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表示規則の理解と道徳性の発達の分析結果 

子安増生・郷式 徹 

 
昨年度の調査では、「心の理論」（Premack & Woodruf, 1978; 子安，2000 参照）の課題

のうち、二次的信念課題（Perner & Wimmer, 1985）と責任性理解の２課題を小学１年生

と４年生に実施した結果を報告した。今年度は、同じ被験者サンプル（小学２年生と 5 年

生に進級している）を対象に、表示規則の理解、および、道徳性の発達の２課題を実施し、

メディア接触など他の様々な調査項目との関連性を分析する。 
 

 方法 

今年度用いた２課題の具体的内容は、次のようなものである（課題の詳細は子安、1997；
子安・西垣・服部、1998 参照）。なお、小学校 2 年生と 5 年生とでは、わかちがきの有無、

使用した漢字の種類が異なる。以下、本文の説明は 5 年生用のものである。 
 
（1）表示規則の理解 

表示規則（display rule）とは、ある場面で必要な感情表出の仕方についていうものであ

る。たとえば、お葬式のときに大声で笑ったりしないということは、日本の社会では当然

の感情表出ルールとされる。今回の調査で用いた課題は、子安（1997；子安・西垣・服部、

1998）の研究で用いたもので、以下に示す「外出」「成績」「贈り物」という３つの場面の

それぞれにおいて、登場人物の場面に合った表情を選択できるかを調べる課題である。 
 

1. 外出 今日は、お休みの日です。ひろきくんは朝からおなかがいたくて気分がよくあり

ません。ところが、お父さんから「遊園地につれていってあげよう」と言われました。

ひろきくんは、遊園地に行きたくてしかたがありません。ひろきくんは、おなかがい

たいことを言わないでおこうと思いました（図 1-1、1-2）。 
この問題の答えは、「笑顔」のひろき君（右から 2 番目）とした。 

 

 
（図 1-1、1-2 外出） 
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（図 2-1、2-2 成績） 
 
 

２．成績 しろうくんの学級で算数のテストがかえされました。先生は「今回のテストはみ

んなのせいせきがよくないので、もっとべんきょうをしなさい」としかりました。みん

なは、しょんぼりしました。しかし、じつは、しろうくんだけは百点をとったのでした

（図 2-1、2-2 成績）。 
この問題の答えは、左端以外に設定した。ただし、小学生全学年および大学生を対象に

した研究結果（子安、1997；子安・西垣・服部、1998）では、どの年齢においても、左端

の笑顔を選択する割合が圧倒的に高かった（90％以上）。 
 
３．贈り物 今日は、みさとさんのおたん生日です。ばんごはんの前に、おじさんがやって

きました。おじさんは、おたん生日のおいわいに、お人形をプレゼントしてくれました。

ところがなんと、そのお人形は、友だちと「あんなかわいらしくないお人形は、ほしく

ないわね」と言っていたものでした。でも、そんなことを言うとおじさんにわるいので、

言いませんでした（図 3-1、3-2 贈り物）。 
この問題の答えは、「笑顔」のみさとさん（右端）とした。 

 

 

（図 3-1、3-2 贈り物） 
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（2）道徳性の発達 

 Piaget, J. （大伴訳、1956）は、児童中期に子どもたちの道徳性の判断の基準が「行為

の結果」に中心化された状態から「行為の動機」も考慮できる状態へと推移することを明

らかにした。このことを調べるために用いられた課題は、2 枚の絵からなるお話①（図 4
－1）とお話②（図 4－2）を読んだ後、２つの「しつもん」に答える形式をとる。 
［お話①］ 

a) たかおくんは、台所でお母さんのおてつだいをしていて、おさらをとなりのへやにも

っていこうとしました。 
b) ところが、たかおくんはつまずいてころびそうになり、おさら 10 まいがぜんぶゆかに

おちて、われてしまいました。 
［お話②］ 

a) よしやくんは、お母さんがいないとき、台所の戸だなからだまっておかしをとろうと

しました。おかしはたかいところにあるので、よしやくんはイスのうえにのぼって手

をのばしとろうとしましたが、それでもとどきませんでした。 
b) よしやくんがおかしをさがしているうちに、手があたって、おさらが 1 まい、ゆかに

おちてわれてしまいました。 

     
（図4-1）                （図4-2） 

 

