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 岡本太郎(1911～1996)は、『今日の芸術』(1954)のなかで「赤丸チョンチョン、子どもの『八の字』」と題し、児童画にあらわれ

る「太陽」に関心を抱き、学校で行われる図画に対して批判的な見解を示している。岡本に言わせれば、誰もが描く太陽のよ

うな符丁は創造的な表現ではないとしている。しかし、美術教育研究の観点から言えば、子どもの描画にあらわられる太陽

のような表現は発達段階上 6、7 歳ごろの図画の形式的表現期にみられ、空であることの記号として描く象徴であるとされて

いる。また、諸外国によってその色や形に異なる表現方法がみられると指摘されている。そこで本稿では、太陽にあらわれる

表現の違いを明らかにする。主に『教育美術』と『美育文化』における児童画展覧会から、日本の「太陽」の傾向を明らかにす

る。最終的に、岡本太郎が「黒い太陽」、高村光太郎が「緑色の太陽」と捉える作家の見解とともに、象徴としての太陽の存在

を導き出した。 

 

 

はじめに 

 

日本の子どもが描く「太陽」の傾向は赤が多いといわれている。本稿執筆者が人物研究の対象と

している岡本太郎(１９１１～１９９６)(以下、岡本と略)は、『今日の芸術』(1954)に「赤丸チョン

チョン、子どもの『八の字』」と題して児童画に対する主張を示している。本稿執筆者は児童画にあ

らわれる「太陽」を通して、これまで明らかにされてこなかった岡本の教育に対する考え方に着目

し、美術史だけでなく美術教育史における活動の一側面に焦点を当ててきた¹⁾。また、岡本の児童

画の審査についても考察を行っている²⁾。岡本の主張は、『今日の芸術』における考え方からまとめ

―――――――― 
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ると「本能的な自由」である。子どもが描く絵に無意識にあらわれる素直な表現を認めていた点は、

パリで経験したシュルレアリスムで学んだ出来事に結び付いているとみなされる。このことが、帰

国後の岡本の芸術運動に影響を与えている。さらに、岡本の教育に対する考え方は半世紀を過ぎて

もなお、現代の学校教育に通じていることから、今日の芸術家の役割を捉えなおすだけでなく、岡

本の本質的な理解を深めるためには欠かせない。そこで、本稿では、岡本の教育に対する主張から、

特に日本の学校教育の問題点を取り上げていることから、日本の児童画における「太陽」を紹介す

る。岡本の日本の児童画における「太陽」への意見を取り扱うことで、学校教育ひいては家庭教育

に向けた問題提起が可能であると期待する。 

研究対象は、『美育文化』はこれまで特集で岡本を取り扱っていたことから、「ぺんてる」主催で

行われている「世界児童画展覧会」(茨城大学所蔵第14回～第44回対象)より日本の「太陽」の傾

向を抽出する。また、岡本自身が展覧会の児童画に言及をしており、学校で描かれた児童画を対象

に意見を述べているので、家庭で描かれるような学校外の「子どもの絵」は分析対象にしていない。

ゆえに、展覧会で選ばれた児童画作品の「太陽」から、色、形、画面構成という観点から傾向をみ

るため、具体的に児童画を提示するまでにとどめる。つまり、太陽の傾向を数値化して提示するこ

とはしない。また、諸外国の太陽については、本稿では取り扱わない。 

 

 

1 先行研究 

 

A 山崎 猛.1986.「図工教材のとりくみかたとその発展的思考-1-児童画における太陽画の現われ

方をめぐって」(茨城大学教育学部紀要 人文・社会科学・芸術) (35), pp.53-68． 

B 熊田 藤作.1993.「児童画における太陽の意味 」(東京家政大学研究紀要) 1, 人文社会科学 33, 

pp.111-122． 

C 山尾 沙耶香・田中 吉資.2004.「幼稚園5歳児及び小学 1年生の動的家族画 : 発達と家族への

思い」香川大学教育実践総合研究 9,pp.101-114． 

D 有川 雅裕.2010.「日本と世界の児童画における色彩傾向の分析 : 青空の色についての比較 」 

(教育人間科学部紀要) 1, pp.3-27． 

A～Cは実際に児童が描く太陽について、発達段階上にあらわれる傾向に着目している。しかし、色

や形画面構成といった造形的要素まで追究されていない。D については、太陽は「空」をあらわす

象徴として描かれることから、世界の児童画における「空」の傾向を明らかにしている。したがっ

て、「太陽」を着目した研究は子どもの絵にあらわれる象徴として注目されつつも、造形的要素に着

目した児童画における「太陽」の傾向を分析した先行研究は見当たらないため本論で追究していく。 

 

 

2 太陽の表象 

 

2－1 岡本太郎「赤丸チョンチョン、子どもの『八の字』」 
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 岡本による太陽に関連した研究は、佐々木秀憲「岡本太郎におけるミルチャ・エリアーデの影響」

