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「うそ」に対する子どもの認識に関する研究の動向
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Children’s awareness oflying：A review
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Tbis paper reviews researchinto children’s awareness
oflies．Al仏ough this topic was

neglected for nearly balf a centur沸ねIlowing Piaget’s studies（1932），it has recently been tbe bcus

Of renewed attention．In this papeちWe鮎st describe early researchinto chil血en’s awareness of

lying witbin Piaget’s series of studies concernlng mOraljudgments．Ⅵ屯then
discuss recent studies

looking at cbildren’s moraljudgments and tbeir categorization oflies．Next，We COnSider some other

aspects of children’s awareness oflying，before，銭nally；discusslnglSSueS for future
research．
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本稿は，「うそ」に対する子どもの認識について

検討した研究を概観するものである．子どもの「う

そ」について心理学が関心を持ち始めた時期は非常

に 早 く，Hall（1891）やStern＆Stern（1909，

Lamiellによる英訳，1999）の頃から注目されてき

た．Piaget（1932 大伴訳，1957）は道徳判断の発

達に関する一連の研究のなかで「うそ」を扱ってお

り，「うそ」に対する子どもの認識について初めて

詳細な検討を行っている．しかしながら，子どもの

「うそ」の認識についての研究は，Piaget（1932）

の研究以降ほぼ半世紀にわたって中心的議題として

取り上げられることが無かった．再びこの議題が心

理学において注目されるようになったのは80年代に

入ってからであり，ここ20年においていくつかの新

たな知見が得られるようになってきた．近年におい

て「うそ」に対する子どもの認識に関心が向けられ

るようになった理由として瀧1war＆Lee（2002）

は，理論的なものと実際的なものの大きく2つを挙

げている．理論的なものとしては，道徳発達の文化

普遍性の検討に代表されるような子どもの道徳性研

究の進歩や，心の理論研究に代表されるような子ど

もの心的状態の理解に関する研究の発展が指摘され
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ている．また，より実際的なものとしては，児童虐

待など子どもに関わる犯罪の増加に伴い，子どもの

法的証言能力への関心（真実を発言できるか否か）

の高まりが挙げられている．

心理学において子どもの「うそ」について取り

扱っている研究は，社会心理学における虚偽検出や

非言語的漏洩の領域，あるいは近年注目を集めてい

る自白や法廷証言の正確さなどを扱う法心理学の中

にも見られるが，本稿ではPiaget（1932）以降伝統

的に発達心理学の領域で行われている子どもの「う

そ」の認識研究について概観していく．

本稿の構成としては，最初にPiaget（1932）によ

る子どもの「うそ」の認識についての研究を解説す

る．次に「うそ」の認識としてよく研究がされてい

る，「うそ」に対する道徳判断と定義判断について

の知見をそれぞれまとめる．また，この2つの判断

以外に研究されている「うそ」に対する認識の側面

についていくつか記述し，最後にこれらの研究の問

題点と今後の課題を述べようと思う．
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1－ Piag朗における子どもの「うそ」の認識

