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9歳児とテレビゲーム

� 箕浦康子

はじめに

　1980 年代後半のテレビゲーム機の普及は、日本の子どもたちの遊びの形態や生活時間のあり

方を変えたといわれ、幾多の調査や研究がなされてきた（たとえば子安・山田、1994；中野区児

童・生徒の意識調査報告書、2001）。テレビが子どもの生活に大きな位置を占めるようになった

1950 年代後半以降を第1期とすると、テレビゲームの出現とその子どもの生活への浸透は第2

期の特徴である。パソコン、インターネット、携帯電話などが子どもの生活に入り始めた 2000

年前後から以降が子どもとメディアの歴史の第3期と分類できよう。2011 年7月のアナログ波

の停止で家庭のテレビはデジタルにかわり、テレビは録画して自分の都合に合わせて視聴するよ

うに変わってきた。テレビ番組が子どもの生活時間を区切る時代は終わったのである。子どもと

メディアをめぐる状況は大きく変化したが、新しいメディアの導入がそれまでのメディアを駆逐

したわけではなく、併存する状態が現在も続いている。本報告は、2012 年1月時点での子ども

のテレビゲーム使用状況とその関連事項について分析したものである。

　吉井（2000､ 47－48 頁）は、1991 年 12 月に茅ヶ崎市の小学4～6年生と都内および神奈川県

下の高校生に実施したテレビゲームの利用実態についての調査結果を報告している。この調査に

よると、テレビゲームに熱中する子どもの割合は、小1で 16％、小2で 18％、小3で 29％、小

4で 39％、小5で 27％、小6で8％と急激に落ち込み、中1になると 27％がテレビゲームを卒

業していき、卒業率は中3では 57％に達する。吉井の調査からは、小学校3、4、5年は、テ

レビゲームエイジといえた。このような状況はさらに多様なメディアが子どもの周辺にあふれて

いる 2012 年の時点でも該当するのかどうか、9歳児（小学3・4年生）が対象である本年度の

調査をもとに検討する。

方法

　対象者は、子どもによい放送プロジェクトに登録して 2012 年1月の調査に参加した 835 人の

9歳児である。

分析結果

1．テレビゲームの使用状況：男女別分析

　視聴日誌によると、男子のテレビ接触時間平均値は 110 分、テレビ専念時間は 28 分、ゲーム
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接触時間は 28 分、ゲーム専念時間は 11 分、映像接触総時間は 160 分である。女子のテレビ接触