(美学、2011)によれば、岡本旧蔵の書籍としてミルチャ・エリア―デに注目している。この点は、

岡本のパリ時代ではなく戦後になって収蔵された書籍ではあるものの、ジョルジュ・バタイユらに

よる秘密結社アセファルに参加していたことが影響し、岡本の造形作品だけではなく著述作品にも

共通してあらわれているという。岡本の作品には「太陽」がタイトルに付けられていることを確認

できることから、岡本の興味・関心の中に「太陽」はあり続け、児童画についても関心を向けるに

至ったと言える。ちなみにエリアーデ著作集『太陽と天空神 第一巻』「太陽と太陽崇拝」(せりか

書房、1986、原著は1949パリにて)には、外国の太陽崇拝についての記述がある。つまり、太陽は

全人類にとって存在が認められているように、原始時代から崇拝され、神として信仰の対象とされ

てきた。太陽のシンボルは、その形から円盤状に描かれ、呪術的な意味を伴うとされているのは周

知の通りである。 

さて、『今日の芸術』(1954)、五「子どもの絵」には、以下の項目がある。「子どもと絵描く衝動」、

「見られたくない」、「図画教育の害」、「昔の図画教育」、「生徒に絵を教わる時間」、「赤丸チョンチ

ョン、子どもの『八の字』」である。岡本は、児童画にあらわれる「太陽」について「赤丸チョンチ

ョン、子どもの『八の字』」と題し、以下のように主張している(下線部は、本稿執筆者による。『今

日の芸術』1963年改訂版より、追加された文章である)。 

(前略)幼稚園や小学校一、二年の子どもがよくお日さまの絵を描きます。(第三○図)いったい、

この丸にチョン、チョン、チョンと毛をはやしたようなもののどこに、太陽の実感があるので

しょうか。それだけならまだよいのですが、またその下には、花が行儀よく並べてあったりす

る。もちろんそれは、花の実感によって描いているのではありません。いくら子どもにだって、

太陽や花が、じっさいにそんなふうに感じられたり、見えているはずはないのです。まして組

じゅうがそろってやっているのですから。どうしてみんなが、そんなものを描くのでしょうか。

子どもは絵が下手だから、こんなふうになってしまう― いや、そうではありません。それな

らば、もっと個性的な、下手な表現というものがいくらでもあるはずです。これは「お日さま

です」、「花です」という符牒、つまり子どもの世界の「八の字」なのです。たいへん便利だか

ら描いているのです。その心理を、ちょっと考えてみましょう。だまって紙やクレイヨンを置

いて、かってに遊ばせておけば、子どもたちはよろこんで、いくらでも絵を描きます。だが、

これが図画の時間になると、ちょっと話がちがいます。先生から白い紙をわたされて、「さあ、

みなさん、何か描きなさい」と言われる。きまった時間のなかで、監視されながらなにかチャン
、 、 、

としたものを描かなきゃならない。これは、ややつらい。― 感興がもり上がってこなければ

専門家でさえ当惑するものです。私もよく目の前に色紙などを突きつけられて、うやうやしく

「ご一筆、どうぞ」なんて言われると、何を描いたらいいのかわからない。新しい絵は型では

ないから、「竹に雀」や「八の字」でごまかすわけにはゆかないからです。(中略)何を描いたら

よいのだろう。当惑していると、となりの子どもが小器用に、赤いクレイヨンでぐりぐりと丸

を描いて、チョン、チョン、チョンと毛をはやす。お日さまだ。― なるほど、シメシメ、あ

れをやれば― と言うので、まねして、この赤丸チョン、チョンを描いてしまうのです。どの

子どもも、自分のつかんでいる実感としてのお日さまを描いているのではありません。ごまか

しのきく、きわめて便利な符牒です。お花も同様です。それからは、ずっと、このテを利用す
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る、しかもクラス全体で(もちろん、子どもたちが共通の符牒をもつことは、社会生活の第一歩

であり、外界を知的にとらえる足がかりでもあるのです。だから、それをいちがいに悪いこと

とはいえませが、このばあいの問題はそれだけではすまされません。)ところが、こういうチャ

ッカリした型どおりの絵にかぎって、先生が、「たいへんお上手にできました」なんて、二重丸、

三重丸をくれたりすることが多いのです。すると、家に帰ってもお父さんやお母さんがそのま

まうのみに、「うちの坊やは絵がうまい。」などと、親バカチャンリンに安心してしまう。だか

ら、子どもたちは、こういうものを描けば無事なんだナと思って、いつでも便利な符牒でツジ

ツマを合わせるようになるのです。おさない子どもだからといって、百パーセント無邪気だと

思ったら大まちがい。なかなかおとな以上に抜け目のないものもいます。子どもながら自分以

外の世界・社会というものを意識して、それと調子を合わせる、ずるさは持っているのです。

子どもたちが自分かってに描きちらしているいたずら描きを見ると、自由で、のびのびとして

いるのに、幼稚園とか小学校などで図画の時間に描くものには、先生や父兄への義理だてのよ

うな、型だけの無内容なものが多い。ジュニア型ですが、これは「八の字」文化へのスタート

です。近年、図画教育の進歩はめざましく、絵だけではないあらゆる材料、手段を使って、子

どもの創造性をひき出し、伸ばす方向にむかっています。先生はその面で、たいへんいい協力

者になっているのです。だから今の子どもたちは、ひとりで、いたずらがきするときよりも、

図工の時間のほうがもっと安心して、のびのびと自分のよろこびをぶちまけるぐらいだ、心配

はいらない、という先生もいます。この本をはじめて書いたころ、私のはげしくぶつけたかっ

たポイントは、したがってかなり解消しているわけです。しかしだからといって、本質的にこ

の問題は解決していったのでしょうか。私は永遠の課題として提出しつづけたいと思います。

なるほど教育法は進み、外面は自由でモダーンです。しかし先生の好みだとか、いかにも自由

ら
、

しく
、 、

見えるような絵が、よい絵だと評価されるようなことではないでしょうか。モダニズム

の項でいったように、それもひとつの型、おていさいになってしまう危険は瞬間瞬間にあるの

です。私がこのことを、とくに取りあげるのは、これがたんに絵の問題だけではすまないから

です。このようにして、自分自身の喜びや確信から出発しないで、便利な型やポーズだけを利

用する習慣を身につけてしまうと、大人になってからも、ほんとうに思っていることを発表す

ることは、世渡りに都合がわるいから、そっちのけにしてしまいます。(後略)（pp.175-178.） 

 

