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心の理解に及ぼすメディアの影響：
平成 24年度川崎市筆記調査結果の報告

� 子安�増生・郷式　徹

1．目　　的
　本調査は、NHK“子どもに良い放送”プロジェクトの一環として実施され、メディア視聴（テ

レビ、ビデオ、テレビゲーム等）が子どもの社会性の発達にどのような影響を及ぼしているかを

川崎市で行った筆記調査のデータをもとに検討するものである。これまでの NHK“子どもに良

い放送”プロジェクトの調査結果では、幼児期の前期において、人物画の発達に対して過度のビ

デオ視聴が阻害的に働くことを見出している。

　本調査の対象児は、調査時点の 2012 年2月時点において小学校3年生と4年生になっており、

児童期の社会性の発達を調べるためにふさわしい調査内容として、絵本形式の冊子を用いて筆記

式で解答を求める「心の理解課題」5問と見かけの泣きの理解を問う「泣き課題（Mizokawa & 

Koyasu，2007; 溝川・子安，2008）」を設定した。

　心の理解課題は、小学生 890 人を対象に調査を行って標準化データを得ている絵本形式による

児童期の心の理解の調査（子安，1997；子安・西垣・服部，1998）から「アイスクリーム屋さん

はどこ？」、「あそびの前におかたづけ」、「プールでまちぼうけ」、「おさらがわれちゃった」の4

課題を選定し、さらに本研究のために失言の理解を調べる「なにがもんだい？」課題を新たに作

成した。それぞれの課題の出典と意味を示す。

　課題1 「アイスクリーム屋さんはどこ？」：Perner & Wimmer （1985） の二次的誤信念課題を

絵本形式にしたもの。

　課題2 「あそびの前におかたづけ」：Winner & Leekam （1991） のうそと皮肉の区別課題を絵

本形式にしたもの。

　課題3 「なにがもんだい？」：Baron-Cohen, O’Riordan, Stone, Jones, & Plaisted （1999）の失

言（faux pas; FP と略）の理解課題を絵本形式にしたもの。

　課題4 「プールでまちぼうけ」：Mant & Perner （1988） の責任性の理解課題を絵本形式にし

たもの。

　課題5 「おさらがわれちゃった」：結果重視から動機重視への発達を調べる Piaget （1932）の

道徳性判断の課題を絵本形式にしたもの。

　また、「泣き課題」は、見かけの泣きによって他者に生じる誤信念の理解を検証する課題で、

2つの見かけの泣き課題と1つの本当の泣き課題から構成された。本研究では、小学生 525 人を

対象に4コマのイラストを用いた冊子形式で実施された（溝川・子安，2008）に基づく形で同課

題を実施した。以下に「泣き課題」の内容を示す。

　課題Ａ （だまし無し）：意図的な目標を伴わない見かけの泣き（目がかゆくてこすっているだ
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け）の理解（本当に泣いているかどうか）と他者に生じる誤信念の理解（他者はどのよ

うに思うか）を問うもの。

　課題Ｂ （だまし有り）：意図的な目標を伴う見かけの泣き（他者をだますための嘘泣き）の理

解（本当に泣いているかどうか）と他者に生じる誤信念の理解（他者はどのように思う

か）を問うもの

　課題Ｃ （本当の泣き）：本当の泣きの理解（本当に泣いているかどうか）と他者に生じる誤信

念の理解（他者はどのように思うか）を問うもの

　以上3つの課題について、信念質問（他者は、主人公が本当に泣いていると思うか）、信念質

問についての理由づけ質問、本当質問（主人公は、本当に泣いているか）、本当質問についての

理由づけ質問をこの順番で尋ねた。

　なお、本調査の対象児は、調査時点の約2年前（2010 年2月）の小学校1年生と2年生時点

で、今回の調査と同じ「心の理解課題」5問を同形式で実施されている。したがって、本稿で

は、小学校1、2年生から3、4年生への社会性の発達について縦断的な分析も実施する。

2．方　　法
　参加児

　NHK 放送文化研究所による“子どもに良い放送”プロジェクトのフォローアップグループに

登録されている子どもたちのうち、男児 160 人、女児 176 人、計 336 人（3年生 212 人、4年生

124 人）が筆記調査に参加した。

　調査時期・場所

　調査日は、2012 年2月4日（土）、5日（日）、11 日（土）、12 日（日）の4日間にわたった。

調査の場所は、川崎市の公営施設である麻生市民館、教育文化会館、高津市民館、多摩市民館、

中原市民館、宮前市民館、ミューザ川崎の中から1日に3か所で並行して実施した。調査は、調

査者4人で児童 20 人以下の小集団で実施した。所要時間は、入退室を含め 30 分以内。実施に先

立って、答えたくない場合は何も書かなくて良いように説明した。調査中、特に嫌がったり、途

中でやめたりする参加児はいなかった。

　調査用紙の構成

　Ａ4判 24 ページの冊子形式の調査用紙を作成した。その際、表記はひらがな（一部にカタカ

ナ）を用いた。調査用紙は心の理解に関する5課題および3つの「泣き課題」から構成された。

　心の理解課題：心の理解課題は「アイスクリーム屋さんはどこ？」、「あそびの前におかたづ

け」、「なにがもんだい？」、「プールでまちぼうけ」、「おさらがわれちゃった」の5課題から構成

された。

　泣き課題：泣き課題は、課題Ａ（だまし無し）、課題Ｂ（だまし有り）、課題Ｃ（本当の泣き）

の③課題から構成された。
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3．結　　果
　3. 1．心の理解課題

　課題1：アイスクリーム屋さんはどこ？

　この課題は、Perner & Wimmer （1985） の二次的誤信念課題を絵本形式にしたものである。

従来の研究では、この課題は6歳から9、10 歳の間に理解が進むことが示されている。

　以下では、子安（1997）に合わせて、しつもん（1）を「表象質問」、しつもん（2）を「現実

質問」、しつもん（3）を「記憶質問」と呼ぶ。質問に対する解答パターンについて、質問ごとに

表1から3にまとめた。また、表象質問では「公園」と答えた場合、現実質問では「学校」と答

えた場合、記憶質問では「公園」と答えた場合を正答とし、その他の解答および無解答を誤答と

した。なお、表1から3の右側には前回（2010 年）の調査結果を示した。前回時点では調査

参加者は小学校1年生および2年生であった。

表1．表象質問回答パターン
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泣き課題：泣き課題は、課題Ａ（だまし無し）、課題Ｂ（だまし有り）、課題Ｃ（本当の

泣き）の③課題から構成された。それぞれの実際の質問内容は巻末の付録に示す。

３．結 果

３.１．心の理解課題

課題１：アイスクリーム屋さんはどこ？

この課題は、Perner & Wimmer (1985) の二次的誤信念課題を絵本形式にしたものであ
る。従来の研究では、この課題は６歳から９、10歳の間に理解が進むことが示されている。
以下では、子安（1997）に合わせて、しつもん(1)を「表象質問」、しつもん(2)を「現実

質問」、しつもん(3)を「記憶質問」と呼ぶ。質問に対する解答パターンについて、質問ごと
に表１から３にまとめた。また、表象質問では「公園」と答えた場合、現実質問では「学

校」と答えた場合、記憶質問では「公園」と答えた場合を正答とし、その他の解答および

無解答を誤答とした。なお、表１から３の右側には前回（2010年度）の調査結果を示した。
前回時点では調査参加者は小学校 1年生および２年生であった。

人数 ％ 人数 ％
公園（正答） 221 65.77 169 45.19
学校 29 8.63 34 9.09
家 0 0.00 52 13.90
はるなさんの家 10 2.98 5 1.34
(きみえさんの)家 48 14.29 3 0.80
アイスクリーム屋さん 14 4.17 49 13.10
その他 4 1.19 6 1.60
わからない 0 0.00 10 2.67
無回答 10 2.98 46 12.30

2010年

表１．表象質問回答パターン

回答内容
2012年

人数 ％ 人数 ％
公園 31 9.23 28 7.49
学校（正答） 244 72.62 190 50.80
はるなさんの家 7 2.08 39 10.43
きみえさんの家 16 4.76 4 1.07
アイスクリーム屋さん 21 6.25 46 12.30
その他 1 0.30 2 0.53
わからない 0 0.00 9 2.41
無回答 16 4.76 56 14.97

回答内容

表２．現実質問（はるなの行った先）回答パターン

2012年 2010年

人数 ％ 人数 ％
公園（正答） 331 98.51 360 96.26
学校 2 0.60 4 1.07
無回答 3 0.89 10 2.67

回答内容
2012年 2010年

表３．記憶質問（アイスクリーム屋の最初の場所）回答パターン

表2．現実質問（はるなの行った先）回答パターン

子安 増生・郷式 徹：実行機能と心の理解に及ぼすメディアの影響

－平成 24年度川崎市筆記調査結果の報告

3

泣き課題：泣き課題は、課題Ａ（だまし無し）、課題Ｂ（だまし有り）、課題Ｃ（本当の

泣き）の③課題から構成された。それぞれの実際の質問内容は巻末の付録に示す。

３．結 果

３.１．心の理解課題

課題１：アイスクリーム屋さんはどこ？

この課題は、Perner & Wimmer (1985) の二次的誤信念課題を絵本形式にしたものであ
る。従来の研究では、この課題は６歳から９、10歳の間に理解が進むことが示されている。
以下では、子安（1997）に合わせて、しつもん(1)を「表象質問」、しつもん(2)を「現実

質問」、しつもん(3)を「記憶質問」と呼ぶ。質問に対する解答パターンについて、質問ごと
に表１から３にまとめた。また、表象質問では「公園」と答えた場合、現実質問では「学

校」と答えた場合、記憶質問では「公園」と答えた場合を正答とし、その他の解答および

無解答を誤答とした。なお、表１から３の右側には前回（2010年度）の調査結果を示した。
前回時点では調査参加者は小学校 1年生および２年生であった。

人数 ％ 人数 ％
公園（正答） 221 65.77 169 45.19
学校 29 8.63 34 9.09
家 0 0.00 52 13.90
はるなさんの家 10 2.98 5 1.34
(きみえさんの)家 48 14.29 3 0.80
アイスクリーム屋さん 14 4.17 49 13.10
その他 4 1.19 6 1.60
わからない 0 0.00 10 2.67
無回答 10 2.98 46 12.30