「うそ」に対する子どもの認識についてアプロー

チした先駆的研究は，Piaget（1932）によるもので

ある．彼は，子どもの道徳判断の発達についての一

連の研究の中で「うそ」を取り上げ，子どもが「う

そ」をどのように捉えているかにつし1て，その特徴

を報告している．Piaget（1932）が検討したものは

大きく分けると，1）「うそ」の定義判断（どのよ

うな発言（叙述）が「うそ」か）と2）「うそ」の

道徳判断（どのような事実と異なる誤った叙述がよ

り悪い叙述かw「うそ」と誇張表現や空想といった

その他の誤った叙述との比較）の2種類である．以

下にPiaget（1932）の報告を概観する．

1）子どもの「うそ」の定義判断

Piaget（1932）は，子ども達に「「うそ」とはな

にか？」と直接的に質問し，あるいはエピソードを

提示して「うそ」か否かを尋ね，その反応から「う

そ」の定義判断，カテゴリー化の発達を3つの段階

に分類した．定義の最初の段階（第1塑）は「「う

そ」とは悪い言葉である」というものである．一般

的に考えられている「うそ」だけでなく，口にする

ことを禁じられている悪口や汚い言葉なども「う

そ」と判断する．この段階の子どもは，「うそ」と

は言語によって犯される道徳的過失であると認識し

ている．つまり，言葉を用いて他者を騙すという道

徳的過失と，言っては行けないと禁止されている言

葉を言ってしまう道徳的過失は同等のものと見なし

てしまう傾向を持つとPiaget（1932）は主張してい

る．次の段階の認識（第2塑）は「「うそ」とは本

当でないことを言うこと」である．この段階の子ど

も達は，叙述の内容が事実と異なっている場合にそ

の叙述を「うそ」と認識する．そのため，その叙述

の誤りが他者を騙そうしている意図的なものであろ

うと，単なる間違いの結果であろうと，同等に「う

そ」と認識してしまう．piaget（1932）はこの段階

の子ども達は，意図的行為と無意図的な行為を区別

することは可能であるが，その区別を「うそ」の定

義に上手く関連づけられないとしている．そして最

後の段階（第3型）において，話し手の意図を定義

に関連づけ，「「うそ」とは意図的な言語的誤り」と

する判断が可能になるとしている．Piaget（1932）

のデータでは，第1型の認識が6歳くらいまで，第

2型が8，9歳くらい，第3型の認識に至るように

なるのは10歳以上になってからであることが示され

ている．

2）子どもの「うそ」の道徳判断

Piaget（1932）はどのような事実と異なる誤った

叙述がより道徳的過失として重いのかについて，主

に2種類のエピソードを対提示する形式で「どちら

の（主人公の）言ったことがより悪いか？」と尋

ね，子ども達に報告をさせた．ここでは，「うそ」

を始めとする誤った叙述の内容および結果と道徳判

断の関係が検討された．誤った叙述の内容と道徳判

断については，具体的には明らかに相手を騙そうと

する意図を待った「うそ」（例えば本当は貰ってい

ないのに先生から良い点を貰ったと言う）と，誇張

表現（牛くらい大きいイヌを見たと言う）や，願望

から作り上げた寓話・空想（自動車に本当には乗っ

ていないが，乗せてもらったと作り話をする）は，

どちらがより悪い叙述なのかを子ども達に尋ねた．

その結果，子ども達は発達の初期の段階において意

図は考慮に入れず，誤った叙述の中にどれだけ真実

らしさが多いか少ないかによって判断していた．す

なわち，叙述が真実らしくなくなるほど，その内容

が現実から経れるほどより悪いと子ども達は判断す

るとPiaget（1932）は指摘している．この段階にお

いては，「先生から良い点を貰った」という意図的

に他者を騙す「うそ」の叙述よりも，「牛くらい大

きいイヌを見た」という誇張表現の叙述の方が悪い

という判断がされていた．そして，子ども連はこの

判断の理由として多くが，誇張表現や願望から作り

上げた寓話は「うそ」の叙述よりもそれがすぐ事実

と異なることが判るため，客観的に「信じることが

できない」から悪いと報告していた．大体このよう

な判断は7歳ぐらいがピークであり，その後10歳前

後までに相手を騙そうとする意図を持った叙述をよ

り悪いと判断するようになることが明らかにされ

た．また，叙述内容についての評価の仕方も変化

し，叙述が真実らしくなく過ちとすぐ分かるのであ

れば，それは「うそ」をつこうとしているのではな

く，誇張や冗談であると判断されるようになり，逆

に「先生から良い点を貰った」というような「う

そ」の叙述は，信じられてしまう可能性があるた

め，より悪いと判断するようになると指摘されてい

る．

誤った叙述のもたらす結果と道徳判断について

は，内容と同様に2種類のエピソードを対提示する

形式で調べられている．具体的には騙す意図を持た

ないが誤った情報を教えてしまい，相手に損害を与

えるエピソードと，相手を騙そうとして誤った情報

を教えたが（「うそ」），相手に損害を与えなかった

エピソードを用い，どちらがより悪いかを判断させ

た．その結果，7歳くらいまでの子どもは物理的結

果（相手が損害を負ったか，負わなかったか）を基

準に判断するが，それ以降は加齢とともに意図をよ
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り重視した判断をすることが可能になることが明ら

