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演劇体験が社会的能力に及ぼす促進効果の実験的検討
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Experimental investigation of the effects of a theatrical activity on social abilities
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In this study, the effects of a theatrical activity on social abilities were examined. The participants (N = 40) were randomly
assigned to an experimental or control group. While the experimental group read a playscript, planned a performance, and
performed, the control group read a playscript and summarized the content of the story. All the participants completed
three social ability measures, namely, Reading the Mind in the Eyes Test, Yoni Test, and Situational Test of Emotional
Understanding as well as a questionnaire, namely, Interpersonal Reactivity Index on three occasions: pre, post, and follow-
up measurement. Moreover, they completed the Narrative Transportation Scale immediately after the intervention, which
assessed the psychological state of immersion into the narrative world. It was predicted that the extent of narrative trans-
portation the participants experience would moderate the effect of theatrical activity. The results revealed that highly
transported participants in the experimental group scored significantly higher than those in the control group on various
scales including Reading the Mind in the Eyes Test, Yoni Test, and the Interpersonal Reactivity Index Empathic Concern
scale. Furthermore, after the intervention, the extent of transportation predicted these social abilities in the experimental
group.
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1. 問　題
近年，演劇を活用した学習活動が，他者との円
滑な相互作用の基盤となるような社会的能力を育
む手法として国内外の教育現場において期待され
ている (レビューとして，Rittelmeyer, 2010; Winner,

Goldstein, & Vincent-Lancrin, 2013)．国内では，演
劇を活用した教育実践が多様な教育目標を含む形
で，国語科教育，特別活動（文化祭等），総合的な
学習の時間 (文部科学省, 2011;蓮行・平田, 2016)，
学科や学校設定教科 (いしい, 2017;高山, 2008)，ま
た課外活動（部活動等）の枠組みを活用し，実施さ
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れている (中島, 2009)．本研究は，演劇を活用した
教育実践の効果の一つとして期待される社会的能力
に着目し，演劇がもつ教育効果を実験に基づいて検
討する．

1.1 演劇活動における社会的経験
演劇が社会的能力を促進するという，これまでの

演劇実践者や演劇教育実践者による主張の論拠はい
くつか存在する．例えば，演劇の上演までの過程に
おける，演技者，演出者，指導者，スタッフなどの間
でなされる対人コミュニケーションに着目するもの
がある．明確な正解のない舞台作品を作り上げるな
かで，自らのアイデアを表明するとともに，相手の
アイデアの表現を尊重し，互いの意見を調整してい
く対話の過程が対人コミュニケーションの実践的な
訓練として機能するという主張がある (平田, 2012;

122 ISSN: 1341-7924© 2021 Japanese Cognitive Science Society



渡邊・楠見／認知科学 (2021) 28(1) 122–138 123

谷口, 2010)．
また，演劇活動のうち，特に演技遂行のプロセス
における俳優の心的処理に着目した主張がある．舞
台芸術としての演劇に関して俳優の熟達化という側
面から検討を行った安藤 (2002)は，過去様々に試
みられた定義から演劇を成立させるために不可欠な
ものとして，(a)戯曲という物語の題材，(b)その物
語を演じる俳優，そして (c)その俳優の演技を見る
観客，の三つの共通した要素を取り出している．加
えて，安藤 (2002)は俳優が戯曲や台本をもとに演
技を遂行する過程を操作的に 3段階に分けた．第一
段階（戯曲読解）では，俳優は，戯曲を読んでその
内容を理解し，第二段階（演技計画）では，どのよ
うな演技によって登場人物を描写するのか計画を立
て，第三段階（演技遂行）では，実際に身体を動かし
て演技をする．先行研究では (Goldstein & Bloom,

2011; Goldstein & Winner, 2010)，このような演技遂
行のプロセスにおいて，俳優は自らが演じる人物を
自然な演技によって描写するために，その信念，欲
求，動機を慎重に分析するとともに，役という異質
な他者の立場に入り込み，その人物の感情を感じる
ような経験をしていると指摘されている．そして，
演技者が登場人物の心的状態を理解する経験，およ
び登場人物の感情を共有する経験を繰り返し行うこ
とが，他者理解や共感のトレーニングになると考え
られてきたのである．

1.2 関連研究とその問題点
芸術体験の一種としての演劇活動と社会的能力の
関連性を直接検討した実証研究は少ない (Winner et

al., 2013)．演劇を活用した授業実践に着目した少数
の調査・実験研究は，演劇体験が他者理解能力（他
者の心的状態を認識し，推測し，理解する能力）(溝
川・子安, 2015)や共感（他者との感情の共有や他者
への同情の喚起を中心とした能力）(日道他, 2017)

を高める可能性の検証を試みてきた．
例えば，Goldstein, Wu, & Winner (2009)の研究 1

は，演劇専攻の高校生を対象に 1時点で調査を行っ
た．その結果，演劇未経験の学生に比べて心の理論
課題と共感質問紙の得点が高い傾向にあり，演劇体
験と社会的能力に正の相関関係があることを示唆し
た．また，Nettle (2006)は，熟達俳優が一般母集団の
統制条件と比較して，EQ（共感指数）(Baron-Cohen,

2003)が著しく高いことを報告した．

Goldstein & Winner (2012)の研究 2は，高校の演
劇専攻の新入生と他の芸術専攻（視覚芸術または音
楽）の新入生を対象に 10ヶ月程度の授業期間の前後
2時点で調査を行った．その結果，演劇専攻の生徒
の方が，共感質問紙得点が高くなる傾向にあり，心
の理論課題得点が有意に高くなったことから，演劇
実践が社会的能力に対して正の影響をもっていた．
特に，因果関係の検証を試みた Goldstein & Win-

ner (2012)の結果は，演劇活動の社会的能力に対す
る有効性を示唆する希少なエビデンスと考えられる
が，準実験デザインを用いたことなどにより生じた
問題点が挙げられる．
第一に，Goldstein & Winner (2012)の研究 2では，

学生の専攻に基づき条件分けを行っており，実験群
と対照群への参加者の無作為割付がされていないた
め介入前の条件間での何らかの心理的特性の違いが
結果に影響した可能性を否定できない．例えば，こ
の研究では演劇専攻の生徒の 1時点目の心の理論
課題がより高得点であることが報告されており，社
会的能力の高い学生が，協働性の強い活動を好み演
劇専攻を選んでいた可能性がある．
第二に，演劇の授業の内容としてGoldstein & Win-

ner (2012)は演技の稽古に加え，戯曲内容の分析，
即興パフォーマンス，身体エクササイズなどが含ま
れていたことを報告した．演劇の授業は統制条件で
あった視覚芸術や音楽などの授業と比較して，クラ
スメイトとの協働性が強いことが推測され，その協
働性の強さが交絡要因として結果に影響を及ぼした
可能性がある．
上記の問題点を踏まえると，演劇体験を活用し

た教育実践を対象とした調査だけでは Goldstein &

Winner (2012)が指摘したような，演劇体験の効果
は物語の「登場人物を演じる」行為によるものであ
る，という仮説を十分に検討できていない．この仮
説を検証するためには，「登場人物を演じる」経験
を含み，かつ演劇活動の構成要素，特に協働性に関
わる要素を可能な限り統制する介入課題を用い，適
当な対照群との間で参加者を無作為に割り付ける実
験を行うことが有効である．
他者を「演じる」ことの効果を検討した先行研究

として，古見らによる研究は，ロールプレイ（役割
演技）が成人の他者理解能力を促進することを初め
て実験的に示している (古見・子安, 2012; Furumi &

