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テレビ接触が子どもの認知能力、情報活用の実践力、攻撃性、向社会性に与える影響 
～小学生を対象とした２波パネル研究～ 

近江 玲・坂元 章  

 
1. はじめに 

 テレビ接触が子どもの認知能力に与える影響については、これまで欧米でさかんに研究

が行われてきた。しかし、日本においては、テレビ接触が子どもの認知能力に与える影響

を検討する縦断研究がほとんど実施されておらず、知見が不足している。また、高度情報

社会を生きるために必須の能力とされる情報活用能力についても、インターネット使用量

との因果関係は検討されているが（e.g., 内藤ほか，2001）、テレビ接触との関連はほと

んど検討されていない。 

 したがって、メディア接触とこうした子どもの能力との因果関係を明らかにするために、

“子どもに良い放送”プロジェクトでは、平成15年から、小学１年生、小学４年生、中学

１年生を対象に、３年間にわたるパネル研究を実施している。パネル研究とは、同一の被

調査者に対し、同じ変数を複数回測定し、特定の分析を行うことにより、変数間の因果関

係を推定することのできる研究手法である。最終的には、３時点において各変数を測定す

る３波パネル調査によって、メディア接触が子どもの認知能力、情報活用能力の下位能力

である情報活用の実践力、さらに攻撃性と向社会性に与える影響を検討する予定である。 

 本稿では、中間報告として、平成15年と平成16年の２時点における、メディア接触時

間と子どもの認知能力、情報活用の実践力、攻撃性、向社会性の因果関係について報告す

る。 

 

2. 方法 

被調査者 平成 16 年の調査における被調査者は、川崎市にある小学校７校の小学２年

生と小学５年生、中学校４校の中学２年生であった。すべての被調査者のメディア接触時

間は、保護者が記録した映像メディア視聴日誌によって測定された。また、小学２年生と

小学５年生に対しては認知能力テスト調査を実施し、認知能力を測定した。さらに、小学

５年生と中学２年生に対しては自己記入式質問紙調査を実施し、情報活用の実践力、攻撃

性、向社会性を測定した。 
本稿では、平成 15 年の調査と平成 16 年の調査の両方に回答した、小学２年生 98 名（男

子 51 名、女子 47 名）、小学５年生 91 名（男子 48 名、女子 43 名）、中学２年生 59 名（男

子 29 名、女子 30 名）のデータを分析に用いた。 
調査時期 １回目の調査では、映像メディア視聴日誌による記録、認知能力テスト調査、

自己記入式質問紙調査のいずれをも、平成 15 年１月に実施した。２回目の調査では、映

像メディア視聴日誌による記録と自己記入式質問紙調査は、平成 16 年１月に実施し、認



 

