3 3
誤反応 2 3 1 3

年長児（n=10）
正反応 5 5 5 5
誤反応 0 0 0 0

注．年少児，年中児の再構成課題には２試行（配列Ａ，配列Ｂ）で
　　反応が異なる参加児が存在した。

正誤パターン

自由描画課題

模倣可能課題

①

誤反応

誤反応

②

誤反応

正反応

③

正反応

誤反応

④

正反応

正反応

年少児（n=10） 3 3 2 2

年中児（n=10） 4 1 2 3

年長児（n=10） 4 1 1 4

合計 11 5 5 9



　第２に，本研究では，参考画という結果の模倣につ

いて検討を行ったものの，目の前に他者がいる場合で

の模倣を扱えていない。参考画は実物を絵に写し取っ

たものであるという点で２次元のモデルであったと考

えることができる。Cox（1992/1999）は，描画にお

いて，２次元のモデルから描くことは，３次元のモデ

ルから描くことより易しいと述べている。しかし，模

倣のプロセスを考えたときに，結果のみの模倣はその

結果に至る方法がわからないという点で難しく，方法

の呈示が模倣にとって重要である可能性が示唆される。

さらに，実際の保育場面では，子どもは子ども同士や

年長者と対面した状況で描画活動を行っている。その

中で表現の方法（動作や画材の使用順番等）を確認し

ながら，言語的なコミュニケーションも通して表現を

取り入れていることが考えられる。例えば，奥

（2008）では保育の観察と保育者へのアンケート調

査から，０～２歳児と３歳児では描画で模倣される内

容が異なることを指摘しており，３歳児未満では視覚

的な情報だけではなく，腕の動きを真似たり，擬音語

などの音声を媒介として模倣を行っていることを明ら

かにしている。今後は，幼児期の描画における発達的

な変化を捉えるという点からも，他者との相互作用を

含む描画過程全体を対象とした実証的な研究が必要と

される。
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Imitation and Expression in Young Children’s DrawingImitation and Expression in Young Children’s Drawing

YAMADA Mayo (1)

Department of Childhood Education, Faculty of Education, Fukuyama City University

    Children imitate others’ drawings spontaneously in their daily lives. The present study investigated the occurrence of 

imitation and the change of expression in young children’s drawing. 30 children (10 3-year-olds, 10 4-year-olds, 10 

5-year-olds) were asked to arrange 2cups after the arrangement had been shown to them (reconstruction task), to draw the 

cups as they had been shown to them (drawing task), and to draw the cups as they had been shown to them with the 

reference drawing (imitation task). The result showed that in the reconstruction task, 5-year-olds had more correct answers 

than 3- and 4-year-olds. There were no differences in results from other tasks or ages. These results suggests that children 

did not use imitation as a clue to visual realism. There is a need for empirical research of drawing process including 

drawing subjects, context, and interaction with others.

Keywords : young children, drawing, imitation, intellectual realism
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