Koyasu, 2013)．古見・子安 (2012)はディレクター
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課題を用いて，自分自身と異なる視点にいて異なる
対象物を見ているディレクター（指示者）の役割を
参加者が演じることが，ディレクターの意図理解を
促進することを示した．この研究は効果を生ずる
要因の仮説として，ロールプレイにより自他の認識
のずれを心理的に体験することで，他者の視点や知
識，意図のイメージ化が容易になり，他者理解に必
要な知識が活性化した可能性を指摘している．
しかしながら，古見・子安 (2012)のディレクター
課題において視覚刺激として存在する人物を演じる
ことと，観客の前で上演することを目的とする演劇
には，違いがあると考えられる．実際の演劇を成立
させる過程では戯曲の解釈や適切な演技表現の選択
などを行い，登場人物を作り上げる複雑な認知的・
身体的活動が行われると想定される．そのため演劇
教育の現場で実践されている演劇においても，社会
的能力を促進する効果がみられるかは明らかでな
かった．

2. 本研究の枠組み
本研究では，先行研究の課題を踏まえ，協働性を
統制しつつ，より実際の活動に近い演劇活動の効果
を実験的に検討するため，安藤 (2002)の演劇の操作
的定義を参考に，演劇体験を，戯曲読解，演技計画，
演技遂行からなる連続的プロセスとして設定した．

2.1 戯曲読解が他者理解能力・共感に及ぼす影響
安藤 (2002)の操作的定義によれば，演劇体験は戯
曲という物語の読解を含む活動である．近年，物語
の読解が他者理解能力や共感などの社会的能力を向
上させる可能性が指摘されてきた (Bal & Veltkamp,

2013; Kidd & Castano, 2013;米田・市村・西山・西
口・渡邊, 2018; Mar, Oatley, Hirsh, dela Paz, & Peter-

son, 2006; Mar, Oatley, & Peterson, 2009)．例えば，
物語の鑑賞経験（読書量）の多さが読者の他者理解
能力と正の相関をもつこと (Mar et al., 2009)，ノン
フィクションと比較して文学作品を読んだ後の他者
理解能力が高いこと (Kidd & Castano, 2013)，ノン
フィクションと比較して物語小説を読んだ後に，物
語への移入が高い場合に感情的共感が高くなること
(Bal & Veltkamp, 2013)などが報告されてきた．な
お，この関連性を説明するために，物語への接触が，
現実世界の社会的相互作用のシミュレーションとし
て機能することで社会的能力の訓練の場になるとい

う仮説が提示されている (Mar, 2018; Mar & Oatley,

2008)．これらの知見を踏まえると，演劇体験に含
まれる戯曲読解のプロセスは，それ単独で他者理解
能力や共感に対して正の影響をもつ可能性がある．

2.2 演劇体験の促進効果
戯曲読解を行うことに加え，さらに登場人物を演

じるという体験は，社会的能力に対してより促進的
に働くと考えられる．Goldsteinらの研究が想定し
たように，物語の出来事における登場人物の立場に
身を置き，その感情を演技によって現実に再現する
ことで，読解を行うよりも他者の感情をより現実感
を伴って体験でき，共感が促進される可能性がある
だろう．
また，他者理解能力は，観客の前で演技を行うこ

とでより促進される可能性がある．戯曲は最終的な
舞台作品を作るための「青写真」(Noice, 1991)であ
り，観客が戯曲に描かれた物語を理解できるかどう
かは俳優が登場人物の内面をうまく表現することに
かかっていることが指摘されている．観客に対して
演技を行うことは，自らの演技表現を他者がどのよ
うに見ているのか，どのように考えているのかを客
観的な「観客の視点」(安藤, 2006)から認識するよ
うに演技者を意識させると考える．言い換えると，
演技を行うことは，テキストから登場人物の感情や
信念・意図・動機を適切に推測するだけでなく，そ
の推論内容が自らの演技表現に適切に対応づいてい
るかどうかを，自己中心的な視点ではなく，自分と
は見えが異なる他者の視点から想像し，意識するよ
うに試みることを演技者に求めると考える．演技を
行うことには，このような高次な社会的認知過程の
関与が要求されると想定される．したがって，戯曲
読解だけでなく演技まで行うことは，他者理解能力
に対して，より促進的に作用すると考える．
本研究は対照群として，戯曲読解を行い，そのの

ち演技を行うのではなく，代わりに登場人物の心的
状態に着目して戯曲内容の要約を行う条件（戯曲読
解体験群）を設けることとする．これにより，戯曲
読解に加えて演技までを行う演劇体験の促進効果を
明らかにすることができると考える．

2.3 演劇による促進効果の個人差
我々が物語を鑑賞する時，その物語の情景を生き

生きと鮮やかにイメージし，さながら登場人物の一
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人として物語の世界を現実の世界であるかのように
体験することがある (小山内, 2017)．このように物
語に入り込んでいく状態は「物語への移入」(Green

& Brock, 2000)という概念で仮説的に捉えられてき
た．移入状態にある読者は物語に注意を集中させる
一方で，外界への注意や時間感覚が一時的に減少す
るとされる (Green, 2004;小山内, 2017)．
戯曲の物語に接したときに生じる，物語への移入
状態の強さは，戯曲読解体験と比較した演劇体験の
促進効果を調整する可能性があると考える．演劇に
おいて，演技者は演技を行うために登場人物を声・
表情・身振りなどを用いて演じる演技のプランを形
成する (安藤, 2002)．ここで，物語の世界に自らを
置き，その情景を鮮明にイメージし，物語へ移入し
ている状態にあるほど，自らが演じる人物や周囲の
人物が，物語のある場面においてどのような振る舞
いをしているのかを具体的にイメージし，演技プラ
ンを作ることや演技を行うことが容易になると考え
られる．
以上を踏まえると，移入の強さは演劇体験の社会
的能力への効果をより強める促進的な役割を果たす
可能性があると予測される．逆に，物語への移入が
十分に生じていない場合，演技イメージも十分に形
成されていない可能性があるため，演劇の効果は生
じにくいと想定される．
さらに，物語鑑賞に関する先行研究から，物語へ
の没入の強さが，読後の社会的能力（他者理解能力・
共感・向社会的行動）を予測する可能性も示されて
いる (Bal & Veltkamp, 2013; Johnson, 2012)．一つ
の理由に，物語読解における社会的相互作用の心的
なシミュレーション (Mar & Oatley, 2008)が，読者
が物語世界に十分に関与している状態，すなわち鮮
明にイメージしている状態において生じると想定さ
れることが挙げられている (Calarco, Fong, Rain, &

Mar, 2017)．
上記の推測および先行研究の結果を踏まえ，本研
究で設定する演劇体験および戯曲読解体験（対照
群）では，物語への移入が強いほど，介入後の社会
的能力が高くなる可能性があると予測する．

3. 本研究の目的
本研究は安藤 (2002)の演劇の操作的定義に従い，
標準的な演劇体験プログラムを設定し，それを体験
することが社会的能力へ及ぼす影響について実験に

基づいて検討することを目的とする．これにより，
社会的能力を育成する演劇実践を設計する際に考
慮すべき様々な要因に対する示唆を得ることができ
る．介入条件として，実験群である演劇体験群と対
照群である戯曲読解体験群の 2群を設ける．演劇
体験群への介入は，戯曲を読んでその内容を理解す
る戯曲読解，どのような演技によって登場人物を描
写するのか計画を立てる演技計画，実際に身体を動
かして他者の前で演技をする演技遂行からなる．一
方で戯曲読解体験群への介入は，戯曲読解の後，演
技を行わずに戯曲内容の要約を行う体験である．両
群とも対人相互作用を可能な限り統制する．また，
社会的能力の測定時点は，介入前（T1），介入直後
（T2）に加えて，介入 1週間後（T3）に設ける．介
入から一定期間後に測定を行う理由は，第一に，教
育実践の観点から介入の効果が長く持続することが
期待されるためである．第二に，先行研究には，方
法論上の課題があったためである．すなわち，先行
研究の多くは，短い物語文章への接触が社会的能力
の即時的かつ持続的改善に結びつくという前提に立
ち，介入直後の効果に注目してきた (Calarco et al.,