- 61 - 

知テスト調査は、同年２月に実施した。 
変数 

メディア別接触時間 保護者による映像メディア視聴日誌の記録から、テレビ、ビデオ、

テレビとビデオの合計、テレビゲームの各接触時間と、すべてのメディアの合計接触時間

である映像接触時間を算出した。これらの接触時間とは、専念してメディアを使用してい

る時間、他の活動をしながら使用している時間、メディアの電源がついているだけの時間

の、すべてを含めた時間を指す。 

認知能力 小学２年生に実施した認知能力テストは、科研式知能診断検査１、２年生用

（教育科学研究所，1964）の言語の問題 26 問、空間関係の問題 28 問と、S-A 創造性検査

（P 版）の応用力、生産力、空想力を測定する問題各１問によって構成されていた（小学

２年生の創造性については、本稿では分析を行っていない）。 

小学５年生に実施した認知能力テストは、日本版WISC-R 知能検査法（児玉・品川・茂

木，1978）の知識の問題 12 問、科研式知能診断検査小学５、６年生用（教育科学研究所，

1964）の言語の問題 28 問、空間関係の問題 28 問と、S-A 創造性検査（A 版）の応用力、

生産力、空想力を測定する問題各１問によって構成されていた。 
情報活用の実践力 情報活用の実践力とは、具体的には、課題や目的に応じて情報手段

を適切に活用することを含めて、必要な情報を収集、判断、表現、処理、創造し、受け手

の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力のことである。この定義に基づいて作成され

た、高比良ほか（2001）による「情報活用の実践力尺度」を小学生用に改訂したものから、

収集力、判断力、創造力の３つの下位能力を測定する項目を抜粋して尋ねた。これは、被

調査者には小学生が含まれ、負担を軽減する必要があると思われたためである。各下位能

力の定義は、①収集力：目的に応じて、必要な情報をもれなく、適切な手段で主体的に収

集する能力、②判断力：数多くある情報の中から必要なものを選択し、内容を判断し、適

切な情報を引き出す能力、③創造力：自分の考えや意見を持ち、情報を創造する能力とさ

れている。項目数は、収集力に関する６項目（本来は 10 項目）、判断力５項目（本来は８

項目）、創造力５項目（本来は 10 項目）の計 16 項目であり、各項目について５件法（１：

あてはまらない～５：よくあてはまる）で回答を求めた。そして、収集力、判断力、創造

力の各下位能力と、３つの下位能力の合計得点を、情報活用の実践力の指標とした。 
攻撃性 坂井・山崎・曽我・大芦・島井・大竹（2000）による、小学生用攻撃性質問紙

（全 27 項目）から、身体的攻撃に関する６項目、短気に関する５項目を抜粋し、５件法

（１：あてはまらない～５：あてはまる）で質問した。そして、短気、身体的攻撃、それ

ぞれの合計得点と、両得点の合計を、攻撃性の指標とした。 
向社会性 横塚（1989）による、中高生版向社会性尺度（全 20 項目）から、９項目を

抜粋し、５件法（１：あてはまらない～５：あてはまる）で質問し、その合計得点を、向

社会性の指標とした。 
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手続き 映像メディア視聴日誌と質問紙は郵送によって配布・回収した。認知能力テス

ト調査は、授業時間内に筆者が実施した。 
 

3. 結果 

各変数の平均値 

各学年におけるメディア別接触時間の平均値を表１に、小学２年生と小学５年生の認知

能力の平均値を表２に、小学５年生と中学２年生の情報活用の実践力、攻撃性、向社会性

の平均値を表３に示す。 

 

表1. ２時点目におけるサブグループのメディア接触時間の平均値 

小学２年生 小学５年生 中学２年生
メディア接触時間
　テレビ 156.87 145.86 146.11
　ビデオ 13.62 13.54 12.38
　テレビ+ビデオ 170.49 159.40 158.49
　テレビゲーム 24.18 30.40 20.37
　映像合計 194.67 189.79 178.87

注：数値は、１日あたりの平均接触時間を分単位で示している。  

 

表２. 小学２年生、小学５年生の認知能力の平均値 

満点 平均値 満点 平均値
WISC-R知能検査法
　知識 ― ― 12 6.6
科研式知能診断検査
　言語 26 18.10 28 21.15
　空間関係 28 16.69 28 16.73
S-A創造性検査
　合計 10.67 14.38

注：S-A創造性検査は、相対的評価によって採点するので、満点がない。

小学２年生 小学５年生

 

 

表３. 小学５年生、中学２年生の攻撃性、向社会性、情報活用の実践力の平均値 

満点 平均値 満点 平均値
情報活用の実践力
　合計 80 49.58 52.26
　収集力 30 20.52 21.32
　判断力 25 12.98 14.14
　創造力 25 16.01 16.81
攻撃性
　合計 55 30.03 30.55
　攻撃行動 30 17.27 17.83
　短気 25 13.62 12.95
向社会性 45 32.28 34.31

小学５年生 中学２年生
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メディア別接触時間と各変数との因果関係 

メディア別接触時間が、認知能力、情報活用の実践力、攻撃性、向社会性それぞれに与

える影響を検討するために、構造方程式モデルを用いた分析を行った。 
交差遅れモデルでは、例えば、１時点目のテレビ接触時間から、２時点目の空間関係の

成績へのパスが正の効果を持ち、かつ有意である場合、テレビ接触時間が空間処理能力を

伸ばすという因果関係が推定される。一方、１時点目の空間関係の成績から、２時点目の

テレビ接触時間へのパスが正の効果であり、かつ有意であれば、空間処理能力が高いため

にテレビ接触時間が多いという、逆の因果関係が推定される。 
有意な効果が得られた因果関係についてのみ、標準化パス係数を、図１から図９に示し

た。 
メディア別接触時間と認知能力との因果関係 メディア別接触時間と認知能力との因

果関係を分析した結果を、小学２年生については図１に、小学５年生については図２に示

す。 

 

１時点目              ２時点目 
 

   σ                                e１  σ２ 
                                         
           
 