 

図１ 「第三○図 東京都千代田区某幼稚園児(6歳)」)（p.175.） 
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その後の児童画に対する岡本の主張は、「黒い太陽」などの芸術の問題を教育への考え方に結びつ

けるなどの他に、児童画審査で確認することができる。1960年代以降の岡本の教育に関連する内容

については、今後の研究で詳しくみていくとして、上記の文中での児童画の太陽に対する岡本の見

解は、「だまって紙やクレイヨンを置いて、かってに遊ばせておけば、子どもたちはよろこんで、い

くらでも絵を描くが、図画の時間になると、先生から白い紙をわたされて何を描いたらいいのかわ

からないから、まねして、太陽に赤丸チョン、チョンを描いてしまう。どの子どもも、自分のつか

んでいる実感として太陽を描いているのではなく、ごまかしのきく、きわめて便利な符牒である」

である。そして、児童画にあらわれる「太陽」について図 1で具体例を示している。岡本によれば、

先生の教え方を鵜呑みにすることは、ほめられるための真似事であると考え、児童画によくみられ

るような絵のあり方を批判している。果たしてこの批判は正しいか。図１をみるとそうは考えにく

い。子どもの描画発達段階に即した典型的な描画である。この描画のあり方が、社会の中で見みら

れる世間の世渡りにも似ており、人間の生き方にも大きく影響を与えていると言えるだろうか。児

童画にあらわれる図画の傾向は発達段階に応じて名前がつけられ、成長過程であらわれる特徴があ

る。したがって、日本の児童画に現われる太陽はすべて、岡本の言うように、「赤丸チョンチョン」

なのかを確認し、岡本の児童画の太陽に対する見解が正しく、児童画の太陽は、本来芸術で培われ

るべき精神的な解放ともに描かれなければならないのか考察していく。 

 

  2－2 児童画の描画発達段階 

 

 児童画における「太陽」は、描画発達段階上にあらわれると定義されているので参考にしたい。向

野康江は、「子どものための美術教育-学校での図画工作教育と家庭での ART教育-」(2010,弦書房)

より、「(図画の）形式的表現期」の中で現れる特徴として示していることから、本研究でもこの時

期の児童画を取り上げる³⁾。しかし、個々人によって出現する傾向はバラつきがあるため、あくま

で目安とする。 

また、熊本高工・福井昭雄共著『こどもは天才、らくがき万歳』(啓明研究会,1989)によれば、「3 

太陽にも目鼻がある アニミズム」より、 

子どもの絵には、よく太陽がでてきます。太陽は空のしるしであり、お父さんの象徴だともい

われます。その太陽にはよく目や鼻、口などがかかれ、人間の顔になっていることが多いので

す。同じことは、動物をかいた場合にもいえます。ライオンでもうさぎでも顔は人間です。こ

のような擬人化をアニミズムといいます。アニミズムとは万物を精霊と見る原始未開の考え方

ですが、これが幼児に残っているとも考えられます。 (p.82.) 

とあることから、この表現に注目する。さらに、「9 帯状の空と太陽 記号的表現」より「“空”の

しるしと太陽」では、 

子どもはかならずといっていいほど、画用紙のいちばん上のところに横に帯状の線や色をつけ

ます。これは、ここが空だ、という記号(しるし)なのです。おとなはこんな空はかきません。

高いところに空があって、低いところに地面がある。そして、その中間は何もないんだ、とい

うのが子ども感覚なのです。(中略)日本の子どもは太陽を赤でかきますが、外国の子どもは黄

でかきます。(p.94.) 
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とある点から、なぜ、日本の子どもたちが赤色を好むのかについても考える必要がある。そこで、