時間の平均値は 128 分、テレビ専念時間は 28 分、ゲーム接触時間は 14 分、ゲーム専念時間は6

分、映像接触総時間は 163 分である。映像接触総時間とテレビ専念時間の平均値には男女差はな

かった。しかし、男子のゲーム接触時間は女子の倍であるが、テレビ接触時間は女子の方が男子

より有意に長かった。

　表1、2は、保護者1（多くは母親）が回答した子どものテレビゲームで遊ぶ時間を男女別

に、平日と休日に分けて示したものである。9歳児のテレビゲーム利用時間には大きな男女差が

出現している。平日に1時間以上テレビゲームをする男子 55.1%（うち2時間以上は 18.1%）、女

子で1時間以上は 33.7%（うち2時間以上は 7.3%）である。休日に1時間以上ゲームで遊ぶ男子

は 69.5%（うち2時間以上 36.2%）、女子は 57.7%（うち2時間以上 17.5%）。テレビゲームで遊ん

でいる男子の比率は、平日・休日どちらでも女子より有意に高い。このようにテレビゲーム使用

には男女差が見られるので、以降では原則的に男女を別々に分析する。

　中野区教育委員会（2001）が 2001 年1月に小学3、5、中学2年生に実施した調査では、本

人に「1日あたり、どのくらいテレビゲームをして遊びますか」と聞いている。小学3年男子で

1時間以上は 57.4％（そのうち2時間以上は 29.5%）、小3女子では1時間以上は 27.5%（うち2

時間以上は 11.7%）となっている。本人に休日と平日を分けないで聞いているし年齢も半年若い

ので、母親に尋ねた今回の調査と単純には比較できないが、10 年前も今も多くの男の子がテレ

ビゲームで遊んでいる姿は変わっていなかった。

表1　平日にテレビゲームで遊ぶ時間（男女別）

表2　休日にテレビゲームで遊ぶ時間（男女別）
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　男子の平均就寝時間は、9時 37 分、一週間のおけいこ事や塾の回数は 2.4 回、家庭学習や塾

に使う時間の平均は約 57 分である。女子の平均就寝時間は、9時 46 分、一週間のおけいこ事や

塾の回数は 2.6 回、家庭学習や塾に使う時間の平均は約 61 分である。男子の場合、就寝時間

は、テレビ接触量（r=.23，p<0）、テレビ視聴量（r=.242，p<0）、ゲーム接触量（r=.108，

p<.024）とすべてと有意に相関していた。すなわち、テレビやテレビゲームに費やす時間の多

い男の子の就寝時間は遅いということである。女子の場合、就寝時間はテレビ接触量やテレビ視

聴量（専心＋ながら視聴）とは有意に相関していたが、ゲーム接触量とは無相関であった。これ

は、テレビを見ている時間の長い女の子の就寝時間は遅いということである。男女ともに、メデ

ィア接触の長短が、就寝時間を左右していた。

　また、男女ともに塾や習い事の多少とテレビ視聴時間は負の相関（男子：r=－.099，

p<.013，女子：r=－.200，p<.000）となっていることより、塾やおけいこ事に時間をとられる

子どものテレビ視聴時間は短いといえた。

2．テレビゲームへののめりこみ度

　子ども用質問紙の質問7は、子どものテレビゲームのめり込み度を測定することを意図して今

回初めて導入された。これらのうち、男女差が見られなかったのは、「テレビゲームに詳しくな

くて友だちとの間でいやな思いをしたことがある」「テレビゲームのことでは友だちから遅れて

いると思う」「いっしょにテレビゲームをしたり、ゲームの話をして、仲なおりすることがあ

る」の3項目のみで、残りの7項目には有意な男女差が見られた。そこで男女別に質問7の 10

項目を因子分析（主因子法、バリマックス回転）したところ男女ともに3因子を析出した。

　男子データの第一因子は、「6．テレビゲームに夢中」「7．始めるときワクワク」「8．ほか

のことを忘れるくらい夢中になる」の3項目に高い負荷があり、3つを合計したものを「夢中」

と名付けた。第二因子は、5項目からなり、「1．友達よりテレビゲームが上手」「2．誰よりも

早く新しいゲームを買いたい」「5．いっしょにテレビゲームをしたり、ゲームの話をして、仲

なおりすることがある」「9．いやなことがあったときテレビゲームをして忘れようとすること

がある」「10．友だちと一緒に過ごすより、テレビゲームで遊ぶ方がたのしくなることがある」

に高い負荷があり、テレビゲームから優越感を得たり、友達代わりにテレビゲームで遊んだりと

なんらかの心理的代償を得るために、テレビゲームにのめり込んでいると解釈できた。そこで5

項目の合計を「代償」と名づけた。第3因子は、「3．テレビゲームに詳しくなくて友だちとの

間でいやな思いをしたことがある」「4．テレビゲームのことでは友だちから遅れていると思

う」に負荷が高いので、「ゲーム劣等感」と名づけた。ゲーム接触時間との相関は、「夢中」が

r=.159（p<.002）、「代償」が r=.208（p<000）、「ゲーム劣等感」r=－.138（p<.01）で、いず

れも有意であった。

　女子データの因子分析でも3因子が析出されたが、第一因子が代償、第二因子が「夢中」、第

三因子は「ゲーム劣等感」であった。ゲーム接触時間との有意な相関が見られたのは、「代償」
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（r= .185，P<001）と「ゲーム劣等感」（r=－.116，p<.05）で、「夢中」との相関はなかった。

