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研究成果の概要（和文）：本研究は，子どもを対象に，「場に応じた柔軟な欺き行動と道徳判断」に着目し，そ
の発達過程を心の理論と関連づけながら，実証的方法で解き明かすことを目的とした。研究の結果，欺きに関連
する面ついては，児童期を通じて，心の理論のさらなる発達とともに，場に応じた皮肉の理解が進むことが明ら
かになった。また，道徳判断に関連する面については，平等な分け方について，「配分の平等」ではなく，「結
果の平等」への好みが幼い頃から強いことが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：The purpose of the present study was to clarify the development about a lie 
and moral judgment depending upon the context. The results demonstrated that children begin to 
understand that the understanding of irony were related with second-order theory of mind and this 
understanding develops during elementary school years. Another results revealed that young children 
and adults prefer distribution by equal-outcome to distribution by equal-allocation. 

研究分野： 発達心理学，教育心理学

キーワード： 認知発達　児童期
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

 

子どもの社会性の発達を考える上で，「欺

き行動」と「道徳判断」は重要である。なぜ

なら，人は誰でも他者を欺く（うそをつく）

とともに，他者の行動の善悪を道徳的に適切

に判断する必要があるからである。 

認知発達の研究では，ピアジェ（e.g. Piaget，

1932）以降，うそや道徳判断が幼児期に大き

く発達することが明らかになっている（e.g. 

Astington, 2004; Talwar & Lee, 2008）。しかし

ながら，うそは他者を騙すネガティブなもの

だけではない。児童期になると，他者を傷つ

けないための「向社会的なうそ」もできるよ

うになる。このように，うそはネガティブな

ものからポジティブなものまで多様であり，

それに対応して道徳判断も柔軟にする必要

がある。すなわち，場に応じて柔軟にうそを

つき，適切に道徳判断ができるようになるこ

とが，子どもの社会性の発達を解明する大き

な手がかりになる。 

しかし，これまでうそと道徳判断の発達は，

個別に調べられることが多く，両者を関係づ

けて検討した研究はあまり見られなかった。

また，幼児期において単純なうそや道徳判断

が可能になる時期を探る研究が大半（e.g. 

Talwar & Crossman, 2012）であり，「場に応じ

たうそと道徳判断」の発達過程を検討した研

究は，ほぼ見られないのが現状であった。 

 

 

２．研究の目的 

 

本研究では，心の理論を中心とした社会性

の発達が，場に応じた欺きや道徳判断を促す

ことを，幼児期から児童期の子どもを対象に

した実証的研究で明らかにすることを目的

とした。 

 

 

３．研究の方法 

 

1 つ目の「場に応じた柔軟なうそ」に関し

ては，児童期の子どもを対象に，うそと対で

よく提示される皮肉の理解に関する研究を

実施した。 

具体的には，これまでの研究では，児童期

の中頃から，事実と違うことを言う発話の一

種として，うそと皮肉を区別できるようにな

ることが知られていた。しかし，日常場面で

は，話し手は皮肉を言ったつもりが，そうと

は解釈されず，うそと誤解されるような場合

がしばしば生じる。そこで，本研究では，小

学生を対象に，話し手の意図と結果を組み合

わせることで，子どもは発話をどう理解して

いるかを検討することにした。また，事実や

心の状態の理解と，発話が何かという判断の

間に関連が見られるかどうかを検討した。対

象年齢は，小学 2 年生，6 年生，そして大人

であった。 

2 つ目の「場に応じた道徳判断」に関して

は，幼児期の子どもを対象に，道徳性と関連

するものとして，公平感に注目した研究を実

施した。具体的には，これまでの研究では，

資源の分配において，幼児が利己的な分配か

ら公平な分配を好むようになることが知ら

れていた。しかし，私たちの日常では，分配

以前に何らかの資源を自分と他者のいずれ

かが持っていることもあり，このような場合，

平等な分配には，分配後，結果的に自分と相

手の資源が同じになる「結果の平等」と，既

に持っている分を加味せずに，分配する資源

を均等に分ける「配分の平等」の二つが考え

られる。そこで，幼児が「結果の平等」と「配

分の平等」のどちらを好ましいと判断するの

かを検討した。また，比較する対象として，

大人にも同様の調査を実施した。 

 

 

 



４．研究成果 

 

1 つ目の研究については，皮肉の発話につ

いて，低学年ではまだ正しい理解があまりで

きず，高学年になると，意図と結果が食い違

っているような場合でも，正しく理解できる

割合が増える傾向がみられた。過去の研究で

は，うそと区別して皮肉の理解ができるよう

になるのは 8，9 歳頃と言われており，本研

究の結果は，これまでの知見に合致するもの

であると考えられる。 

これにより，皮肉の理解を，より深いレベ

ルで検討することができ，社会性の一つとし

て，児童期に場に応じた発話とその理解が発

達する様子が明確になった。 

2 つ目の研究については，大人と同様に，

幼児も「結果の平等」を好む傾向が強いこと

が明らかになった。ただし，そこには発達的

な差もあり，幼児の場合は，自分が既に資源

を持っている場合は，新たな資源について

「配分の平等」を好む場合もあることが明ら

かになった。 

これにより，これまで明らかになっていた

平等分配の好みについて，より深いレベルで

検討することができた幼児期に道徳性とと

もに，平等に対する認識などの社会性が大き

く発達する様子が明確になった。 

以上の研究より，幼児期に心の理論の基本

が発達するが，児童期に心の理論がさらに洗

練される形で発達することで，単に欺いたり，

道徳判断ができるようになるだけでなく，場

に応じてうそや皮肉を識別したり，道徳判断

も変化させる様子が示唆された。今後は，さ

らにさまざまな状況を設定したり，中学生や

高校生など青年期の子どもも対象に加える

などによって，児童期から大人になるまでの，

場に応じたうそや道徳判断の発達をさらに

深く探究することが望まれる。 
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