近年の研究では皆本二三江『「お絵かき」の想像力』(春秋社,2017)を紹介しておきたい。「太陽は絵

記号の王さま」とあり、子どもがなぜ太陽を描きたがるのかについて述べられている。 

  太陽は世界中の子どもが描く絵記号のひとつです。円のまわりに放射状に短線を描いて作りま

す。図式期の子どもの自由画では大半の絵に太陽が描いてあるものです。では、なぜ世界中の

子どもが太陽を描くのでしょうか。あるとき、五、六歳の子どもたちに、太陽を描くわけを尋

ねてみたのです。いちばん多い答えは「わかんない」でした。格別な理由はなく、なんとなく

描いているようです。でも、描かないと、「できた」という完成感がもてないらしい。提出まぎ

わに「あっ、忘れた」と言って描き入れる子どもがいますから……。そのほか、「太陽がないと

見えないもの」とか「ないとダメなもの」という答えもありました。理由はわからない、けれ

ども描いてしまう。描かないと完成したことにならない。ないと見えない。ないとダメ。こう

して世界中の子どもが太陽を描く……。言うまでもなく太陽は、地球上のすべての生物にとっ

てなくてはならないものです。太陽がないと生きていけないのです。そのことを子どもは本能

で知っているのではないでしょうか。子どもは、大人より自然界との結びつきが深いのですね。

子どもが画面上に人間のいとなみを記すときは、あたかも植物が太陽を仰いで向きを変えるよ

うに、当然のこととしてそこに太陽の存在をもとめるのではないでしょうか。もちろん世界各

国に太陽神話があるように、その昔から大人も太陽を信仰や崇拝の対象として敬ってきました。

けれども子どもに太陽を描くことをすすめる母親や先生はごく少数派でしょう。子どもが描く

太陽は大人の影響によるのではなく子ども自身の欲求で描くのですね。その欲求は子どものか

らだの深いところから、子どもたちを動かしているように思います。(pp.112-114.) 

他にも、太陽に関しては、「天と地と太陽と―人類の原風景」、「異なるイメージをもつ男と女」、「『概

念色』の時代」、「太陽は絵記号の王子さま」、「太陽を描かなくなるとき」、「『星の王子さま』の図式

画」、「古代シンボル 太陽シンボル」、「太陽を描かなくなるとき」で述べている。ここでは、太陽

を描く傾向は女の子の方が多いという観点から、男女差についても取り挙げられているのが興味深

い。 

 

２-３ 色彩心理学による「太陽」の意味 

 

ここで、日本児童画研究会が取り上げている「太陽」について取り上げてみたい。鵜飼武彦『岡

本太郎と未来を拓く』(2011)「第五章 こうして「岡本太郎」が生まれた」では、特に家庭環境に

と色を結びつけて考えており、次のようにある。 

私は色彩心理学を研究したことがあるが、性格や育った環境は好みの色に表れる。父性愛が欠け

て育つと「黒と黄色」の配色を好み、母性愛が欠けて育つと「赤と黒」の配色を好む。岡本太郎

は、「赤と黒と黄色」の配色の組み合わせを、どの作家よりも多く使っている。(p.125.) 

この見解に行き着く論を展開しているのが、浅井篤『原色子どもの絵診断辞典』（1998）であり、「2 

子どもの絵とシンボル モチーフの意味するもの」が詳しい⁴⁾。浅井による見解によれば、「太陽の

色は父親の愛情 父親のシンボル」であるという。 

子どもの絵に描かれる太陽は、空にあって、地球に無限のエネルギーをもたらしてくれる太陽
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を意味しているとともに、その太陽は、同時に、その子どもの父親を意味しているのです。も

ちろん、子ども自身も、それに気づいてはいませんが、無意識のうちに子どもたちは、この太

陽にさまざまな思いを託して、自分の父親を表現しているのです。このことは、無数の子ども

たちの絵を、長期にわたり、家庭・両親との関係の中に探ってきたところから明らかにされた

ことです。結果からみれば、その結びつきの原理は、いたって単純であって、ただそれらが互

いに似ていればよいのです。太陽の場合でいえば、たしかに父親は、家庭においては、母より

少し距離をおいたところから子どもたちを見守るとともに、外で働いてきて、家族に経済的な

うるおいをもたらしているわけです。そういった点で、太陽は、母よりも父により多くの類似

点をもった存在であるといえるわけです。（p.38f.） 

しかし、実際に子どもは太陽を描くが、描く理由を明らかにするのは難しいため明確な根拠がな

い。確かに、多くの子どもたちが描く赤い太陽に比べて、その他の色を描く子どもが何かしらの問

題を抱えており、無意識に画面にあらわれる傾向があると研究で明らかにされてきた。とすれば、

子どもからのメッセージに大人は気付いてあげる必要があり、無意識にあらわれる子どもの苦悩を

解決する手段となることに期待をもてる。この点を芸術家の太陽に対する主張に当てはめてみると、

岡本は「黒い太陽」と題して、子ども時代の事を振り返りながら、太陽の存在を述べている。さら

に高村光太郎は「緑色の太陽」と題しており、それぞれの主張を浅井の「太陽の色は父親の愛情 父

親のシンボル」に当てはめると、次のようになる。 

・黒色の太陽は、「黒一色の太陽は、死亡の父か、家出した父もしくは異常に子どもを虐待する父で

あり、子どもの生活を脅かす。そのため、母が父の役割をすることになり、多くはヒステリー状態」

（p.88.参考） 

・緑色の太陽「緑一色の太陽は、父の健康がすぐれず、イライラしていて、子どもを叩いたり、き

びしいしいつけをしたりする父である。怖い父、温かみの少ない父。」（p.88.参考） 

とされるが、芸術家の心理に伴うかどうかは確認しづらい。しかし、芸術家の主張の背景には、子

ども時代に受けてきた父親の存在もしくは周囲の人物が少なくとも影響を与えているものである。

岡本にとって父の存在は一平が児童画審査に参加していたことから、岡本一平と岡本太郎、つまり

父と子の関係の中で考えれば、家庭教育の側面としての関係性を見出せる⁵⁾。岡本の子ども時代に

ついてはここでは詳しくはふれないが、岡本の芸術に対する主張の中に、学校に対して不満を抱く

など当時から問題を抱えていたことがわかる。つまり、岡本が「黒い太陽」と主張する理由は子ど

も時代の経験が背景にあると推測できるのである。 

 