2017)．しかし，その効果は，物語読解が社会的認
知に関わる認知機能や知識の一時的な活性を引き起
こす，プライミングの影響に過ぎない可能性が指摘
されている (Oatley, 2016; Panero, Weisberg, Black,

Goldstein, Barnes, Brownell, & Winner, 2016)．その
ため，観測される効果が一時的な効果ではないこと
を検討することが，物語体験の効果を扱う本研究に
おいても重要であると考えた．
本研究では社会的能力のうち，共感を質問紙に

よる主観評定によって，他者理解能力を認知課題
による客観的測定によって測定する．他者理解能
力の測定課題について，前述した先行研究の多く
は目から心を読むテスト (Reading the mind in the

Eyes Test; Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste, &

Plumb, 2001)を使用しており，本研究はこの日本語
版 (Adams et al., 2010)を使用する．ただし，この課
題への依存に対する批判 (Mar, 2018)があることや，
日本語版の十分な追試が行われていないことを考慮
し，他者理解能力を測定する課題としてYoni Test（ヨ
ニテスト）(Shamay-Tsoory & Aharon-Peretz, 2007)

と感情理解の状況テスト (Situational Test of Emo-

tional Understanding; MacCann & Roberts, 2008)の
2種を併せて使用し，多面的な評価を試みる．Yoni
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Testは PC画面上に呈示されるアニメ風キャラク
ター「Yoni」の心的状態を判断する多肢選択式の認
知課題である．感情理解の状況テストは社会的文
脈に置かれた人物に関する文章から，指定された人
物の感情状態を読み取る多肢選択式の認知課題で
ある．
本研究は，先行研究を踏まえ，以下の予測を検証
する．予測 1は「読後の物語への移入状態が強い場
合において介入後の演劇体験群の他者理解能力・共
感がより高くなる」である．予測 2は「各群におい
て，介入で生じた物語への移入の強さが介入後の他
者理解能力・共感を予測する」である．

4. 方　法
4.1 実験参加者
日本語を母語とし，演劇を経験したことのない，
京都市内の大学に通う大学生 40名であった．平均
年齢は 20.5歳（SD= 1.7）であった．参加者は演劇
体験群（20名）または戯曲読解体験群（20名）に
無作為に割り当てられた．介入条件内において男女
同数であった．

4.2 刺激材料
参加者が読む物語材料として，一定の文学的価値
が認められると判断した 2つの短編戯曲『捨骨』(市
瀬, 2005)と『父帰る』(菊池, 1917/2016)を使用した．
両作品とも 15分程度で通読が可能な作品である．
1つの作品に割り当てられる参加者は 20名とした．
主人公の性別が物語により異なることから，1つの
作品に割り当てられる男女は 10名ずつとし，参加
者はいずれかの作品に無作為に割り当てられた．
戯曲『捨骨』は，死別した恋人の遺骨を手放すこ
とができなかった主人公「なつみ」（女性）が，帰
省した故郷の昔なじみの寺の住職らと交流をする中
で，恋人への未練を断ち，気持ちを新たにするまで
を描いた作品である．戯曲『父帰る』は，妻子を捨
てて出奔して 20年後，老いたみすぼらしい姿で突
然帰ってきた父を前にして，息子である主人公「賢
一郎」と，「賢一郎」を大黒柱としてきた一家の複
雑な心情を描いた作品である．
また，演劇体験群における演技課題に使用する，
戯曲の後半一節を抜粋した版を別刷りで用意した．
『捨骨』の抜粋部分は，主人公「なつみ」が未だ遺骨
を手放せないでいることの葛藤を告白する直前の，

住職の娘が舞台から退場し，住職と「なつみ」が二
人きりになるシーンから物語の最後までであった．
『父帰る』の抜粋部分は，今でもまるで大黒柱であ
るかのように振る舞う父に，賢一郎が憤怒し，父に
杯を差そうとした弟を決然と止めるシーンから物語
の最後までであった．

4.3 社会的能力を測定する尺度
他者理解能力を測定する課題 3種，共感を測定す

る質問紙 1種を使用した．
他者理解能力を測定する第 1の課題として，目か

ら心を読むテストアジア版（Asian Version of Read-

ing the Mind in the Eyes Test:以下，Eyes Testとす
る）(Adams Jr. et al., 2010)を使用した．感情表情
の目とその周辺を写した長方形の写真画像からその
人物の感情を，画像と同時に呈示される思考や感情
を表す 4語から 1語を選択する課題で，計 36項目
からなる．得点は正答 1点，誤答 0点である．各
試行は，画像および語の選択肢の呈示，参加者によ
る語の選択の 2段階で構成された．
第 2に，Yoni Test（ヨニテスト）(Shamay-Tsoory

& Aharon-Peretz, 2007)を使用した．呈示されるア
ニメ風キャラクター「Yoni（ヨニ）」の心的状態を判
断する課題である 1)2)．この課題では画像刺激の中
心にキャラクター「Yoni」と，画像内の四隅それぞ
れに物体（画像内において同じカテゴリー）や顔の
イラストが現れる．参加者は画像の上部に呈示され
る言語手がかりや，Yoniの視線・表情をもとにその
4つのイラストから Yoni が関心を向けた物体を 1

つ選択する．本研究では原著者がオンライン公開し
ているテスト項目計 98項目を，許諾を得た上で和
訳して使用し，課題を構成した．得点は正答 1点，
1) 全ての項目は心的状態の推測が必要な認知条件と感情
条件，そして参加者が Yoniの視線に従って自動的な反応
をすることを防ぐための統制用の項目である物理条件の
いずれかに割り当てられる．また，全ての項目は一次的信
念の推論を行う一次条件と二次的信念の推論を行う二次
条件のどちらかに割り当てられている．一次条件は Yoni
の心的状態の推測，二次条件は Yoniを囲う四隅に現れる
顔イラストの心的状態に関する Yoniの推測についての推
測を行う．本研究はオンライン（原著者 HPと Inquisit）
にて公開されているテスト項目 98項目を全て使用し，課
題を構成した．
2) Yoni Testと STEUは日本語版が存在しないため，原著
者の許諾を得た上で，日本版を作成した．また STEUの
課題文章に関して，日本においてより自然な尺度になる
よう，一部の単語（人物名・スポーツ名など）を，日本に
おいて一般的な名前・単語に置き換えた．なお翻訳した
両尺度とも標準化の手続きはなされていない．
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誤答 0点である．各試行は，画像の呈示，参加者に
よる画像内イラストの選択の 2段階で構成された．
課題項目によって難易度が異なり，比較的簡単な一
次的信念の推論を行うものと，難易度の高い二次的
信念の推論を行うものがある．この課題は一部の先
行研究 (e.g., Kidd & Castano, 2013)において使用さ
れていること，また難易度の設定において他者理解
能力の階層性を想定しているため，成人の対人場面
における意図理解をはじめとした，より高次な他者
理解能力の個人差を測定できると考え，使用した．
第 3に，感情理解の状況テスト（Situational Test

of Emotional Understanding:以下，STEUとする）
(MacCann & Roberts, 2008)を使用した．これは，
感情の理解を測定する課題である 2)．この課題は，
社会的文脈に置かれた人物に関する 2–3文程度の
文章から，指定された人物の感情状態を文章と同時
に呈示される 4つの心的状態を説明する文または語
から 1つ選択する課題であり，計 42項目からなる．
本研究は原著者がオンライン公開しているテスト項
目を，許諾を得た上で和訳して使用し，課題を構成
した．得点は正答 1点，誤答 0点である．各試行
は，文章および回答選択肢の呈示，参加者による回
答（文章または語）の選択の 2段階で構成された．
この課題は画像刺激ではなく，社会的場面を描いた
文章刺激による他者理解を問うことができるため，
多面的な評価に適していると判断した．
また，3時点にわたって他者理解能力を測定する
に当たり，各回で全項目を反復呈示するのではな
く，T2・T3の測定において新項目を呈示できるよ
うにした．3種の課題について，各測定回において
新項目群・旧項目群を呈示する課題セットを構成し
た 3)．各課題セット内での項目の呈示順はランダ
ムである．参加者の回答に対して正答を呈示する
フィードバックは行わなかった．
共感を測定する質問紙として日本語版対人反応
性指標（Japanese version of Interpersonal Reactivity

