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子どものテレビ接触をめぐる親子関係 

酒井 厚  

 
1．はじめに 

 幼少期の子どもがどのようなテレビ番組を見るのか、またどれぐらいの時間

テレビを見て過ごしているかなど、彼らのテレビ接触のあり方にはそれに対す

る親の態度が少なからず影響していると思われる。子どものテレビ接触に対す

る親の態度は必ずしも一様ではない。子どもがテレビを見ることに寛容な態度

で臨む親もいれば、見てよい番組や時間を注意する親も存在する。また、子ど

ものテレビ接触に比較的寛容な親であっても、ある特定のテレビ番組に対して

は厳しく見せないように心がけるなど、テレビ番組の内容によって親の態度が

異なることも考えられる。 
 このような子どものテレビ接触に対する親の態度の違いは、実際の子どもの

テレビ接触にどう関わるのであろうか。昨年より開始された“子どもに良い放

送”プロジェクトの経年調査が 2 時点目を終えたことから、今回は、親の態度

が子どものテレビ接触に対してどのような影響を与え得るのかについての因果

関係に注目し、幼少期の子どものテレビ接触に対する親の態度と子どものテレ

ビ接触時間との関連について報告する。 
 
2．幼少期の子どものテレビ接触に対する親の態度 

欧米を中心とする従来の研究（Valkenburg et al.,1999）から、子どものテレ

ビ接触に対する親の態度には 3 つのタイプ（restrictive mediation, instructive 
mediation, co-viewing）があるとされている。わが国ではこういった研究がほ

とんど認められないことから、本研究では子どものテレビ接触に対する親の態

度を分類するための尺度の開発から行った。 
子どものテレビ接触に対する親の態度に関する項目として作成した 10 項目

について、第１時点調査での 4 歳、小 1、小 4 の子どもの母親 334 名（父親 321
名）による回答をもとに因子分析（主因子法・Varimax 回転）を行い、3 因子

を抽出した。その結果、第 1 因子は、子どものテレビ接触に対して親のルール

による統制が強い項目（「○○ちゃんが見てよい番組を決めている」、「○○ちゃ

んが見てはいけない番組を決めている」など）で構成されたため「TV コント

ロール」因子とした。第 2 因子は、「テレビのことで○○ちゃんに注意する」

や「○○ちゃんが長時間テレビを見ていると注意する」など、統制するほどで

はないが子どものテレビ接触の状態に応じて注意する内容であることから「TV
スーパービジョン」因子とした。第 3 因子は、「見ているテレビの内容につい
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て○○ちゃんと話す」や「○○ちゃんと一緒にテレビをよく見る」など、子ど

ものテレビ接触を気にかけ寄り添う態度を示す項目群であると思われ、「TV コ

ー・ビューイング」因子とした。 
 

3．子どものテレビ接触への親の態度と子どものテレビ接触時間との関連：テレ

ビ番組別の検討 

 それでは、子どものテレビ接触に対する親の態度の違いは、子どもの実際の

テレビ接触時間とどのような関係にあるのだろうか。上記の親の態度の 3 類型

から考えれば、「TV コー・ビューイング」の得点の高い親の子どもはテレビ接

触時間が多いかもしれない。一方、「TV コントロール」の強い親のもとでは子

どもはテレビをあまり見ないかもしれない。 
また、先述のように、普段は子どものテレビ接触に寛大な親であっても、暴

力性や娯楽性の要素が強すぎるなどから、あまり子どもに見せたくないような

番組には「TV コントロール」や「TV スーパービジョン」の得点が高くなり、

また反対に、普段は子どものテレビ接触を望まない親も、子どもの知識欲や興

味・関心を引き伸ばすような番組であれば子どもを誘って見ようとすることは

考えられるであろう。このように、子どものテレビ接触に対する親の態度と子

どものテレビ接触時間との関連は、子どもが見ている番組が何であるのかによ

って異なることが予想される。 
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Table1 子どものテレビ接触に対する親の態度と子どもの番組別テレビ接触時間の相関：母親 