かにされた．

またPiaget（1932）は，なぜ「うそ」はついては

悪いのかという理由についての子どもの回答も集め

ており，その理由付けは3つの段階に分けられると

している．最初に現れる主な理由は「罰せられるか

ら，「うそ」はついてはいけない」というものであ

る．この段階の子どもにとっては罰せられることが

すなわち悪いことになる．逆にいえば大人に罰せら

れなければ悪くないと判断するのである．それがあ

る程度の発達を経ると「「うそ」とは本質的に悪い

ものであり，懲罰の対象になる」という考えを持つ

ようになり，例え直接的に罰せられなくとも「う

そ」をつくことは悪いと評価するようになる．そし

て10歳を越えたあたりで「相互的信頼と情愛に反す

るため「うそ」は悪い」という理解に至るとしてい

る．

Piaget（1932）の道徳判断研究は，結果判断から

意図判断（山岸，1991）への移行，あるいは結果論

から動機論（吉岡，1992）という言葉でよく表わさ

れる．特に幼児や児童前期の子どもの他律的，結果

論的な道徳判断は道徳的実在論（moralrealism）と

いう言葉でも表わされ，以後の研究の中心的議題の

1つとなった．Piaget（1932）の事例は，「うそ」

という道徳的過失についても結果論から動機論と

いった記述をほぼ支持しており，Piaget（1932）は

盗みや過失等といった他の道徳的問題と同様に，

「うそ」の定義判断や道徳判断は客観的な結果や大

人からの評価といった外的基準からの判断から，行

為者の意図といった内的な基準による判断に発達と

ともに変化することを主張している．

2．「うそ」に対する子どもの道徳判断

子どもの「うそ」の認識についての研究は，

Piaget（1932）の影響を多大に受け，その研究領域

を「うそ」の道徳判断と定義判断に焦点化してきた

と言える．そこで本稿においても，Burton＆

Strichartz（1991）やLee（2000）の文献研究になら

い，道徳判断，定義判断毎にそれぞれの研究の解説

を行う．定義判断に比べ，道徳判断は時期的に早い

段階から検討が行われていることから，本稿では道

徳判断，定義判断の順に記述する．本節においては

子どもの「うそ」の道徳判断についてのPiaget

（1932）以降の研究を概観する．

1）piagetの再検討

Piaget（1932）以降の「うそ」の道徳判断研究

は，言わば彼の主張の詳細な再検討および修正であ

ると言える．Piaget（1932）の道徳発達理論はいく

つかの問題点（例えば，結果論と動機論は対立する

道徳観であり，一方が変形して，もう一方に統合さ

れるというPiaget本人が主張する発達段階の条件を

満たしていない点や，道徳判断における社会的認知

の関与を十分に検討していない点など）を抱えてお

り，以降の子どもの道徳発達研究においてはこれら

をどのように解決するかという形で発展してきた

（山岸，1991）．「うそ」の道徳判断もその一部とし

ていくつかの検討がなされている．例えば，

Macl（enZie（1971）は反社会的な行動の種類（「う

そ」，盗み，攻撃など）が子どもの道徳判断にどの

ような影響を与えるか検討し，「うそ」という行動

は他の行動に比べてより早く結果論から動機論によ

る道徳判断へと変化が見られることが明らかにし

た．また二宮（1981）は，Gutkin（1972）の研究を

元にエピソード構造をシステマテイツクに変化さ

せ，「うそ」，盗み，過失の道徳的領域における意図

と物理的結果の組み合わせの影響を検討した．その

結果，「うそ」を始めとする全ての道徳的領域にお

いてGutkin（1971）の主張するような，結果のみ

の判断段階から，意図と結果の両方を考慮するが結

果を重視する判断段階，意図のほうをより重視する

段階，そして意図のみで判断する段階という4つの

細かな段階が結果論から動機論への推移の過程に存

在することを明らかにした．またPiaget（1932）の

理論を元に新しい道徳性の発達理論を確立した

Kohlberg（1971，1984 内藤，1992より引用）の主

張を基盤にして「うそ」の道徳判断について検討し

た研究も存在する（Carson，1984；Piesach＆

Hardeman，1983）．しかしながら，これらの研究に

おいて共通するのは，「うそ」はPiaget（1932）や

Kohlberg（1971，1984）の道徳発達理論の領域普遍

性を証明する材料としての1領域としてしか捉えら

れておらず，「うそ」という事象を問題の中心に据

えた研究ではなかった．

子どもの「うそ」の道徳判断を研究の中核に据え

た研究が現れるようになったのはPiaget（1932）以

降50年が経過した1980年代になってからである

（Lee，2000）．peterson，Peterson＆Seeto（1983）

はPiaget（1932）の研究方法の問題点を指摘し，そ

れを修正する形で追試研究を行った．彼らはPiaget

（1932）の用いた2つのエピソードの対提示による

質的評価（どちらが悪いかという判断）は子どもの

認知能力に大きな負担をかけると指摘し，1つのエ

ピソードに対して量的な評価（どのくらい悪いかと

いう判断）をさせるという測定方法の変更を行っ

た．また，単純に口頭でのエピソードの教示だけで



46 筑波大学心理学研究 第28号

なく補助刺激としてビデオ映像によるエピソード提

示という子ども達がよりエピソードを理解しやすく