Index:以下，IRI-Jとする）(日道他, 2017)を使用し
た．これは共感的関心・個人的苦痛・視点取得・想
3) まず，課題ごとに，予備調査（n= 10）における項目ご
との正答率から，ブロック間の平均正答率がほぼ等しい
ような 4つのブロックに項目を同数ずつまとめた．次に，
これらのブロックのうち，2つの組合せにより旧項目と新
項目からなる課題セットを 4つ編成した．そして各課題
セットは性別・物語の種類・介入条件によってカウンター
バランスを取る形で割り当てられた．課題セット 1つあ
たりの項目数は Eyes Testが 18項目，Yoni Testが 48項
目，STEUが 21項目であった．

像性の 4つの下位因子から共感を測定する尺度で，
計 28項目からなる．共感的関心は，同情といった
他者志向的な感情の喚起のされやすさを測定する
（例：誰かがいいように利用されているのをみると，
その人を守ってあげたいような気持ちになる）．個
人的苦痛は，他者の苦痛な経験を観察することに
よって自己に生じる不安や恐怖感にとらわれてし
まう程度を測定している（例：激しく感情的になっ
ている場面では，何をしたらいいか分からなくなる
ことがある）．視点取得は，他者の視点に立ってそ
の他者の気持ちを考えようとする程度を測定してい
る（例：何かを決める前には，自分と意見が異なる
立場のすべてに目を向けるようにしている）．想像
性は，映画や小説など物語フィクションの登場人物
に，自分を置きかえるように想像する傾向を測定し
ている（例：小説に登場する人物の気持ちに深く入
り込んでしまう）．回答者は各項目の内容がどの程
度自分に当てはまるかを 5件法で回答した（1：全
く当てはまらない― 5：非常によく当てはまる）．

4.4 物語への移入状態を測定する尺度
本研究の演劇体験・戯曲読解体験において，物語

体験の個人差である物語への移入状態を測定するた
めに，日本語版物語への移入尺度（Narrative Trans-

portation Scale for Japanese:以下，移入尺度とする）
(小山内・楠見, 2016)を使用した．（項目例：物語で
描かれている場面に自分がいるように感じた）この
尺度は物語内容に依存しない一般項目 11項目と物
語内容に応じて変更が可能な物語依拠項目 4項目
からなる 4)．回答者は，各項目の内容がどの程度自
分に当てはまるかを，7件法で回答した（1：全く
当てはまらない― 7：非常に当てはまる）．

4.5 その他の指標
4.5.1 日常の物語経験を測定する尺度
日常で物語に触れる頻度に群間差が無いかどうか

検討するため，小山内・米田・古見・楠見 (2015)を
参考に，日常の物語経験を問う指標（物語経験主観
指標）を作成し，使用した 5)．

4) 物語依拠項目は，小山内・楠見 (2016)の原版を参考に
各作品における中心的な登場人物に関して，またそれら
の登場人物がやりとりを行う場面で登場する物に関して，
作成した．
5) 物語体験主観指標について，介入条件間での差につ
いて t 検定を行ったが，有意な差は認められなかった
（t(38) =−1.02，p= .316）．
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4.5.2 演劇体験を評価する質問項目
実験における演劇体験について 5項目を 5件法

（1：全く当てはまらない― 5：非常によく当てはま
る）で自己評価させた 6)．（項目 1：演技のイメー
ジをすることはできた，項目 2：自分でイメージし
たように実際に演技をすることができた，項目 3：
演技をすることに抵抗感があった，項目 4：演技を
することは楽しかった，項目 5：機会があればまた
演技をしてみてもよい）なお分析では項目 1のみを
使用し，演技イメージの自己評価の高さと物語への
移入の強さの関連を探索的に検討した．加えて，実
験の演劇体験の感想を自由記述で回答させた．

4.6 手続き
実験は 4つの手順（プレテスト，介入，ポスト
テスト，フォローアップテスト）に分かれていた．
全ての尺度は PCで呈示した．質問紙（IRI-J，移入
尺度，物語経験主観指標，演劇体験主観評価）はオ
ンラインアンケート作成サービス Qualtrics，課題
（Eyes Test，Yoni Test，STEU）はオンライン心理実
験プラットフォーム Testableを使用した．

4.6.1 プレテスト（T1）
介入前の社会的能力を測定するため，参加者は実
験前日に社会的能力の課題（Eyes Test，Yoni Test，
STEU）と質問紙（IRI-J・物語経験主観指標）に回
答した．

4.6.2 実験介入当日
実験は大学の実験室で行った．実験室の中におい
て，演技を行うための約 2.5メートル四方の空間を
設け，その中央付近に演技用の小道具として，い草
の座布団 4つを十字型に配置した．演技を行う空間
の脇に，演技以外の実験課題を遂行するための机，
椅子および PCを配置した．実験室に来た参加者は
実験者から実験内容に関する説明を受けた．両群と
もに物語の文章を読むことと，いくつかの質問に回
答することを教示した．演劇群に対しては物語の一
節に関してその登場人物の演技を行う課題があるこ
と，戯曲読解体験群に対しては戯曲の内容を要約す
る課題があることをそれぞれ予告した．

6) 演技に対する主観評価項目の回答の平均値と SDは以下
の通りであった．［項目 1：3.95（.86），項目 2：2.50（.97），
項目 3：3.95（.80），項目 4：3.40（1.02），項目 5：3.15
（1.06）］

演劇体験群の課題は戯曲読解課題（戯曲の通読＋
戯曲の内容に関する質問への回答）と演技課題（演
技計画＋演技遂行）から構成されていた．実験室に
て個別実施した．
( 1 ) 戯曲読解課題では，まず実験参加者に戯曲の

全文が印刷された冊子を渡し，15分程度自
由に読む時間を与えた．参加者が読み終えた
ところで，戯曲内容に関する質問紙への回答
を求めた．この課題は多くの参加者は戯曲の
表現形式に馴染みがないと想定して，物語内
容に関する理解を促すために使用した．質問
紙には，戯曲本文中における登場人物の発言
（セリフ）または行動を示す文（ト書き）を 5

文抜粋したものを掲載し，各文について登場
人物がその発言や行動に至った意図・動機，
その時の感情状態を記述させた．

( 2 ) 演技課題は，演技計画段階と演技遂行段階か
ら構成されていた．戯曲読解課題終了直後
に，読んだ戯曲の後半一節を抜粋した冊子を
渡し，主人公（『捨骨』：なつみ;『父帰る』：
賢一郎）に着目するように教示した．続いて
参加者に対し，主人公の視点から演技を行う
課題があることを改めて伝えた上で，どのよ
うに演技を行うのかに関するイメージを膨
らませて，10分程度で演技の計画を立てる
ように教示した．その際，演劇初心者である
参加者に対する助言として「演じる主人公の
発言や行動，また他の登場人物とのやりとり
から，主人公のどのような意図や感情を読み
取ることができるか」，「他の登場人物が目の
前にいると想像し，彼らとのやりとりにおい
て演技によってその意図や感情をうまく表現
するためには声の大きさ・身振り・姿勢・表
情・視線の向きをどのようにすればよいか」
を考えるように教示した．加えて戯曲の抜粋
に挿入されたセリフや動きに関するいくつか
の助言を参考にするように教示した．約 10