2010年

表１．表象質問回答パターン

回答内容
2012年

人数 ％ 人数 ％
公園 31 9.23 28 7.49
学校（正答） 244 72.62 190 50.80
はるなさんの家 7 2.08 39 10.43
きみえさんの家 16 4.76 4 1.07
アイスクリーム屋さん 21 6.25 46 12.30
その他 1 0.30 2 0.53
わからない 0 0.00 9 2.41
無回答 16 4.76 56 14.97

回答内容

表２．現実質問（はるなの行った先）回答パターン

2012年 2010年

人数 ％ 人数 ％
公園（正答） 331 98.51 360 96.26
学校 2 0.60 4 1.07
無回答 3 0.89 10 2.67

回答内容
2012年 2010年

表３．記憶質問（アイスクリーム屋の最初の場所）回答パターン
表3．記憶質問（アイスクリーム屋の最初の場所）回答パターン
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泣き課題：泣き課題は、課題Ａ（だまし無し）、課題Ｂ（だまし有り）、課題Ｃ（本当の

泣き）の③課題から構成された。それぞれの実際の質問内容は巻末の付録に示す。

３．結 果

３.１．心の理解課題

課題１：アイスクリーム屋さんはどこ？

この課題は、Perner & Wimmer (1985) の二次的誤信念課題を絵本形式にしたものであ
る。従来の研究では、この課題は６歳から９、10歳の間に理解が進むことが示されている。
以下では、子安（1997）に合わせて、しつもん(1)を「表象質問」、しつもん(2)を「現実

質問」、しつもん(3)を「記憶質問」と呼ぶ。質問に対する解答パターンについて、質問ごと
に表１から３にまとめた。また、表象質問では「公園」と答えた場合、現実質問では「学

校」と答えた場合、記憶質問では「公園」と答えた場合を正答とし、その他の解答および

無解答を誤答とした。なお、表１から３の右側には前回（2010年度）の調査結果を示した。
前回時点では調査参加者は小学校 1年生および２年生であった。

人数 ％ 人数 ％
公園（正答） 221 65.77 169 45.19
学校 29 8.63 34 9.09
家 0 0.00 52 13.90
はるなさんの家 10 2.98 5 1.34
(きみえさんの)家 48 14.29 3 0.80
アイスクリーム屋さん 14 4.17 49 13.10
その他 4 1.19 6 1.60
わからない 0 0.00 10 2.67
無回答 10 2.98 46 12.30

2010年

表１．表象質問回答パターン

回答内容
2012年

人数 ％ 人数 ％
公園 31 9.23 28 7.49
学校（正答） 244 72.62 190 50.80
はるなさんの家 7 2.08 39 10.43
きみえさんの家 16 4.76 4 1.07
アイスクリーム屋さん 21 6.25 46 12.30
その他 1 0.30 2 0.53
わからない 0 0.00 9 2.41
無回答 16 4.76 56 14.97

回答内容

表２．現実質問（はるなの行った先）回答パターン

2012年 2010年

人数 ％ 人数 ％
公園（正答） 331 98.51 360 96.26
学校 2 0.60 4 1.07
無回答 3 0.89 10 2.67

回答内容
2012年 2010年

表３．記憶質問（アイスクリーム屋の最初の場所）回答パターン

　前回（2010 年）と比較して、今回（2012年）の調査では、表象質問（表1）では正答の

「学校」という解答が増加し、質問の意図を十分に理解できていない「はるなさんの家」「アイス

クリーム屋さん」という解答や「わからない」もしくは無解答が減少した。また、現実質問（表
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2）では正答である「公園」という解答が増加し、質問の意図を十分に理解できていない「アイ

スクリーム屋さん」という解答や「わからない」もしくは無解答が減少した。ただし、「きみえ

さんの家」という解答は若干増加している。これは、質問の意図を十分に理解できていない可能

性が高いが、アイスクリームを買いに行く前にきみえさん（友達）の家に寄って行こうとしたと

いった解釈も可能である。記憶質問に関しては前回（2010 年度）の時点で誤答者は少数であ

り、今回（2012 年）の調査でも変動はほとんどなかった。

　次に、各質問の正誤のクロス集計表を示した（表4）。記憶質問の誤答者は少数であったの

で、記憶質問の正答者のみを対象（表4の左半分）に、表象質問と現実質問の解答パターンの関

連をχ2 分析により検討したところ、記憶質問が正答の場合の表象質問と現実質問の正誤の関連

が存在した（χ2（1）＝34.15, p<.01）。また、子安（1997）における小学校3年生の表象質問の正答

率は 63.4％で本調査（65.8％）とほぼ同等である。現実・記憶質問の両質問に正答した場合の表

象質問の正答率についても子安（1997）

では 70.2％だったのに対し、本調査では

75.3％でほぼ同等と言えよう。本研究の

結果は先行研究（子安，1997）とほぼ似

通った傾向が示されたと言えよう。

　また、表象質問、現実質問および完全

正答（すべての質問に正答した場合）に

関して性別と学年と正誤の関連について

検討するために、表 5－1 ～ 3 について

Mantel-Haenszel のχ2 検定を行ったと

ころ、全ての質問（表象質問、記憶質

問、現実質問）に関して性差の影響は見

られなかった。そこで、表 5－1 ～ 3 につ

いて、男女を合併して学年差を調べるた

めにχ2 検定を行ったところ、現実質問

においてのみ学年差が見られ、4年生の

方が3年生よりも正答率が高かった（χ2 

（1）＝4.07, p<.05）。

　課題2：あそびのまえにおかたづけ

　この課題は、Winner & Leekam （1991） の「うそと皮肉の区別」課題を絵本形式にしたもの

である。ただし、子どもに理解しやすいように、原文の irony を「皮肉」ではなく「いやみ」と

いうことばにして実施した。

　「あそびの前におかたづけ」の課題は、お話①とお話②の内容を比較し、似たような二つの発
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前回（2010年度）と比較して、今回（2012年度）の調査では、表象質問（表１）では正
答の「学校」という解答が増加し、質問の意図を十分に理解できていない「はるなさんの

家」「アイスクリーム屋さん」という解答や「わからない」もしくは無解答が減少した。ま

た、現実質問（表２）では正答である「公園」という解答が増加し、質問の意図を十分に

理解できていない「アイスクリーム屋さん」という解答や「わからない」もしくは無解答

が減少した。ただし、「きみえさんの家」という解答は若干増加している。これは、質問の

意図を十分に理解できていない可能性が高いが、アイスクリームを買いに行く前にきみえ

さん（友達）の家に寄っていこうとしたといった解釈も可能である。記憶質問に関しては

前回（2010年度）の時点で誤答者は少数であり、今回（2012年）の調査でも変動はほとん
どなかった。 
次に、各質問の正誤のクロス集計表を示した（表４）。記憶質問の誤答者は少数であった

ので、記憶質問の正答者のみを対象（表４の左半分）に、表象質問と現実質問の解答パタ

ーンの関連をχ2分析により検討したところ、記憶質問が正答の場合の表象質問と現実質問

の正誤の関連が存在した（χ2 (1)＝34.15, p<.01）。また、子安（1997）における小学校３
年生の表象質問の正答率は 63.4％で本調査（65.8％）とほぼ同等である。現実・記憶質問
の両質問に正答した場合の表象質問の正答率についても子安（1997）では 70.2％だったの
に対し、本調査では 75.3％でほぼ同等
と言えよう。本研究の結果は先行研究

（子安，1997）とほぼ似通った傾向が
示されたと言えよう。 
 また、表象質問、現実質問および完全正答（すべての質問に正答した場合）に関して性

別と学年と正誤の関連について検討す

るために、表５－１～３について

Mantel-Haenszelのχ2検定を行ったと

ころ、全ての質問（表象質問、記憶質

問、現実質問）に関して性差の影響は

見られなかった。そこで、表５－１～

３について、男女を合併して学年差を

調べるためにχ2 検定を行ったところ、

現実質問においてのみ学年差が見られ、

4年生の方が3年生よりも正答率が高か
った（χ2 (1)＝4.07, p<.05）。 
 
 課題２：あそびのまえにおかたづけ 

 この課題は、Winner & Leekam (1991) の「うそと皮肉の区別」課題を絵本形式にした
ものである。ただし、子どもに理解しやすいように、原文の ironyを「皮肉」ではなく「い
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話のうちどちらのことばが「いやみ」であるかを尋ねるものである。お話①、②共に、外に遊び

に行こうとした兄弟が「まず、おへやのかたづけをしなさい」とお母さんから言われ、弟はさっ

さとかたづけをしたのに、兄は遊んでいて部屋がちらかったままであるという状況が最初の2コ

マで示される。そして、3コマ目は、お話①では、弟が台所で「おにいちゃんは大そうじをした

よ」と言うのであるが、お母さんは部屋がかたづいていないのを知らないことが示され、弟の発

話は「うそ」となっている。他方、お話②は兄がちらかったままの部屋で遊んでいる場面で弟が

「おにいちゃんは大そうじをしたよ」と言うので、その発話は「いやみ」となっている。

　しつもん（1）では、お話①のみつぐくんとお話②のりきやくんのどちらが「いやみ」を言っ

ているのかを2肢選択で尋ねた。以下、これを「選択質問」と呼ぶことにする。選択質問の解答

パターンを表6に示した。正答率は約8割である。子安（1997）における小学校3年生の選択質

問の正答率は 80.3％で本調査（77.98％）とほぼ同等である。この選択質問は、2肢選択形式な

のでチャンス・レベル（偶然正答率）は 50％であり、本研究で示された正答率は3年生の時点

でチャンス・レベルを上回ってくることを示している。なお、表6の右側には前回（2010 年）

の調査結果を示した。また、前回（2010 年）と比較して、今回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2012 年）の調査では、正答
が増加し、誤答及び無解答が減少した。