  母親のコントロール 母親のスーパービジョン 母親のコー・ビューイング

子どものテレビ接触時間 Time 1 Time 2 Time 1 Time 2 Time 1 Time 2 

Time 1 テレビ全体 -.15 ** -.16 **  -.09  -.12 * .17 ** .09   

 ニュース -.03  -.06  .02  -.07  .07  .08  

 歴史科学 -.07  -.07  .05  -.03  .11 * .12 * 

 教育 -.00  .00  -.13 * -.02  .12 * -.01  

 バラエティー -.21 ** -.18 ** -.09  -.13 * .13 * .08  

 アニメ -.00  -.08  .01  -.03  -.02  -.04  

 ドラマ -.22 ** -.19 ** -.02  -.05  .06  .00  

 スポーツ .01  -.02  .07  .00  .02  .11 * 

 音楽 -.06  -.15 ** -.05  -.08  .07  .11 * 

 ワイドショー -.08  -.04  -.12 * -.10  .07  .06  

Time 2 テレビ全体 -.15 ** -.18 ** -.12 * -.12 * .10  .10  

 ニュース .05  -.05  .08  -.05  -.01  .05  

 歴史科学 .06  .05  .03  .02  .10  .16 **

 教育 -.01  .05  -.07  -.01  .17 ** .12 * 

 バラエティー -.22 ** -.23 ** -.15 ** -.13 * .07  .07  

 アニメ -.09  -.10  -.10  -.10  .01  -.08  

 ドラマ -.19 ** -.23 ** -.13 * -.08  -.02  .02  

 スポーツ .08  .13 * .04  .09  .08  .13 * 

 音楽 -.11  -.09  -.00  -.05  .06  .13 * 

  ワイドショー -.10   -.06    -.11  -.05  -.01   .02   

                         **ｐ<.01 *ｐ<.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 107 - 

Table2 子どものテレビ接触に対する親の態度と子どもの番組別テレビ接触時間の相関：父親 

  父親のコントロール 父親のスーパービジョン 父親のコー・ビューイング 

子どものテレビ接触時間 Time 1 Time 2 Time 1 Time 2 Time 1 Time 2 

Time 1 テレビ全体 -.12   -.15 **  -.10  -.15 ** .07   .05   

 ニュース -.06  -.03  -.02  .03  -.02  .03  

 歴史科学 .02  -.02  -.05  -.04  .14 ** .08  

 教育 .02  -.02  -.07  -.10  .04  .02  

 バラエティー -.18 ** -.21 ** -.18 ** -.18 ** .07  .07  

 アニメ -.03  -.03  .08  .02  -.07  -.06  

 ドラマ -.17 ** -.20 ** -.07  -.21 ** .04  -.01  

 スポーツ .10  .07  .04  .04  .07  .11  

 音楽 -.04  -.11 * -.03  -.13 * .09  .01  

 ワイドショー -.06  -.10  -.07  -.06  .01  .02  

Time 2 テレビ全体 -.15 * -.17 ** -.09  -.17 ** .04  .03  

 ニュース -.07  -.05  -.02  -.07  .02  .07  

 歴史科学 .08  -.01  .06  -.01  .13 * .10  

 教育 .01  -.04  -.02  -.04  .05  -.01  

 バラエティー -.19 ** -.20 ** -.15 * -.21 ** .03  .03  

 アニメ -.02  .02  .03  .02  .00  -.02  

 ドラマ -.19 ** -.21 ** -.10  -.19 ** .00  .00  

 スポーツ .05  .01  .07  -.01  .08  .05  

