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ロールプレイがマインドリーディングに	 

及ぼす効果の発達心理学的検討	 

古見文一 	 

	 

	 本研究は 5 つの実証的研究によってロールプレイがマインドリーディングに

及ぼす影響を検討したものである。  

私たちは他者とのコミュニケーションの中で，意識的，あるいは無意識的に

相手の心を読み取っている。たとえば，「あの女の子は泣いているからきっと

悲しいのだろう」や，「あの男の子はもう宿題が終わったと言っているけれど，

きっとまだ終わっていないのだろう」といったように，直接知覚できる情報  (女

の子が泣いている様子，男の子が宿題は終わったと言っている )  から，直接知

覚できない他者の心的状態  (女の子の悲しい気持ち，男の子の宿題が終わって

いないことを隠したい気持ち )  を読み取ることができる。このように，他者の

心を読み取ることをマインドリーディング  (mindreading)  と呼ぶ。 Apperly  

(2011)  は，マインドリーディングとは，「知覚的にアクセスできる社会的刺激

を処理し，直接知覚することが難しい隠された考え，望み，知識や意図に到達

すること」と定義している。これは，広義な意味でのマインドリーディングで

あり，その中に心の理論，視点取得，意図理解などが含まれると考えられる。  

これまで自他の心的状態の違いの理解に関しては「心の理論」研究として発

達心理学，比較認知科学などの分野で盛んに行われてきた。発達心理学の分野

における初期の心の理論研究では，子どもは何歳ごろに心の理論を獲得するの

かということに関する研究が主流であった。近年，心の理論研究は年齢の幅を

広げ，成人での心の理論を議論している研究  (Keysar ,  Barr ,  Bal in ,  & Brauner ,  

2000;  Dumonthei l ,  Apperly ,  & Blakemore,  2010)  が行われるようになったが，

元来「心の理論」とは獲得したかどうかのみが問題になるものであり，すでに

子どものうちに心の理論を獲得したと考えられる健常な成人についての研究で

「心の理論研究」と呼ぶのは不適切ではないかという主張がある  (Apperly ,  

2011)。 Apperly  (2011)  はこのような理由から，心の理論の代替案としてマイ

ンドリーディングという用語を用いることを提案している。つまり，マインド

リーディングを広義には他者の心の理解全般として捉え，狭義にはこれまで幼



児期，児童期を中心に研究が盛んであった心の理論に相当する能力として捉え

る考え方である。マインドリーディングは，これまで各発達段階に応じた課題

を用いて調べられてきたため，その連続性が不明であったが，Dumonthei l  et  a l .  

(2010)  は Keysar  et  a l .  (2000)  の課題を改良して，パソコン画面上で行い，反

応時間を測定して分析することで，マインドリーディングの発達を連続変量と

して捉え，児童期から成人期までの女性参加者を対象に実験を行った。その結

果，マインドリーディングは連続的に年齢が上がることによって発達していく

ことと，これまでマインドリーディングと密接な関係があると考えられてきた

実行機能の能力とは異なる発達の軌跡をたどるということが明らかになった。

そして，その発達にかかわる要因としては実行機能の他に社会的経験が考えら

れるとされている  (Apperly ,  2011)。実行機能がマインドリーディングに影響

を与えていることは，Lin,  Keysar ,  & Epley  (2010)  が成人を対象とした実験で

明らかにしているが，社会的経験がマインドリーディングに影響を与えている

ことを示した実験的研究はまだない。  

そこで，本研究では， Keysar  et  a l .  (2000)  などで用いられている役割交代

を応用したロールプレイを開発することで，社会的体験としてのロールプレイ

がマインドリーディングに及ぼす影響を検討することとした。  

ロールプレイとは他者の役割を演じることであり，社会的な能力にポジティ

ブな影響を及ぼすことが示唆されている。例えば，須藤  (2010)  は，ある自閉

症児がビデオ刺激やロールプレイによる介入により，援助行動を連鎖的に行う

ことができるようになったということを報告している。しかし，この研究の問

題点として，統制条件が設定されていないということも同時に述べられている。

本研究では統制群を設定し，実験的にロールプレイの効果を明らかにしようと

するものである。  

研究 1 では，ロールプレイがマインドリーディング課題の遂行に及ぼす影響

について，事前にロールプレイを体験する「ロールプレイ群」とロールプレイ

なしの教示を受ける「ロールプレイなし群」を構成し，ロールプレイによって

相手の役割を経験することで，自分とは異なるものを見ている相手の視点，意

図を読み取り適切な行動をとることができるようになるという仮説を検証する

ことを目的とした。実験は，成人を対象に Keysar  et  a l .  (2000)  を由来とする



ディレクター課題を用いて行った。ディレクター課題とは，視点のずれが生じ

る棚を用いた課題で，参加者には棚の中身がすべて見えている一方，参加者に

指示をする相手には，必ずしもすべての棚の中身が見えているわけではないと

いう状況において，参加者は自己視点を重視した回答ではなく，他者の視点を

考慮に入れた回答をすることが求められる。本研究では参加者をロールプレイ

群とロールプレイなし群に分け，ディレクター課題の前に，ロールプレイ群に

はロールプレイを用いた教示を，ロールプレイなし群にはロールプレイを用い

ない教示を行った。  

ロールプレイ群への教示は，後のディレクター課題でウサギが行う“店長”