表６．選択質問回答パターン
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やみ」ということばにして実施した。

「あそびの前におかたづけ」の課題は、お話①とお話②の内容を比較し、似たような二

つの発話のうちどちらのことばが「いやみ」であるかを尋ねるものである。お話①、②共

に、外に遊びに行こうとした兄弟が「まず、おへやのかたづけをしなさい」とお母さんか

ら言われ、弟はさっさとかたづけをしたのに、兄は遊んでいて部屋がちらかったままであ

るという状況が最初の２コマで示される。そして、３コマ目は、お話①では、弟が台所で

「おにいちゃんは大そうじをしたよ」と言うのであるが、お母さんは部屋がかたづいてい

ないのを知らないことが示され、弟の発話は「うそ」となっている。他方、お話②は兄が

ちらかったままの部屋で遊んでいる場面で弟が「おにいちゃんは大そうじをしたよ」と言

うので、その発話は「いやみ」となっている。

しつもん(1)では、お話①のみつぐくんとお話②のりきやくんのどちらが「いやみ」を言
っているのかを２肢選択で尋ねた。以下、これを「選択質問」と呼ぶことにする。選択質

問の解答パターンを表６に示した。正答率は約８割である。子安（1997）における小学校
３年生の選択質問の正答率は 80.3％で本調査（77.98％）とほぼ同等である。この選択質問
は、２肢選択形式なのでチャンス・レベル（偶然正答率）は 50％であり、本研究で示され
た正答率は３年生の時点でチャンス・レベルを上回ってくることを示している。なお、表

６の右側には前回（2010年度）の調
査結果を示した。また、前回（2010
年度）と比較して、今回（2012年度）
の調査では、正答が増加し、誤答及び

無解答が減少した。

しつもん(2)は選択質問の理由づけに関わる質問なので、以下、これを「理由質問」と呼
ぶことにする。理由質問の「正答」の例として、子安（1997）では次のようなものをあげ
ている。

・お話①は、お母さんにだいどころでいっているけど、②は、わたるくんがいるまえで

いっているから。

・りきやくんは「おにいちゃんは大そうじをしたね」とわたるくんのあそんでいるとこ

ろとへやがきたないところをみせたからです。

・(1)はみつぐだけだからバレにくい。(2)は兄のへやにいるからいやみ。(2)は自分は外へ
行きたい。(1)は兄をかばっていっしょにいこう！
「誤答」には、理由を書かなかった「無答」のほか、次のようなものをあげている。

・みつぐくんはマンガをよんでばかりでへやのそうじをしなかったから。

・したよ、という言葉は、わたしにとってなんかいやないいかただと思います。したね

のほうがいいと思います。

・①のみつぐくんは、いやみにいっているわけではないという感じがするけど、②のり

きやくんは、いやみをいっていないというかんじがしない。

人数 ％ 人数 ％
1 58 17.26 148 39.57

2（正答） 262 77.98 184 49.20
無回答 16 4.76 42 11.23

表６．選択質問回答パターン

回答内容
2012年 2010年

　しつもん（2）は選択質問の理由づけに関わる質問なので、以下、これを「理由質問」と呼ぶ

ことにする。理由質問の「正答」の例として、子安（1997）では次のようなものをあげている。

・お話①は、お母さんにだいどころでいっているけど、②は、わたるくんがいるまえでいって

いるから。

・りきやくんは「おにいちゃんは大そうじをしたね」とわたるくんのあそんでいるところとへ

やがきたないところをみせたからです。

・（1）はみつぐだけだからバレにくい。（2）は兄のへやにいるからいやみ。（2）は自分は外へ

行きたい。（1）は兄をかばっていっしょにいこう！

　「誤答」には、理由を書かなかった「無答」のほか、次のようなものをあげている。

・みつぐくんはマンガをよんでばかりでへやのそうじをしなかったから。

・したよ、という言葉は、わたしにとってなんかいやないいかただと思います。したねのほう

がいいと思います。

・①のみつぐくんは、いやみにいっているわけではないという感じがするけど、②のりきやく

んは、いやみをいっていないというかんじがしない。

　そこで、理由質問について、子安（1997）であげられた例に基づき心理学専攻を修了した研究
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生および心理学を専攻する大学院生の2名が選択質問の正誤を見ることなく、個別に正誤に分類

した（無解答は誤答と判定した）。一致率は 91.7％（Cohen のκ＝.799）であった。なお、両者

で一致しなかったデータについては、著者の一人（郷式）が正誤いずれかについて判断した。

　選択質問と理由質問の正誤のクロス表を表7に示した。なお、表7の右側には前回（2010 年）

の調査結果を示した。理由質問の正答率は子安（1997）では小学校3年生が 22.5％、4年生

が 26.8％だったのに対し、本調査では 22.6％だった。本研究の結果は先行研究（子安，1997）と

ほぼ似通った傾向が示されたと言えよう。選択質問の正答率がチャンス・レベルを上回っている

ことものの、理由質問の正答者が4人に1人程度と比較的低いことから、本研究で対象とした年

齢の子どもたちにとっては、うそと皮肉を区別することは可能であるものの、その違いを言語的

に説明することは困難であることが示された。

表７．選択質問と理由質問の正誤のクロス表 ( 人）

子安 増生・郷式 徹：実行機能と心の理解に及ぼすメディアの影響

－平成 24年度川崎市筆記調査結果の報告

6

人数 ％ 人数 ％
なつき(正答） 205 61.01 166 44.39
ヒロミ 4 1.19 20 5.35
ヒロミのお母さん 2 0.60 19 5.08
お母さん 9 2.68 32 8.56
言った 82 24.40 42 11.23
はい 10 2.98 12 3.21
パーティーのこと 5 1.49 20 5.35
言っていない 4 1.19 6 1.60
その他 4 1.19 13 3.48
わからない 0 0.00 4 1.07
無回答 11 3.27 40 10.70

2010年

表８．質問１回答パターン

回答内容
2012年

そこで、理由質問について、子安（1997）であげられた例に基づき心理学専攻を修了し
た研究生および心理学を専攻する大学院生の 2名が選択質問の正誤を見ることなく、個別
に正誤に分類した（無解答は誤答と判定した）。一致率は 91.7％（Cohenのκ＝.799）であ
った。なお、両者で一致しなかったデータについては、著者の一人（郷式）が正誤いずれ

かについて判断した。

選択質問と理由質問の正誤のクロス表を表７に示した。なお、表７の右側には前回（2010
年度）の調査結果を示した。理由質問の正答率は子安（1997）では小学校３年生が 22.5％、
４年生が 26.8％だったのに対し、本調査では 22.6％だった。選択質問の正答率がチャンス・
レベルで、理由質問の正答者が４人に１人程度と比較的低いことから、本研究で対象とし

た年齢の子どもたちにとっては、まだ十分にうそと皮肉を区別することは困難であること

が示された。

また、各質問および完全正答（両質問に正答した場合）に関して性別と学年と正誤の関

連について検討するため、Mantel-Haenszelのχ2検定を行ったところ、選択質問において

性差の影響が見られ（χ2 (1)＝3.90, p<.05）、男児では学年差は見られなかったが、女児で
は見られた（χ2 (1)＝4.05, p<.05）。理由質問と完全正答では性差の影響は見られなかった。
男女を合併して学年差を調べるためにχ2検定を行ったが、学年差も見られなかった。

課題３：なにがもんだい？

この課題は、Baron-Cohen, 
O’Riordan, Stone, Jones, &
Plaisted (1999) の失言（faux 
pas）の理解課題を絵本形式に
したものある。質問に対する解

答パターンについて、質問ごと

に表８から 10にまとめた。ま
た、質問１では「ナツキ」と答

えた場合、質問２では「パーテ

ィーのこと」と答えた場合、質問３では「ヒロミ」と答えた場合を正答とし、その他の解

答および無解答を誤答とした。その上で、各質問の正誤のクロス集計表を示した（表 11）。
なお、表８から 10の右側には前回（2010年度）の調査結果を示した。

正答 誤答 正答 誤答
正答 73 3 12 1
誤答 205 55 172 189

今回（2012年）の理由質問の誤答のうち42人は無回答（記述なし）
前回（2012年）の理由質問の誤答のうち156人は無回答（記述なし）

2012年 2010年
選択質問

表７．選択質問と理由質問の正誤のクロス表(人）

理由質問

　また、各質問および完全正答（両質問に正答した場合）に関して性別と学年と正誤の関連につ

いて検討するため、Mantel-Haenszel のχ2 検定を行ったところ、選択質問において性差の影響
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差を調べるためにχ2 検定を行ったが、学年差も見られなかった。
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ら 10 にまとめた。また、質問1では「ナツキ」と答えた場合、質問2では「パーティーのこ

と」と答えた場合、質問3では「ヒロミ」と答えた場合を正答とし、その他の解答および無解答

を誤答とした。その上で、各質問の正誤のクロス集計表を示した（表 11）。なお、表8から 10

の右側には前回（2010 年度）の調査結果を示した。

　前回（2010 年）と比較して、今回（2012 年）の調査では、質問1（表8）では、正答であ

る「なつき」という解答が増加し、質問の意図を十分に理解できていない「わからない」もしく

無解答が減少した。ただし、「言った」という解答は増えている。こは れは「お話のなかで、

だれかがいってはいけないことをいいましたか？」という質問に対して「誰が言ったのか？」と
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いう意味で受け取らず、「言ったか、言わなかったか？」と受け取ったためであると思われる。