［しつもん］ 

（１） たかおくんとよしやくんとは、どちらかがよりよくないことをしたでしょうか。そ
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れとも、同じくらいよくないことをしたでしょうか。１から３までの数字のどれか

に○をしてください。 
１．たかおくんの方がよくない。 
２．よしやくんの方がよくない。 
３．どちらも同じくらいよくない。 

 この選択質問では、「２．よしやくんの方がよくない」を選択した場合を正答とした。 
 
（２） あなたは、どうしてそう思いましたか（そう思ったわけ）。 
この理由質問（自由記述で解答）では、次のようなものを正答とした。 
・ 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。 
また、理由づけを書かなかった場合に加えて、たとえば次のような答えを誤答とした。 
・ 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まいも同じに思えたから（「３．どちらも同じくらいよくない」

を選択した場合） 
・ たかおくんは、わざとにつまづいたのではないし、よしやくんもわざとあたったわ

けじゃないから（「３．どちらも同じくらいよくない」を選択した場合） 
 
 結果 

1．表示規則の学年差  

 表示規則の理解については、「外出」「成績」「贈り物」の各場面の正答にそれぞれ 1 点

を与え、その合計を「表示規則の合計得点」（範囲；０～３点）とした。結果は、表１に示

される。この表から明らかなように、全体として平均得点は低い。t 検定の結果、5 年生（平

均 0.65）の方が 2 年生（平均 0.33）よりも得点が高かった（t（280)＝4.19，p<.01）。 
次に、場面ごとの結果を学年（２年生、５年生）×正誤のクロス表に示した（表２）。

場面ごとに学年と正誤の関連を調べるために、フィッシャーの直接法を実施したところ、

「外出」と「成績」では有意な関連性が見られなかったが、「贈り物」では 5 年生（25.8％）

の方が 2 年生（12.3％）よりも正答率が高かった（p<.001）。 
 



 

- 94 - 

平　均 （標準偏差)

2年生 (n=146） 0.33 (0.55)

5年生 (n=136） 0.65 (0.74)

表１．表示規則の合計得点の学年別平均（標準偏差)

t （280)＝4.19，p<.01  
 

誤答 正答 誤答 正答 誤答 正答

2年生 (n=146） 116 30 135 11 128 18

5年生 (n=136） 108 28 118 18 101 35

外　出 成　績 贈り物

表２．表示規則の理解課題における場面ごとの学年別正誤人数

 
 

 

2．道徳性の発達の学年差 

道徳性の発達課題については、本研究では選択質問、理由質問のいずれか片方しか正答

しなかった子どもは両学年とも４、５人であり、選択質問、理由質問ともに合っていた場

合を「正答」と定義した。その結果が表 3 に示される。2 年生と 5 年生の間の正答率の分

布差をχ2検定によって調べたところ、2 年生（64.4%）よりも 5 年生（72.8%）の方が 10％
水準で正答率が高かった（χ2(1)＝2.31, p<.1）。これは、統計的に有意ではないが、ピア

ジェの結果と整合する方向の結果である。 

誤　答 正　答 正答率（％）

2年生 (n=146) 52 94 64.4

5年生 (n=136) 37 99 72.8

χ2(1)＝2.31, p<.1

表３．道徳性の発達課題の学年別正誤人数と正答率

 
3．メディア接触などの調査項目との関連性 

 次に、表示規則の合計得点および道徳性の正誤と、メディア接触など他の調査項目との

関連性について検討した。表 4 は、統計的に有意な関係が見られたものを調査項目ごとに

まとめて示したものである。以下、その内容を表示規則と道徳性に分けて詳しく見ていく。 
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項目内容 結果の図表 道徳性との関連性

保護者１ Q12-１ ○○ちゃんといっしょにテレビをよく見る 図５
質問への回答の高・低×学年のニ要因
分散分析の結果，交互作用が有意（低；
2年＜5年，5年；低＞高）