分後，演技計画をもとに演技を行わせた．演
技時間は 15分程度で，うち最初と最後の 5

分程度は実験者を観客として，一人で本番の
演技を行わせ，それ以外の時間は自由に読解
または演技練習を行う時間とした．最初の 5

分間を本番の演技時間として設けた理由は以
下による．予備調査の段階で，演劇初心者に
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おいては，練習時間を，自らの演技計画と実
際の演技とをすりあわせることにうまく活用
されない可能性があると判断された．そのた
め，演技計画段階の直後に演技を 1度遂行
し，その演技遂行経験を踏まえて演技の練習
を行うことができるような流れとした．実験
者は演技課題中，本番の演技遂行時間と教示
を行う時間以外は実験室内の間仕切りで区切
られた参加者から見えない空間に待機した．
また，新規の教示は行わず，参加者の必要に
応じて課題説明のみを行った．

戯曲読解体験群の課題は戯曲読解課題（戯曲の通
読＋戯曲の内容に関する質問への回答）と内容要約
課題からなる．1–5名程度での準個別実施であった．
( 1 ) 戯曲読解課題は，戯曲の内容に関する質問項

目数が演劇体験群よりも 3問多い，8問で
あった．演劇体験群における演技課題の所要
時間が比較的長いことを考慮し，戯曲読解体
験群において質問項目を増やすことで，実験
の介入時間を介入条件間で可能な限り揃える
ことを意図した．なお，戯曲読解体験群にお
いて多く呈示された 3問は，介入条件間で共
通している 5問と同様に，登場人物の発言
（セリフ）または行動を示す文（ト書き）を戯
曲から抜粋し，その発言や行動の意図・動機・
感情状態の推測を求める質問項目であり，戯
曲読解体験群に対して特別の意図をもって内
容を構成した項目はない．

( 2 ) 内容要約課題では，戯曲を 15分間で，各戯
曲の主人公の心情の変化を中心に 400字程
度で要約するように求めた．要約は PCに入
力させた．

演劇体験群，戯曲読解体験群ともに介入に要した
合計時間は 40–45分程度であった．なお，参加者に
よって課題ごとの取り組み時間にある程度の幅が生
じることを許容したため，介入の合計時間には多少
のばらつきがある．

4.6.3 ポストテスト（T2）
介入終了直後の社会的能力と実験で使用した物語
への移入状態を測定するために，実験室にて両群の
参加者に課題（Eyes Test，Yoni Test，STEU）と質
問紙（IRI-J，移入尺度）に回答させた．演劇体験群
の参加者に対しては，これに加えて演技の主観評価

（5項目，5件法）と演劇体験の感想を自由記述で
PCを用いて回答させた．

4.6.4 フォローアップテスト（T3）
介入から 1週間後に，T1と同様の手順によって，

参加者に課題（Eyes Test，Yoni Test，STEU）と質
問紙（IRI-J）に回答させた．

5. 結　果
5.1 分析準備と基本統計量の算出
社会的能力の課題（Eyes Test，Yoni Test，STEU）

に関し，明らかな誤操作による反応を除外するため，
各試行のデータに関して，反応時間が 200ms以下
の項目を無効データとし，分析対象から除外した．
移入尺度は，小山内・楠見 (2016)において尺度

全体の得点傾向に関与しない可能性があるとして削
除された項目 2，項目 5を除いた 13項目を使用し
た．このとき，内的一貫性を示す Cronbachの α 係
数は『父帰る』（.77）と『捨骨』（.39）となり，後
者は低い値であったが，内容的妥当性と後述の統計
的検定の結果を考慮し，両尺度とも 13項目版を使
用した．

Yoni Testは，統制条件である物理条件の項目を
除いた項目を分析対象とした．
社会的能力の尺度，移入得点，物語体験の主観指

標に関し，介入条件ごとに平均値と標準偏差を算出
し，表 1に示した．Eyes Test・Yoni Test・STEUは
測定回ごとに試行された項目数が課題種により異な
るため，得点率を従属変数とした．Yoni Test（T1）
に関して，一次条件の試行の得点率の平均値 +1SD

の値が 1を超えており，天井効果があると判断し
た．T2以降で介入の効果を検出できない可能性を
考慮し，以降の分析では難度の高い二次条件の試行
の得点を Yoni Testの得点として使用した．また，
分析では社会的能力の尺度の得点率，移入得点を全
て標準化して使用した 7)．
変数間の相関を算出した．介入前の他者理解

能力を測定する 3 つの認知課題間（Eyes Test・
Yoni Test・STEU）の相関は有意ではなかった（rs=

－.012－.052）．介入前の共感を測定する IRI-J各下位
7) なお移入の程度が介入条件・物語の種類・演じた物語
の主人公との性別の違いによって異なるかどうかを確認
するため，移入得点を従属変数，介入条件，物語の種類，
主人公との性別の違いをそれぞれ被験者間要因の独立変
数とする分散分析を行ったが，いずれの独立変数の主効
果，それらの交互作用も有意でなかった．
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表 1 各尺度の記述統計量（平均値と SD）

注）a 得点率

尺度については，共感的関心と視点取得（r = .385，
p< .05，95%CI= .084－.622）に有意な相関が認め
られた．また，介入前の他者理解能力の各課題に
対する介入前の IRI-J各下位尺度との相関は有意で
はなかった（rs=−.104－.250）．物語経験主観指標
は，介入後の移入尺度得点と弱い正の相関があった
（r = .315，p< .05，95%CI= .004－.571）．演劇体験
を評価する質問項目 1「演技のイメージはできた」
の得点と，移入尺度得点の相関を算出したところ，
r = .42（p= .065，95%CI=−.03－.73，n= 20）で
中程度の相関があった．

5.2 予測の検討
予測を検証するため，階層的重回帰分析を用いた．
階層的重回帰分析では，説明変数を順に加え，その
時の決定係数の増加量の有意性を検討することで，
加えた説明変数が目的変数を説明するに当たり重要
な変数であるかどうかを判断することができる (高
野, 2017)．本研究ではこの分析を用いて，まず介入
前（T1）の社会的能力の個人差の影響を統制した
上で，介入後（T2または T3）の社会的能力に対し
て，実験の介入条件と実験における物語への移入状
態の個人差およびその交互作用が与える影響を検討
した．具体的な分析では，T2または T3における社
会的能力の各尺度得点を目的変数として，ステップ
1で共変量である T1における社会的能力の尺度得
点を，ステップ 2で主効果変数である介入条件（演
劇体験群に 1，戯曲読解体験群に −1を割り当てた
ダミー変数）と移入尺度得点を，最後にステップ 3

で介入条件と移入尺度得点の交互作用を回帰式に投
入した（表 2）．表 2にステップ 1，2，3での重回
帰式の決定係数，ステップ 2から 3の決定係数の
増分，ステップ 3での各説明変数の標準化偏回帰係
数を示した．交互作用項の投入によるモデルの決定
係数の増分の有意性，および交互作用項を投入した
ステップ 3でのモデルの決定係数の有意性を確認
した後（表 2），Aiken & West (1991)に従い，移入
得点の高低（±1SD）における介入条件の単純主効
果の検定（予測 1），移入の単純主効果の検定（予
測 2）を行った．これにより，移入が高い場合と低
い場合それぞれでの介入条件の効果（予測 1），ま
た，介入条件それぞれでの物語への移入の影響（予
測 2）を検討することができる．