 

3 日本の児童画より－「太陽」の傾向 

 

3-１ 造形的要素からみる児童画の「太陽」 

 

日本における「太陽」の傾向については、①サクラクレパス主催「全国教育美術展」『教育美術』

⁶⁾と、②ぺんてる主催「世界児童画展覧会」『美育文化』を本研究の対象範囲としている。ともに、

日本の子どもの絵にあらわれる「太陽」は、岡本が主張するように、「赤丸チョンチョン」が多くあ
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らわれていることを確認できる。②の「世界児童画展覧会」は1970年（大阪万博）から開催されて

いる。さらに、『美育文化』では、岡本太郎没後に穴澤秀隆編より、『岡本太郎に学ぶこと』(美育文

化協会,1998)で、岡本と教育を結びつけて、現代の教育の在り方への検討がなされている。したが

って、本研究で取り上げる児童画については、後に諸外国の太陽についても明らかにしたいため、

②における展覧会を取り扱う(茨城大学所蔵より、第 14回～第44回を参考)。そこで、アジアの中

の日本の傾向について、太陽の位置と色と画面構成の観点から、造形的要素の点に着目し、どのよ

うに表現されているのか確認する。以下、それぞれの児童画作品と同時に「“タイトル”・年齢(また

は学年)・性別」のみを記している。 

 

    

図2「“トンボさんといっしょにとびたいな  図3「“車にのっておでかけしたよ”4歳・男 

ぁ”4歳・女子」              子」  

   

 図4「“おひさまのパン”5歳・男子」    図5「“ふしぎなとり”小1・女子」 

   

図6「“アヒルさんを見たよ”5歳・女子」   図7「“動物園”5歳・男子」 
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図「“不思議な太陽と8匹   図９「“たまいれをしたよ”  図10「“きつねのよめいり”  

のトラ”小3・男子」           4歳・女子」              小1・男子」  

   

図11「“犬とお散歩”5歳・女子」     図12「“ゆきのあるくに”小1・女子」 

 

以下のように解説を加える。全体のまとめについては、3-2で解説する。 

図2は、岡本が主張した図1のように「赤丸チョンチョン」と「花」が同時に描かれている。図

3は、同年齢の男子のもので、電車など乗り物と一緒に描かれることが多い。性差があらわれてい

る。図4・図5は、アニミズム表現(擬人化)である。年齢が上がるにつれて太陽を描かなくなる傾

向が高まると同時に、この表現もみえなくなる。男女ともに共通している表現である。また、図4

には、さらに誇張表現がみられる。図6もアニミズム表現があらわれているが、児童画には珍しい

赤と黒の組み合わせである。ちなみに、黒い太陽は日本の子どもの絵に確認できなかった。図 7

は、太陽の中を塗りつぶしていない。画面全体の描き方をみれば、線で描く子どもの絵であること

を確認できる。図8は緑色の太陽である。赤以外の太陽の他はまれに黄色・オレンジ色を確認でき

るが、その他の色を描く子どもは珍しいため、個性があらわれているといえる。やはり、日本の子

どもにとって太陽は赤色であるようである。図9は、太陽の描き方に注目したい。既にみてきたよ

うに「赤丸チョンチョン」ではあるが、中心と線がつながって描かれているかそうでないか二通り

のパターンを確認することが出来る。また、複数の太陽を描く場合もあることがわかる。この傾向

は、女子が装飾的に描くためであると考えられる。図10は、太陽の赤は周囲の色に関係すること

を提示したい。つまり、赤色と緑色の捕色関係を画面全体のバランスを考慮して構成しているとす
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れば、子どもは無意識に色を判断する力を身につけているということになる。さらに、図 9も図

10も、その他に取り上げた作品に共通しているのは、赤い太陽は白い下地(もしくは色紙や段ボー

ル、いずれも無地)に描かれている。図11ように画面の色(色画用紙)が変化すると、太陽の色はオ

レンジ色となっていることから、見え方に工夫をしている。図 12は、画面の素材は画用紙だけで

なく、段ボールを使っている。また、画材については、子どもたちが楽しく活動できるように、ク

レイヨンや絵の具、水彩ペンが使われているようである。 

 

3-2 日本の児童画における「太陽の」特徴 

 