F(1,250）＝6.97，ｐ<.01

保護者１ Q12-８ ○○ちゃんが見てよい時間を決めている 表７
質問への回答の高・低×道徳性の正・誤
のクロス表(2年生）で有意（フィッシャーの
直接法でｐ<.01）

保護者１ Q12-９ 食事中はテレビをつけない 図６
質問への回答の高・低×学年のニ要因
分散分析の結果，交互作用が有意（高；
2年＜5年，5年；低＜高）

F(1,250）＝5.88，p<.05

保護者１ Q16-２
〈ビデオ視聴〉ひとり（子どもだけ）でみること
が多い

表８
質問への回答の高・低×道徳性の正・誤
のクロス表（2年生）で有意（フィッシャーの
直接法でｐ<.05）

保護者１ Q28 信頼感尺度得点 表９
信頼感尺度得点の高・低×道徳性の正・
誤のクロス表（2年生）で有意（フィッシャー
の直接法でｐ<.01）

保護者１ Q33-７
○○ちゃんに，○○ちゃんの友だち関係のこ
とについて色々と尋ねる

図７
質問への回答の高・低×学年のニ要因
分散分析の結果，学年の主効果，回答
の高低の主効果が有意

学年；F(1,250）＝17.30，ｐ<.01
回答の高低；F(1,250）＝5.95，ｐ
<.05

保護者１ Q32-２ 毎日が新鮮である 表10
質問への回答の高・低×道徳性の正・誤
のクロス表（５年生）で有意（フィッシャーの
直接法でｐ＜.01）

子ども Q9-10
友だちと自分の家でテレビゲームをして遊ぶ
ことがありますか

表５ 質問への回答の高＜低（ｔ検定） t(134)＝1.99，p<.05

子ども Q13-C9 手足がふるえる 表６ 記入なし＜記入有り（ｔ検定） t(50)＝2.34，p<.05

子ども Q13-A2 全身がだるい 表11
質問への未記入・記入×道徳性の正・誤
のクロス表（５年生）で有意（フィッシャーの
直接法でｐ<.01）

子ども Q13-A9 足元がたよりない 表12
質問への未記入・記入×道徳性の正・誤
のクロス表（５年生）で有意（フィッシャーの
直接法でp<.01）

表４．他の調査項目と表示規則および道徳性との関連性

表示規則との関連性項目番号
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3.1. 表示規則との関連性 

3.1.1. いっしょにテレビをよく見る 

保護者１のQ12-1「○○ちゃんといっしょにテレビをよく見る」の低群・高群との関連

を学年ごとに見たものが図５である。分散分析の結果、交互作用のみが有意であった

（F(1,250)=6.97，p<.01）。５年生では、保護者といっしょにテレビを見ない方が表示規則

の得点が高い。しかし、２年生では、そのような傾向は見られなかった。 

図５．学年ごとの保護者１（Q12-1)「○○ちゃんと
　　　　いっしょにテレビをよく見る」の高群・低群

における表示規則の平均得点
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3.1.2. 食事中はテレビをつけない 

 保護者１のQ12-9「食事中はテレビをつけない」の低群・高群との関連を学年別に見た

ものが図６である。分散分析の結果、交互作用のみが有意であった（F(1,250)=5.88，p<.05）。
５年生では、食事中はテレビをつけない方が表示規則の得点が高い。しかし、２年生では、

そのような傾向は見られなかった。 

図６．学年ごとの保護者１（Q12-９)「食事中はテレビをつけな
い」の高群・低群における表示規則の平均得点
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3.1.3. 友だち関係のことについて尋ねる 

 保護者１のQ33-7「○○ちゃんに、○○ちゃんの友だち関係のことについて色々と尋ね

る」の低群・高群との関連を学年別に見たものが図７である。分散分析の結果、学年の主

効果（F(1,250)=17.30，p<.01）および回答の高低の主効果（F(1,250)=5.95，p<.05）が有

意であった。すなわち、５年生は２年生よりも表示規則の理解が高く、友だち関係のこと

について色々と尋ねると回答した保護者の子どもは、表示規則の理解が高かった。 

図７．学年ごとの保護者１（Q33-７)「○○ちゃんに、○○
        ちゃんの友だち関係のことについて色々と尋ねる」
　　　の高群・低群における表情の表示規則の平均得点
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3.1.4. 友だちと家でテレビゲームをして遊ぶ 