するための工夫を凝らした．課題エピソードとして

Piaget（1932）が扱った3つの無意図的な叙述の誤

り（誇張，年齢推測一年齢を間違える，方向推測一

間違った道を教える）と汚言，結果の異なる3つの

意図的な「うそ」（結果記述無し，信じてもらえず

罰せられた，信じてもらえて罰せられなかった），

及び利己的な目的で無い3種類のタイプの「うそ」

（儀礼的な「うそ」，ジョーク的な「うそ」，愛他的

な「うそ」）の計10種類を設定し，幼児，児童およ

び大学生を対象に道徳判断をさせた．するとPiaget

（1932）の報告とは異なる結果がいくつか見られ，

Piagetの主張する年齢（8歳以降）よりも早期の段

階において意図に基づく道徳判断がなされているこ

とが明らかになった．例えばPiaget（1932）の研究

においては年少児は誇張を意図的な「うそ」よりも

より悪いと評価することを指摘したが，Petersonら

（1983）の結果においては5歳児においても3つの

意図的な「うそ」の方が誇張よりもより悪いと評価

していることが示された．さらに，5歳児において

も大人に罰せられた「うそ」よりも信じられた「う

そ」の方をより悪いと判断し，Piaget（1983）の指

摘とは対照的な結果が得られた．また，全ての年齢

群において自分の身を守るためについた「うそ」の

方が相手に気を使ったり，かばったりする目的で行

われた「うそ」よりもより悪いと判断しており，意

図的な「うそ」であってもその種類によって評価の

仕方が異なることを明らかにした．

Bussey（1992）は，先行研究において扱ってい

るのは事実と異なった誤った叙述がほとんどであ

り，その対となる正しい叙述について子ども達がど

のように評価しているのかは扱って来ていないこと

を指摘した．また，先行研究では「うそ」の信用性

（「うそ」が信じられたか否か）や「うそ」の処罰の

有無（「うそ」をついて罰せられたか否か）が道徳

判断に与える影響について検討しているが，この2

つの要素を明確に分けずに混同した形で研究をして

いる点を挙げ，これらの問題点を検証する研究を

行った．具体的にはBussey（1992）はある悪事

（misdeed）を隠すために「うそ」をつく，あるい

は隠さず正直に告げるというエピソード課題を作

り，「うそ」の叙述と真実の叙述に対する道徳判断

を直接的に比較できるように設定した．また叙述が

信じられたか否か，その結果，罰せられたか否かに

ついてエピソードを統制し，幼児及び児童に道徳判

断をさせた．すると，「うそ」の叙述及び真実の叙

述については全ての年齢において「うそ」の方をよ

り悪いと評価しており，幼児期においても「うそ」

と真実を明確に理解した道徳判断がなされているこ

とが明らかになった．また，「うそ」及び真実を告

げたことで罰せられたか否かが道徳判断に与える影

響を検討したところ，幼児においては罰せられたか

否かは道徳判断の評価に影響をもたらす要因になる

が，児童においてはそれが見られないことが示さ

れ，Piaget（1932）の主張を支持する結果が見られ

た．しかしながら「うそ」の叙述を信じたか否かの

要因が子どもの道徳判断に与える影響は見られず，

Piaget（1932）の報告とは一致しなかった．Bussey

（1992）は，幼児は「うそ」は「信じられない」か

ら悪いと判断しているのではなく，「信じられない」

結果，大人に罰せられるから悪いと判断しているの

ではないかと考察している．

Ⅶimmeち Gruber ＆ Perner（1984）は，Piaget

（1932）の研究において用いられている無意図的な

誤った叙述の事例は，話し手の意図が明示化されて

おらず，そのために年少の子ども達は意図ではなく

客観的結果によって叙述の善悪を判断しているので

はないかと指摘した．彼らは心の理論研究において

代表的な課題となっている「予期せぬ移動課題」

（Vimmer＆托rneち1983）をベースに，事実と異

なる情報を誤って信じており，それを正しく伝えよ

うとして誤った叙述をしてしまうエピソードや，道

に相手を騙そうとして事実と一致する正しい叙述を

してしまうというエピソードを設定した．また，そ

れぞれのエピソードにおいて話し手の意図を明示化

し，主に幼児を対象に道徳判断をさせた．その結

果，4歳半の幼児でさえも話し手の意図から道徳判

断を行っており，例え最終的に正しく相手にプラス

の結果を与えたとしても，その叙述が相手を騙すた

めになされたものならばより悪いと判断することが

明らかになった．これはPiaget（1932）の主張より

も早い段階において子どもは物理的結果よりも意図

を重視した道徳判断をしていることを示している．

2）「うそ」のタイプ，社会的文脈への関心

80年代以降の「うそ」の道徳判断研究は，Piaget

（1932）の追試的要素が強いところから叙述の意図

性，叙述の内容や結果といった，どちらかと言えば

認知的要因がどう道徳判断に影響を与えるのかと

言った点に注目しており，その「うそ」が生じた場

面，状況についてはあまり重視されていなかった．

しかしながら最近になって特定場面において使われ

る「うそ」の評価や文化的要因が「うそ」の道徳判

断に与える影響について着目した研究が見られるよ

うになった．

例えば鞄1per＆Ⅶ1tin（1992）は儀礼的な「う
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そ」（白い「うそ」，Whitelie）に焦点を絞り，児童