男子の場合、テレビゲームの面白さに夢中になってゲーム接触時間が長くなるが、女子の場合は

そういうことはなく、満たされない気持ちを埋め合わせるような気分でゲームにのめり込む場合

が多いことが推察された。

3．テレビゲームへののめり込みと学校適応

　子ども用の質問 14 は、学校適応度をたずねる 12 項目からなるが、男女差をＴ検定で調べたと

ころ、有意差があったのは5項目、7項目には有意差がなかったので、因子分析は、男女一緒の

データでおこなった。第一因子は、学校で不快な思いをしていることをあらわす4項目からなり

「SNegative」と名付け、第二因子は、学校生活に前向きな4項目からなる「SPositive」、第三因

子は、学校生活に不満を示す4項目からなるので「Ｓ不満」と名付けた。

　学校に不適応感がある子がゲームに逃げ込んでいる可能性はあるのかどうかを検討するため

に、ゲームのめり込み度の3つの次元と学校適応度の3つの次元間の相関を調べたところ、学校

不快（SNegative）は、代償（r=.149，p<00）およびゲーム劣等感（r=.192，p<00）と有意な

相関を示した。また、学校へ前向きな学校肯定度は、ゲームのめり込み度とは無相関であるが、

学校生活への不満は、夢中（r=.120，p<.001）、代償（r=.279，p<00）、ゲーム劣等感（r= 

.136，p<00）のいずれの次元とも正の相関を示した。これは学校で不快な思いをしている子や

学校生活から満足を得ていない子どもが、テレビゲームから代償的な満足をえている、たとえ

ば、学校では優越感は得られないが、テレビゲームではそれを得ることができるといったメカニ

ズムが背景にある疑いを抱かせる結果である。しかしながら、相関分析からは因果関係を推定す

ることはできないので、これはあくまで検証すべき仮説である。

４．テレビゲームへの母の態度

　テレビゲームの接触量を規定する要因の一つとして、子ども自身ののめり込み度や学校適応以

外に、9歳児にあっては親が子どものメディア接触をコントロールする力も顧慮すべきであろ

う。そこで、子どものテレビゲームについての保護者1（多くは母が記入者）の態度に関する質

問 16 の8項目を因子分析したところ、2因子を得た。第一因子の5, 6, 7, 8の4項目の得点の

合計を母が子どもと一緒にゲームを楽しむという意味で「G 共楽」と名づけた。この合成変数に

は男女間で有意差はなかった。第二因子は項目1, 2, 3, 4からなり、「使ってよいソフトを決め

ている」とか「ゲームをしてよい時間を決めている」などの子どものゲーム使用を統制する項目

ゆえ「G 統制」と名づけた。この合成変数の男女別平均には有意差があり、ゲーム時間の長い男

子への母親の統制は、女子に対する統制より有意に大きかった（t=2.73，p<.006）。ゲームをや

る女子が多くないために母が制限をかけるまでもないのである。
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５．テレビゲーム接触量の規定因：重回帰分析

