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浜名湖アート・クラフトフェアにおけるアルミニウム鋳造ワークショップ

Report on the Workshop of Aluminum casting at Hamanako Art Craft Fair
三

村

１. はじめに
本稿は，2017 年度から 2019 年度までの３回に渡
り，筆者が静岡文化芸術大学のアルミニウム鋳造
ワークショップの改善に取り組んだ論考である。静
岡芸術大学のアルミニウム鋳造ワークショップが出
展する浜名湖アート・クラフトフェアは，感性豊か
な地域社会の形成と魅力的で個性あふれる新たな地
域文化を創出するために，産官学が連携して 2007
年より開催されている催しである。静岡文化芸術大
学はこのアート・クラフトフェア開催当初からワー
クショップを出展している。全国から公募によって
選出された 330 組のクラフト作家が，様々な素材を
用いて制作したオリジナル作品を各自のブースにて
展示・販売する。制作者と使用者（鑑賞者）の交流
の場として，浜松市内や近県から集まる来場者は，
毎年２日間で４万人を超える。
広く一般の方や地域の子どもにワークショップを
体験してもらう中で，芸術大学としてどのようなア
プローチをすべきか模索した。

２. アルミニウム鋳造ワークショップ
（１）ワークショップ概要
対象：一般参加者 幼児〜小学生 (+ 家族 ) が大多数
参加者数：例年約 300 組（天候により増減あり）
会場：浜名湖ガーデンパーク
（静岡県浜松市西区村櫛町）
参加費：500 円
参加方法：予約不要。当日受付で参加費を支払い，
学生ボランティアスタッフと共に作品を制作する。
制作した作品はその場で持ち帰ることができる。
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〔スタッフ構成 2019 年度〕
教員：山本一樹（主担当）
，服部守悦，小田伊織（デ
ザイン学科）藤井尚子，新妻淳子（文化・芸術研究
センター）
実習指導員：博多哲也（写真記録，原型制作担当）
，
，横地敬（金属仕上げ加
三村友子（筆者 / 鋳造担当）
工担当）
地域連携室：加藤元一，宮野哲（事務連絡，移動バ
ス手配等担当）
学生ボランティアスタッフ 58 名
〔スケジュール〕
約２ヶ月前 スタッフ募集チラシを制作し，ボラン
ティアスタッフ学生を募る。アルミニウム地金，原
型用発泡スチロール，工具等の購入や補充，ガス溶
解炉の点検を行う。
１ヶ月前 学生スタッフへのガイダンスとして，前
年までのスライドを見せながら概要説明を行う。
１ヶ月前〜前日 一般参加者のサポートができるよ
う，学生スタッフを対象に鋳造講習会を 3 度行う。
前日 会場に機材を搬入，設営。
当日 10 時〜 16 時の開場時間中，学生スタッフは
4 グループのシフト制で一般参加者のサポートや鋳
造作業を行う。シフト時間外は会場の他の出展者
ブースを見学できる。２日目に搬出作業を行い，大
学に機材を持ち帰る。
約 1 週間後 大学 web に記事掲載依頼。教員，実習
指導員，事務局スタッフ，学生スタッフの慰労会。
（２）制作工程
鋳金という技法は，原型や鋳型の素材と制作方法
により様々に細分化されている。このワークショッ
プでは，発泡スチロールを原型とし，鋳型を珪砂で
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製作するという，比較的容易な方法を用いる。複雑
な形の制作には不向きな方法であるが，子どもでも
容易に原型が制作できることと，鋳型制作から鋳造，
型バラシまで短時間で行えることからこの技法を採
用している。
★印は一般参加者が体験できる部分。その他の工程
は学生スタッフや指導員が行い，参加者はその様子
を見学することができる。
①発泡スチロールによる原型制作★
60mm 立方程度にカットした発泡スチロールの
塊を，カッターナイフ，スチロールカッター，は
んだごてを用いて参加者が好きな形に成形する。
（写真１）薄すぎたり，細かすぎたりするものは
今回の鋳型の性質上金属による再現が難しいた
め，参加者１組に対して学生スタッフ１名が原型
制作のアドバイスを行う。はんだごては火傷の恐
れがあるため，専用のスペースを設けて原則学生
スタッフが扱う。
②湯道付け
あらかじめ準備しておいた発泡スチロールの湯
道を，スチのりで接着する。（写真２）
湯道（ゆみち）とは，原型に溶融金属が流れ込
むまでの通り道である。原型に直接金属を流し込
むのではなく，湯道を付けることによって金属の
流れ方をコントロールし，原型が正しく金属に置
き換わるようにする。原型の形によって，湯道付
けに最適な箇所が異なるため，接着前に鋳造担当
の指導員（筆者）が確認する。
③砂型制作
湯道をつけた原型を，珪砂の中に埋める。この
時湯道の頭の部分が表面に出るようにし，ステン
レスの輪を置いて注ぎ込み口にする。（写真３）
④金属溶解
ガス溶解炉を用いてアルミニウムを溶解する。
（写真４）アルミニウムは地金業者から購入した
ものと，鋳造後に切断した湯道など再利用するも
のを溶かし合わせて使用する。会場は芝生の広場
である為，プロパンガスボンベと発電機を移動式
の溶解炉に接続して使用する。アルミニウムの融
点は 660.3℃，鋳造温度は約 700℃と高温になり，
溶解と鋳込みの作業は特に危険が伴うため，筆者