5.2.1 介入直後での結果
予測 1と 2を検討するために介入直後（T2）で

の他者理解能力の 3つの課題の得点，共感の質問紙
である IRI-Jの 4つの因子（個人的苦痛・共感的関
心・視点取得・想像性）それぞれを目的変数とした
場合の重回帰分析における移入得点と介入条件の交
互作用と，単純主効果の検定に関する結果を報告す
る．図 1に主要な目的変数に対する交互作用効果
に関するグラフを示した．
まず他者理解能力課題得点に関して分析を行った．

Eyes Testを目的変数とした場合，移入得点高群にお
いて演劇体験群の得点が高く（β = .676，p= .003，
図 1a），演劇体験群においてのみ移入が目的変数を
正に予測した（β = .477，p= .036）．
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表 2 T2または T3得点を目的変数とした階層的重回帰分析の結果

注）a ステップ 3における標準化偏回帰係数，b ダミー変数（1=演劇体験群，−1=戯曲読解群）により作成，c 介入条
件と移入の交互作用項．** p< .01，* p< .05．

Yoni Testを目的変数とした場合，移入得点高
群において演劇体験群の得点が高い傾向にあり，
（β = .315，p = .080，図 1b），演劇体験群におい
てのみ移入が目的変数を正に予測する傾向にあった
（β = .351，p= .065，図 1b）．

STEUの得点を目的変数とした場合には，移入得点
低群において演劇体験群の得点が低く（β =−.700，
p< .001，図 1c），演劇体験群においてのみ移入が
目的変数を正に予測した（β = .716，p< .001，図
1c）．
続いて，共感（IRI-J）得点について分析を行っ
た．共感的関心を目的変数とした場合，移入得点
高群において演劇体験群の得点が高く（β = .375，
p= .002，図 1d），演劇体験群においてのみ移入が
目的変数を正に予測した（β = .373，p= .003，図

1d）．その他には，想像性を目的変数とした場合は
移入の主効果が有意で，移入が目的変数を正に予測
した（β = .333，p= .001）．また，視点取得を目的
変数とした場合，移入得点高群において演劇体験群
の得点が低く（β =−.238，p= .032），演劇群におい
てのみ移入が目的変数を負に予測した（β =−.305，
p= .010）．なお，この介入直後の視点取得に対す
る効果の方向性のパターン（図は省略）は，後述す
る介入 1週間後の視点取得に対する効果の方向性
のパターン（図 1f）と一貫していた．その他の指標
については，主効果および交互作用について有意な
効果は認められなかった．

5.2.2 介入 1週間後での結果
予測 1と 2を検討するために，介入 1週間後の
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図 1 移入尺度得点と介入条件の交互作用に関するグラフ．縦軸は各尺度の標準化得点．

社会的能力関連尺度得点を目的変数として，介入直
後の場合と同様の分析を行った．

Yoni Testを目的変数とした場合，移入得点高群に
おいて演劇体験群の得点が高く（β = .600，p= .004，
図 1e），演劇体験群においてのみ移入が目的変数を
正に予測した（β = .427，p= .043，図 1e）．

Eyes Testを目的変数とした場合，介入条件の単純
主効果（移入高群：β = .379，p= .109，移入低群：
β = .041，p= .861）および移入の単純主効果（演劇
体験群：β = .309，p= .043，戯曲読解群：β =−.024，
p= .916）はいずれも有意でなかった．

STEUを目的変数とした場合も Eyes Testの結果
と同様に，介入条件の単純主効果（移入高群：β =

−.074，p= .736，移入低群：β =−.364，p= .104）
および各群における移入の単純主効果（演劇体験
群：β = .028，p= .906，戯曲読解群：β =−.258，
p= .219）がいずれも有意ではなかった．
ただし，この介入 1週間後の Eyes Testと STEU

それぞれに対する効果の方向性のパターン（図は省
略）は，前述した介入直後の効果の方向性のパター
ン（Eyes Test:図 1a，STEU:図 1c）と一貫していた．
続いて，共感（IRI-J）得点について分析を行っ

た．共感的関心を目的変数とした場合，移入得点
高群において演劇体験群の得点が高い傾向にあり
（β = .265，p= .094），演劇体験群においてのみ移
入が目的変数を正に予測した（β = .445，p= .008）．
なお，介入 1週間後の共感的関心に対する効果の
方向性のパターン（図は省略）は，前述した介入直
後の共感的関心に対する効果の方向性のパターン

（図 1d）と一貫していた．IRI-J視点取得を目的変
数とした場合，移入得点高群において演劇体験群の
得点が低く（β =−.333，p= .012，図 1f），演劇体
験群においてのみ移入が目的変数を負に予測した
（β =−.401，p= .004，図 1f）．その他の指標につ
いては，主効果および交互作用について有意な効果
は認められなかった．

6. 考　察
本研究の目的は，演劇体験が社会的能力へ及ぼす

影響について実験に基づいて検討することであっ
た．介入前後 3時点で社会的能力を測定したとこ
ろ，複数の尺度において物語への移入状態が強かっ
た参加者において演劇体験の効果が認められた．以
下，予測に基づいて考察を行う．

6.1 介入直後にかけての介入条件操作の影響
（予測 1）

目から心を読むテスト（Eyes Test），対人反応性指
標（IRI-J）の共感的関心をそれぞれ目的変数とした
場合，移入高群において演劇体験群は得点が高かっ
た（図 1a，1d）．物語への移入が強い場合において
介入直後の他者理解能力（Eyes Test）や，他者への
同情や関心といった他者志向的な感情をもつ能力と
しての共感（IRI-J共感的関心）が演劇体験群でよ
り高くなるという結果は，本研究の予測を概ね支持
するものと考える．一方で，予測していなかった結
果として，感情理解の状況テスト（STEU）を目的
変数とした場合，移入低群において演劇体験群は得
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点が低かった（図 1c）．この結果が生じた可能性と
しては，正答率からも推察されるように STEUの難
易度が他の認知課題と比較して高かったことと認知
課題の実施順が Eyes Test，Yoni Test，STEUと最後
であったことが，慣れない演技活動を行い，疲労を
感じやすい状況にあった演劇群のパフォーマンスを
全体に引き下げたことが考えられる．実際に，記述
統計量（表 1）で演劇体験群が戯曲読解体験群と比
較し，全体としてやや得点が低い傾向があった．
予測していなかった他の結果として，IRI-J想像
性に対する移入の主効果が示された．IRI-J想像性
は，物語などのフィクションの登場人物に自分を置
きかえるよう想像する傾向を測定しており，物語へ
の没入傾向と中程度の正相関がある (日道他, 2017)．
このことは，特性的な没入傾向が，演劇体験および
戯曲読解体験での物語に移入する状態と正の相関を
もつ可能性を示唆している．
一方で，これら介入直後に認められた効果はその
持続性の観点から解釈に注意が必要である．次に 1

週間後の結果に対する考察を示したあとで，併せて
考察する．

6.2 介入 1週間後にかけての介入条件操作の影
響（予測 1）

予測 1を支持する結果として，介入 1週間後に
かけて Yoni Testを目的変数とした場合，移入高群
において，演劇体験群は得点が高いことが示された
（図 1e）．なお，介入直後では有意ではないものの，
効果の方向性のパターン（図 1b）が介入 1週間後の
パターン（図 1e）と類似していた．一方で予測して
いなかった結果として，IRI-J視点取得を目的変数
とした場合は，移入高群において演劇体験群の得点
が低いことが示された（図 1f）．なお同様の結果は
介入直後でも認められた．これは，他者理解を測定
する Yoni Testの結果と相反する結果であり，この
解釈もまた容易ではない．演劇体験群の参加者に主
人公視点に立つよう要求したことにより，移入が生
じると同時に主人公に対する同一化 (Cohen, 2001;