を対象に研究を行っている．儀礼的な「うそ」と

は，本当は好きではないプレゼントを貰ったときに

贈り手に気を使ってプレゼントを「気に入った」と

言うように，相手の感情を傷つけないように配慮し

て発言される「うそ」である．鞄1per＆Ⅶ1tin

（1992）は失敗したケーキを美味しいと「うそ」を

つく，及び悪趣味なセーターを趣味がいいと「う

そ」をつくという2つのエピソードを設定し，それ

ぞれについて異なる状況要因を組み込み，それらが

儀礼的な「うそ」に対する道徳判断にどのような影

響をもたらすかを検討した．儀礼的な「うそ」の対

象の社会的地位（大人か子どもか）や社会的距練・

親密さ（家族か他人か）といった対人関係の要因

や，儀礼的な「うそ」をつかねばならない原因とな

るネガティブな事象（この研究では悪趣味なセー

ター）が，「うそ」の対象にとって統制可能か否か

（個人の好みなのか，経済状況のためやむを得ずか）

が状況要因として設定された．

これらの要因と児童の発達差について調査が行わ

れたところ，社会的距離が儀礼的な「うそ」の道徳

判断に影響していることが示され，社会的距離のあ

る（あまり親密でない）人に対する儀礼的な「う

そ」の叙述はよりポジティブに子ども連に判断され

ていることが示された．また，統制可能性は社会的

距離との間に相互作用があり，統制可能性が低い条

件においては，友人への儀礼的な「うそ」は，あま

り知らない人へのものよりポジティブに評価され，

逆に統制可能性が高い条件においては，友人でない

人への儀礼的な「うそ」がより良いと判断されてい

た．年齢による判断の差異も明らかにされ，児童後

期の子どもはそれ以前の子どもに比べてより儀礼的

な「うそ」をより良いと評価していた．

またBussey（1999）は悪事を隠蔽する反社会的

な「うそ」，前述した儀礼的な「うそ」，おどけた

ジョ｝ク的な「うそ」の3つの異なるタイプの「う

そ」（および同じ文脈における真実の叙述）につい

ての道徳判断の比較を行っている．「うそ」と真実

の比較においてはBussey（1992）と同様にどのよ

うな文脈においても子ども達は真実に比べて明らか

に「うそ」を悪いと判断していた．「うそ」のタイ

プ間の比較では，子ども達は反社会的な「うそ」を

一番悪いと判断しており，次いでジョーク的な「う
そ」で，儀礼的な「うそ」はもっとも悪くないと評

価していた．また，真実のタイプ間の比較では悪事

を正直に告白すること，ジョークを交えずまじめに

話すことは良いことであると判断されたが，対人場

面で儀礼や丁寧さを考慮せずに思ったことを正直に

告げることはよりネガティブに評価された．この

「うそ」と真実のタイプの道徳判断は発達による差

異は見られず，4歳児においても「うそ」のタイプ

によって道徳的評価を変化させていることが明らか

になった．

「うそ」のタイプによる道徳判断の違いを検討す

る研究がある一方で，「うそ」を評価する子ども達

が所属する文化が，道徳判断に影響を与えているこ

とを明らかにした研究も存在する．Leeら（恥

Lee，Cameron＆Ⅹu，2001；Lee，Cameron，Ⅹu，Rl

＆Board，1997；Lee，Ⅹu，恥，Cameron＆Chen，

2001）は一連の研究で，中国とカナダにすむ人々の

「うそ」に対する道徳判断を研究している．彼らは

主人公が自分の行った反社会的な行為および向社会

的な行為を隠すために「うそ」をつく（あるいは真

実を告げる）といったエピソードを設定し，中国と

カナダの子ども達や成人を対象に道徳判断をさせ

た．すると向社会的行動を隠蔽する，または真実を

告げるエピソードについて明らかな文化差が見られ

た．カナダの人々は，自らの行った向社会的行動を

正直に告白することは良いことであると評価した

が，中国の人々はカナダの人々と比べてよりネガ

ティブな評価を下した．また向社会的行動を「う

そ」をついて隠すことに対して，カナダの人々は一

貫してネガティブな評価をしていたが，対照的に中

国の人々はその行為をよりポジティブに評価してい

ることが示された．そしてこのような評価の差異は

児童期において顕在化することが明らかにされた．

カナダの子ども達は，成人と同様に向社会的行動に

対する「うそ」の叙述をよりネガティブに，真実の

叙述をよりポジティブに評価していた．中国の子ど

も達は，児童前期の段階においては向社会的行動に

ついての「うそ」と真実に対する道徳的評価はカナ

ダの大人や子ども連の評価と類似しているが，発達

とともに評価基準が変化し，児童後期においては中

国の成人と同様の道徳的評価をすることが示され

た．Leeら（Lee，Cameron，Ⅹu，Rl＆ Board，

1997；Lee，Ⅹu，Fu，Cameron＆Chen，2001）は こ

の中国の人々において見られた自己の向社会的行動

に対する「うそ」と真実に対する評価の特徴を謙遜

効果（modesty e鮎ct）と名づけ，控えめで功名を
自分で表さないことが美徳とされる中国の伝統的な

儒教の思想がこの現象の背景にある可能性を指摘

し，さらに子どもがその文化によって社会化される

のは児童期を通してであることを主張している．
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3．子どもの「うそ」の概念

「うそ」に対する子どもの概念理解・定義判断に

関する研究は，道徳判断と同様に1980代にはいって

から検討されるようになった．特に90年代に入って

からは，子どもの法廷証言や供述の信頼性に対する

関心もあって様々な研究がなされてきている．本節

では，道徳判断と同様にPiaget（1932）の報告の追

試的研究と定義判断について新たなアプローチであ

る典型アプローチを取り上げる．

1）語褒的実在論の検討

Piaget（1932）は子どもの「うそ」の概念，定義

判断の研究において，発達の初期の段階では事実と

異なる誤った叙述を「うそ」と同定すると主張し

た．その後の研究においてもその主張を支持する結

果が多く得られている（Peterson，托terson＆

Seeto，1983；Strichartz ＆Burton，1990；Ⅶimmeち

Gruber＆Perneち1984）．例えばⅦimmeちGruber

＆Perner（1984）は，子どもの「うそ」の定義判

断について意図理解との関係を詳細に検討し，道徳

判断においては4歳半児でも意図に基づいた評価判

断が可能なのに対し，定義判断において意図が基準

となるのは8歳を過ぎてからであると報告した．こ

のように，話し手の心的状態に関わらず，事実と異

なる誤った叙述を「うそ」とラベル付けする子ども

の特徴をVimmerら（1984）は道徳的実在論を真似

て語彙的実在論（1exicalrealism）と名付けている．

しかしながら90年代の後半に入り，幼児を始めと

する年少児は事実と異なる誤った叙述を「うそ」と

考える語彙的実在論に囚われているとは限らないと

する研究が見られるようになってきている．例え

ば，托terson（1995）はエピソード課題の登場人物

に対する被験者側の意図の主観的知覚（登場人物が

持っている意図を被験者がどう認識しているか）と

の関連から研究を行った．その結果，5，6歳児に

おいても登場人物が他者を騙そうとする意図を持っ

ていると判断した場合にその人物の叙述を「うそ」

とラベル付けすることが可能であることが明らかに

された．

ま たSiegalら（Gi11i，Marchetti，Siegal＆

Peterson，2001；Siegal＆托terson，1996；Siegal＆

托terson，1998）はこれまでの「「うそ」，それとも

「うそ」ではない」という質問形式は，「うそ」とい

う言葉が強すぎる影響力を持っているため，エピ

ソードの登場人物が実は「うそ」をついていると実

験者が暗にほのめかしてしまい，「うそ」という選

択肢に子ども連を誘導してしまっている可能性があ

ると主張した．また誤った叙述を「うそ」ではなく

間違いと同定しても，それを「「うそ」ではない」

という選択肢に対応させることができるかどうかが

明らかでないという問題点を指摘した．そこで，彼

らは従来の質問形式の代わりに「これは「うそ」，

それとも間違い」という質問形式を新たに設定し，

「うそ」以外の誤った叙述の存在の可能性の明示化

を行った．また誤った叙述が生じる場面として生物

として非常に身近な領域である食物とその汚染に関

する文脈（かびていると知っている，あるいは知ら

ないパンを他者に食べることができると伝えるとい

うエピソード）を用い，幼児を対象に語彙的実在論

についての再検討を行った．すると，従来の質問形

式を使用した実験においては3歳児のほとんどが

誤った叙述を全て「うそ」とみなす語彙的実在論的

な判断を示した．一方，間違いという選択肢を明示

化した条件においては，3歳児においても半数以上

の者が「うそ」と間違いを正しく同定することが可

能であった．また，彼らは誤った叙述をする場面が

判断に与える影響についても検討しており，食物と

それに対する危険についての誤った叙述の場面のほ

うが，危険の伴わない食物についての誤った叙述

や，食物と関連しない危険に対する誤った叙述の場

面よりも，幼児の「うそ」と間違いの同定をより促

進していたことを明らかにした．

2）典型アプローチ

Piaget（1932）を始めとする「うそ」の定義判断

についての初期の研究は，前述した「「うそ」か，

「うそ」ではないか」と尋ねることで子ども達がど

のように「うそ」を定義しているのかを検討した．

このような事実と異なる誤った叙述を「「うそ」か，

「うそ」ではないか」のいずれかに明確に分類でき

ると考え，「うそ」のカテゴリーについて研究する

理論的アプローチを命題的アプローチといい（Lee

＆Ross，1997），Piaget（1932）以降の研究におい

てもこのアプローチに基づいた研究が行われてき

た・前述したSiegalら（Gilli，Marchetti，Siegal＆

托terson，2001；Siegal＆Peterson，1996；Siegal＆

Peterson，1998）の研究も「うそ」と間違いのいず

jtかに叙述が同定できることを前提としているた

め，命題的アプローチに基づく研究であると言え

る．研究結果の大きな枠においては，発達とともに

人は「うそ」とそれ以外の誤った叙述を区別ででき

るようになることが明らかになっている．しかしな

がら，いくつかの研究結果においては大人になって

も「「うそ」，「うそ」ではない」の2分類による

「うそ」のカテゴライズに失敗する暑が少なからず

いることが示されている．例えば，Petersonら

（1983）は，道徳判断と同様に10の事例に対する定
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義判断についても命題的アプローチによる検討を幼