　視聴日誌によると男子のテレビゲーム接触時間量の一日の平均値は、28.7 分（標準偏差

30.9）、女子は 15.6 分（標準偏差 21.9）で、男女に大きな差があった。

　テレビゲーム接触時間量を規定する要因を調べるために、説明変数として本人に関わる要因と

して、年齢（月齢）、読書の好き嫌い、就寝時間の遅さ、テレビビデオ視聴時間、母親関連の要

因として、子どものゲーム使用への統制（G 統制）、母親が子どもと一緒にゲームを楽しむ度合

い（G 共楽）、基本的生活習慣の確立度、テレビへののめり込み度として夢中度と代償度を取り

上げた。「テレビゲーム劣等感」は、ゲーム接触時間との相関が低く、この項目得点の高いの

は、ゲームが得意ではなくあまりやらない子たち、ゲームにのめり込んでいない子であることが

わかったので、のめり込み度の分析には使わないことにした。学校適応面では、学校で嫌な思い

をしている度合い（SNegative）、学校肯定度（SPositive）、学校に不満を抱いている度合い（S

不満）の 12 変数を取り上げて、男女別に重回帰分析をした。

表3　テレビゲーム接触時間の関連変数の重回帰分析

　表3は、テレビゲーム接触時間量を規定している要因は、男女で異なることを示している。表

3で男女に共通な規定因は、母親が子どもと一緒にゲームを楽しむ家庭の子どものゲーム接触時

間は有意に長く（男 β=.24，p<.01; 女 β=.26，p<.01）、ゲーム使用を制限しようとする場合

は、ゲーム接触時間は短くなっている（男 β=－.19，p<.01; 女 β=－.12，p<.06）。9歳児

は、いまだ親の指導下でテレビゲームをしていることを表わしている。また、ゲームが優越感を

得たり嫌なことを忘れるための代償として使われている場合は、男女ともにゲーム接触時間を長

くなる（男 β=.13，p<.04; 女 β=.19，p<.01）。二変数間の相関分析では、ゲーム接触時間量
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とゲームの面白さに夢中になることの間には、女子の場合は、相関がなかったが、男子の場合は