                                           

                                    e２ 
 
 

てて 
 
 

図１ メディア接触時間と認知能力（言語）との因果関係（小２） 
*p<.05，**p<.01 
注１：e は誤差を、σは共分散を表す。 
注２：二重線矢印は接触時間から言語への効果を、点線矢印は言語から接触時間への効果

を表す。 

テレビ 
テレビ+ビデオ 

映像合計 

言語 言語 

テレビ 
テレビ+ビデオ 

映像合計 

テレビ：-.18** 
テレビ+ビデオ： 
-.18** 
映像合計：-.15* 
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１時点目              ２時点目 
 

   σ                                e１  σ２ 
                                         
                                           

                                    e２ 
 
 

図２ ビデオ接触時間と認知能力（創造性合計）との因果関係（小５） 

**p<.01 
注１：e は誤差を、σは共分散を表す。 
注２：二重線矢印は接触時間から創造性合計得点への効果を、点線矢印は創造性合計得点

から接触時間への効果を表す。 

ビデオ ビデオ 

創造性合計 創造性合計 

.22** 

 

 

小学２年生については、１時点目の言語の成績が、２時点目のテレビ接触時間、テレビ

とビデオの合計接触時間、映像合計接触時間を低めるという効果が示された。 
小学５年生については、１時点目の創造性の合計得点が、２時点目のビデオ接触時間を

高めるという効果が認められた。 
 メディア別接触時間と情報活用の実践力、攻撃性、向社会性の因果関係 同様に、メデ

ィア別接触時間と情報活用の実践力、攻撃性、向社会性の因果関係の分析結果を、小学５

年生については図３から図７に、中学２年生については図８と図９に示す。
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１時点目              ２時点目 

 
   σ                                e１  σ２ 
                                         
           
 
                                           

                                    e２ 
 
 

てて 
 

図３ テレビ接触時間と創造力、攻撃性合計、攻撃行動、短気との因果関係（小５） 

*p<.05，**p<.01  
注１：e は誤差を、σは共分散を表す。 
注２：二重線矢印は接触時間から創造力、攻撃性合計得点、攻撃行動、短気への効果を、

点線矢印は各変数から接触時間への効果を表す。 

テレビ 

創造力 
攻撃性合計 
攻撃行動 

短気 

創造力 
攻撃性合計 
攻撃行動 

短気 

テレビ 

創造力：-.16* 
短気：.15* 

攻撃性合計：-.18** 
攻撃行動：-.22* 

 

 
１時点目              ２時点目 

 
   σ                                e１  σ２ 
                                         
           
 
                                           

                                    e２ 
 
 

てて 
 
 

図４ ビデオ接触時間と攻撃性合計、短気、向社会性との因果関係（小５） 

*p<.05 
注１：e は誤差を、σは共分散を表す。 
注２：二重線矢印は接触時間から攻撃性合計、短気、向社会性への効果を、点線矢印は各

変数から接触時間への効果を表す。 

ビデオ 

攻撃性合計 
短気 

向社会性 

ビデオ 

攻撃性合計：-.19* 
短気：-.17* 
向社会性：-.17* 

攻撃性合計 
短気 

向社会性 
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１時点目              ２時点目 
 

   σ                                e１  σ２ 
                                         
                                           

                                    e２ 
 
 

図５ テレビとビデオの合計接触時間と攻撃行動との因果関係（小５） 

*p<.05 
注１：e は誤差を、σは共分散を表す。 
注２：二重線矢印は接触時間から攻撃行動への効果を、点線矢印は攻撃行動から接触時間

への効果を表す。 

テレビ+ビデオ テレビ+ビデオ 

攻撃行動 攻撃行動 

-.21* 

 

 

１時点目              ２時点目 
 

   σ                                e１  σ２ 
                                         
                                           

                                    e２ 
 
 

図６ テレビゲーム時間と情報活用の実践力合計との因果関係（小５） 

*p<.05 
注１：e は誤差を、σは共分散を表す。 
注２：二重線矢印は接触時間から情報活用の実践力合計得点への効果を、点線矢印は情報

活用の実践力合計得点から接触時間への効果を表す。 

テレビゲーム テレビゲーム 

情報活用の実践力合計 情報活用の実践力合計 

-.19* 
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１時点目              ２時点目 
 

   σ                                e１  σ２ 
                                         
                                           