表9および 10 では正答率が若干増加しているものの、前回時点で既に相当高い正答率であった

ため、大きな変化は見られなかった。

　表9、10 に示されたように、質問2と質問3の誤答者が非常に少ない。そこで、すべての質

問に正答した完全正答に関してのみ分析を行うことにした。性別と学年と正誤の関連について検

討するために、表 12 について Mantel-Haenszel のχ2 検定を行ったところ、性差の影響は見られ

表8．質問1回答パターン

表9．質問2回答パターン

表 11．FP課題の各質問の正誤のクロス表（人）

表 10．質問3回答パターン

表 12．FP課題の完全正答に関する性別と学年と正誤の関連

子安 増生・郷式 徹：実行機能と心の理解に及ぼすメディアの影響 

－平成 24年度川崎市筆記調査結果の報告 
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なつき(正答） 205 61.01 166 44.39
ヒロミ 4 1.19 20 5.35
ヒロミのお母さん 2 0.60 19 5.08
お母さん 9 2.68 32 8.56
言った 82 24.40 42 11.23
はい 10 2.98 12 3.21
パーティーのこと 5 1.49 20 5.35
言っていない 4 1.19 6 1.60
その他 4 1.19 13 3.48
わからない 0 0.00 4 1.07
無回答 11 3.27 40 10.70

2010年

表８．質問１回答パターン

回答内容
2012年
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かについて判断した。 
 選択質問と理由質問の正誤のクロス表を表７に示した。なお、表７の右側には前回（2010
年度）の調査結果を示した。理由質問の正答率は子安（1997）では小学校３年生が 22.5％、
４年生が 26.8％だったのに対し、本調査では 22.6％だった。選択質問の正答率がチャンス・
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また、前回（2010年度）と比較して、今回（2012年度）の調査では、質問１（表８）で
は、正答である「なつき」という解答が増加し、質問の意図を十分に理解できていない「わ

からない」もしくは無解答が減少した。ただし、「言った」という解答は増えている。これ

は「お話のなかで、だれかがいってはいけないことをいいましたか？」という質問に対し

て「誰が言ったのか？」という意味で受け取らず、「言ったか、言わなかったか？」と受け

取ったためであると思われる。表９および 10では正答率が若干増加しているものの、前回
時点で既に相当高い正答率であったため、大きな変化は見られなかった。 
表９，10 に示されたように、質問２と質問３の誤答者が非常に少ない。そこで、すべて

の質問に正答した完全正答に関してのみ分析を行うことにした。性別と学年と正誤の関連

について検討するために、表 12についてMantel-Haenszelのχ2検定を行ったところ、性

差の影響は見られなかった。そこで、表 12について、男女を合併して学年差を調べるため
にχ2検定を行ったが、学年差も見られなかった。 

 

課題４：プールでまちぼうけ 

 この課題は、Mant & Perner (1988)の「責任性の理解」課題を絵本形式にしたものであ
る。約束していたのにプールに行かなかったさおりさんと、約束はしていないがプールに

行くと言っていて行かなかったまりかさんのどちらの責任が重いかを調べるものである。

人数 ％ 人数 ％
パーティーのこと（正答） 325 96.73 333 89.04
その他 7 2.08 14 3.74
わからない 0 0.00 5 1.34
無回答 4 1.19 22 5.88

回答内容
2012年 2010年

表９．質問２回答パターン

人数 ％ 人数 ％
ヒロミ（正答） 330 98.21 337 90.11
なつき 4 1.19 17 4.55
その他 0 0.00 3 0.80
無回答 2 0.60 17 4.55

回答内容
2012年 2010年

表10．質問３回答パターン

質問１ 正答 誤答 正答 誤答
正答 201 120 0 4
誤答 3 6 1 1

表11．FP課題の各質問の正誤のクロス表（人）

質問３
正答 誤答

質問２

正答 誤答 正答 誤答
男児 61 43 37 19
女児 63 46 40 28

性別

学年
3年 4年

表12．FP課題の完全正答に関する性別と学年と正誤の関連
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女児 63 46 40 28

性別

学年
3年 4年

表12．FP課題の完全正答に関する性別と学年と正誤の関連
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また、前回（2010年度）と比較して、今回（2012年度）の調査では、質問１（表８）で
は、正答である「なつき」という解答が増加し、質問の意図を十分に理解できていない「わ

からない」もしくは無解答が減少した。ただし、「言った」という解答は増えている。これ

は「お話のなかで、だれかがいってはいけないことをいいましたか？」という質問に対し

て「誰が言ったのか？」という意味で受け取らず、「言ったか、言わなかったか？」と受け

取ったためであると思われる。表９および 10では正答率が若干増加しているものの、前回
時点で既に相当高い正答率であったため、大きな変化は見られなかった。 
表９，10 に示されたように、質問２と質問３の誤答者が非常に少ない。そこで、すべて

の質問に正答した完全正答に関してのみ分析を行うことにした。性別と学年と正誤の関連

について検討するために、表 12についてMantel-Haenszelのχ2検定を行ったところ、性

差の影響は見られなかった。そこで、表 12について、男女を合併して学年差を調べるため
にχ2検定を行ったが、学年差も見られなかった。 

 

課題４：プールでまちぼうけ 

 この課題は、Mant & Perner (1988)の「責任性の理解」課題を絵本形式にしたものであ
る。約束していたのにプールに行かなかったさおりさんと、約束はしていないがプールに

行くと言っていて行かなかったまりかさんのどちらの責任が重いかを調べるものである。

人数 ％ 人数 ％
パーティーのこと（正答） 325 96.73 333 89.04
その他 7 2.08 14 3.74
わからない 0 0.00 5 1.34
無回答 4 1.19 22 5.88

回答内容
2012年 2010年

表９．質問２回答パターン

人数 ％ 人数 ％
ヒロミ（正答） 330 98.21 337 90.11
なつき 4 1.19 17 4.55
その他 0 0.00 3 0.80
無回答 2 0.60 17 4.55

回答内容
2012年 2010年

表10．質問３回答パターン

質問１ 正答 誤答 正答 誤答
正答 201 120 0 4
誤答 3 6 1 1

表11．FP課題の各質問の正誤のクロス表（人）

質問３
正答 誤答

質問２

正答 誤答 正答 誤答
男児 61 43 37 19
女児 63 46 40 28

性別

学年
3年 4年

表12．FP課題の完全正答に関する性別と学年と正誤の関連
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なかった。そこで、表 12 について、男女を合併して学年差を調べるためにχ2 検定を行ったが、

学年差も見られなかった。

　課題４：プールでまちぼうけ

　この課題は、Mant & Perner （1988）の「責任性の理解」課題を絵本形式にしたものである。

約束していたのにプールに行かなかったさおりさんと、約束はしていないがプールに行くと言っ

ていて行かなかったまりかさんのどちらの責任が重いかを調べるものである。しつもん（1）で

は、お話①のさおりさんとお話②のまりかさんのどちらの責任が重いかを「どちらもおなじくら

いよくない」という選択肢を含めて、3肢選択で尋ねた。以下、これを「選択質問」と呼ぶこと

。選択質問の解答パターンを表 13 に示しにする　　　　　　　　　　　　　　　　　　 た。なお、表 13 の右側には前回（2010 年）

の調査  結果を示した。また、前回（2010 年）と                                                                               比較して、今回（2012 年）の調査では、選

択質問（表 13）では、正答が増加し、その他の

解答が減少した。今回（2012 年）の正答率は約

6割である。子安（1997）における小学校3年生

の選択質問の正答率は 47.2％、4年生で 61.6％

で、本研究の結果は若干高いようである。

　しつもん（2）は選択質問の理由づけに関わる質問なので、以下、これを「理由質問」と呼ぶ

ことにする。理由質問の「正答」の例として、子安（1997）では次のようなものをあげている。

・プールでまちあわせしたのにやくそくをやぶってほかの友達と遊んだから。

・さおりさんはやくそくをしていたけど、まりかさんはやくそくをしていなかった。

・さおりさんの方は、やくそくをしていてさおりさんがいかなかったし、まりかさんの方はや

すよさんがことわって、急にいけたからさおりさんの方がよくない。

　「誤答」には、理由を書かなかった「無答」のほか、次のようなものをあげている。

・友達をよぶのも、テレビを見るのもどっちも同じくらい悪いと思う。

・二人ともだいたい同じわけでプールに行かなかったから。

・どんな理由があっても二人ともけっきょくは行っていないんだからどっちも同じくらいよく

ないと思う。

　そこで、理由質問について、子安（1999）であげられた例に基づき心理学専攻を修了した研究

生および心理学を専攻する大学院生の2名が選択質問の正誤を見ることなく、個別に正誤に分類

した（無解答は誤答と判定した）。

一致率は 80.5％（Cohen のκ＝.614）

であった。なお、両者で一致しなか

ったデータについては、著者の一人

（郷式）が正誤いずれか判断した。

　選択質問と理由質問の正誤のクロ

表 13．選択質問回答パターン

表 14．選択質問と理由質問の正誤のクロス表（人）
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しつもん(1)では、お話①のさおりさんとお話②のまりかさんのどちらの責任が重いかを「ど
ちらもおなじくらいよくない」という選択肢を含めて、３肢選択で尋ねた。以下、これを

「選択質問」と呼ぶことにする。選択質問の解答パターンを表 13 に示した。なお、表 13
の右側には前回（2010年度）の調査結果を示した。また、前回（2010年度）と比較して、
今回（2012年度）の調査では、選択質問（表
13）では、正答が増加し、その他の解答が減
少した。今回（2012年）の正答率は約６割で
ある。子安（1997）における小学校３年生の
選択質問の正答率は 47.2％、4年生で 61.6％
で、本研究の結果は若干高いようである。

しつもん(2)は選択質問の理由づけに関わる質問なので、以下、これを「理由質問」と呼
ぶことにする。理由質問の「正答」の例として、子安（1997）では次のようなものをあげ
ている。