Tal-Or & Cohen, 2010)が生じた可能性がある．同
一化は，物語の登場人物の視点に自らを置き，その
感情や思考を重ね合わせる状態のことを指す．情景
イメージに重点をおいた「物語への移入」とは別の
概念だが，移入と同時に同一化も生じる可能性が指
摘されている (Calarco et al., 2017)．演劇体験群で

は演じる主人公への同一化が生じ，内観の報告では
主人公以外の一般的な他者への視点取得に対し抑制
的に評価がなされた可能性がある．ただし，これは
推測にとどまるものであり，今後は演劇体験におけ
る演じる人物への同一化の程度を併せて測定し，社
会的能力指標（認知課題および質問紙）との関連を
検討することが必要である．
予測していなかった他の結果として，IRI-J共感

的関心に対する移入の主効果が示された．条件操作
の効果は認められないものの，物語体験で生じた移
入が共感的関心の高さを予測する結果は，先行研究
(Bal & Veltlamp, 2013; Johnson, 2012)と一致するも
のである．ただし，予測 2に関する考察にて後述す
るが，この結果は演劇体験群における移入の影響を
特に反映した結果である可能性がある．

6.3 移入の強さが社会的能力に及ぼす影響（予測
2）

演劇体験群では IRI-J視点取得を除いた任意の社
会的能力を移入が有意に予測する一方で，戯曲読解
体験群では移入がどの社会的能力も予測しない，と
いう予測 2に反する結果が示された．この結果の解
釈の可能性として第一に考えられるのは，移入が生
じても社会的相互作用のシミュレーション (Mar &

Oatley, 2008)が生じなかったというものである．こ
れは，物語体験と社会的能力の関連に対する物語へ
の没入体験の機能を示唆する研究 (Bal & Veltkamp,

2013; Johnson, 2012;小山内・古見・北島・近藤・所・
米田・楠見, 2019)とは一貫しない解釈であり，戯
曲の鑑賞過程が通常の物語小説の鑑賞過程とは異な
る可能性を強調するものである．第二は，移入の高
まりに応じて社会的プロセスのシミュレーションが
生じたとしても，その後の要約課題において出来事
の因果関係の理解に認知処理の焦点が置かれ，その
間に効果が減衰した可能性である．また，戯曲は国
語教科書には殆ど掲載がなく (渡辺, 2016)，本研究
の参加者が頻繁に接触した表現形式ではないため，
その読みにおける熟達の程度の低さが影響している
可能性もある．今後は，従来の知見と異なる結果が
得られたことを踏まえ，読みへの熟達を考慮した上
で，戯曲の読みだけで構成される課題を行い，従来
の研究結果と整合する結果を得るかを検討する必要
がある．



134 渡邊・楠見／認知科学 (2021) 28(1) 122–138

6.4 介入の効果の持続性に関して
本研究は演劇の介入効果の持続性を併せて検討
した．注目すべき点として以下の点が挙げられる．
第一に，介入直後に演劇体験による効果を示した
Eyes Test（他者理解能力）や IRI-J共感的関心（共
感）において 1週間後には有意な効果が認められ
なかった点である．これは，実験直後に測定された
「社会的能力」が介入の物語体験において一時的に
関与した社会的認知に関わる心的処理の持ち越し効
果に過ぎない可能性 (Mar, 2018)，または，効果は
生じたものの時間経過により減衰し，1週間後の測
定では観測できなかった可能性が考えられる．1週
間後の結果において，有意ではないものの，効果の
方向性のパターンが介入直後のパターンと類似して
いること（移入高群における介入条件の単純主効果
Eyes Test：β = .379，p= .109; IRI-J共感的関心：
β = .265，p= .094）は，条件操作の効果が減衰して
いる可能性の傍証と考えられる．また，予測と異な
る結果を示した STEU（他者理解能力）においても，
1週間後の結果は介入直後の結果と同様のパターン
を示しており（β =−.364，p= .104），この解釈が
適用可能であると考える．
第二に，介入 1週間後においてもなお Yoni Test

において移入高群における演劇体験の効果が認め
られたことである．これは Yoni Testで測定される
他者理解能力が，移入を伴う演劇体験によって比較
的持続的な変化を生じている可能性を示すもので
ある．
そして，Eyes Testと比較して Yoni Testにおいて，

より持続的な効果が認められていたことは，本研究
の実験における，他者理解能力に対する演じること
の効果の特徴を示しているかもしれない．演劇体験
群の参加者は，演技を行う過程で，ある特定の対象
人物（主人公）の心的状態を繰り返し推測し，その
立場に立つという体験をしたと考えられる．そのた
め，演技を行うことは，対象が限定された，特定の
人物の心的状態を繰り返し推測し理解する能力を特
に促進する一因である可能性がある．このことは，
Eyes Testと Yoni Testの結果の差異に反映されてい
ると考える．Eyes Testは，課題における心的状態
を推測する対象になる人物刺激に着目したとき，試
行ごとに異なる対象人物の心的状態の推測を要求
する課題，すなわち一般的，広範な対象に対する他
者理解能力を測定している課題である．一方，Yoni

Testは，試行間で共通した対象人物（アニメ風キャ
ラクター Yoni）について心的状態の推測を繰り返
し要求する課題，すなわち限定された特定の対象に
対する他者理解能力を測定しているという課題要求
の違いが認められる．介入課題である演劇体験は，
ある特定の対象人物の心的状態を繰り返し推測させ
る課題であるという点で，他者理解能力の測定課題
である Yoni Testと類似していたと考えられる．し
たがって，本研究で演劇体験の持続的な効果が Yoni

Testにおいて認められたことは，演劇がある特定の
人物の心的状態を繰り返し推測し理解する能力をと
りわけ促進する効果をもつ可能性を示唆していると
考える．
本研究の Eye Testおよび Yoni Testに関わる結果

から，演劇体験は，広範な，一般的な対象人物に対
する他者理解能力を促進するが，対象人物が限定さ
れた場面での他者理解を特に促進する可能性がある
と考える．また，演劇の効果のそのような一側面に
おいて，Yoni Testは演劇の他者理解能力に対する
近転移の効果を，Eyes Testは遠転移の効果を測定
する課題であると位置づけることができる．一方，
共感に関して，同様に対象が限定された場面での効
果が認められるかどうかは明らかではなく，今後の
検討が必要である．

