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イラストボー ドと石苛プレートを鋳型に応用した， íJfì青山金属による鉢物の
研究の目的

新たな鞍材開発を図る. また， これらの技法を用いて行ったワーク、ンョッフ。
をもとに，同鞍材の持つ様々な問題点や可能性を明らかにする.

キーワー ド
実践の内容
実践者名

対象者
実陽明間

美制、球物イ邸出金属

ピューター 鋳型 小アクセサリー

美術蹴置の鋳型を周辺の身近な材料から製作し，低融制高を用いた鋳金lこ
よる新たな教材開発を行う. 同教材を用いたワーク、ンョッフ。を試行する.
第一著者と同じ
ワーク、ンョップ参加者 (5 名)
2010年6 月
授業『美術教育実践論』において，新たな鋳型を芹lし、た鋳金による制実

実t却肝究の
方法と経過

験を行った. その後これらの体lJ食をもとにワーク、ンョップを行い， 問題点や
改善面を探った. 一般から募集した参加者は小学生5名およびその保号館I 2
名の計5 名で、あった. 竹業にかかった時間の組曲や作業後のアンケー卜も実
施し， 指導上の問題点や改善点を明らかにした
鋳金によるものっくりは， 最後に鋳型から取り出すまで分からないと言わ

実践から

れている.しかしながら様々な試行錯誤を繰り返しつ つ作業の効果をTi信容

得られた

し， あらかじめその効果を予測してゆく事は，指導者に求められる大切な資

知見・提言

質の 一つで、ある.指導上の問題点を， 新たな事例をもとにその都度再認識し
てゆく作業は， 今後も繰り返し行われなければならない.
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はじめに

1

本稿は，美林f教育実践論の中で、行った鋳金による新たな糊ー開発をもとに， 受講生を指導者
として一般社会人および子供を対象としたワーク、ンョップを実践し， 同授業で開発した新たな
教材の有完叶生を確認すると共に，実技指導上の問題点や改善点等を， 作業にかかった所用時間
を記録したり作業後のアンケー卜を実古値する事により明確にし， かつより高度な指導上のスキ
ノレを取得してゆく事を目的とした
低融金属の材料として選んだのは錫の合金であるピュータ-1を使用したピューターは比較
的低温で溶解し u， 湯流れが良く， 鋳金にありがちな大がかりな設備を用意する必要はなく比
較的手軽に行える点，学校教育をはじめ子供を対象としたワーク、ンョップには適材で、あると思
えた また， 今回利用した鋳型のt断蚊として，日本に古代から遣されてきた鋼鵡の技法の一部
を応用している点が挙げられる. 主陣撃には表面に細し、線が鋳込 まれており，装飾性の中に絵画
的な物語りの要素を取り入れている事はよく知られている 本時における鋳型製作技法には，
ょうらゅう

この銅鐸に施された|場鋳 山の技法を応用し，アクセサリーの表面の模様の技法として採用し
た.

2

イラストボードと石膏を用いた鋳造の工程

2.1

制作工程概要

鋳型材準備

鋳型材として使用する材料は， イラストボードと石町によるプレートを用いる. イラスト
ボードの厚み は 1.5mm とし，石干?によるプレートは，石膏に、ンャモッ卜 20パーセント混入
したものを用いる. 鋳型の大きさ協縦 4cm，横5 . 5 cm とする. 1 つの鋳型につきイラストボ
ードを 3枚，石官プレートを1枚準備する.
(1) 石官プレート制作
シャモットと石官を1:4 で混ぜ合わせた混合石官によるプレート(以下石膏プレートとす
る)を制作する 石官プレートは，2枚のガラスを使って制作する V
I 石膏プレートが硬化
した後，カッターナイフを用いて切り出した. (写真 1)
( 2) イラストボードによるタ叫型制作
作品の外 形となるデザインを考え， 湯道と湯口の配置vを考慮し，イラストボードの中心
からやや下部に配置する. イラストボードの作品部分を切り抜くと同時に，�易董，湯口部
分を切り向ftす. (写真 2)
(3)�あ亘と作品の配置
切り抜かれたイラストボードと石'百プレートにおける作品とf易萱， 湯口の配置を考慮す
る. (写真 3)
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写真1
石官プレート を鋳型
サイズに切る
(心作品部の御l
石膏プレートの作品部に線刻を施すことにより，線刻音|扮が銑董:{去，凸状の線になることを
考慮し， かつ， この時刻んだ文字は， 反転することを思慮にれ
入
る. (写真4)
(5) 石膏プレート焼成
コンロ上に網を置き， その上に線刻した石町プレートの表面を下にして焼防する.焼成時間
はおおむね5 分を目安とする. (写真5)
(6) 鋳型を完成させる
(到て切り抜いたイラストボードと石官プレートを重ね，新しし、 2枚のイラストボードを外 側
に配置して鋳型を完成する. (図 1)