図 2～図 12 のように、日本の児童画にあらわれる「太陽」の〈色の特徴〉は、「赤丸チョンチョ

ン」であり岡本の主張と一致しているように、太陽という存在を線と丸で描いている。さらに、日

本の児童画における傾向を詳しくみてみると、画面の構成から、赤色の太陽は白(雲や余白など)に

関係している。本稿では取り上げながったが諸外国の黄色い太陽は、青(空や海など)の画面構成と

ともに出現する傾向がある。つまり、児童画の審査で選ばれる絵は画面が落ち着いており、子ども

の気持ちが率直に描かれている作品が選ばれている。造形的な面からみても、子どもが本能的に画

面全体のバランスを構成していると思わせる作品が多いのである。 

また、「太陽」と背景の色との関係より、描かれる素材は、画用紙(白)と色画用紙その他(段ボー

ルなど)であり、下地を活かして描く傾向にある。また、赤と黄色以外の「太陽」が描かれることも

確認できる。子どもは、画面全体のバランスを考えて、絵にふさわしい太陽を描いているのではな

いだろうか。太陽の表現は真ん中に大きく描かれるか、または右もしくは左端に確認することがで

きる。捕色の関係による配色などを教えずとしても、無意識に身の回りから得た記憶を元に画面全

体の色をとらえているといえよう。 

日本を含むアジアは赤い太陽が比較的多い。「太陽」は多くの諸外国で描かれ、空をあらわす象徴

として画面上部にあらわれているのが特徴的である。色や描き方に違いがあるものの、日本以外の

諸外国においても「赤丸チョンチョン」は共通している。本研究では、「太陽」が描かれている作品

について、2000年代をピークに特に平成年間で多く選ばれていることを確認できた。背景には、ど

のような美術科教育の動きがあるのだろうか。室靖「２節 外国の児童画と教育の国際化」『実践造

形教育大系11 世界の児童画 』（1982）によれば、このような傾向を指摘している。 

黄色く塗られた太陽を見た日本の子どもたちは、なぜ外国の子どもは太陽を赤くかかないかに

ついて、素朴な疑問を持つはずです。この疑問は、日本人が赤い太陽しかかかないことが実は

「型にはまった」日本人の習慣に基づいていることを、大人たちに気付かせるよい機会でもあ

る。同様に、太陽を黄色に塗った外国の児童画は、日本人の子どもたちに、世界には同じもの

を見ても日本人とは同じように感じない人々がいることを理解させる上で有効な教材である。

世界には日本人とは違ったものの見方、感じ方をする人々が大勢いることを理解させることは、

国際的な視野が著しく限られている現在の我が国の学校教育を改める上で、実は極めて重要な

点である。次代の国民である今の子どもたちを指導する上で、取り分け大切なことは、日本人

の感じ方、ものの見方、考え方だけが世界で通用するとはかぎらない、ということを幼いころ

から理解させることである。（ｐ.135f.） 
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さらに、同著より「４節 児童画に見られる同質性と異質性」では、なぜ赤色を好むのか考察を加

えている。 

一つの具体例としては、上のようなパターンの児童の「空」の部分にしばしばかかれる「太陽」

の色の違いを挙げることができる。諸外国の子供達が「太陽」を黄色―ときには黄色に近いオ

レンジ色―にかくのに対して、日本の子どもはふつう「太陽」を赤色で表現する。この違いは

明らかに、日本の文化の影響が生み出したものである。まず、国旗である「日の丸」の「日」

が赤いということがある。更に日本語の「赤い太陽」という表現も関係していよう。湿度の高

い日本では、地平線に近い朝日や夕日は確かに赤みを帯びて見えるが、天空に昇った太陽は決

して赤くは見えない。日本の子どもがいつでも「太陽」を赤くかくのは、要するに日本固有の

視覚文化や言語文化の影響であると考えて間違いないであろう。（p.146.） 

このことから、「太陽」は日本文化に対する影響によって、親から子へと受け継がれてきた象徴で

あるという見方ができる。他にも周囲による影響から、太陽が空のシンボルとして描かれているこ

とを無意識に受け止めていると考えることができよう。世界に共通しているのは、子どもの絵には

原始的な絵画の色合いが多いということである。また、「(図画)の形式的表現期」の特徴として、(基

底線・装飾表現・拡大表現・並列表現・帯状の空・署名)などが描かれていることから、子どもが描

く絵の特徴は日本と同様である。男女の差についても同じ見解が見受けられる。また、太陽におけ

る擬人化(ア二ミズム表現)は日本と諸外国に現れる表現であった。したがって、地域的理由、つま

り、緯度の高さの違いから、光の当たり方が違うため色の感じ方が異なるのではないか。歴史的背

景、つまり、植民地支配、経済発展、文化、宗教の違いなど描かれるテーマから、それぞれの国の

特徴があらわれることは、異文化理解につながる傾向としてとらえることができるのではないか。

今後の研究課題としたい。 

 

 

4 異文化理解としての「太陽」の魅力‐芸術家における太陽に着目して‐  

 

芸術家と子どもの「太陽」に対する捉え方は違う。だが、芸術家の思想を形成してきた根底には

子ども時代の経験が軸となり、各々の考え方の基盤が形成されているといえる。既に述べたように、

芸術家は太陽の色を通してわたしたちに主張している。前者は岡本であり、「黒い太陽」と示してい

る。また、後者は高村光太郎であり、「緑色の太陽」と示している。それぞれの色の違いが芸術に対

する見解に方向性を与えている。そこで、個性尊重ひいては異文化理解に結びつけることができる

という観点で検討していく。 

岡本にとって太陽とはどのような存在と定義しているのかについて探るためには、『今日をひら

く 太陽との対話』より、「黒い太陽」（1967）（すでに『黒い太陽』(1959)に掲載）で子ども時代を

振り返っている。  

  子供にとって、太陽はいつでも生きものだ。それはちかしい、ひそかな話し相手である。少な

くとも、小学生時代の私にとってはそうだった。今でも一種の苦痛に似た感じで思い起こすの

だが。学校にあがりたての頃、私は教室にゆくのがいやでいやでたまらなかった。一刻でも遅

く着くように、毎朝のろのろと街じゅうをいつまでも太陽とにらめっこしながら、話しかけな
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がら歩いたものである。子供の時分から奇妙に孤独で、学校でも他の子供とはほとんど話が通

