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立体イメージの形成
折り紙を使っての心理学的研究
○丸山真名美
（至学館大学）
キーワード：折り紙、立体的変形、平面的変形
はじめに
わたしたちは、3 次元空間で生活している。ま

① 折り紙の折り方の分類

た、3 次元空間を 2 次元イメージに変換したり、2

折り紙の基本的な折り方 8 種類、たにおり、や

次元イメージを 3 次元イメージに変換したりして

まおり、だんおり、まきおり、なかわりおり、か

いる。前者は、地図を書いたり、絵を書いたりす

ぶせおり、四角おり、ふくろおり（Table1）を、
「平

ることであり空間認知研究において多く取り上げ

面的変形」と「立体的変形」分類した(Figure1)。

られている（竹内、2003 など）
。後者は、図面を

変形後の形が平面的なものを「平面的変形」、変

見て模型を作製することなどであるが、このよう

形後の形が立体的なものを
「立体的変形」とした。

な認知的活動についてはほとんど研究されていな

また、変形後の形が平面的であっても、変形の際

い。

に「折り紙」を立体的に操作するものは「立体的

本研究では、わが国の伝統文化である「折り紙」

変形」とした。

を用いて、2 次元素材を 3 次元立体イメージへと
どのように変換しているのかを検討するための予

② 「折鶴」のプロセス分析

備的検討を行う。

研究を始めるにあたり、わたしたちはどのよう
に「折り紙」を折っているのか検討した。
目

的

本研究では、以下の 3 点について検討する。

方

法

① 折り紙の折り方の分類

実験参加者 以下の成人 3 名。

② 「折鶴」の折りのプロセス分析

Ａ…21歳、男性。Ｂ…37歳、男性。Ｃ…21歳、女性。

③ 「折り紙」初心者の「折鶴」の折りのステ

各人の折り紙経験は次の通りである。

ップ分析

Ａ…保育園時代にはよく遊んだが、最近でほとんどし
ない。
Ｂ…保育園時代に少しした。最近もしない

Table1 折り紙の基本的な折り方
①たにおり：折り線が中に隠れるように折る。
②やまおり：折り線が外側に出るように折る。
③だんおり：たにおりとやまおりをくり返す。
④まきおり：たにおりをくり返して巻き込むよう
に折る。
⑤なかわりおり：紙の間を広げて、指で中に押し
込む。
⑥かぶせおり：紙を外側に広げてかぶせるよう
に折る。
⑦四角おり：正方形の向かい合う点がつくように
たたむ。
⑧ふくろおり：四角おりから、上の一枚を引き出
してたたむ。

①

⑤

② 平面的変形

⑥

立体的変形

Figure1 平面的変形と立体的変形
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③

⑦

④

⑧

Ｃ…子ども時代も折り紙をしたが、現在のバイト

考

先の休み時間に、バイト仲間とよく折り紙を

察

「折り紙」の折りのプロセスには、A のような

している。

出来上がりの立体をイメージをして折るものと、

課題 普通の「折鶴」を折る。

C のように折りの順番通りに折るものとの 2 通り

手続き 「『折鶴』を折ってください」と教示し

のものがあることが示された。

た。折り図は提示しなかった。折り方が分からな

福井（2003）によると、明治期にわが国の学校

い場合は折り図を提示した。

教育において「折り紙」が取り入れられ「折る手

被験者が追っている様子は、撮影した。「折鶴」

順を折ること」を強調したとある。実際、今日の

課題終了後に、折っている様子の映像を見ながら

幼稚園などでの「折り紙」指導でも順番に折るこ

どのようなことを考えていたのか、なぜそのよう

とが重要視されている。C のような折りのプロセ

にしたのかなどのインタビューを行った。

スはこのような経験から学習されたものであるこ

＜所要時間＞

とが示唆される。

他の課題も同時に行ったため、合わせて課題を
行うのに30分程度、インタビューに約30分の、合

③ 「折り紙」初心者の「折鶴」の折りの

計60分間。

ステップ分析
②における実験参加者 B について、どのように
結

果

「折鶴」を折ったのか詳細に検討する。

Ａ，Ｂ、Ｃそれぞれについて結果を示す。
方
＜Ａ＞「折鶴」6分34秒

法

手続き 「折鶴」
の折りの過程をFigure2のように、

折り方を思い出しながら順番に折っていった。

15ステップに分けた。そして、各ステップを「平

分からなくなったときは、出来上がりをイメージ

面的変形」「立体的変形」「裏返す」に分類した。

して、どの面を折ったらよいかを考えた
（とくに、

さらに、「ステップとステップの間」も分析対象

羽根のところ）。

とした。

展開図、立体図形は得意であった。

各ステップについて所要時間を計測した。
実験参加者のBは、折り図を見ながら「折鶴」

＜Ｂ＞「折鶴」18分5秒

を折った。

最初、自身の持っている「折鶴」のイメージを

分析対象としたのは、折り図をみて折り始めて

思い出し、羽根の形を作ろうとする。次に見本を

から完成させるまでである。

提示するが、折り方が分からず（展開図にしたい
との申し出があった）、折り図を見て折ることに

結

果

する。折り図の順番に折るより、出来上がりのイ

結果を Figure3 に示す。

メージにとらわれて折った。

ステップ 6 の「立体的変形」の「ふくろおり」

展開図、立体図形は苦手であった。

ステップ 6 は「立体的変形」の「ふくろおり」で
ある。しかし、ステップ 8 も同じ「立体的変形」

＜Ｃ＞「折鶴」3分53秒「変形鶴」16分24秒

の「ふくろおり」であるが、スムースに変形でき

折り方の順番どおりに折った。

ている。同様に、ステップ 12 の「立体的変形」で

開図形、立体図形は苦手であった。

ある「なかわりおり」も「立体的変形」の「ふく
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①

②

③
⑤

④

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑭
⑫
⑮

⑬

Figure２ 「折鶴」の折りのステップ
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⑪

Figure３ 「折鶴」の折りの各ステップの所要時間

ろおり」の直前にも「ステップ間」に若干の時

体的変形」が「平面的変形」よりも難しいことが

間があるが、同じ「ふくろおり」のステップ 13、

示唆された。さらに、本研究では、
「折り紙」を 2

14 はスムースに変形できている。

次元素材としていたが、折り図を読み取ることで
「折り紙」を変形させることから、折り図も実験

考

察

計画に組み入れることが必要であることが示され

まず、先般的に「平面的変形」より「立体的変

た。

形」の所要時間のほうが長いことが示された。こ

今後の課題としては、より多くのデータを蓄積

のことは、
「立体的変形」のほうが難しいことを示

し分析することと、より適切な課題の作成（難易

唆すると考えられる。

度を明確にするなど）である。そして、関連する

次に、
「立体的変形」の直前に「ステップ間」の

認知能力の検討や発達的変化について明らかにす

時間があるが、これは折り図をみて、どのように

ることである。

変形させたらよいか理解することが困難だったこ
とを反映していると考えられる。
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