の役を参加者が行い，パソコン画面上のウサギに向かって注文書を読んで注文

を伝えるということを行った。ロールプレイなし群への教示は，ロールプレイ

群への教示と同じパワーポイントを用いて実験者から参加者への教示があった。 

実験の結果は仮説を概ね支持するもので，ロールプレイ群の参加者はロール

プレイなし群の参加者に比べて誤答率が低く，反応時間が速いということがわ

かった。成人では，ロールプレイによってマインドリーディングが活性化する

ということがわかった。  

研究 2 では，発達過程にある児童であっても成人と同様にロールプレイはマ

インドリーディングに影響を及ぼすという仮説を検証することを目的として実

験を行った。同時に，従来の心の理解課題とディレクター課題との関連，また

心の理解の発達度合とロールプレイの効果の表れ方の関連を検討することも目

的として，成人と児童の両方を対象に実験を行った。   

小学生については心の理解課題  (子安， 1997)  を用いて従来の心の理解課題

の成績を測定した。心の理解課題は，二次的誤信念課題，うそと皮肉の区別，

責任性の理解の 3 題を行い，小学生の参加児を 3 題全てに正答した高群と，い

ずれか一つ以上を間違えた低群の 2 群に分けた。  

ディレクター課題の結果は，概ね仮説を支持するものであり，ロールプレイ

群の参加者はロールプレイなし群の参加者に比べて誤答率が低いというもので

あった。また，心の理解低群の方が心の理解高群よりも，心の理解高群の方が

成人よりも誤答率が高かったが，ロールプレイの効果の表れ方は，誤答率の高

い群の方が大きかった。  



研究 3 では，研究 1,2 でとりあげた内容が，「特殊的な状況」における「一

般的な他者」の心の読み取りであったのに対し，「一般的な状況」における「特

殊的な他者」の心読み取りにロールプレイが及ぼす影響について成人を対象に

検討を行った。そのために，研究 1,2 で用いたディレクター課題を更に改良す

ることで，同じ状況であっても他者ごとに異なる認知を行っているという場面

を仮想的に作り上げた。具体的には，元々のディレクター課題から遮蔽を全て

取払い，全部のスロットが筒抜けとなるようにした。そして，登場人物をサル

とイヌの 2 人にし，サルを通常色覚の他者，イヌを制限された色覚の他者とし

た。ディレクター課題では，相手が意図しているオブジェクトを取らなければ

ならないため，この時，参加者はイヌ，サル，それぞれの色覚に準じたオブジ

ェクトを取る必要があった。また，研究 3 においてもロールプレイ群とロール

プレイなし群を構成し，ロールプレイ群は事前にイヌの色覚，つまり制限され

た色のみが見える色覚で，通常色覚であるサルとコミュニケーションを行うと

いうロールプレイを行った。ロールプレイなし群は，そのようなロールプレイ

を他者が行っているところを横で見ているのみであった。その結果，ロールプ

レイ群は，相手がイヌであってもサルであっても誤答率は変わらなかった一方

で，ロールプレイなし群は，相手がイヌの時に有意に誤答率が高かった。  

研究 4 では，研究 3 と同じ課題を，児童を対象として行った。そして研究 2

と同様に，従来の他者の心の理解に関する課題も同時に行った。その結果，研

究 1,2 で用いたディレクター課題とは異なり，色を用いたディレクター課題で

は，二次的誤信念課題を通過したか不通過であったかが，ディレクター課題の

成績と関連していた。また，ロールプレイの効果に関しては児童であっても同

じように現れた。  

研究 1 と 2，および 3 と 4 において，成人と児童について比較を行ったとこ

ろ，児童期と成人期におけるロールプレイの効果の違いであるが，基本的にロ

ールプレイはどちらにおいてもポジティブな効果を及ぼすものの，細部に関し

ては異なっていることがわかった。ディレクター課題の成績について，ロール

プレイは，成人に関しては誤答率と反応時間のどちらについてもポジティブな

効果が得られた。一方で，児童に関しては，ディレクター課題の誤答率は下が

るものの，正反応時間には変化がなかった。これはディレクター課題  (遮蔽 )  と



ディレクター課題  (色 )  のどちらにおいてもそのような結果であった。研究 5

では，ロールプレイの効果の転移について検討を行った。研究 1~4 のそれぞれ

の研究で行われたロールプレイは，直後に行う課題で重要となる内容に即した

ものであった。そのため，ロールプレイの効果は，内容によるものであるのか，

そもそも演じるということであるのかといった議論は困難であった。研究 5 で