・プールでまちあわせしたのにやくそくをやぶってほかの友達と遊んだから。

・さおりさんはやくそくをしていたけど、まりかさんはやくそくをしていなかった。

・さおりさんの方は、やくそくをしていてさおりさんがいかなかったし、まりかさんの

方はやすよさんがことわって、急にいけたからさおりさんの方がよくない。

「誤答」には、理由を書かなかった「無答」のほか、次のようなものをあげている。

・友達をよぶのも、テレビを見るのもどっちも同じくらい悪いと思う。

・二人ともだいたい同じわけでプールに行かなかったから。

・どんな理由があっても二人ともけっきょくは行っていないんだからどっちも同じくら

いよくないと思う。

そこで、理由質問について、子安（1999）であげられた例に基づき心理学専攻を修了し
た研究生および心理学を専攻する大学院生の 2 名が選択質問の正誤を見ることなく、個別
に正誤に分類した（無解答は誤答と判定した）。一致率は 80.5％（Cohenのκ＝.614）であ
った。なお、両者で一致しなかったデータについては、著者の一人（郷式）が正誤いずれ

か判断した。

選択質問と理由質問の正誤のクロス表を表 14に示した。選択質問と理由質問の正誤には
関連が見られた（χ2 (1)＝153.93, p<.01）。なお、表 14の右側には前回（2010年度）の調
査結果を示した。

また、各質問および完全正答

（両質問に正答した場合）に関し

て性別と学年と正誤の関連につ

い て 検 討 す る た め に 、

Mantel-Haenszel のχ2検定を行

ったが、性差の影響および学年差は見られなかった。

人数 ％ 人数 ％
1（正答） 204 60.71 117 31.28

2 32 24.60 92 24.60
3 98 43.58 163 43.58

無回答 2 0.53 2 0.53

表13．選択質問回答パターン

回答内容
2012年 2010年

正答 誤答 正答 誤答
正答 162 13 67 21
誤答 43 119 50 236

今回（2012年）の理由質問の誤答のうち5人は無回答（記述なし）
前回（2010年）の理由質問の誤答のうち46人は無回答（記述なし）

選択質問
2012年 2010年

表14．選択質問と理由質問の正誤のクロス表(人）

理由質問
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しつもん(1)では、お話①のさおりさんとお話②のまりかさんのどちらの責任が重いかを「ど
ちらもおなじくらいよくない」という選択肢を含めて、３肢選択で尋ねた。以下、これを

「選択質問」と呼ぶことにする。選択質問の解答パターンを表 13 に示した。なお、表 13
の右側には前回（2010年度）の調査結果を示した。また、前回（2010年度）と比較して、
今回（2012年度）の調査では、選択質問（表
13）では、正答が増加し、その他の解答が減
少した。今回（2012年）の正答率は約６割で
ある。子安（1997）における小学校３年生の
選択質問の正答率は 47.2％、4年生で 61.6％
で、本研究の結果は若干高いようである。

しつもん(2)は選択質問の理由づけに関わる質問なので、以下、これを「理由質問」と呼
ぶことにする。理由質問の「正答」の例として、子安（1997）では次のようなものをあげ
ている。

・プールでまちあわせしたのにやくそくをやぶってほかの友達と遊んだから。

・さおりさんはやくそくをしていたけど、まりかさんはやくそくをしていなかった。

・さおりさんの方は、やくそくをしていてさおりさんがいかなかったし、まりかさんの

方はやすよさんがことわって、急にいけたからさおりさんの方がよくない。

「誤答」には、理由を書かなかった「無答」のほか、次のようなものをあげている。

・友達をよぶのも、テレビを見るのもどっちも同じくらい悪いと思う。

・二人ともだいたい同じわけでプールに行かなかったから。

・どんな理由があっても二人ともけっきょくは行っていないんだからどっちも同じくら

いよくないと思う。

そこで、理由質問について、子安（1999）であげられた例に基づき心理学専攻を修了し
た研究生および心理学を専攻する大学院生の 2 名が選択質問の正誤を見ることなく、個別
に正誤に分類した（無解答は誤答と判定した）。一致率は 80.5％（Cohenのκ＝.614）であ
った。なお、両者で一致しなかったデータについては、著者の一人（郷式）が正誤いずれ

か判断した。

選択質問と理由質問の正誤のクロス表を表 14に示した。選択質問と理由質問の正誤には
関連が見られた（χ2 (1)＝153.93, p<.01）。なお、表 14の右側には前回（2010年度）の調
査結果を示した。

また、各質問および完全正答

（両質問に正答した場合）に関し

て性別と学年と正誤の関連につ

い て 検 討 す る た め に 、

Mantel-Haenszel のχ2検定を行

ったが、性差の影響および学年差は見られなかった。

人数 ％ 人数 ％
1（正答） 204 60.71 117 31.28

2 32 24.60 92 24.60
3 98 43.58 163 43.58

無回答 2 0.53 2 0.53

表13．選択質問回答パターン

回答内容
2012年 2010年

正答 誤答 正答 誤答
正答 162 13 67 21
誤答 43 119 50 236

今回（2012年）の理由質問の誤答のうち5人は無回答（記述なし）
前回（2010年）の理由質問の誤答のうち46人は無回答（記述なし）

選択質問
2012年 2010年

表14．選択質問と理由質問の正誤のクロス表(人）

理由質問



— 67 —

ス表を表 14 に示した。選択質問と理由質問の正誤には関連が見られた（χ2（1）＝153.93, p<.01）。

なお、表 14 の右側には前回（2010 年）の調査結果を示した。

　また、各質問および完全正答（両質問に正答した場合）に関して性別と学年と正誤の関連につ

いて検討するために、Mantel-Haenszel のχ2 検定を行ったが、性差の影響および学年差は見ら

れなかった。

　課題５：おさらがわれちゃった（道徳性の発達）

　この課題は、Piaget （1932） の道徳性の発達を調べる課題を絵本形式にしたものである。お話

①はお母さんのおてつだいをしようとしてお皿を 10 枚割った話、お話②はお母さんがいない時

におかしをとろうとしてお皿を1枚割った話である。しつもん（1）では、お話①のたかおくん

とお話②のよしやくんのどちらがより良くないことをしたかを「どちらもおなじくらいよくな

い」という選択肢を含めて、3肢選択で尋ねた。以下、これを「選択質問」と呼ぶことにする。

選択質問の解答パターンを表 15 に示した。なお、表 15 の右側には前回（2010 年）の調査結

果を示した。前回（2010 年）の時点で相当高い正答率であったことから、今回（2012 年）もそ

れほど大きな変化は見られなかった。今回（2012 年）の正答率は約9割である。子安（1997）

における小学校3年生の選択質問の正答率

は 79.0％で、4年生以降では8割以上の正

答率となっていることから、本研究の結果

も同様にほとんどの子どもが正答できたこ

とを示している。

　しつもん（2）は選択質問の理由づけに関わる質問なので、これを「理由質問」と呼ぶことに

する。理由質問の「正答」の例として、子安（1997）では次のようなものをあげている。

・おはなし①は、おてつだいをしていたけど、おはなし②は、おかしをとろうとしてわったか

ら。①は、10 まいわったけどおてつだいをしていたからいいと思う。

・たかおくんは、お母さんからたのまれてころんでしまってわれたけど、よしやくんはかって

におかしをたべようとしてわるいことをしておさらをわったから、よしやくんのほうがわる

い。

・手つだいは、いいことだし、その時、ミスしてしまったのは、たかおは、よしやよりわるく

ないと思う。

　「誤答」には、理由を書かなかった「無答」のほか、次のようなものをあげている。

・よしやくんはおさらを1まいしかわっていないけどたかおくんはおさらを 10 まいわったか

ら、たかおくんの方がよくないと思う。

・おさら 10 まいも1まいも同じように思えたから

・たかおくんは、わざとつまずいたのではないし、よしやくんもわざとあたったわけじゃない

から。

表 15．選択質問回答パターン

子安 増生・郷式 徹：実行機能と心の理解に及ぼすメディアの影響

－平成 24年度川崎市筆記調査結果の報告

9

課題５：おさらがわれちゃった（道徳性の発達）

この課題は、Piaget (1932) の道徳性の発達を調べる課題を絵本形式にしたものである。
お話①はお母さんのおてつだいをしようとしてお皿を 10枚割った話、お話②はお母さんが
いない時におかしをとろうとしてお皿を 1 枚割った話である。しつもん(1)では、お話①の
たかおくんとお話②のよしやくんのどちらがより良くないことをしたかを「どちらもおな

じくらいよくない」という選択肢を含めて、３肢選択で尋ねた。以下、これを「選択質問」

と呼ぶことにする。選択質問の解答パターンを表 15 に示した。なお、表 15 の右側には前
回（2010年度）の調査結果を示した。前回（2010年）の時点で相当高い正答率であったこ
とから、今回（2012年）もそれほど大きな変化は見られなかった。今回（2012年）の正答
率は約９割である。子安（1997）にお
ける小学校３年生の選択質問の正答率

は 79.0％で、４年生以降では８割以上
の正答率となっていることから、本研

究の結果も同様にほとんどの子どもが

正答できたことを示している。

しつもん(2)は選択質問の理由づけに関わる質問なので、これを「理由質問」と呼ぶこと
にする。理由質問の「正答」の例として、子安（1997）では次のようなものをあげている。
・おはなし①は、おてつだいをしていたけど、おはなし②は、おかしをとろうとしてわ

ったから。①は、10まいわったけどおてつだいをしていたからいいと思う。
・たかおくんは、お母さんからたのまれてころんでしまってわれたけど、よしやくんは

かってにおかしをたべようとしてわるいことをしておさらをわったから、よしやくん

のほうがわるい。

・手つだいは、いいことだし、その時、ミスしてしまったのは、たかおは、よしやより

わるくないと思う。

「誤答」には、理由を書かなかった「無答」のほか、次のようなものをあげている。

・よしやくんはおさらを１まいしかわっていないけどたかおくんはおさらを 10まいわっ
たから、たかおくんの方がよくないと思う。

・おさら 10まいも１まいも同じように思えたから
・たかおくんは、わざとつまずいたのではないし、よしやくんもわざとあたったわけじ

ゃないから。

そこで、理由質問について、子安（1999）に基づき心理学専攻を修了した研究生および
心理学を専攻する大学院生の 2 名が質問１の正誤を見ることなく、個別に正誤に分類した
（無解答は誤答と判定した）。一致率は 82.0％（Cohenのκ＝.710）であった。なお、両者
で一致しなかったデータについては、著者の一人（郷式）が正誤いずれか判断した。選択