児から大学生を対象に行った．彼らの研究では，意

図的に誤った「うそ」の叙述については大学生は高

い率で「うそ」と同定することができたが，山方で

誇張や誤った方向推論といった無意図的に誤った叙

述に対しても「うそ」であるとラベル付けする者が

少なからずいることが明らかにされており，大人に

なっても「うそ」とそれ以外の誤った叙述を明確に

分類していない場合があることが指摘された．

このような現象について，叙述を「「うそ」か，

「うそ」ではないか」の2つに明確に分類できると

仮定する命題的アプローチでは捉えきれない問題が

あるのでないかと推測した一部の研究者が，「うそ」

の定義判断についての新たなアプローチとして取り

上げたのが典型アプローチである（Lee＆Ross，

1997）．このアプローチは，概念理解についての研

究において主張されている典型理論を「うそ」の定

義判断に応用したものである．このアプローチにお

い て は「典型的 な「う そ」（prototypicallie

telling）」というものが想定されており，ある叙述

が典型的な「うそ」により近い特徴を持っていれ

ば，その叙述はより「うそ」として判断され，逆に

その特徴をあまり持っていない場合は「うそ」とし

て判断されにくくなると考えられている．典型アプ

ローチの大きな利点は，「うそ」の定義判断につい

て「「うそ」か，「うそ」ではないか」で分類しにく

い曖昧なもの，境界ケースの存在の説明を可能にし

ている点である．また，「うそ」という誤った叙述

を規定するいくつかの特徴を分けて考えることがで

きるため，それぞれの特徴が「うそ」の定義判断に

おいてどの程度の影響力を持つのかを検討すること

が可能となる点が挙げられる．

この典型アプローチによる「うそ」の定義判断に

ついて最初に検討したのはColeman＆Kay

（1981）である．彼らは「典型的な「うそ」」の特

徴として（a）叙述内容一叙述は誤りである（事実

と異なる），（b）信念一誌し手は叙述が誤りである

と信じている，（c）意図一叙述をする際に，話し手

は聞き手を騙そうとしている，の3つを設定し，主

に大学生を対象にこの3つの特徴の有無が，どのよ

うに「うそ」の定義判断に影響しているのかを検討

した．3つの特徴の組み合わせから計8つのエビ

ソ｝ドを設定し，そのエピソードにおける叙述をど

の程度「うそ」であるかを評定させたところ，一部

を除いてはこれらの特徴をより含んでいるエピソー

ドでの叙述をより「うそ」であると考えていること

が判った．また，この3つの特徴のうちどの特徴が

「うそ」の定義判断においてより重要視されている

かについて比較検討したところ，信念が最も重要視

されており，次いで意図，叙述内容の真実性は一番

重要性が低いと認識されていることが示された．

Coleman＆Kay（1981）の研究は，主に大人を

対象にしたものであったが，この研究をベースに発

達的視点を組み込んだのがStricbartz＆Burt。n

（1990a，1990bBurton＆Strichartz，1992より引用）

である．彼らは幼児から大学生を対象とした2つの

調査を行っている．彼らはColemanら（1981）と同

様に3つの特徴を元にした8種類のエピソードを作

成し，それぞれのエピソードについてどの程度の被

験者がその叙述を「うそ」，真実あるいはそれ以外

にラベル付けするか（1990a），あるいはそれぞれの

エピソードにおける叙述をどの程度「うそ」だと思

うか（1990b）を検討した．その結果，叙述につい

て「うそ」および真実の定義判断をする際に重視す

る特徴が年齢によって異なるということが明らかに

なった．幼児から児童前期においては「うそ」のカ

テゴリーの判断基準は叙述内容，すなわち叙述の真

実性であり，Piaget（1932）の報告と同様に発達の

初期においては事実と異なる誤った叙述をその意図

や信念に関係無しに「うそ」とラベル付けしてい

た．10歳前後からは叙述内容だけでなく，登場人物

の信念についても判断基準にするようになるが，ま

だ叙述内容の方が基準の重要性が高く，大学生に

なって初めて信念が「うそ」の判断基準において最

も重要な特徴になることが明らかにされた．また

Piaget（1932）やその後の研究において重要視され

ていた意図については「うそ」の判断基準にほとん

ど影響を与えていないと指摘した．Stdcbartz＆

Burton（1990a）は，先行研究においては「うそ」

の話し手の意図と信念が分離されておらず，まとめ

て意図として扱われていたため，意図が過大評価さ

れた結果が見出されたのではないかと報告してい

る．これに対し，このような結果は意図の過大評価

を明らかにするものではなく，エピソード課題の不

自然な内容のせいであり，研究者が想定した登場人

物の意図のと，被験者が認識した意図が食い違って

いるためであると反証する研究も現れている

（Peterson，1995）．

典型アプローチによる「うそ」の定義判断は，信

念や叙述内容といった認知的な要素だけでなく，そ

の叙述がどう言った場面でなされたかという社会的

文脈の関係について検討している研究も存在する．

Lee ＆ Ross（1997）は，Sweetser（1987）の「う

そ」の社会言語学的モデルを元に社会的場面と動機

が定義判断に与える影響を検討している．彼らは，

場面として情報室示場面（正しい情報を伝えること
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を求められる場面）と儀礼場面（ポジティブな社会