相関があった（87－8 頁参照）。しかし、重回帰分析では男子の場合でも「夢中」とテレビゲーム

接触時間の標準化係数（β）は 0.07 で有意ではなかった。また、男子では、読書嫌いであるほ

どゲーム接触時間は長くなるが（男 β=.11，p<.04; 女 β=.02，NS）、女子では読書の好き嫌

いは、ゲーム接触時間とは関係がなかった。男子では、生活自立度が低いほど、ゲーム接触時間

が長くなる傾向があったが（男 β=－.10，p<.07; 女 β=.02，ns）、女子の場合はそうした関係

はなかった。女子の場合は、学校で嫌な思いをしている度合い（SNegative）が強いほどゲーム

接触時間が長くなり（β=.23，p<.001）、学校に不満を抱いている度合い（Ｓ不満）が強い場合

は、ゲーム接触が短くなっていた（β=－.16，p<.03）。

　本重回帰分析のモデルの説明力（R2）は、男女ともに 11％にとどまっているが、モデルの説

明力は有意であった。9歳児のゲーム接触量に影響を与える第一要因は、男女ともに親のテレビ

ゲーム指導の在り方であったが、第二要因としては男子の場合は読書嫌い、女子の場合は学校適

応度が関係していた。男子の場合、テレビゲーム接触量が学校適応度とは無関係なのは、ほとん

どの男の子がゲーム遊びをするので差が出にくいからである。

６．テレビゲームはキレやすさを助長するか？：重回帰分析による考察

　テレビゲーム遊びの内容には攻撃的な要素を含んだものが多々あり、テレビのように受動的に

視聴するだけでなく、みずからコントローラーを動かして操作することができるゲームソフトの

子どもへの影響を懸念する声が発売当初よりあった。ゲーム遊びの影響に関しては、怒りや憎し

みなどの攻撃感情を放出させることで攻撃行動は低減すると予測するカタルシス説とゲームをす

ることで攻撃行動が学習されるので攻撃感情が高まるという社会的学習説があり、従来の研究は

後者を支持するものが多かった（増田、1994）。テレビゲームに費やす時間の多い人の心理傾向

として、相手の答えが遅いとイライラするとか、共感性が低いとか、現実体験を軽視する傾向が

あるなどの報告もある（吉井、2000、50 頁）。表1と2より、9歳児の場合、テレビゲーム遊び

の時間には大きなバラつきがあったが、テレビゲーム遊びの多い子どもは、少ない子どもより攻

撃的と言えるであろうか？

　この問いに答えるために、質問 15 で「キレやすさ」を調べるために8つの質問をした。この

8項目の質問で男女差があった項目は、「みんなの注目をあびたい」、「思わず、ぼう力をふるっ

てしまうことがある」、「きらいな人から話しかけられても、聞こえないふりをする」、「気にいら

ないことがあると、あたりちらす」の4項目、残りの4項目には男女の差がなかったが、テレビ

ゲーム遊びの時間には大きな男女差があるので因子分析は男女別々に実施した。いずれの場合も

1因子しか析出せず、一次元性があると推定されたので8項目の合計を「キレやすさ」の指標と

した。「キレやすさ」の男子の平均値は、19.20（標準偏差 6.25）、女子の平均値は、18.05（標準

偏差 6.32）であった。

　テレビゲームがキレやすさを助長するという従来の知見を再検討するために、8項目を合算し
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た「キレやすさ」を従属変数とし、説明変数として、視聴日誌より算出したゲーム接触時間量と

テレビビデオ視聴時間量、年齢（月齢）、就寝時間、塾やけいこごとなど習い事の数、テレビゲ

ーム夢中度、テレビゲーム代償度、母親の子どものゲーム使用への統制（Ｇ統制）、母親が子ど

もと一緒にゲームを楽しむ度合い（Ｇ共楽）、学校に否定的な度合い（SNegative）、学校肯定度

（SPositive）、学校に不満を抱いている程度（Ｓ不満）の 12 変数を投入し、重回帰分析（強制投

入法）を実施した。このモデルの説明力（調整済み R2）は、男子 30.7%、女子 34.7%であった。

表４　キレやすさの関連要因：男女別重回帰分析

の遅さ

学校に否定的

学校に肯定的

学校に不満

　個々の説明変数の標準化係数（β）の有意性を検討したところ、キレやすさにゲーム接触時間

が有意に関与しているのは男子のみで女子には有意な関係は見られなかった。関与の仕方は、ゲ

ーム接触量の多さがキレやすさを緩和する役割、すなわちゲーム接触量の多さがキレやすさを低

減させるというカタルシス説を支持するものであった。10 年前の 2001 年1月に中野区でほぼ同じ

項目で実施された調査においては、ゲーム時間が長いほど怒りっぽさをコントロールする力が弱い

という結果が、小学3年、小学5年、中学2年全てで得られている。今回の私たちの調査では中

野区の調査とは逆の結果になったのは、説明変数に中野調査では児童の自己申告ゲーム時間を使

っているが、本調査では視聴日誌に記録された時間を使っているというデータ上の問題、もしくは

子どもの生活におけるゲームの位置づけが 10 年の間に変化したことを反映、あるいは、それ以外

の要因によるものの3つの理由が考えられるが、どれが妥当な説明かは今のところ不明である。

　男子の場合、月齢が低いほどキレやすく年齢がいくほど自制心が働いていたが、女子には年齢

による違いはなかった。テレビゲーム遊びをする女子の数自体は少ないために年齢効果は出にく

かったためと考えている。男女共通の有意な説明変数は、テレビゲームの代償性が高いほど、ま

た学校で嫌な思いをしているか学校に不満なほど、キレやすいことであった。男子の場合、学校

でポジティブな経験をしているほどキレにくいが、女子にはそのようなことはみられず、女子の
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場合は、学校に不満を抱いている子がキレやすいという結果であった。