表５に示すように、５年生の回答者において、Q9-10「友だちと自分の家でテレビゲー

ムをして遊ぶことがありますか」の低群は高群よりも表示規則の理解が有意に高かった

（t(134)＝1.99, p<.05）。なお、この調査は、２年生では実施していない。 

平均 （標準偏差)

低群(n=71） 0.77 (0.74)

高群(n=65） 0.52 (0.73)

表５．子ども-5年生（Q９-10）の高群・低群別、表示規則の
合計得点の平均（標準偏差)

Q9-10. 友だちと自分の家でテレビゲームをして遊ぶことが
ありますか

　　t(134)＝1.99, p<.05  
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3.1.5. 手足がふるえる 

表６に示すように、５年生の回答者において、Q13-C9「手足がふるえる」にチェック

した「記入有り」群では表示規則の得点が 0.14 であり、「記入なし」群（0.82）よりも有

意に低かった（t(50)＝2.34, p<.05）。記入有り群は７人だけであり、「手足がふるえる」原

因も特定できないが、身体的異常と表示規則の発達の遅れとの関係が示唆される結果であ

る。なお、この調査は、２年生では実施していない。 

平　均 （標準偏差)

記入なし (n=45） 0.82 (0.75)

記入有り (n=7） 0.14 (0.38)

　t(50)＝2.34, p<.05

表６．子ども‐5年生（Q13-C9）の記入なし群・記入有り群
別、表示規則の合計得点の平均（標準偏差)

Q13-C9　手足がふるえる

 
 
3.2. 道徳性との関連性 

3.2.1. 見てよい時間を決めている 

保護者１のQ12-8「○○ちゃんが見てよい時間をきめている」の低群・高群と道徳性の

正誤の関連を２年生について見たものが表７である。道徳性の正答率は低群（47.7％）が

高群（74.2％）よりも有意に低かった（フィッシャーの直接法で p<.01）。この傾向は、５

年生では見られなかった。 

誤　答 正　答 正答率（％）

低群（n=44） 23 21 47.7

高群（n=93） 24 69 74.2

表７．保護者１（Q12-８）の高群・低群と2年生の道徳性の正誤の関連性

Q12-8  ○○ちゃんが見てよい時間を決めている  
 

 

3.2.2. ビデオ視聴は子どもだけ 

保護者１の Q16-2「〈ビデオ視聴〉ひとり（子どもだけ）でみることが多い」の低群・

高群と道徳性の正誤の関連を２年生について見たものが表８である。道徳性の正答率は低

群（54.7％）が高群（71.9％）よりも有意に低い（フィッシャーの直接法で p<.05）。この
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傾向は、５年生では見られなかった。 
以上は、「ひとりでみることが多い」ことが道徳性を高めるという結果であるが、「ひと

りでみる」ことの対極にあるものが「家族でみる」のか「まったくみない」のかは分から

ない。子どもの単独視聴について、さらに詳細に検討する必要がある。 

誤　答 正　答 正答率（％）

低群（n=53） 24 29 54.7

高群（n=82） 23 59 71.9

表８．保護者１（Q16-２）の高群・低群と2年生の道徳性の正誤の関連性

Q16-2  〈ビデオ視聴〉ひとり（子どもだけ）でみることが多い  
 

3.2.3. 信頼感得点尺度 

保護者１のQ28 信頼感尺度得点の低群・高群と 2 年生の道徳性の正誤の関連を見たもの

が表９である。道徳性の正答率は信頼感尺度の低群（79.7％）が高群（54.1％）よりも有

意に高いという結果が見られた（フィッシャーの直接法で p<.01）。しかし、この意味はよ

くわからない。また、この傾向は５年生では見られなかった。 

誤　答 正　答 正答率（％）

低群（n=59） 12 47 79.7

高群（n=74） 34 40 54.1

表９．保護者１（Q28）の信頼感尺度得点の高群・低群と2年生の道徳性の正誤との関連性

 
 