的関係の維持が求められる場面）の2つを設けた．

また動機として相手を援助しようとするものと相手

を傷つけようとするものの2種類を設定し，主に青

年を対象に叙述がどの程度「うそ」かを尋ねた．す

ると，儀礼場面よりも情報量示場面での「うそ」が

より「うそ」であると評価され，また相手を傷つけ

ることを目的とした「うそ」の方が援助を目的とし

た「うそ」よりもより「うそ」であると判断してい

ることが示され，社会的文脈が「うそ」の程度の判

断に影響していることを明らかにした．

Siegalら（Gilli，Marchetti，Siegal＆ Peterson，

2001；Siegal＆Peterson，1996；Siegal＆Peterson，

1998）は，幼児においても話し手の心的状態に基づ

いた「うそ」の定義判断が現れると報告している．

一方でStrchartz＆Burton（1990a，1990b）は大人

においても叙述の真実性という外的な要因が定義判

断に影響していることを指摘している．これらの結

果は一見矛盾するように見られるが，Lee（2000）

はむしろ，「うそ」の定義判断の漸進的な発達を異

なる視点から捉えている結果ではないかと主張して

いる．ある特定の場面において子ども連は「うそ」

と間違いを非常に早い段階から識別することが可能

となるが，様々な場面で様々なタイプの誤った叙述

と識別するにはさらに発達の過程を経る必要があ

り，そして叙述内容から話し手の心的状態へと判断

基準が質的に変化するのではなくどちらの特徴も判

断の材料として使用されることを表わしているので

はないかと解釈をしている．

4．その他の「うそ」の認識に関する研究

「うそ」のついての子どもの認識研究で扱われて

いるものは，前述した道徳判断や定義判断が大部分

を占める．しかしながらそれ以外の「うそ」の認識

の側面について検討した研究も，少なからず存在す

る．本節ではそれらの研究について取り上げる．

1）「うそ」の経験，「うそ」の常悪性，「うそ」の

もたらす結果

托tersonら（1983）は，道徳判断，定義判断と同

時に「うそ」の経験（「うそ」をついたことがある

か否か），「うそ」の常悪性（「うそ」は常に悪いか

否か），「うそ」のもたらす結果（「うそ」をつくと

どのような結果が生じるのか）について主に児童を

対象に調査を行っている．子ども達の反応をまとめ

ると，①「うそ」をついたことが無いと答える子ど

もは加齢とともに減少し，11歳の段階で0％になっ

た・②「うそ」を常に悪いと判断することもは，5

歳児で90％以上，9歳児でも80％近く存在するが，

11歳児においては大きく減少し30％未満になった．

③「うそ」のもたらす結果については大きく4つの

カテゴリー（外的権威による罰，罪悪感，信頼関係

の崩壊，分からない）に回答を分類して検討したと

ころ，加齢とともに外的な権威によって罰せられる

と答えるものが減少し，逆に信頼関係の崩壊を言及

したものが増加した．これらの結果の一部は，

Piaget（1932）によって報告された知見を支持する

ものであった．

2）自己評価反応

子どもの「うそ」の認識として扱われてきたもの

は，Piaget（1932）の子どもの道徳的認知研究より

出てきたものであるが，それ以外の研究の文脈から

注目されたものとして自己評価反応があげられる．

自己評価反応はBandura（1986 明田，1992より引

用）の社会的認知理論の中心的概念の一つである．

Bandura（1986）は人の道徳的行動を調整するもの

の一つとしてその行動の個人的馴嘗緒的評価，すな

わち自己評価反応を取り上げている．自分が行った

行動が自らの価値観に照らし合わせてポジティブに

評価される場合は，人は誇りや自己肯定感といった

ポジティブな感情を生起させる．一方，自分の行っ

たことがネガティブに評価すると罪悪感や不安感と

言ったネガティブな感情が生じる．これらの感情が

それを引き起こす行動を自己強化し，ポジティブな

気持ちになる行動をより多く行い，不快な感情を引

き起こす行動を行うことを抑制するとBandura

（1986）は主張している．

この自己評価反応を「うそ」の認識に取り込んだ

のはBussey（1992，1999）である．Bussey（1992）

は「うそ」と真実の叙述に対する評価反応を測定す

るために4つの感情（不安，罪悪感，心地よさ，誇

り）についての評価反応尺度を設定し，「主人公は

「うそ」をついたとき（本当のことを言ったとき）

にどんな気持ちになったか？」と質問してそれぞれ

の評価感情の程度を測定した．4つの評価感情はそ

の特性から自己承認をもたらすポジティブ評価反応

と自己否認を導くネガティブ評価反応にまとめら

れ，それぞれの反応ごとに分析された．その結果，

児童においては真実を告げるときに明らかに誇りや

快な感情といったポジティブな評価反応は増加する

が，幼児においては見られなかった．一方，ネガ

ティブ評価反応については，全ての子ども達が真実

を告げるよりも「うそ」をつくときにより不快な感

情を感じるだろうと評価していた．

またBussey（1999）は，道徳判断と同時に3つ

の「うそ」のタイプに対する子ども達の自己評価反
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応を検討している．反社会的な「うそ」やジョーク