　テレビゲーム接触時間の長さが単純にキレやすさに直結しているのではなく、なんらかの代償

としてテレビゲームにのめり込み、その帰結としてゲーム遊びの時間が増大する時にキレやすく

なると解釈した方がよさそうである。

７．テレビゲームと疲労感

　身体面へのテレビゲームの影響をみるために自覚された疲労度にゲーム接触時間がどのように

関与しているかを重回帰分析で調べた。質問 16 の 15 項目は、産業衛生協会・産業疲労研究会が

作成した疲労自覚症状調査表の第一群「ねむけとだるさ」から採用した 10 項目（「頭が重い」

「全身がだるい」「足がだるい」「あくびがでる」「頭がぼんやりする」「ねむい」「目がつかれる」

「動作がぎこちない」「足元がたよりない」「横になりたい」）にフィラーを5項目入れて作成し

た。その 10 項目に「当てはまる」として○印が付けられた数をもって自覚疲労度とし、重回帰

分析の従属変数とした。9歳児（小3、4年生）の自覚疲労度の平均値は男子 1.66（標準偏差

1.72）、女子 1.71（標準偏差 1.92）で、男女間に有意差はなかった。キレやすさと疲労度の相関

係数は、r=.289（p<00）で、疲労度とキレやすさは相互に相関していた。

　重回帰分析で説明変数として投入されたのは、日誌によるゲーム接触時間量、テレビビデオ視

聴時間量、年齢（月齢）、就寝時間、塾や習い事の数、テレビゲーム夢中度、テレビゲーム代償

度、母親の子どものゲーム使用への統制（G 統制）、母親が子どもと一緒にゲームを楽しむ度合

い（G 共楽）、学校で嫌な思いをしている度合い（SNegative）、学校肯定度（SPositive）、学校

に不満を抱いている度合い（S 不満）の 12 変数である。男女別に重回帰分析（強制投入法）を

実施した。このモデルの疲労度を説明する力（調整済み R2）は、男子 10.7%、女子 11.1%で、モ

デルは有意であった。

表５　疲労感の関連要因：男女別重回帰分析

の遅さ

学校に否定的

学校に肯定的

学校に不満
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　男女ともにゲーム接触量やテレビビデオ接触量は、自覚疲労度の有意な説明変数ではなかっ

た。各説明変数の疲労度への関わりは男女で違い、男子の場合、テレビゲームへの夢中度や就寝

時間の遅さが自覚疲労度を高めているが、学校生活に肯定的な場合は、自覚疲労度が少ない。女

子の場合は、年齢（月齢）が上がるほど、また学校への不満や否定的感情が高くなるほど疲労度

があがり、学校への肯定感が高まると疲労度が弱まる関係にあった。9歳児女子の自覚疲労度に

関与しているのは、メディア接触量というより学校適応度であった。

　視聴日誌で採取された諸データと疲労度との2変数間の相関では、男子の場合、テレビ接触

量、テレビビデオ接触時間量、映像接触量、就寝時間と有意な相関がある。女子の場合、ビデオ

接触時間量、テレビビデオ接触時間量、ゲーム専念時間、映像接触時間、就寝時間と有意な相関

が出ていたが、重回帰分析で学校適応度の変数を投入するとメディア接触と疲労度との2変数間

の相関は消失した。9歳児になると学校生活の在り方が心理的により大きな位置を占め、心身の

状態を左右するようになってくるためと解釈された。

まとめ

　テレビゲーム遊びが子どもの世界に登場して 25 年余、子ども時代にテレビゲームで遊んだ世

代が親になって本調査に親子で参加している。本調査では子どもと一緒にテレビゲームを楽しむ

親の在り方が、子ども世代のテレビゲーム遊びの時間の増大に寄与していた。本調査で8割の9

歳児がテレビゲーム遊びをしており、子どもの学校外の生活でかなりのウエイトを占めているこ

とは一世代前の変わっていないことが分かった。しかし、テレビゲーム遊びが心身に与える影響

はここ 10 年余の間に変わってきているようで、ゲームの面白さに単純に夢中になるというよ

り、現実生活での心理的不充足感の代償としてバーチャルなゲーム上で代償的な満足を得ている

子どもが増えているようであった。子どもの生活に占める学校の心理的大きさやその他の要因と

の関連のなかでテレビゲーム遊びの功罪は論じる必要性が示唆された。
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