                                    e２ 
 
 

図７ 映像合計接触時間と創造力との因果関係（小５） 

*p<.05 
注１：e は誤差を、σは共分散を表す。 
注２：二重線矢印は接触時間から創造力への効果を、点線矢印は創造力から接触時間への

効果を表す。 

映像合計 映像合計 

創造力 創造力 
-.18* 

 

 

１時点目              ２時点目 
 

   σ                                e１  σ２ 
                                         
           
 
                                           

                                    e２ 
 
 

てて 
 

図８ ビデオ接触時間と攻撃性合計、短気との因果関係（中２） 

*p<.05，**p<.01 
注１：e は誤差を、σは共分散を表す。 
注２：二重線矢印は接触時間から攻撃性合計、短気への効果を、点線矢印は各変数から接

触時間への効果を表す。 

ビデオ 

攻撃性合計 
短気 

攻撃性合計 
短気 

ビデオ 

攻撃性合計：.27** 
短気：.33** 
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１時点目              ２時点目 
 

   σ                                e１  σ２ 
                                         
           
 
                                           

                                    e２ 
 
 

てて 
 
 

図９ テレビゲーム時間と情報活用の実践力合計、収集力、創造力との因果関係（中２） 

*p<.05 
注１：e は誤差を、σは共分散を表す。 
注２：二重線矢印は接触時間から情報活用の実践力合計得点、収集力、創造力への効果を、

点線矢印は各変数から接触時間への効果を表す。 

テレビゲーム 

情報活用の実践力合計 

収集力 
創造力 

情報活用の実践力合計 

収集力 
創造力 

テレビゲーム 

情報活用の実践力合計：-.31* 
収集力：-.26* 
創造力：-.27* 

 

 

 小学５年生については、１時点目のテレビ接触が、２時点目の攻撃性の合計得点と攻撃

行動の得点を低めるという負の効果が見られた。また、１時点目のテレビとビデオの合計

接触時間が、２時点目の攻撃行動の得点を低めていた。その他には、１時点目の創造力が、

２時点目のテレビ接触時間を低める効果や、１時点目の情報活用の実践力の合計得点が、

２時点目のテレビゲーム時間を低める効果などが示された。 
 中学２年生については、メディア別接触時間が各変数に与える影響は、いずれも有意で

はなかった。逆の因果関係として、１時点目の攻撃性と短気の得点が、２時点目のビデオ

接触時間を高める効果や、１時点目の情報活用の実践力の合計得点、収集力、創造力がそ

れぞれ、２時点目のテレビゲーム時間を低める効果が示された。 
  

4. 考察 

 メディア別接触時間の効果 

 メディア別接触時間と認知能力との因果関係を分析した結果、いずれのメディア別接触

時間についても、認知能力に対する有意な効果が示されなかった。認知能力がメディア別

接触時間に与える効果については、いくつか散見されたものの、小学２年生と小学５年生

で共通して見られたものはなかった。 

 メディア別接触時間と情報活用の実践力、攻撃性、向社会性との因果関係については、
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小学５年生において、１時点目のテレビ接触時間が、２時点目の攻撃性の合計得点と攻撃

行動得点を低めていた。 

 １時点目の攻撃性得点と短気得点が、２時点目のビデオ接触時間に与える影響について

は、小学５年生と中学２年生で、逆の効果が検出された。小学５年生では、１時点目の攻

撃性が高いと２時点目のビデオ接触時間が低められるのに対し、中学２年生では、２時点

目のビデオ接触時間が高められていた。これは、小学５年生と中学２年生とで、接触する

ビデオの内容が異なるためかもしれない。例えば、中学生になると、映画のビデオを見る

機会が増えるため、攻撃性が高い子どもは、バイオレンス映画などを見るようになるとい

った可能性が考えられる。 

 

5. 今後の予定 

 本稿で行った分析の結果、メディア別接触時間が子どもの認知能力や情報活用の実践力、

攻撃性、向社会性に与える影響について、明瞭な効果は示されなかった。しかし、来年３

時点目の調査を実施し、３波パネル研究として分析を行うことにより、より長期的な因果

関係を推定することができるため、新たな効果が示される可能性はある。また、現時点で

示されたいくつかの効果が、２時点目と３時点目の間でも確認されるかどうかも注目すべ

き点である。さらに、番組別接触時間の効果も、併せて検討していく予定である。 
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