は，研究 1,2 で行ったロールプレイ  (遮蔽 )  と研究 3,4 で行ったロールプレイ  

(色 )  とに分類し，  (1 )  ロールプレイ  (遮蔽 )  とロールプレイ  (色 )  の両方を行

った両方群，(2 )  ロールプレイ  (遮蔽 )  のみを行った遮蔽群，(3 )  ロールプレイ  

(色 )  のみを行った色群， (4 )  ロールプレイを行わなかった統制群の 4 群を構成

した。また，ディレクター課題も，遮蔽と色を組み合わせた両方条件を作成し，

両方条件，遮蔽条件，色条件，統制条件の 4 条件を構成した。その結果，両方

条件では，両方群と色群と遮蔽群が統制群よりも成績がよく，遮蔽条件と色条

件では，両方群と色群が統制群よりも成績がよかった。つまり，ロールプレイ  

(色 )  は，遮蔽条件の誤答率にポジティブな影響を及ぼしていた。この結果から，

ロールプレイ  (遮蔽 )  から色条件への転移は起こらないが，ロールプレイ  (色 )  

から遮蔽条件への転移は起こる可能性が示唆された。  

	 5 つの実証的研究を通して得られた成果としては，ロールプレイの効果を実

証的に示すことができたという点と，「特殊的な他者」の心を読み取るという

マインドリーディングについて検討を行うことができたという点の 2 点が挙げ

られる。これまでの研究では，社会的経験がマインドリーディングにポジティ

ブな影響を及ぼすことは想定されていながらも実証的に検討は行われていなか

った  (Apperly ,  2011)。また，ロールプレイの効果についても，事例検討が主

であった  (面高・柴山 ,  2008 など )。それに対して，本研究では，統制群を用意

し，定量的にマインドリーディング能力を測定することで，ロールプレイの効

果を実証的に示すことに成功した。  

	 また，これまでのマインドリーディング研究においては，参加者に呈示され

るキャラクターの心的状態を推測させ，どれくらい正しく推測できたかを測定

するという方法が一般的であった。その際に，呈示されるキャラクターについ

ての情報はほとんどないか 小限であり，参加者はキャラクターについて「一

般的に考えてこうであろう」，「大多数の人はこのように考えるであろう」と



いう推測のもと，回答することが可能であった。それに対して，研究 3,4 ,5 で

用いたディレクター課題では，「特殊的な他者」の心を読み取るマインドリー

ディングを測定する課題を開発し，「特殊的な他者」の心を読み取ることは困

難であることを示した。これらの成果は，学問的にも実践的にも大変意義のあ

るものと考えられる。  

	 本研究においては，ロールプレイのメカニズムやロールプレイの効果の持続

などが未検討のため，残された課題は多くある。また，全ての研究において参

加者・参加児は定型発達者・児であったため，マインドリーディングの困難さ

が指摘されている自閉症者・児に対してロールプレイが効果を持つのかどうか

については未検討である。そして，研究 3,4 ,5 でとりあげた「特殊的な他者」

は認知スタイルの違いと捉えることもできるが，自閉症や文化差といった認知

スタイルの違いを議論することはまだできていない。また，本研究では，児童

期と成人期を対象としてロールプレイの効果を検証してきたが，それ以外の発

達段階については検討できなかった。特に誤信念課題を通過し，心の理論を獲

得する時期である幼児期においてロールプレイがどのような効果をもつのかを

検討することは重要であると考えられる。古見他  (2014)  はロールプレイ中に

幼児が行動を変容させることを明らかにしたものの，ロールプレイ後のマイン

ドリーディングにどのような影響を及ぼすかは検討できていない。ロールプレ

イの効果の持続とあわせて今後検討していく必要があるだろう。さらに，「特

殊的な他者」の心の読み取りの発達的変化は，研究 4 の結果から「一般的な他

者」の心の読み取りの発達的変化とは異なっている可能性が考えられた。「特

殊的な他者」の心の読み取りについても幼児期においてどのような発達の様相

を示すのかを検討する必要がある。ここまで挙げてきた残された課題を解決す

るために，今後は幼児期における「特殊的な他者」の心の理解と「一般的な他

者」の心の理解の発達に関する研究と児童期，成人期の自閉症者・児を対象と

した認知スタイルによるマインドリーディングとロールプレイの効果の違いを

明らかにする比較文化研究に焦点をあてて研究を進めていく必要があると考え

られる。  

 