質問と理由質問の正誤のクロス表を表 16に示した。なお、表 16の右側には前回（2010年

人数 ％ 人数 ％
1 17 5.06 61 16.31

2（正答） 293 87.20 264 70.59
3 26 7.74 49 13.10

回答内容
2012年 2010年

表15．選択質問回答パターン
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　そこで、理由質問について、子安（1999）に基づき心理学専攻を修了した研究生および心理学

を専攻する大学院生の2名が質問1の正誤を見ることなく、個別に正誤に分類した（無解答は誤
答と判定した）。一致率は 82.0％（Cohen のκ＝.710）であった。なお、両者で一致しなかった

データについては、著者の一人（郷式）が正誤いずれか判断した。選択質問と理由質問の正誤の
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　また、各質問および完全正答（両質問に正答した場合）に関して性別と学年と正誤の関連につ
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表 16．選択質問と理由質問の正誤のクロス表 ( 人）
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年差は見られなかった。

３.２．泣き課題

泣き課題への反応の正誤の判定

は、溝川・子安（2008）に従った。
本当質問とその理由づけ質問の両

方に適切に答えている場合、本当質

問を正答とした。また、本当質問に

正答した上で、信念質問とその理由

づけ質問の両方に適切に答えてい

る場合、信念質問を正答とした。溝

川・子安（2008）による先行研究
に準拠して、まず、課題 A、B、C
それぞれに関して、本当質問および

信念質問の正誤に対する性差と学

年差を調べた。

課題Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれの本当質問に関して、性別と学年と正誤の関連について検討す

るために、表 17－１～３についてMantel-Haenszelのχ2検定を行ったところ、課題Ｂと

Ｃでは性差の影響および学年差は見られなかった。しかし、課題Ａでは性差が見られた（χ

2 (1)＝3.96, p<.05）。ただし、男女ともに学年差は見られなかった。溝川・子安（2008）に
よる先行研究では、課題 Aの本当質問において３、4年生間に学年差が見られているもの
の、課題 A、B、C全てで正答率 90％以上であった。本研究でも同様に３つの課題ともに
高い正答率が見られた。また、溝川・子安（2008）において課題 Aの本当質問において性
差が見られたが、この点では本研究は先行研究の結果を追認した。

課題Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれの信念質問に関して、性別と学年と正誤の関連について検討す

るために、表 18－１～３についてMantel-Haenszelのχ2検定を行ったところ、全ての課

題で性差の影響および学年差は見られなかった。溝川・子安（2008）による先行研究では、

正答 誤答 正答 誤答
正答 284 3 234 5
誤答 10 39 30 105

今回（2012年）の理由質問の誤答のうち5人は無回答（記述なし）
前回（2010年）の理由質問の誤答のうち15人は無回答（記述なし）

2010年
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Ｃでは性差の影響および学年差は見ら
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られた。また、溝川・子安（2008）において課題 A の本当質問において性差が見られたが、こ

の点では本研究は先行研究の結果を追認した。

　課題Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれの信念質問

に関して、性別と学年と正誤の関連に

ついて検討するために、表 18－1 ～ 3

について Mantel-Haenszel のχ2 検定

を行ったところ、全ての課題で性差の

影響および学年差は見られなかった。

溝川・子安（2008）による先行研究で

は、課題 A および B の信念質問にお

いて3、4年生間に学年差が見られる

とともに性差も見られたという報告が

されている。しかし、本研究では全て

の課題において、性差および学年差は

見られなかった。

　次に、だましの有無による泣きの理解の差を調べるために、課題 A と B の本当質問の正誤の

差を検討した。なお、上述の分析で課題 A のみで学年差が見られたが、課題 A、B ともに誤答

者は極めて少ないため、学年差は無視し得るものと考え、分析には含まなかった。McNemar 検

定の結果、本当質問に関して課題 B のほうが課題 A よりも易しかった（z=4.20, p<.01）が、こ

れは先行研究（溝川・子安，2008）とは反対の結果であった。また、だましの意図の有無による

見かけの泣きが生む誤信念の理解の差を調べるために、課題 A と B の信念質問の正誤の差を検

討した。McNemar 検定の結果、信念質問に関して課題 B のほうが課題 A よりも易しかった

（z=2.45, p<.05）が、先行研究（溝川・子安，2008）ではこうした課題差は見られなかった。な

お、本研究における信念質問の課題 A、B、C それぞれの正答率は、先行研究と同様に課題 C に

おいては高く、課題 A および B においては C よりも低い傾向があったが、先行研究と比べると

課題 A、B ともに正答率は若干高かった。

　3. 3．課題間の関連

　課題間の関連について、各課題の正誤の2×2のクロス表について連関を調べ、表 19 に連関

係数φを示した。なお、分析の対象として、「あそびのまえにおかたづけ」課題は選択質問と理

由質問の正答率が大きく異なるため、質問それぞれを対象とした。「あそびのまえにおかたづ

け」課題以外の心の理解課題は完全正答のみを対象とした。また、各課題内の質問間の関連―

例えば、「あそびのまえにおかたづけ」課題の完全正答と選択質問および理由質問の正誤の関連

―については（高くなることが当然なので）分析を行わなかった。泣き課題に関しては、課題

Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれの本当質問と信念質問について、心の理論課題との連関を調べた。

子安 増生・郷式 徹：実行機能と心の理解に及ぼすメディアの影響 

－平成 24年度川崎市筆記調査結果の報告 

 

11 
 

課題AおよびBの信念質問におい
て３、4年生間に学年差が見られ
るとともに性差も見られたという

報告がされている。しかし、本研

究では全ての課題において、性差

および学年差は見られなかった。 
 次に、だましの有無による泣き

の理解の差を調べるために、課題

Aと Bの本当質問の正誤の差を検
討した。なお、上述の分析で課題

A のみで学年差が見られたが、課
題 A、B ともに誤答者は極めて少
ないため、学年差は無視し得るものと考え、分析には含まなかった。McNemar検定の結果、
本当質問に関して課題 Bのほうが課題 Aよりもおける易しかった（z=4.20, p<.01）が、こ
れは先行研究（溝川・子安，2008）とは反対の結果であった。また、だましの意図の有無
による見かけの泣きが生む誤信念の理解の差を調べるために、課題 Aと Bの信念質問の正
誤の差を検討した。McNemar検定の結果、信念質問に関して課題 Bのほうが課題 Aより
も易しかった（z=2.45, p<.05）が、先行研究（溝川・子安，2008）ではこうした課題差は
見られなかった。なお、本研究における信念質問の課題 A、B、Cそれぞれの正答率は、先
行研究と同様に課題 Cにおいては高く、課題 Aおよび Bにおいては Cよりも低い傾向があ
ったが、先行研究と比べると課題 A、Bともに正答率は若干高かった。 
 
 ３.３．課題間の関連 

 課題間の関連について、各課題の正誤の２×２のクロス表について連関を調べ、表 19に
連関係数φを示した。なお、分析の対象として、あそびのまえにおかたづけ課題は選択質

問と理由質問の正答率が大きく異なるため、質問それぞれを対象とした。あそびのまえに

おかたづけ課題以外の心の理解課題は完全正答のみを対象とした。また、各課題内の質問

間の関連―例えば、あそびのまえにおかたづけ課題の完全正答と選択質問および理由質

問の正誤の関連―については（高くなることが当然なので）分析を行わなかった。泣き

課題に関しては、課題Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれの本当質問と信念質問について、心の理論課題

との連関を調べた。 
 

正答 誤答 正答 誤答
男児 84 20 42 14
女児 96 12 56 12

正答 誤答 正答 誤答
男児 90 14 49 7
女児 96 12 61 7

正答 誤答 正答 誤答
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３年 ４年

性別

表18－3．課題Cの信念質問に関する性別と学年と正誤の関連

学年

表18－2．課題Bの信念質問に関する性別と学年と正誤の関連

表18－１．課題Ａの信念質問に関する性別と学年と正誤の関連

学年
３年 ４年

性別

子安 増生・郷式 徹：実行機能と心の理解に及ぼすメディアの影響 

－平成 24年度川崎市筆記調査結果の報告 

 

11 
 

課題AおよびBの信念質問におい
て３、4年生間に学年差が見られ
るとともに性差も見られたという

報告がされている。しかし、本研

究では全ての課題において、性差

および学年差は見られなかった。 
 次に、だましの有無による泣き

の理解の差を調べるために、課題

Aと Bの本当質問の正誤の差を検
討した。なお、上述の分析で課題

A のみで学年差が見られたが、課
題 A、B ともに誤答者は極めて少
ないため、学年差は無視し得るものと考え、分析には含まなかった。McNemar検定の結果、
本当質問に関して課題 Bのほうが課題 Aよりもおける易しかった（z=4.20, p<.01）が、こ
れは先行研究（溝川・子安，2008）とは反対の結果であった。また、だましの意図の有無
による見かけの泣きが生む誤信念の理解の差を調べるために、課題 Aと Bの信念質問の正
誤の差を検討した。McNemar検定の結果、信念質問に関して課題 Bのほうが課題 Aより
も易しかった（z=2.45, p<.05）が、先行研究（溝川・子安，2008）ではこうした課題差は
見られなかった。なお、本研究における信念質問の課題 A、B、Cそれぞれの正答率は、先
行研究と同様に課題 Cにおいては高く、課題 Aおよび Bにおいては Cよりも低い傾向があ
ったが、先行研究と比べると課題 A、Bともに正答率は若干高かった。 
 
 ３.３．課題間の関連 

 課題間の関連について、各課題の正誤の２×２のクロス表について連関を調べ、表 19に
連関係数φを示した。なお、分析の対象として、あそびのまえにおかたづけ課題は選択質