図1

鋳型の配置

湯口部分のイラストボードと， 外 側のイラストボードとの聞は多少ずらし，鋳 込み作業を容
易にする. (写真6 ，7)
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写真5
石官プレートを臥する

11

石官プレートとイラスト
ボードを重ねる

|真7
|鋳型完成

(7) 鋳込み
コンロで熱し，溶解したビュ ーターを，お玉で旬、迎に流し込む.鋳込み の圧力を加えるために，
湯仁lからピューターが猷iLるように注ぐことが必要である. この際， 必ず鍋の上で作業 を行
う (写真8)
(紛鋳型の分解と働萱の切断
ピューターが冷 めた後で額迎を分解し，湯道をくし、切り，金鋸で切断する. (写真9)

(写真

10) (写真11)
(9) 1:士上げ
ワイヤーブラシを月初、て表面を研磨し，金ヤスリでI説草の切断部分を整える. おおよそ滑ら
かになったら， 7k.で、湿らせた而Þk.ペーパーで、表面を磨く. 而Þk.ペーノ4ーは400番'""800番を
用いる. 次第に段々ときめを細かくする

(写真12)

(10)完成
表面が整い，光沢が出てきたら完成とする.

(写真13)
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写真11

I I写真13
場道部分を金ヤスリで研磨 I I 抱1比した作品

写真12

くい切りで湯道を切 断
する

する

作品制作の流れを，図2 に示す.

イラストボードによる外汗列乍り

i
鋳込み

ト→lttJ::ft'制l

図2作品制作のj耐L
3.豆蔵間におけるワークショップの制作工程

3.1 ワーク、ンョ ッフ。の概要
今回の美術教育実践論で、行なったイラストボードと石召を用いた 鉱五宣の工程を，実際にワ
ークショッフ。の現場で、応用することにより， 本技法の指導上の問題や注意点などを明らかに
すると同時に，作業に要する 的維な時間や理j昨度の深さを， 終了後の，理解度を図るアンケ
ー卜刊や，作業工程のヰIで、のつぶやきなどを考察することによ って明確にした
ワークショップのタイトノレ: rピューターで、ちっ ち ゃなアクセサリーをつくろう!
場所

:豆蔵 (長野市大字二長野大門町518)

日時

・ 平成23年6月4日 併長2 1l寺'"'-4 時

参加者数
内容

J

5 名 (小学生3名，小学校5年男子2 名，小学校3年女子1名，保設者 2 名 )
. イラストボードと，線刻を施した石官プレートの鋳型を用いて， ビューター
による 鯨協の小アクセサリーを制作する

今回のワーク、ンョップで、は，本制作プロセスが参加者側の立場からの理解度の但曜と， 指
導上の問題点を明確にするために， 制終
作
了後， アンケートを行な った
3. 2 制作工程
前述した制作フ。ロセスに準じて行な った. な お，参加者の進制功た況を把握するため，その
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都度作業時間を記録した.[ ]の中は，所要時間を示す. 単位. 分.
(1) アイディアスケッチ[10]
参加者に過去の作品例を示した後， 下害用紙を園田信し， デザインを決めてもらう. 石膏プ
レートに彫った線は， 左右反転になることを説明する. それによって，参加者はアイデ、イ
アスケッチの段階から文字を左右反転させて描く様子が見られた (写真14)
( 2) イラストボードによる外型制作[12]
作品のタ四となる形を決め， イラストボードに写す. �腿， 湯口と作品の配置を計画し，
カッターで切 り抜く. (写真15，16)

写真16
アイディアスケッチ 左
右が反転することを意識
する

イラストボードによる外

タ凶の形，湯口，�腿を石

型制作

(3) 石膏プレートへの線刻[10]
石日プレートに(1) で決定したデザインを鉛筆で写し取 り， 線刻を施す. (写真17) (写真
18)
(4) 石官プレートの胸戎[剖
1舷IJを施した石日プレートをカセットコンロ上に敷いた網の上に乗せ，線刻を施した面を
下にして約5 分荘羽白7比する. (写真19)

写真17

写真18

写真19

石日プレートに線刻を施

線刻された石官プレート

石官プレートを貯む戎

す
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(5) 鋳型を組み 合わせる[5]
焼成した石膏プレートにイラストボードのタ閣を重ね，さらにイラストボード 2枚の聞に挟
み クリップで、固定し，卸且を完成する. (写真 20)
(6) 鋳込 み [10]
プロパンボンベ創刊し、たコンロの上で溶解したビューターを鋳型に流し込 む.この付喋は火
傷の危険を伴うため，主催者が行なう