 音楽 -.09  -.13 * -.01  -.07  .01  .02  

  ワイドショー -.13 * -.14 *  -.16 ** -.12   -.12 * -.11   

                         **ｐ<.01 *ｐ<.05 
 

Table1 および Table2 は、第 1 時点（Time1）および第 2 時点（Time2）に

おける各親の態度と、子どものテレビ接触時間との相関結果である。子どもの

テレビ接触時間は、親が日誌形式で記録した子どもの 1 週間（1/13～1/19）の

テレビ接触時間を、テレビ番組の内容分析の専門家が分類した 9 つのジャンル

（テレビ接触時間全体、ニュース、歴史・科学、教育、バラエティー、アニメ、

ドラマ、スポーツ、音楽、ワイドショー）ごとに算出したものである（番組内

容に関しては横山レポートを参照）。 
Table1-2 を見ると、まず母親と父親の「TV コントロール」と子どものテレ

ビ接触時間（全体）との間に有意な負の相関があるのがわかる。このことは、

子どものテレビ接触に対する統制的な親の態度のもとでは子どものテレビ接触

時間は少なく、反対に統制的な態度が低い場合には子どものテレビ接触時間は

多いということを示している。同様な傾向は子どもの「バラエティー」番組と
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「ドラマ」番組の接触時間に対しても見られ、子どもがバラエティー番組やド

ラマを見ることに対して親の統制的な態度が有意に関わっていることがわかる。

さらに、子どもによるバラエティー番組やドラマへの接触時間は親の「TV ス

ーパービジョン」との間に有意な負相関を認めており、これらの結果を合わせ

て考えても、親は、子どもがバラエティー番組やドラマ番組に接することに敏

感に反応し、統制や注意をもって関わろうとすることが伺える。 
 一方、母親と父親の「TV コー・ビューイング」に関する結果では、母親と

父親ともに「歴史・科学」番組との間で正相関が見られ、母親に限定した結果

ではあるが「教育」番組との間にも正の相関が認められる。この結果に関して

は、一般的に、歴史・科学番組や教育番組は、親にとっては子どもの知識欲や

興味・関心を引き伸ばす望ましい内容であると考えられ、子どもがそれらの番

組に接する機会を与えようとする親の意図が、一緒に見るという態度に反映さ

れると考えてもよいであろう。 
 
4．子どものテレビ接触への親の態度と子どものテレビ接触時間との因果関係 

：バラエティー番組と教育番組に注目して 

以上のように、子どものテレビ接触に対する親の態度と子どものテレビ接触

時間との間には様々な関連が認められるわけであるが、相関の結果だけではそ

の因果関係についてまで言及することができない。子どものテレビ接触時間が

引き金となって親の態度が誘発されるのか、それとも、先行する時点での子ど

ものテレビ接触に対する親の態度が後の子どものテレビ接触時間に影響を与え

るのか。先ほどの相関結果から、子どものバラエティー番組と教育番組の接触

時間をめぐっては、それに対する親の態度と実際の子どもの接触時間との間に

興味深い因果関係が認められそうである。 
そこで今回は、子どものテレビ視聴に対する各親の態度と、子どもの「バラ

エティー」番組接触時間と「教育」番組接触時間の因果関係を検討するため交

差時差遅れ分析を行った。Figure1 にあるように、交差時差遅れ分析とは、2
つの変数が 2 時点ともにある場合に、交差するパス（パス B および C）のどち

らが統計的に有意となるかを直接比較することで、両者間の因果関係を同定す

るものである。今回の場合投入される変数は、親の態度と、子どもの番組別テ

レビ接触時間である。 
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Figure1 子どものテレビ接触に対する親の態度と子どもの番組別テレビ視聴に関する交

差時差遅れ分析モデル 

 
また、交差時差遅れ分析の結果を子どもの年齢（4 歳→5 歳、小 1→小 2、小

4→小 5）によっても比較するため、多母集団同時分析を行った。交差時差遅れ

分析および多母集団同時分析を行う場合、その解析で使用した研究モデルが妥

当であったかどうかの指標として適合度指標を算出する。今回はχ2 値の他に

GFI、AGFI、RMSEA を指標として使用した。適合度指標の目安としては GFI
と AGFI の値が.90 以上であり RMSEA が.05 以下であるのが望ましいとされる。