的な「うそ」はよりネガティブな感情を引き起こ

し，同じ文脈での真実の叙述は逆にポジティブな感

情をより引き起こすと子ども達は評価していた．し

かしながら対人関係場面における儀礼的な「うそ」

と真実の叙述においては評価感情の判断の間に大き

な遠いは見られないことを報告している．

3）「うそ」の話し手の評価

Barnett，Bartel，Burns，Sanborn，Christensen ＆

Ⅶhite（2000）は，「うそ」の叙述に対する評価で

はなく，「うそ」をついた人物をどう評価するのか，

という視点で研究を行っている．彼らは，児童後期

の子ども連と大学生を対象に「うそ」の動機（自分

のため一自己志向，他人のため…他者志向）と「う

そ」によって得られる利益の内容（物理的なもの，

心理的なもの）を統制したエピソードを提示し，主

人公をどう評価するか（例えば，好ましいと思うか

や罰せられるべきだと思うかなど）を調査した．被

験者は，他者志向の動機で「うそ」をついた者より

も自己志向の動機で「うそ」をついた者をよりネガ

ティブに評価しており，特に「うそ」をつくことで

物理的な利益を得る主人公をよりネガティブに評価

した．逆に，他者に物理的な利益を与えるために

「うそ」をつく者に対しては，快い気持ちのみを与

える「うそ」をついた者よりもよりポジティブに評

価がなされた．加えて子ども達と大学生の間にも認

識に差があり，子ども連は一貫して大学生よりも

「うそ」をついた主人公をより厳しく評価していた．

5．まとめと今後の課題

「うそ」に対する子どもの認識についての研究は，

Piaget（1932）を土台にしており，彼の研究の追

試・再検討から成り立っているといっても過言では

ない．それらの研究を大枠で捉えるならば，Piaget

（1932）の主張より早期の段階である幼児期におい

ても子どもは話し手の意図に基づいた「うそ」の道

徳判断や定義判断が現れることが明らかになった．

また，一方で特に定義判断においては大人になって

も叙述の内容が判断において重要な基準になってい

るといった新たな知見も得られている．しかしなが

ら，この領域の研究は近年注目されているとはい

え，絶対数が少ないという問題点を抱えている．ま

た，どのくらい早い段階で意図に基づいた「うそ」

の道徳判断，定義判断が可能かということが研究の

中心となり，その他の要因が比較的軽視されてき

た．ごく最近になって，これらの反省から新たな研

究が行われ始めているのが現状であるといえる．最

後に，子どもの「うそ」の認識を扱う研究の今後の

課題をいくつか述べたいと思う．

これまでの研究においては，主に意図の要因と結

果の要因の2つが「うそ」の認識に与える影響につ

いて取り上げられてきた．しかしながらこれらの研

究において，興味の中心となったのは意図の理解と

道徳判断，定義判断に関してであり，結果の諸要因

についての詳細な検討はあまりなされてこなかった

ように思われる．また意図の要因についても「う

そ」をつこうとしているか否かといったもの以外の

側面があるのではないかと指摘する研究者も存在す

る．例えば，Peterson（1991）は，「うそ」を規定

する要因として意図次元と結果次元の大きな2次元

があり，それぞれに3つの下位次元があると主張し

ている．意図次元による下位次元は，1）故意性一

騙すことを意図しているか否か，2）動機一意図は

利己的なものか否か，3）結果の意図性（予見性）

－「うそ」によって引き起こされる結果をあらかじ
め予測しているか否か，の3つである．また結果次

元の下位次元として1）真実性一叙述内容の正し

さ，2）信メ粁隆一叙述が信じられたか否か，3）実

質的結果一叙述の結果に生じる利益や損害，の3つ

をPeterson（1991）は挙げている．この6つの次元

とこれまでの研究を対応させると，意図次元におい

てはこれまでの研究において検討されているものは

ほとんどが故意性であり，動機についても一部検討

している研究も存在する（例えばLee＆Ross，

1997；Petersonら，1983など）が，まだ十分とは言

えない状態であると言える．また結果次元の諸要因

については，これまでの研究においてある程度の取

り扱われてはいるが体系的に検討されてはおらず，

「うそ」の認識に与える影響についての結論が得ら

れていないものが多い（例えば信用性における

Piaget（1932）とPetersonら（1983），Bussey

（1992）など）．さらに意図と結果の諸要因の組み合

わせがどのように認識に影響を及ぼすのか，あるい

は及ぼさないのかを詳細に検討した研究もあまり見

られないように思われる．これまでの「うそ」の認

識研究の中心であった意図と結果の2つの大きな要

因についてもまだ多くの研究の余地を残しているの

が現状であり，さらなる検討が必要になると考えら

れる．

また，どういった場面で「うそ」の叙述がなされ

たのか，といった社会的場面の要因が「うそ」の認

識に与える影響の検討が今後の課題の1つである．

これらは1990年代になって研究が発表されるように

なり，今後さらなる研究が期待されている領域であ

ると言える．現在の段階ではBussey（1999）や
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Lee＆Ross（1997）のように異なる状況場面にお

ける「うそ」に対する認識の比較が主になされてい

るが，今後は「うそ」の場面を構成する諸要因が

「うそ」の認識にどのように関連するかの検討も必

要となるだろう．例えば，Walper＆協1tin（1992）

は，儀礼的な「うそ」に対象を限定し対人関係の要

因が道徳判断に与える影響を明らかにし，同じ儀礼

的な「うそ」であっても対人関係によって評価が異

なることを報告している．文脈間の比較だけでなく

文脈内の諸要因の検討をすることで，より複雑な

「うそ」の認識の過程を明らかにすることが可能に

なると思われる．

さ ら に，Burton＆StrichaれZ（1992）やLee

（2000）が指摘するように，社会的な要因と意図や

結果などの要因がどのように関連しあっているのか

を検討することも重要であると思われる．山岸

（1991）は道徳判断の発達による変化を結果判断か

ら意図判断という流れではなく，その状況に存在す

る多くの情報を理解し，それらの情報を場面に合わ

せて重み付けをして評価することができるようにな

る過程であると主張している．どのような社会的場

面が意図や結果の要因の情報の重要性に変化を与

え，道徳判断や定義判断で始めとする「うそ」に対

する子どもの認識に影響を与えるのかを明らかにす

ることは，これまでの意図，故意性による評価，判

断にのみ焦点化していた研究では得られなかった新

たな知見を得るために必要であると考えられる．
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