(写真 21)

(7) 作品の取り出し[5]
鋳型を分解し， 作品を取り出す. 作品は熱し、ので注意するvüi

(写真 22)

写真20

写真22

鋳型 を組 み 合わせる

鋳型から作品を取り出す

( 8) 仕上げ[45]
作品の表面部はワイヤーブラシで研磨し，湯道の刷、は金ヤスリ，而v!<ペーパー等で整える
(写真 23 ，24)
(ω作品完成
作品部にドリノレで、穴を開け， ボールチェーンを通して完成させる (写真 25)

写真23

写真24

写真25

ワイヤーブラシで研磨

金ヤスリで仕上げを施す

完成した作品
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4. ワークショップ実践の結果

今回行なったイラストボードと石官プレートを用いた鋳造の工程を， 参加者により的確に
郡押させるにはど、うすればよいか， また，どのような指導をすればより効果的な理解が生ま
れるのかを，実際にワーク、ンョップを行ーない，技法指導上の問題点や注意点，所要する時間
等を現場の反応やアンケート等で考察を行なった結果，以下のような結論を導くことができ
た.
4. 1 アンケー卜の結果
アンケー卜結果からは説明は分かりやすかったとし、う意見が多かった. 一方でうまくし、か
なかったという厄期目、も多く，参加者の予想通りの作品には{土ヒがらなかったようだ. 小学 5
年生の男子は，積極的な姿勢で制作に臨み ，お気に入りのキャラクターのキーホルダーを制
作した 制作過程で徹密なデザインを丹念に石官フ。レートに線刻する姿が見られたが，ピュ
ータ一作品には反映されなかった.項目④の質問に対してrし、し、え. うまくで、きなかったけ
ど，すごくがんばってで、きたので、よかったで、す. Jと述べている. 制作の厄R93と様子から，予
想通りには仕上がらなかったが，

制作過程で努力したことへの満足感が感じられる.彼の撤

密なデザインがはっきりと作品に表れるような助言・指導をすることが今後の課題である.
同質問に小学 3 年生女子は 「素敵なキーホルダーがで、きてよかった. もっと色んなアクセサ
リーを作ってみ たいjと今後の期待を述べていたもともとアクセサリーなど、の小物に興味
があり，自分で、作ったことで，作品への愛着を強めたようだ\保護者からは，
r小さいが，作
った気持ちになれた. Jや「思うようにし、かず最後はあきらめモードでしたが楽しくできて良
かったと思し、ます. J C 1;づ感官、が得られたこの劇団、から 1 つ 1 つの付業をど、 の程度ゃるか
明確に示されなかったため，どれイ立やればいいのか分からず，参加者の戸惑いを招いたとし、
うことが明らかになった. 参加者のよりk..v'呼専のいく作品制作のために，作業の効果を明確に
示しながら制作を進めることが必要である. また，

石膏プレートの線刻やカッターによる外

型の切り抜きが難しし、とし、う感埋もあった. 年齢やワークショッフ。の目的に適した道具遡尺
明白IJ伯品程を考える必要がある.
アンケー卜の結果と制作の姿から，参加者は制作の中で難しさや， やりなれないことへの
戸惑いを感じながらも，市IJ作行為を楽しんだことが明らかになった. 制作過程の完全な理解
までには到逢せずとも，づ車の流れの中で命IJ術品程を偶惑したと言えるだろう.
4. 2改善点及び解決策
ワーク、ンョップを通して，主催者側から 3 つの改善点が挙がった. また，それらに対して
考えられる解決策も同時に言己主する.
( 1) 線表IJを施した結果， 完成作品表面に現れるであろう線の深さを理解することの難しさ
石;日プレートに線刻を施し，�指込んで作品が完成した|際， 思ったような形が出なかった
参j雌がし、た. 作品を見ると，徽IJを施した部分と施さなかった部分とが混同し， 形がつ
ぶれてしまっていた よって，その参加者は，最初にf齢、たアイディアスケッチと完成作
品との問にギャップを感じているようだ、った.
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このようになった原因は， 線刻の浅さで、あった.fd核リが浅いことによって凹凸が小さくな
り， 鮮明な形をつくることが困難になるのだ\ しかし， 線刻が施された石官プレートを見
るのみ では，完成形をイメージすることが難しいことが分かった. よって， 作品を鋳込む
前に， 施した線刻がどのような形となって表れるのかを事前に確かめる手段が必要で、ある
と感じた
考えられる解決策のひとつは， 線五IJを施した石町・プレートに，ヰ'占土を押し当てることで
ある. 押し当てた粘土を剥がすと完成�に也、凹凸が写し取られるので， 問3り足りなし、
箇所を事前に確かめることができる.
(2) 小学生が， 固いイラストボードをカッターナイフで切ることの難しさと危険性
外型に用いたイラストボードは， 丈夫で、固いもので、あった. それを， 小学生がカッター
を用いて切り抜くのは困難であり，怪我につながる恐れがあると感じた また， この作業
に時間を取られると， 限られた時間の中で十分な線刻や仕上げを行なうことが難しくなる.
よって， 指導者が， 事前に外型を準備しておく必要があるだろう.そして，タト型の形は
ゆザーンか準備し， 様々な形の中からi掛けることが望ましい.
( 3) 仕上げの度合いを決定することの難しさ
参加者は， 作品の仕上げの|際に， Iどこまで仕上げをしたらよいのか分からなしリ「どこ
まで磨いたら完成になるのかが分からなし、」としづ言葉を漏らしていた これは，仕上げ
に使うワイヤーブラシ， 金ヤスリ，而'l7kペーパーそれぞれの目的の指導が不十分で、あった
ことが考えられる. よって， あらかじめ磨く部分を湯道の切断部分に限定したり， I角が
なくなるまでJなどの声かけによって仕上げ段階でやることを明確にすることが考えられ
る.