問と理由質問の正答率が大きく異なるため、質問それぞれを対象とした。あそびのまえに

おかたづけ課題以外の心の理解課題は完全正答のみを対象とした。また、各課題内の質問

間の関連―例えば、あそびのまえにおかたづけ課題の完全正答と選択質問および理由質

問の正誤の関連―については（高くなることが当然なので）分析を行わなかった。泣き

課題に関しては、課題Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれの本当質問と信念質問について、心の理論課題

との連関を調べた。 
 

正答 誤答 正答 誤答
男児 84 20 42 14
女児 96 12 56 12

正答 誤答 正答 誤答
男児 90 14 49 7
女児 96 12 61 7

正答 誤答 正答 誤答
男児 98 6 55 1
女児 101 7 67 1

３年 ４年

性別

学年
３年 ４年

性別

表18－3．課題Cの信念質問に関する性別と学年と正誤の関連

学年

表18－2．課題Bの信念質問に関する性別と学年と正誤の関連

表18－１．課題Ａの信念質問に関する性別と学年と正誤の関連

学年
３年 ４年

性別

子安 増生・郷式 徹：実行機能と心の理解に及ぼすメディアの影響 

－平成 24年度川崎市筆記調査結果の報告 

 

11 
 

課題AおよびBの信念質問におい
て３、4年生間に学年差が見られ
るとともに性差も見られたという

報告がされている。しかし、本研

究では全ての課題において、性差

および学年差は見られなかった。 
 次に、だましの有無による泣き

の理解の差を調べるために、課題

Aと Bの本当質問の正誤の差を検
討した。なお、上述の分析で課題

A のみで学年差が見られたが、課
題 A、B ともに誤答者は極めて少
ないため、学年差は無視し得るものと考え、分析には含まなかった。McNemar検定の結果、
本当質問に関して課題 Bのほうが課題 Aよりもおける易しかった（z=4.20, p<.01）が、こ
れは先行研究（溝川・子安，2008）とは反対の結果であった。また、だましの意図の有無
による見かけの泣きが生む誤信念の理解の差を調べるために、課題 Aと Bの信念質問の正
誤の差を検討した。McNemar検定の結果、信念質問に関して課題 Bのほうが課題 Aより
も易しかった（z=2.45, p<.05）が、先行研究（溝川・子安，2008）ではこうした課題差は
見られなかった。なお、本研究における信念質問の課題 A、B、Cそれぞれの正答率は、先
行研究と同様に課題 Cにおいては高く、課題 Aおよび Bにおいては Cよりも低い傾向があ
ったが、先行研究と比べると課題 A、Bともに正答率は若干高かった。 
 
 ３.３．課題間の関連 

 課題間の関連について、各課題の正誤の２×２のクロス表について連関を調べ、表 19に
連関係数φを示した。なお、分析の対象として、あそびのまえにおかたづけ課題は選択質

問と理由質問の正答率が大きく異なるため、質問それぞれを対象とした。あそびのまえに

おかたづけ課題以外の心の理解課題は完全正答のみを対象とした。また、各課題内の質問

間の関連―例えば、あそびのまえにおかたづけ課題の完全正答と選択質問および理由質

問の正誤の関連―については（高くなることが当然なので）分析を行わなかった。泣き

課題に関しては、課題Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれの本当質問と信念質問について、心の理論課題

との連関を調べた。 
 

正答 誤答 正答 誤答
男児 84 20 42 14
女児 96 12 56 12

正答 誤答 正答 誤答
男児 90 14 49 7
女児 96 12 61 7

正答 誤答 正答 誤答
男児 98 6 55 1
女児 101 7 67 1

３年 ４年

性別

学年
３年 ４年

性別

表18－3．課題Cの信念質問に関する性別と学年と正誤の関連

学年

表18－2．課題Bの信念質問に関する性別と学年と正誤の関連

表18－１．課題Ａの信念質問に関する性別と学年と正誤の関連

学年
３年 ４年

性別

表 18－1．課題Ａの信念質問に関する性別と学年と正誤の関連

表 18－2．課題Bの信念質問に関する性別と学年と正誤の関連

表 18－3．課題Cの信念質問に関する性別と学年と正誤の関連



— 70 —

表 19．課題間の正誤の連関（φ係数）
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３.４．心の理解課題、泣き課題とメディア指標との関連

心の理解課題および泣き課題の各指標とメディア指標との関連について、相関比（η）

を表 20に示した。

心の理解課題および泣き課題の指標を説明する要因をより明確にするために、心の理解

課題の各指標を目的変数（従属変数）、５つのメディア指標（①テレビ接触量，②テレビ

接触単独，③テレビ接触専念，④ビデオ接触量，⑤ゲーム接触量）のうち表 20 に示し
た心の理解課題および泣き課題と相関の見られたメディア指標・学年・性別・性別×メデ

ィア指標を予測変数（独立変数）としたロジスティック回帰分析を行った。メディア指標・

学年・性別の主効果のみのモデルか主効果に性別×メディア指標の交互作用を加えたモデ

ルのうち AIC の変化などを検討したところ、性別×メディア指標の交互作用を加えたモデ
ルがより妥当と考えられるものはなかった（表 21）。なお、（オムニバス検定によって）ど
のモデルも有意にならなかった目的変数については割愛した。その結果、いくつかの目的

変数でモデル（回帰式）が有意であったが、十分なモデルの予測精度があると考えられる

ものは見られなかった。ただし、あそびのまえにおかたづけ課題の理由質問を目的変数と

したモデルではビデオ接触量が、おさらがわれちゃった課題を目的変数としたモデルでは

テレビ専念の影響が見られた。

前回（2010年度）のデータでは、アイスクリーム課題（完全正答）に関してのみメディ
ア接触の影響が見られた。その影響とは、男児でのみテレビ接触量が増えるほどアイスク

リーム課題（完全正答）の正答率がわずかに減少することが予想されるというものであっ

アイスクリーム課
題（完全正答）

あそびのまえ
に；選択質問

あそびのまえ
に；理由質問

FP完全正答
プールで；完全
正答

おさらが：完全
正答

課題Ａ信念質
問

課題Ａ本当質
問

課題B信念質
問

課題B本当質
問

課題C信念質
問

課題C本
当質問

テレビ接触時間量 -0.108
テレビ接触子ども１人 -0 .122 0.098
テレビ専念 -0 .115 -0 .150
ビデオ接触時間量 -0 .120 0.093 0.097
ゲーム接触時間量 -0.105

ゴチックの数字は分散分析で５％水準で有意、その他の数字は１０％水準で有意であることを

表20.心の理解課題および泣き課題とメディア指標の相関比

目的変数 予測変数（メディア指標） 回帰係数
回帰係数
（性別）

回帰係数
（学年）

定数 χ 2値(オムニ
バス検定）

χ 2値(Hosmerと
Lemeshowの検定）

あそびのまえに；理由質問 ビデオ接触時間量 -0.140 -0.107 0.284 -1.806 6.291 12.120
おさらが；完全正答 テレビ専念 -0.011 0.306 0.037 1.471 7.382 8.237

テレビ接触子ども1人 0.020 0.850 -0.673 3.368 7.421 10.908
ビデオ接触時間 0.018 0.830 -0.689 3.278 9.049 4.490

回帰係数でゴチックのものは５％水準で有意、イタリックのものは10％水準で有意傾向

χ 2値でゴチックのものは５％水準で有意、イタリックのものは10％水準で有意傾向

表21.心の理解課題の各指標を目的変数としたロジスティック回帰分析の結果

課題A本当質問

あそびのまえ
に；選択質問

あそびのまえ
に；理由質問

FP完全正答
プールで；完
全正答

おさらが：完
全正答

課題Ａ信念質問 課題Ａ本当質問 課題B信念質問 課題B本当質問 課題C信念質問 課題C本当質問

アイスクリーム課題（完全正答） 0.033 0.094 0.110 0.121 0.071 0.183 0.157 0.125 0.065 0.034 -0.023
あそびのまえに；選択質問 0.236 0.036 0.034 0.071 0.118 -0.004 0.093 0.074 0.059 0.026
あそびのまえに；理由質問 0.004 0.109 0.054 0.040 -0.043 0.111 -0.006 -0.055 -0.100
FP：完全正答 0.022 0.021 0.014 0.040 0.001 0.079 0.030 -0.013
プールで；完全正答 0.058 0.134 0.059 0.085 0.053 0.097 0.030
おさらが：完全正答 0.109 0.079 0.122 0.029 -0.013 -0.041

ゴチックの数字は５％水準で有意、イタリックの数字は１０％水準で有意であることを示す

表19．課題間の正誤の連関（φ 係数）

　3. ４．心の理解課題、泣き課題とメディア指標との関連

　心の理解課題および泣き課題の各指標とメディア指標との関連について、相関比（η）を表

20 に示した。

表 20．心の理解課題および泣き課題とメディア指標の相関比

　心の理解課題および泣き課題の指標を説明する要因をより明確にするために、心の理解課題お

よび泣き課題の各指標を目的変数（従属変数）、5つのメディア指標（①テレビ接触量、②テレ

ビ接触単独、③テレビ接触専念、④ビデオ接触量、⑤ゲーム接触量）のうち表 20 に示した心の

理解課題および泣き課題と相関の見られたメディア指標・学年・性別・性別×メディア指標を予

測変数（独立変数）としたロジスティック回帰分析を行った。メディア指標・学年・性別の主効

果のみのモデルか主効果に性別×メディア指標の交互作用を加えたモデルのうち AIC の変化な

どを検討したところ、性別×メディア指標の交互作用を加えたモデルがより妥当と考えられるも

のはなかった（表 21）。なお、（オムニバス検定によって）どのモデルも有意にならなかった目

的変数については割愛した。その結果、いくつかの目的変数でモデル（回帰式）が有意であった

が、十分なモデルの予測精度があると考えられるものは見られなかった。ただし、「あそびのま

えにおかたづけ」課題の理由質問を目的変数としたモデルではビデオ接触量が、「おさらがわれ

ちゃった」課題を目的変数としたモデルではテレビ専念の影響が見られた。また、泣き課題Ａ

（だまし無し）の本当質問を目的変数としたモデルではテレビ接触単独とビデオ接触量の影響が

見られた。

表 21．心の理解課題の各指標を目的変数としたロジスティック回帰分析の結果

目的変数 予測変数（メディア指標） 回帰係数
回帰係数
（性別）

回帰係数
（学年）

定数 χ2値(オムニ
バス検定）

χ2値(Hosmerと
Lemeshowの検定）

あそびのまえに；理由質問 ビデオ接触時間量

ビデオ接触時間

-0.140 -0.107 0.284 -1.806 6.291 12.120
おさらが；完全正答 テレビ専念 -0.011 0.306 0.037 1.471 7.382 8.237