3.2.4. 毎日が新鮮である 

保護者１のQ32-2「毎日が新鮮である」の低群・高群と５年生の道徳性の正誤の関連を

見たものが表 10 である。道徳性の正答率は低群（81.7％）が高群（59.3％）よりも有意

に高い（フィッシャーの直接法で p<.01）。この傾向は、２年生では見られなかった。

誤　答 正　答 正答率（％）

低群（n=82） 15 67 81.7

高群（n=54） 22 32 59.3

表10．保護者１（Q32-２）の高群・低群と５年生の道徳性の正誤との関連性

Q32-2  毎日が新鮮である  
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3.2.5. 全身がだるい 

表11に示すように、５年生の回答者において、Q13-A2「全身がだるい」にチェックし

た「記入有り」群では道徳性の正答率が 16.7％であり、「記入なし」の 80.3％よりも有意

に低かった（フィッシャーの直接法で p<.01）。記入有り群は６人だけであり、「全身がだ

るい」と感ずる身体的精神的原因は特定されないが、身体の倦怠感と道徳性の理解の発達

の遅れとの関係が示唆された。なお、この調査は、２年生では実施していない。 
 

表 11. 子ども-5 年生（Q13-A2）の記入なし群・有り群と道徳性の正誤との関連性 

 誤答 正答 正答率（％） 

記入なし群（n=76) 15 61 80.3 

記入有り群（n=6) 5 1 16.7 

Ｑ13-A2 全身がだるい 

 
3.2.6. 足元がたよりない 

表12に示すように、５年生の回答者において、Q13-A9「足元がたよりない」にチェッ

クした「記入有り」群では道徳性の正答率が 20.0％であり、「記入なし」の 79.2％よりも

有意に低かった（フィッシャーの直接法で p<.01）。記入有り群は５人だけであり、「足元

がたよりない」と感じている原因は特定されないが、身体的不調感と道徳性の理解の発達

の遅れとの関係が示唆された。なお、この調査は、２年生では実施していない。 

誤　答 正　答 正答率（％）

記入なし群（n=77） 16 61 79.2

記入有り群（n=5） 4 1 20

表12．子ども‐5年生（Q13-A９）の記入なし群・有り群と道徳性の正誤の関連性

Q13-A9  足元がたよりない  
4．「心の理論」関連項目とメディア接触との関連性 

昨年度は、「心の理論」関連項目として、二次的信念の理解課題および責任性の理解課

題を実施した。そこで、昨年度の心の理論課題合計（二次的信念課題と責任性課題の合計

得点）と今年度の課題（表示規則および道徳性の発達）との相関、および、各年度のテレ

ビ接触時間、ビデオ接触時間、テレビゲーム時間、映像接触時間（テレビ接触時間、ビデ

オ接触時間、テレビゲーム時間を合わせた指標）との相関を表 13 にまとめた。表 13 にお

いて、昨年度の「心の理論課題合計」と今年度の道徳性の間に弱い有意な相関（0.239, 
p<.05）が見られた。心の理論は、道徳性と多少なりとも関連していることが示された。
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しかしながら、心の理論課題合計、表示規則、道徳性とメディア接触の４指標との有意な

関係は見られなかった。 
 

表 13. 心の理論課題相互ならびにメディア接触指標との相関 

 心の理論課題合計 

         （昨年度） 
テレビ接触時間 ビデオ接触時間 テレビゲーム時間 映像接触時間

心の理論課題合計   

（昨年度）   
-0.027 -0.058 -0.01 -0.048 

表示規則の理解 

（今年度） 
0.096 0.061 -0.066 0.041 0.054 

道徳性の発達 

（今年度） 
  0.239 * 0.039 0.041 -0.077 0.012 

註 1. 映像接触時間は、テレビ接触時間、ビデオ接触時間、テレビゲーム時間をあわせた指標である。 

註 2.  *p < .05 

 