おわりに

5

人類と鋳金の歴史は古い. 日本における美術鋳造は， 邪馬台国における卑明訓乎の 時代を除け
ば， 遠く奈良 の大仏の時代にさかのぼる. 爾来日本の歴史と共に歩んできた しかしながら第
二次世界大戦以後新しい金属の素材が発見され， それに伴し、従来行われてきた生活に密着した
鋳金が次第に行われなくなり， 近年では身の回りにそれらしき物を感じる事が難しくなってい
る.
苦労して鋳型を作り， 仲間と一緒に汗を流して金属を溶解し， 力を合わせて鋲戸主に流し， 冷
えて固まるのももどかしく鋳型の仁|コから作品を取り出す瞬
| 間は， 生命の誕生に遭遇したかのよ
うなえもし、われぬ感激に浸ってゆく. そして千 数百年にわたる人類と針挫の歴史がこの|瞬時lこ
凝縮したかのような余韻をあたりに漂わせる
鋳金はけして困難で危険山なものだけではない. ここで紹介した技法は準備した素材も特別
なものではなく， 現代社会に一般的に見られるものである 今後この技法を訓*続発展し， 様々
な事例を克服しながら， これまで日本人が持ち育ててきた細やかな迭問惑覚を大切に育て， 世
界に立ち向かって欲しいと願う.
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1錫の合金 錫 91， アンチモン7， 銅2馳長約250 0C
u家庭用ガスコンロの上で溶解する事が可能で、ある. 溶解時間は普通の家庭用鍋の大きさで約
30 分.
山鋳型の表面にくぼんだ線を施し， 鋳造後凸状の線が王即時技法で， 土見足Eで、も南部鉄探などに
見ることが出来る.
lV
あらかじめ溶いた混合石日をガラスの上に置き， タイミングを|豆|りながら， もう 1枚のガ
ラスを上から押し当てる方法を用いる 厚み は5""'"'7mm とする.
v働草と湯口および作品部の配置

_Rj蔵とは，信州大学教育学部の学生有志によって運営される， 学生主体による画廊空間であ
る. 平成21年に信州大学工学部の学生有志によって改修された民間の蔵を引き継ぎ，平成
22年にオープンした現在も， 長野市の助成金を受け ながら， 年に 数回の展覧会やワークシ
ョッフ。等を行なっている.
刊アンケートの質問内容

明

①あなたがこのワークショッフ。に参加された理由をお聞かせ下さい. 何を期待して参加しま
したか?
②このワークショップに対してどのようなことを期待されましたか?お聞かせ下さい.
③今回のワークショップを終えて気付いたことなどありましたら， お聞かせ下さい.
④今回のワーク、ンョップを終えて， 最初に期待した通りでしたか?お聞かせ下さい
⑤その他わかりやすかったことやわかりにくかったことなどありましたらお聞かせ下さし\
m子供はすぐに手で触りたがるので注意する.
は低融金属においても一旦溶解した金属鍋の中に， 冷 えた金属を加える際には， 十二 分に注意
を払う 必要がある. 冷 たい金属の表面にある微量な水 分が急激に蒸発し，水 蒸気爆発を誘発す
る事がある. これを防ぐには金属を-_ê援めて静かに加えることが肝要である.
(2011年6月 30 日
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