じなかったらしい。この行きかえりの太陽との会話だけが、私の心をひらくのだった。（中略）

太陽はオヤジかなんかのような人格で、うんと高いところにいる。何かそんなようなもの。い

つくしみと意地悪さを同時にそなえた、えらい大人のような気がした。私は心穏やかでない。

つい、にらめてしまう。目をつぶる。すると、おもしろい。忽然とそれが、赤や緑や青や紫や、

色とりどりの小さい輪になって、くるくるちらちらと目の裏に点滅するのであった。無邪気だ

ったがすでに徹底的に孤独だった子供の心に、暗く輝く暗緑色の太陽。それは不気味さと、い

いがたい親しみをもって君臨し、私のたどっていく運命を暗示した。（中略）私もいまでは、毎

日、陽が出て沈むのを、何の感動もなしに、その日の出来事として見送っているにすぎない。

だが改めてふり仰いでみると、彼の日常的な卑小さ、味気なさに対する憤りが爆発する。そし

て私は、身体いっぱいに新しい太陽を作り出すのだ。私は幻想的に太陽を神格化する。しかし、

もちろんそれは原始人や子供と同質であり得ない。彼らにとってそれは本当に生きものであり、

その関係は直接的だが、私にとっては詩的な情熱であり、失われた神秘の奪回なのである。分

析され、散文化され、われわれの根源的な生命のよろこびを断ち切られて、無感動になってし

まった太陽を、再び全人間的に、芸術的に生きかえらせようとする欲求なのだ。（pp.58-62.参

考） 

下線部にあるように、子どもにとって太陽は、日ごろの身近にある存在であることは確かである。

このように、岡本の場合「黒い太陽」をみれば、子どもの時の思いが反映されているといえる。岡

本にとって太陽はすなわち自己との対峙を象徴する存在である。子どもの頃の真相心理が、芸術家

の主張にあらわれている。さらに、岡本にとって「黒い太陽」は造形活動にも共通している内容で

ある。厳密にいえば、黒というよりは暗緑色であることは、いままで「太陽の塔」の研究でも取り

上げられており、注目されてきた。児童画における「太陽」に当てはめると、「太陽」を描く子ども

の心理は、岡本の「黒い太陽」に密接につながっている。したがって、本稿執筆者は児童画の観点

からも、芸術家のメッセージに近づけることができると考える。  

 

   

図13『画文集黒い   図14「黒い太陽」（1949）⁸⁾ 図15「太陽の塔・背面」（本稿執筆者 

太陽』（1959）⁷⁾                  撮影2017.8.28） 

つまり、岡本にとって「太陽」とは、「黒い太陽」＝「暗緑色」のイメージであり、子ども時代の

記憶からのイメージを踏襲している。父から子へ受け継がれる芸術的な活動は、児童画における審

査員という教育に携わる活動を通して行われていたことをあわせれば、家庭での教育のあり方が子

に及ぼす影響は大きい。岡本にとって太陽とは何か。母・かの子であり、父・一平であるという推

測もできるのである。 
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さらに、芸術家である、高村光太郎(1982)(既に1910『スバル』に発表した論文)は「緑色の太陽」

で次のような考え方を示している。 

人が「緑色の太陽」を画いても僕はこれを非なりと言わないつもりである。僕にもそう見える

事があるかも知れないからである。「緑色の太陽」があるばかりでその絵画の全価値を見ないで

過す事はできない。絵画としての優劣は太陽の緑色と紅蓮との差別に関係はないのである。こ

の場合にも、前に言った通り、緑色の太陽としてその作の情調を味いたい。（中略）「緑色の太

陽」を見ても気を悪くしないのである。僕は混雑した感想を混雑したままに書いてしまった。

僕が見ては下らぬ事に考えられて、世間ではかなりに重大視されているいわゆる地方色の事を

一言したかったのに過ぎない。僕は日本の芸術家が、日本を見ずして自然を見、定理にされた

地方色を顧ずして更に計算し直した色調を勝手次第に表現せん事を熱望している。どんな気儘

をしても、僕等が死ねば、跡に日本人でなければ出来ぬ作品しか残りはしないのである。(明治

43年、4月)（ pp.82-87） 

このように、日本において個性を尊重する問題に限定させなければ、諸外国の存在を認める発言で

ある。世界の児童画を見ても、緑色の太陽を描く子どもは少ない。しかし、それぞれが描く「太陽」

を認めることが学校教育では必要であるし、諸外国における異文化理解につながる主張である。こ

の点について、北澤憲昭『反覆する岡本太郎―あるいは「絵画のテロル」』 (2012)では、「日本モダ

ニズム伝統観」で次のように紹介している。 

一九一○年に雑誌『昴』に発表された高村光太郎の「緑色の太陽」は、絵画の機軸を再現性か

ら表現性へと転換することを訴えるアジテーションとして、同時代の美術界に大きな影響を与

えた評論だが、その直接の執筆動機は、石井柏亭の唱える絵画のローカリズムを批判すること

にあった。石井は、日本の絵画は、日本の風土に特有の色彩感を発揮すべきだと説いているの

である。それに対して、高村は、絵画は内面に揺曵する色紙をこそ表現すべきであるとして―

色彩の次元において―ローカリズムばかりかリアリズムさえも否定する過激な論を展開した

のだ。しかしながら、高村光太郎はローカリズムを否定しこそすれ、日本的であることにかん

しては微妙な構えをもっている。（ｐ.118ｆ.） 

つまり、高村の「緑色の太陽」は西洋文化の流入に対する抵抗であった。宮脇理『緑色の太陽』(2000)