（上から）写真１
写真２

湯道付け

写真３

砂型制作

写真４

金属溶解

発泡スチロール原型制作
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及び鋳金の授業を履修し講習を受けた 2 年生以上
の学生のみが行う。
⑤鋳込み
坩堝（るつぼ）の中で溶かしたアルミニウムを
ステンレスの柄杓で掬い，砂型の湯口に注ぐ。珪
砂に埋めた発泡スチロールを溶かしながらアルミ
ニウムが流れ込み，原型が金属に置き換わる。（写
真５）
⑥型バラシ
鋳型中の金属が冷えて固まるまで５分程度放置
し，バットの中に砂型を開ける。砂や作品はまだ
熱いので，少し冷ました後作品を水に浸けて完全
に冷却する。砂は広げて自然に冷まし，次の鋳型
として再利用する。（写真６）
⑦金属仕上げ加工
湯道と湯口の部分も作品と一体のまま金属に置
き換わっているため，弓のこを用いて湯道を切り，
ディスクグラインダーで裏側の湯道跡を削る。
（写
真７）
⑧作品完成

参加者へ受け渡し

学生スタッフが参加者へ完成作品を受け渡す。
（写真８）

上から

写真５

鋳込み

/

写真６

型バラシ

写真７

金属仕上げ加工

/

写真８

作品完成
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３. 問題点と，2017 年度以降の改善点
（１）問題の所在
2017 年にワークショップ運営と実技指導を引き
継いだ段階で，問題に感じた点は以下の通りである。
・芸術大学の立場でワークショップを行うねらいが
曖昧
・アニメキャラクターモチーフ多用と創造性の低下
・学生ボランティアスタッフの役割
・引き継ぎ資料や記録の不足
新たに運営を始動させるにあたり，まずねらい
の再設定を行った。2016 年度までは，「作る楽しみ
や素材の変化の驚きを参加者に体験してもらう」と
いったねらいが設定されていたが，アニメキャラク
ター（ポケットモンスター，妖怪ウォッチなど）を，
大学が準備した絵本を見ながら作るパターンが多く
見られた。勿論，好きなモチーフを楽しんで作るこ
とが意欲喚起の面からは効果的であるが，芸術大学
が地域の人々に向けて行うワークショップとしては
創造性やアート・デザインに親しむという視点に欠
けるように感じた為，新たに下記のような 3 点のね
らいを設定した。
①手でものを作る楽しさを感じる
②鋳金技法を通して，素材が置き換わる面白さや
金属の質感，重さ，温度などの素材感を体感する
③アートやデザインを身近に感じる
この 3 点を軸に，参加者・学生スタッフそれぞれに
向けて内容の細かな変更や追加を行っていった。特
に③に関しては，このねらいを明文化すると参加
者が取り組みにくさを感じる場合もあると想定し，
ワークショップに参加する中で意識が少しずつ変化
していくよう以下に述べる様々な改善策を通して働
きかけた。
（２）参加者に向けての改善点

a. 看板ポスター・パネル更新
受付に設置するための看板ポスター・制作工程
説明パネルを更新した。（図１，２）
制作工程や所要時間等，看板として必要な項目
を記載すると共に，「アートやデザインを身近に
感じる」というねらいに即して，制作したサンプ
ル作品を部屋の中に飾っている写真を掲載した。
日本においては，アーティストの制作した美術作

上から図１、２

看板ポスター、制作工程パネル
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品を購入し自宅に飾ることがあまり身近な行為で