6.5 教育実践への示唆
本研究の結果は，他者理解能力や共感を育む演劇

実践を設計するために考慮すべき要因について有益
な示唆をもたらすものと考える．

1点目は，学校現場における演劇実践の実行可能
性と，実践の構成に関する点である．本研究の演劇
体験は，戯曲読解・演技計画・演技遂行全ての段階
を合計して 40分程度の課題であった．本研究が，
個人差の条件つきではあるものの短時間の介入で
効果が認められたことは，Goldstein et al. (2009)や
Goldstein & Winner (2012)が調査の対象としたよう
な年単位の演劇の専門教育と比較して，学校教育で
演劇を活用することの実行可能性を高めるエビデン
スであるといえるだろう．本研究の介入課題を参考
に実践を設計する例として，国語といった既存の教
科教育の枠組みにおいて，授業 1コマを活用し，教
材の物語の登場人物を同級生の前で演じることで学
習者の他者理解能力や共感を促進することも考えら
れる．また，本研究の結果は，学習者の他者理解能
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力の変化を把握する際には，広範な対象人物に対す
る他者理解を測定する従来の心理指標に加え，対象
人物を限定した他者理解を測定することで，演劇活
動の効果をより詳細に捉えることができる可能性を
示している．例えば，ある特定の人物に関するシナ
リオを作成し，様々な社会的文脈においてその人物
の心的状態の推測を求めるような課題が一案として
挙げられる．ただし，このような新規な課題の作成
と利用にあたっては，妥当性・信頼性の検証を行う
ことが必要である．なお，演劇実践の設計にあたっ
て，先行研究および本研究の結果から現時点におい
て以下の点に留意すべきである．戯曲解釈を深める
といった目的のもと，演技遂行の 3段階を複数の授
業コマに分割して実施したり，戯曲読解段階のみを
実施したりした場合は，本研究と同様の効果が認め
られるかどうかは未だ明らかでない．予測 2に関
する考察で述べたように，戯曲読解体験群において
社会的相互作用の心的なシミュレーションが生じな
かった可能性などを考慮すると，戯曲読解に関する
学習活動のみでは効果が得られない可能性がある．
したがって，戯曲読解単独の他者理解能力や共感へ
の効果については，今後の検証が必要である．

2点目は，効果の個人差に関する点が挙げられる．
本研究の演劇の効果は，物語への移入が高い個人に
限られていた．この結果は，少なくとも本研究の介
入課題と同様の演劇実践を実施する場合，効果には
移入による個人差が生じる可能性を示唆している．
そのため，集団全体に対して効果的な演劇実践を行
うためには，移入の個人差を考慮する設計，具体的
には移入が低いと推測される個人に対して移入を
促すような介入が必要と考える．まず，移入を予測
する変数としては，物語読書量などが利用可能なも
のとして挙げられる．例えば，本研究の結果から日
常の物語メディアへの接触頻度と物語への移入に正
の相関があること（r = .315），先行研究から日常の
読書量が多い人ほど没入特性が高いこと (小山内他,

2019)が示されてきたことが参考となる．そして，
物語の情景イメージの形成を支援する方法の例とし
て，戯曲の場面ごとに挿絵を作成し，学習者の読解
時に与えることや，挿絵の利用を集団での討議と組
み合わせ，他者からのアイデアを参考にイメージを
修正し，膨らませるようなことが案として挙げられ
る．また，今後の研究では，このような演劇実践の
設計を支援するためにも，演劇の効果に移入による

個人差が生じる条件に関する検討が期待される．

6.6 本研究の今後の課題
続いて，本研究の限界点および今後の課題を挙げ

る．第一に他者理解能力の測定に使用した指標の問
題がある．他者理解能力は 3つの認知課題を用い
て測定を試みた．結果の様相が概ね類似しつつも，
介入前の 40名を対象とした測定において 3つの認
知課題間の相関は低かった（rs=−.012－.052）．こ
の結果は，各課題が他者理解能力の異なる側面を測
定していた可能性を示唆しており，他者理解能力に
対する演劇・演技の効果の全体像を具体的に検討す
る上での本研究の限界点である．今後の研究では，
以下のような対応が必要であると考える．まず，日
本人サンプルを対象にした他者理解能力課題の妥当
性・信頼性の十分な検証が求められる．そして演技
理論・心理学・教育実践の視点から，演劇が効果を
与えうる社会的能力の構成概念（他者理解能力・共
感など）における複数の側面と，それらに対して効
果を生ずるメカニズムに関する仮定をおいた上で，
促進したい能力を適切に測定できる課題を選択する
必要がある．他者理解能力を測定する課題の例とし
て，すでに古見・子安 (2012)や小山内他 (2019)で
使用された，参加者に視点取得を行わせるディレク
ター課題を用いることも考えられる．
第二に，物語の鑑賞時の没入状態を測定の対象と

して開発された移入尺度 (小山内・楠見, 2016)を，
多段階からなる演劇体験に対して適用したことの
問題がある．参加者の自己報告が戯曲読解・演技計
画・演技遂行のいずれのプロセスを強く反映した指
標であるのかが明らかでない．例えば，演劇体験群
においては，移入尺度得点と演劇体験を評価する質
問項目 1「演技のイメージをすることはできた」項
目得点の間に中程度の相関（r = .42）があり，物語
への移入の強さと物語の登場人物に関する演技を
イメージできることには一定の関連がある可能性が
示唆される．今後は，読解における物語への移入の
強さとともに，演技計画・演技遂行におけるイメー
ジ鮮明性・注意の集中に関する質問項目を使用また
は作成するなどし，遂行の段階ごとにイメージの個
人差を評価し，その関連を検討することが必要であ
る．また，主観報告によるバイアスを避けるため，
小山内他 (2019)もその必要性を指摘している通り，
読書における没入状態を客観的に測定することを可
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能にする方法論的枠組み (布山・日高, 2018)を参考
にして，演劇体験における没入状態を操作的に定義
し，それを測定する手法を開発することなども期待
される．
第三に，協働性を統制するために，複数人で演じ
るべき戯曲を一人で，他の演技者が目の前にいると
想定して演じていることが，実際の舞台上演までの
過程での演技者の経験とは異なる点が挙げられる．
他の演技者（役）がある中で演技を行うことで，演
技の臨場感が増し，参加者が演技課題にもっと集中
して取り組むことができる可能性がある．同時に，
他の演技者の存在が，客観的な視点から自分自身の
演技を観察することを動機づけ，結果的に他者の視
点を取得する能力が向上する可能性も考えられる．
その他にも，演劇体験が社会的能力に影響を及ぼす
主張における別の論拠でもある，より良い作品を作
るために演技者や演出者および指導者との間でなさ
れる協調的な対話の過程は，本研究で確認されたよ
うな促進効果に対して影響を及ぼす可能性がある．
今後は，複数人での演劇体験の効果を実験により検
証することも必要である．なお，過去の演劇教育の
実践事例 (大阪府教育センター, 2014)では心理指標
だけではなく，チームワークといった高次のコミュ
ニケーションを評価するためのルーブリックを用い
て，教員や演劇指導者が学習者を評価するものがあ
る．これは複数人での対話に基づく演劇活動の効果
を測定・評価する手法の参考となる．

7. 結　論
本研究は，協働性を統制した，操作的に定義され
た演劇体験の社会的能力に与える効果が，介入か
ら一定期間をおいても存在することを，実験を用い
て示した．この結果は，先行研究 (Goldstein et al.,

2009; Goldstein & Winner, 2012)が調査の対象とし
たような演劇の教育実践において，戯曲を読み，演
技を計画し，観客の前で実際に「他者を演じる」体
験が，確かに学習者の社会的能力を促進する要因の
一つである可能性を示すものである．また，物語体
験の個人差である物語への移入状態が，登場人物を
演じる演劇体験の促進効果を調整することを示し
た．本研究は，方法論においていくつかの限界点が
あるものの，これまで実証的な検討が少なかった演
劇体験の教育効果，特に社会的能力へ及ぼす促進効
果について，認知科学的エビデンスを付加する数少

ない研究の一つであると考える．また，これまでの
演劇教育実践 (文部科学省, 2011)や，より教育効果
の高い演劇実践の設計を試みる将来の研究に有益な
示唆を与えると考える．実際の演劇活動では，本研
究が焦点をあてた演技遂行過程を包含しつつ，複雑
な対人相互作用に基づく創作活動が行われている．
今後の研究においては，他者理解課題や共感質問紙
などの心理指標を用いて効果測定を行うことに加
え，評価に基づいて効果的な演劇教育活動の支援を
行うことを目的として，複雑な演劇活動で育まれる
高次の対人コミュニケーション能力を測定できる手
法を開発することが必要となると考える．
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