テレビ接触単独 0.020 0.850 -0.673 3.368 7.421 10.908
0.018 0.830 -0.689 3.278 9.049 4.490

回帰係数でゴチックのものは５％水準で有意、イタリックのものは10％水準で有意傾向

χ2値でゴチックのものは５％水準で有意、イタリックのものは10％水準で有意傾向

課題A本当質問
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　前回（2010 年）のデータでは、アイスクリーム課題（完全正答）に関してのみメディア接

触の影響が見られた。その影響とは、男児でのみテレビ接触量が増えるほどアイスクリーム課題

（完全正答）の正答率がわずかに減少することが予想されるというものであった。しかし、今回

年）のデータに関しては、メデ（2012　　　　　　　　　　　　　 　ィア接触によって心の理解課題および泣き課題の成績を

説明するモデルには十分な予測精度があるものは見られなかった。また、前回の心の理解課題お

よび今回の心の理解課題および泣き課題の成績ともに各メディア指標との相関はないか、あって

もごく弱いものであった。同一時点における心の理解課題（および泣き課題）とメディア接触量

との相関でさえ弱く、また相関が見られた場合も前回と今回では異なっている（表 20 と表 22 を

比較）ことから、過去（前回）のメディア接触量が現在（今回）の心の理解課題および泣き課題

の成績に影響を及ぼしている可能性は低いと思われる。

表 22．前回（2010 年）の心の理解課題とメディア指標の相関比
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ア接触量が現在（今回）の心の理解課題および泣き課題の成績に影響を及ぼしている可能

性は低いと思われる。

３.５．心の理解課題の 2010年度、2012年度の 2時点の関連

2010年度（前回）と 2012 年度（今回）の心の
理論課題の正誤の関連について検討するために、

表 23に課題ごとのφ係数を示した。アイスクリー
ム課題、あそびのまえにおかたづけの選択質問、

FP（faux pas）課題では 2時点の関連が見られな
かった。ただし、アイスクリーム課題、FP課題で
は前回と今回で反応が変化したケース（前回は正

答したのに今回は誤答した子どもとその逆の子ど

も）がかなりあることから、2時点間の連関が見られなかったものと思われる。一方、あそ
びのまえにおかたづけの選択質問では今回の調査では大多数の子どもが正答できるように

なっている（天井効果）ため、2時点間の連関が見られなかったのだろう。その他の課題で
は弱い連関が見られた。

４．考 察

今回の調査の結果を整理すると、「アイスクリーム屋さんはどこ？」に関しては、1，2年
生時（前回）に比べて表象質問と現実質問の正答率が上昇していた。これは先行研究（子

安，1997）と似た結果であった。一方、1，2年生時（前回）には現実質問と完全正答で男
児は１、２年生ともに半分程度の子どもしか推測できないが、女児では１年生では男児と

同様に半分程度しか推測できない一方、２年生では６割強の子どもが正しく推測できるよ

うになることが示された。しかし、３，４年時（今回）の調査では性差は見られなくなり、

3年生よりも 4年生で正答率が高いという学年差のみが見られた。ただし、正答率は上昇し

 アイスクリーム課
題（完全正答）

あそびのまえ
に；完全正答

あそびのまえ
に；選択質問

あそびのまえ
に；理由質問

FP完全正答
プールで；完全
正答

プールで；選択
質問

プールで；理由
質問

おさらが：完全
正答

おさらが：選択
質問

おさらが：理由
質問

テレビ接触時間量 0.102 0 .105 0 .105
テレビ接触子ども１人

テレビ専念 0.097 0.100
ビデオ接触時間量 0 .118
ゲーム接触時間量 0.089

表22.前回（2010年度）の心の理解課題とメディア指標の相関比

ゴチックの数字は分散分析で５％水準で有意、その他の数字は１０％水準で有意であることを

アイスクリーム課題（完全正答） 0.032
あそびのまえに；選択質問 0.125
あそびのまえに；理由質問 0.114
FP完全正答 0.044
プールで完全正答 0.144
おさらが完全正答 0.240

ゴチックの数字は５％水準で有意、イタリック
の数字は１０％水準で有意であることを示す

表23．2010年度と2012年度の課題間の正
誤の連関（φ 係数）

ゴチックの数字は分散分析で５％水準で有意、その他の数字は１０％水準で有意であることを示す
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率が高いという学年差のみが見られた。ただし、正答率は上昇しているものの2時点での正誤の

関連は見られない。これは小学校低学年から中学年にかけては、まだ、二次的誤信念の理解が不

安定であることを示しているものと思われる。　　

　「あそびのまえにおかたづけ」に関しては、年齢に伴う正答率の上昇が先行研究（子安，

1997）と同様に見られる一方で、1、2年生時（前回）には選択質問でも理由質問の両質問とも

に性差も学年差も見られなかったが、3、4年時（今回）の調査では選択質問において女児では

学年差が見られないが、男児では3年生よりも4年生で正答率が高いという学年差が見られた。

また、理由質問においても学年差が見られた。これは1、2年生にとっては嘘といやみ（皮肉）

の区別が困難であったため、選択質問および理由質問の正答率が低かった（床効果）のに対し、

女児では3年生時点で、また男子では3年生から4年生にかけて嘘といやみ（皮肉）の区別がで

きるようになってくることを示しているものと思われる。

　「なにがもんだい」に関しては、年齢に伴う正答率の上昇が見られる一方で、1、2年生時

（前回）には、男児では正答率が1年生の3割強から2年生の5割強へ上昇するが、女児では1

年生の時点で5割強の正答率があることを示された。しかし、3、4年時（今回）の調査では性

差も学年差も見られなくなった。「アイスクリーム屋さんはどこ？」と「なにがもんだい」は、

前者はストーリーから登場人物の行動（もしくは心的表象）を推測する必要があるのに対し、後

者は常識と照らしあわせてストーリーから失言した人を検索する必要がある。1、2年生時に

は、1年間の学校教育の影響は、ストーリーから登場人物の行動（心的表象）の推測に関しては

女児においてのみ見られ、常識と照らしあわせてのストーリーからの検索は（女児は1年生の時

点でできているので）男児においてのみ見られるが、3、4年生時には（1、2年生時に比べて

正答率は上昇しているが）そうした性差は明白ではなくなってきている。ただし、二次的誤信念

の推測に関してはまだ完成に達していない一方、「失言をしたのは誰か？」については理解でき

るようになってきていることから、前者については学校教育の影響が見られたが、後者について

は見られなくなったものと考えられる。

　「泣き」課題に関しては、本当質問では全ての課題で高い正答率が見られ、課題 A においての

み性差が見られた。信念質問では性差、学年差ともに見られなかった。本当質問の正答率および

課題 A における性差については、先行研究（溝川・子安，2008）を追認するものであったが、

信念質問については課題 A と B の正答率は本研究のほうが先行研究よりも若干高かった。その

ために、先行研究で見られた性差や学年差が本研究では見られなかったのかもしれない。また、

だましの有無による泣きの理解については、先行研究では課題 A（だまし無し）と課題 B（だま

し有り）の間に差は見られなかったにもかかわらず、本研究では、課題 B のほうが課題 A より

も易しいという先行研究とは異なる結果となった。なお、泣き課題と二次的誤信念の理解（アイ

スクリーム屋さんはどこ？）との相関（表 19 参照）については一部が異なるものの先行研究と

似た傾向が示された。

　以上のように学年差や性差の有無は課題によって異なる。心の理解課題の5課題が内容的に異
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なるものである可能性を示している。また、心の理解課題の5課題間には一部に相関が見られる

が、その程度は 0.0 ～ 0.2 の弱いものである。このことも5課題の質的な違いを示していると言

えよう。

　これまでの NHK“子どもに良い放送”プロジェクトの調査結果では、幼児期の初期におい

て、人物画の発達に対して過度のビデオ視聴が阻害的に働くことを見出している。ま

た、2010年（前回）の調査では、アイスクリーム課題（完全正答）に関してのみ一部にテレビ

視聴の影響が見られた。ただし、それは非常に微々たるものであった。そこで、本調査でもメ

ディアとの接触の影響を検討した。その結果、本調査では、ビデオ視聴の影響もテレビ視聴の影

響もほとんど見られないと解釈し得る結果が得られた。

　前回（2010 年）と今回（2012 年）の2回にわたって心の理解課題の5課題を実施した。 

2年の違いはすべての課題において正答率の上昇という形で示されている。しかし、2時点間で

相関が見られたのは理由を記述しなければならない課題においてであった。一方、強制選択によ 

って反応を求められた課題においては2時点間の関連が見られない。すなわち、それほど大きな

ものではないとは言え、1、2年生時点での作文による理由記述の能力が3、4年時にも続いて

いるものと思われる。一方で、1、2年時に見られた性差および学年差が一部にしか見られなく

なった。
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i　 2010 年2月時点の調査では、「心の理解課題」5問に加えて、いわゆる実行機能（executive 

function）のうちの抑制機能を調べる「カラートレイル検査（Color Trail Test; CTT：

Llorente, Williams, Satz, & D’Elia, 2003）」も実施した。しかし、小学校1、2年生時点で

カラートレイル検査の成績が相当高く、現時点（小学校3、4年生時点）で実施した場

合、天井効果が生じる可能性があること、また、小学校1、2年生時点でもカラートレイ

ル検査の成績と「心の理解課題」の間にはほとんど関連が見られなかったことから、今回

の調査では実施せず、また、縦断分析の対象ともしなかった。