でも、日本の色にない他の色を理解することがコミュニケーションツールになると述べられている

ことから、芸術家のメッセージは世界の事情をとらえた問題提起である。したがって、岡本や高村

の主張を正確にとらえ、現代の学校教育や社会の中に還元して考えることが今日の芸術家の役割と

なるといえる。 

 

 

おわりに 

 

岡本の主張する太陽に赤丸チョン、チョンを描いてしまうのは、「自分のつかんでいる実感として

太陽を描いているのではなく、ごまかしのきく、きわめて便利な符牒である」と言う。つまり、誰

もが描く太陽のような符牒は創造的な表現ではないという「太陽」に対する岡本の見解である。岡

本に対して皆本の主張は、子どもの描画発達段階の見地からの見解によるものであり、「子どもが描
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く太陽は、大人の影響によるのではなく、子ども自身の欲求で描くものであって、その欲求は子ど

ものからだの深いところから、子どもたちを動かしている」である。さらに、児童画にあらわれる

「太陽」について『美育文化』における「児童画展覧会」より確認し、描かれた児童画から色・形・

画面構成の観点で、日本の子どもの造形的要素を示すことができた。岡本の作品にあらわれる太陽

は、両親に対する父母の念が意識的かどうかはともかくとして、無意識的に作品にあらわれている。

加えて、文章についても子どもの頃の思い出は、その後の芸術家としての意識を形成しているとい

える。もちろん、岡本の太陽も高村の太陽も特殊であると考えてはいけない。それぞれの芸術家の

思想には、子ども時代の意識が反映されている点を考慮に入れる必要があるといえる。子どもにと

って「太陽」は空の象徴として描く対象である。岡本による「本能的な自由」という主張を当ては

めれば、本来ならば子どもの「太陽」に造形性は不必要なことである。したがって、岡本は子ども

が描く絵に期待を込めるからこそ、児童画の「太陽」に着目し、彼なりの芸術思想を通して自由を

尊重する主張を展開していたと結論付けたい。よって、いかなる「太陽」を描いても、大人が子ど

もたちを受けとめる態度が必要なのである。 

 

 

注 

 

1） 拙論は以下の通り。金山愛奈.2017.「岡本太郎(1911～1996)の美術教育活動への参加 －造形教育

センターにおける活動を着眼点として－」『美術教育研究』,49,pp. 113-120. 

2）拙論は以下の通り。金山愛奈.2016.「岡本太郎(1911～1996)の児童画に対する要求水準について― 

『児童画評価シリーズ 2』を手掛かりに―」『茨城大学教育実践研究』,35,pp.87-101. 

3) 向野康江.2010.『子どものための美術教育-学校での図画工作教育と家庭での ART 教育-』,pp.１１f. , 

(弦書房).「6・7 歳になると、ものの描き方が安定する時期に入ります。さまざまな形を組みあわせて、場

面・情景の表現ができるようになります。また、経験したことや想像したことを意図的に表すことができるよ

うにもなります。自分の感覚や記憶をたよりに現実的に実現しようとします。しかし、その表現の仕方が子

どもの独特の描き表わし方で、決まった形や色で描くので、この時期を子どもの形式的表現期といいます」

(p.１１f.)  

4）真鍋一男・宮脇理（監修），『造形教育辞典』，p. 32, (建帛社). 

「⑨日本児童画研究会」 「1953 年 8 月、創美から独立した浅井篤が中心となった発足した。児童画の本

質が心理・整理の投影であるとする立場から児童画と紫色の関係など心理的診断力を重視し、「自由想画

法」などを創案した。機関誌『児童画研究』（季刊）を発行。）」 

5）茨城大学教育学部紀要（教育科学）67 号(2017)に投稿中の内容は, 「岡本一平(1886～1948)の児童画

審査への参加―戦前における新図画教育会の活動を手掛かりに―」である。 

6) 教育美術：ＨＰ, http://www.kyoubi.or.jp/about.html(2017/09/14アクセス 15時30分閲覧) 

「大正 11 年（1922 年）にスタートした、日本で最も伝統のある子どもの絵の公募展。毎年、日本全国の幼

稚園・保育所、小学校、中学校や海外日本人学校、特別支援学校などから約 2500 校、約 12 万点もの応

募があります。優れた学校には文部科学大臣奨励賞、教育美術振興会名誉会長賞、日本放送協会会長

賞、地区学校賞などが贈られます」 
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7）『画文集 黒い太陽』 岡本太郎 美術出版社 1959 

美術・建築雑誌に掲載された造型芸術を語ったエッセイを収録。パリの仲間を紹介した文章は、滞欧生活

の交友関係が伺える。ＨＰ：川崎市岡本太郎美術館市岡本太郎美術館

http://www.taromuseum.jp/introduction/okamotos/taro/kataru/a_3_2d.htm(2017/09/14 17時 40分閲覧) 

8）「黒い太陽」分類：絵画 制作年：1949（昭和24年）制作地：東京 高さ：91.3 幅：117 材質：キャンバ

ス、油彩 技法：油彩 ＨＰ：川崎市岡本太郎美術館

http://www.taromuseum.jp/introduction/okamotos/taro/tsukuru/a_6_2a.htm1(2017/09/14 17時45分閲

覧) 
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