り豊かなものにするためには，学生自身が柔軟な

はない。アートに対する「難解なもの，センスの

発想で制作に取り組めることが必要であると考

ある人のみに関わるもの」という先入観を和らげ

え，ねらいを共有しながら制作と技術の習得を進

る効果を期待した。

めるよう促した。
（写真 9，10）

b. 参考図書選定
参加者が作業する原型制作コーナーには，アイ
デアの補助となるよう参考図書を設置している。
今まではアニメキャラクター図鑑がほとんどで
あったため，動植物や恐竜の図鑑，乗り物図鑑，
貝や海の生き物の写真集など，主に自然物の図鑑
を参考図書に選定した。参加者は 3 歳程度の幼児
から小学生までの児童が多数であるため，同じ題
材のものを対象年齢に合わせて複数購入した。
c. 原型の自由度向上
原型制作のベースとなる発泡スチロールブロッ
クは，2016 年度まで 60 × 60 × 15mm 程度の薄板
に統一されていた。安定して鋳造できる形状とサ
イズに設定されており，湯道を接着する場所もほ
ぼ統一できるというメリットがあった。2017 年
度以降は，板状のブロック，50 〜 60mm 立方の
ブロック数種類と，参加者が作りたい形に合わせ
てベースの形を選べるように複数種類準備し，形
の自由度を高めた。これにより，レリーフ上の作
品から，立体的な作品まで制作の幅を広げること
が可能となり，より多様な表現が見られるように
なった。しかし，形状が複雑になり砂の鋳型作り
や鋳造の難易度が上がったこと，湯道の位置を毎
回指導員が確認・指示する必要があることなど新
たな問題点が発生した。これらの改善策として，
卓上の作業マニュアルで原型制作上の注意点や，
湯道をつける場所について記載した。（例：細い
部分は３mm まで，湯道の場所は一番厚みのある
場所に接着する等）
（３）学生スタッフに向けての改善点

a. ねらいの共有
ガイダンスと講習会時において，前述したワー
クショップのねらいを学生に共有した。講習会で
は，まず学生が自由なモチーフを制作体験するこ
とから始まる。
「自分の好きなモチーフで，生活
空間を変化させたり，いろどりを加えたりするも
の」を題材とした。学生スタッフとワークショッ
プ参加者が長い時間関わるのは，主としてアイデ
ア発案と原型制作の工程である。学生スタッフは
技術的サポートと共に，参加者の発想や想像力を
膨らませる手助けをする。参加者の制作体験をよ

写真９，10

学生向け講習会

b. スタッフマニュアル・役割分担図作成
作業上の注意やワークショップに参加するにあ
たっての心構えについての文書は教員から配布さ
れていたが，全体の作業の流れや技術的な注意
点，役割分担が明文化されておらず，当日の動き
は学生スタッフの自主性に任されていた。学生自
身が全体を見回しながら，自主的にワークショッ
プに関わろうとする姿勢を育てられる反面，全容
が掴めておらず混乱したり，スタッフが手薄な場
所が発生したりしていた。また，一般参加者を補
助するために学生スタッフを対象とした技術講習
会を複数回行うが，ほとんどの学生が初めて体験
する技術であるため，内容の再確認や細かな注意
点を共有するための資料が必要と考え，スタッフ
マニュアルと役割分担の表を作成した。これらは
講習会時に掲示して説明し，当日はラミネートし
たものを各作業机に設置した。
（図３，４）
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c. ロゴ導入
スタッフとして参加する学生に対し，一体感の
創出と，継続的なワークショップ参加を目的とし
て，2018 年度よりロゴマークを制作した。（写真
11，図５）シルクスクリーンの版をグラフィック
作成ソフトを用いて作成し，学生スタッフが各自
着用している作業用ツナギに学生自身の手でプリ
ントする。ロゴマークは年度毎に新しく作成し，
参加回数が増えるほど作業着に参加した記録が残
るようになる。一度経験した学生が下の学年に教
えながらワークショップが運営され，他学年間の
コミュニケーションが発生することが望ましい
が，学生スタッフは１年生が最も多く，学年が上
がるごとに人数が大幅に減少する。そのような実
情の中で，次年度も参加するモチベーションを高
める効果が見られた。
d. 写真記録
写真記録係をシフトごとに 1 名任命し，講習会
からワークショップまでの写真記録を制作した。
写真は次年度のガイダンスや講習会，広報に使用
する他，個人情報や SNS での発信に対する指導
のもと，学生にも共有した。ワークショップの記
録は今までも教員がコンパクトデジタルカメラで
撮影し，次年度の講習会やスタッフの慰労会でス
クリーン上映していた。静岡文化芸術大学ではデ
ジタル一眼レフを用いた写真の授業が開講されて
いるため，一眼レフを扱える学生も多数スタッフ
として参加している。授業で得たスキルを，実際
の活動の中で生かす機会とした。また，デザイン
学部の学生は就職活動の資料や作品ファイルとし
て，各自の制作物や活動をまとめたポートフォリ
オを制作する。地域と関わるイベント参加記録と
して，必要に応じてワークショップの記録を掲載
するよう指導した。
e. 大学 web サイトへの情報掲載
2019 年 度 か ら， 大 学 の web サ イ ト に ワ ー ク
ショップの記録を掲載する取り組みを始めた。大
学の活動を社会に発信すると共に，前述のように
学生の活動記録にも反映されるよう，スタッフ名
を記載した。この取り組みによって一人一人が参
加した実感を得て，次回への参加や各自の制作活
動に繋がる効果が見られた。
上から 図３ 役割分担図 / ４ 作業マニュアル
写真 11 シルスクリーンプリントロゴ
図５ 2019 年度ロゴ ( 制作：博多哲也 )
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（４）その他