全体的考察 

１．表示規則の発達 

表示規則の合計得点（表１）では、5 年生（平均 0.65）の方が 2 年生（平均 0.33）より

も有意に得点が高くこの期間に理解が増大することが示唆された。 
３つの場面ごとの正答率を京都府の小学生 890 人で調べた原研究（子安、1997；子安・

西垣・服部、1998）のデータと比較すると、「外出」場面については、2 年生では原研究

15.5％、本研究 20.5％、5 年生では原研究 29.1％、本研究 20.8％で大きな差はなかった。

「成績」場面については、原研究は 10％以下であり、本研究の 2 年生 7.5％、5 年生 13.2％
と大差はない。「贈り物」については、2 年生では原研究 12.7％、本研究 12.3％、5 年生

では原研究 43.1％、本研究 25.7％であり、本研究のデータは 5 年生の正答率において少し

低かった。 
このように、表示規則の理解の正答率は概して低かったのであるが、それでも学年の進

行とともに得点が上昇し、他の指標との関連性も見られたので、方法を少し改良すればさ

らに有効な調査法となることが期待できる。 
 

２．表示規則の理解とメディア接触 

表 13 の結果は、表示規則の理解とテレビ接触時間、ビデオ接触時間、テレビゲーム時

間、映像接触時間の４指標との間に直接の相関関係が見られないことを示している。この

４指標はいずれも接触時間の要因であり、要するにメディア接触の「時間（time）」の長

短との関連性は見られなかったのである。 
 



 

- 102 - 

他方、表４の結果は、メディア接触の「様態（mode）」と表示規則の理解との間に一定

の関係があることを示唆している。すなわち、保護者が「食事中はテレビをつけない」よ

うにし（図６）、子どもの「友だち関係のことについて色々と尋ね」（図７）、子ども自身が

「友だちと自分の家でテレビゲームをして遊ぶこと」が少ないと感じている（表５；調査

対象は５年生のみ）場合、２年生ではこのことの効果は見られないが、５年生では表示規

則の理解が高くなることが示されている。学年の進行とともに、親によるメディア接触へ

の関与が徐々に効果をあげていくという結論は、今回の横断的データからはできないが、

今後フォローアップ研究を進める上で示唆的な結果である。なお、「手足がふるえる」にチ

ェックした少数の子どもの表示規則の平均得点が低かったという事実（表６）も今後の重

要な検討材料である。 
 

３．道徳性の発達 

道徳性の発達課題の正答率では、2 年生（64.4%）と 5 年生（72.8%）の差は 10％水準

にとどまった（表３）。原研究（子安、1997；子安・西垣・服部、1998）のデータでは 2
年生は 63.4%であり本研究の２年生とほぼ同じだが、5 年生は 84.6％であり、本研究の５

年生の正答率が少し低かったと見ることができよう。 
道徳性の発達は、昨年度の「心の理論課題合計」との間に、あまり強くはないが有意な

相関（0.239, p<.05）があった。この意味において、道徳性の発達は直接「心の理論」を

測定するものではないが、「心の理論」との関連で見ていくことのできる課題であるといえ

よう。 
  
４．道徳性の発達とメディア接触 

表 13 の結果は、道徳性の発達についても、テレビ接触時間、ビデオ接触時間、テレビ

ゲーム時間、映像接触時間との間に直接の相関関係が見られないことを示している。道徳

性の発達とメディア接触「時間」の長短との関連性は見られなかったのである。そこで、

表４のメディア接触の「様態」と道徳性の発達について検討する。 
子どもが２年生のとき、保護者が「見てよい時間を決め」（表７）、ビデオ視聴時に「ひ

とり（子どもだけ）でみることが多い」（表８）場合、道徳性の課題の正答率は高くなった。

しかし、この効果は５年生では見られなかった。以上の結果を「親によるメディア接触へ

の関与」で解釈するには、データが十分とは言えないだろう。信頼感尺度の結果（表９）

や「毎日が新鮮である」の結果（表 10）も整合的とは言えない。「全身がだるい」（表 11）
や「足元がたよりない」（表 12）にチェックした６～７％の子ども（調査対象は５年生の

み）の道徳性の理解が 20％以下であるという事実ともつきあわせながら、さらに検討を進

めていく必要がある。 
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