a. 鋳造担当指導員の引き継ぎファイル作成
以前までは長期間同じ指導員が鋳造担当を行っ
ていたため，引き継ぎ資料や記録が残っていな
かった。現在実習指導員は最長５年で人員が入れ
替わるため，引継ぎファイルと写真資料を作成し，
担当者が替わっても運営がスムーズに行われるよ
うにした。
b. 道具制作
溶かしたアルミニウムを鋳造する際に，坩堝か
ら溶融金属をすくう柄杓のような道具が必要であ
るが，2016 年までは家庭用のステンレスレード
ルが使用されていた。学生スタッフでも容易に扱
えるメリットがある反面，短期間でアルミニウム
の熱によって破損し，毎年多くのレードルがゴミ
となっていた。2017 年度は厚みのある鋳造用の
柄杓を溶接して制作し，道具の使い捨てをなるべ
く軽減するよう取り組んだ。取り扱いが難しくな
るため，学生スタッフに対して流し込みの講習を
重点的に行った。

４. まとめ，今後の展望
３回のワークショップを通して，いくつかの変化
が見られた。
まず参加者について，作品のモチーフや造形の表
現の幅が広がった。平面的なキャラクターのモチー
フが減り，動植物や昆虫，恐竜，自動車などのモ
チーフが増加し，平面的な作品から立体的で複雑な
作品まで多様な表現が見られた。また，子どもの参
加者が学生スタッフに制作を任せ，「スマートホン
で画像を見ながらキャラクターモチーフを作る学生
スタッフを子どもが隣で見ている」という光景が減
り，子ども達がより能動的に作品制作に取り組む姿
が見られるようになった。今後の展開として，制作
した作品を自宅などに持ち帰り，鑑賞のために飾っ
たり使用したりしている場面を，一般参加者が SNS
等を使って共有できる仕組みを整えることが考えら
れる。現地での制作体験と，作品を飾る（＝展示す
る）ことや日常の中で使用することを通して美術に
親しむ姿勢を養いたい。「共感・共有」に重きが置
かれる現代にあって，記録を残すとともに共通の活
動に参加した人々の体験を共有し，アートに親しむ
雰囲気を生成することのできる一つのツールとして

SNS を活用したい。
学生ボランティアスタッフについては，前年に引
き続き参加する上級生が徐々に増加し，上級生から

写真

ワークショップ当日の様子

下級生へのアドバイスや作業補助が自然と行われて
いたことが印象的であった。学生スタッフはどの年
もみな非常に真面目で，積極的に一般参加者と接し
てサポートを行う者もいれば，黙々と鋳造や金属加
工の作業をする者もおり，それぞれが自分の持ち味
を生かしながら真摯に取り組むことができていた。
以前は１年生が大半を占め，
「１度体験したから２
年目は参加しない」という学生が多かったが，上級
生の参加が増加することによって連続性が生まれ，
ワークショップを「手伝っている」という意識から
「自分達が作り上げている」という意識が芽生えて
きたように思われる。
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改善してきた点は即効性があるものばかりではな
く，設定したねらいも目に見えて効果の分かるもの
ではないため，改善を加えながら長期的に取り組む
ことが必要になる。しかし常にワークショップ自体
のねらいのずれを修正し，学生スタッフの継続的な
参加や学生達自らの制作・研究との関連性の探究を
促してきたからこそ，この鋳造ワークショップが地
域の一般参加者にとっても学生スタッフにとって
も，アートに親しむより良い体験になってきた実感
を得ている。美術教育の一つの入り口としての可能
性を今後も探っていきたい。
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