Figure2～5 は、研究モデルがこの適合度指標から妥当であると判断され、かつ

交差するパス（パス B および C）のどちらかが有意であった結果を図示したも

のである。 
まず交差するパスが有意であったのは、子どものバラエティー番組接触とそ

れに対する親の態度との間であった（Figure2～4）。 
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Figure2 子どものバラエティー番組接触と母親のスーパービジョンに関する交差時差遅れ分析モデル
　　　　　値は標準化係数，実線が有意なパス(** p<.01)。

　　　　　適合度指標はχ2=6.82(p>.05)，GFIが.99，AGFIが.97，RMSEAが.00。
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Figure3 子どものバラエティー番組接触と父親のコントロールに関する交差時差遅れ分析モデル
　　　　　値は標準化係数，実線が有意なパス(** p<.01)。

            適合度指標はχ2=6.62(p>.05)，GFIが.99，AGFIが.96，RMSEAが.00。
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Figure4 子どものバラエティー番組接触と父親のスーパービジョンに関する交差時差遅れ分析モデル
　　　　　値は標準化係数，実線が有意なパス(** p<.01)。

           適合度指標はχ
2
=11.69(p>.05)，GFIが.98，AGFIが.94，RMSEAが.03。
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小 1 の時点でテレビ接触への注意を母親から受けることが多い子どもは、そ

の 1 年後でのバラエティー番組の接触時間が少ないという結果が認められた。

また、父子関係に関しても、4 歳の時に父親からテレビ接触を厳しく統制され

ていた子どもは、1 年後のバラエティー番組接触時間が少ないという結果が得

られた。先ほどの相関の結果から類推されたように、親は子どものバラエティ

ー番組への接触に対して敏感である傾向にあり、そのため、子どもが接するテ

レビ番組の中で親が統制し注意しようとするのがバラエティー番組であること

が多いことが予想される。そうであれば、後の子どもがバラエティー番組に接

することが少なくなっていくことは十分に理解できることである。 
しかし一方で、小学 4 年生のバラエティー番組接触時間に関しては他の学年

とは異なる興味深い結果が得られている（Figure4）。バラエティー番組を多く

見ている子どもに対して、父親はその一年後に子どものテレビ接触を注意する

ことが少なくなるという結果が得られているのである。この小学 4 年生の結果

を解釈するのに、子どもの成長に伴う親の意識の変化という視点から考察する

ことは有用であろう。子どもが小学 4 年生ともなれば、親としては子どものす

ることであれば何でも口を挟みたいと思いながらも、子どもの分別を期待し、

自由を尊重するようになると思われる。このような親による期待や子どもの意
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志を尊重する姿勢は子どものテレビ接触に対しても同様であり、子どもが見た

いと望んで見ているものであれば、それが親にとっては望ましくない内容のも

のであってもある程度は容認するようになることも考えられよう。このバラエ

ティー番組に関する結果に示されたように、子どものテレビ接触に対する親の

態度と子どものテレビ接触時間との関連は子どもの年齢によって様相が異なっ

ていく。今後、テレビをめぐる親子関係について考えていく際には、子どもの

発達の視点も十分に考慮して検討することが必要であろう。 
また、子どもの教育番組接触と親の態度との間にも交差するパスが有意とな

る結果が認められている。Figure5 を見ると、子どもが小学生（小 1 と小 4）
段階での母親の「TV コー・ビューイング」の多さがその後の教育番組接触時

間の多さにつながるという結果が得られた。先ほどの相関から、教育番組は親

にとって子どもに見てほしいと思う内容であることが多いから、子どもがそれ

らの番組に接する機会を与えようとする親は一緒に見ようとするであろうと考

察していた。今回の結果はこの考察を裏付けるものであるといえよう。 
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Figure5 子どもの教育番組接触と母親のコー・ビューイングに関する交差時差遅れ分析モデル
　　　　　値は標準化係数，実線が有意なパス(** p<.01)。カッコ内の数字は小4→小5の子どもによる結果。

           適合度指標はχ
2
=7.34(p>.05)，GFIが.99，AGFIが.97，RMSEAが.00。
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5．まとめ 

以上から、本報告では子どものテレビ接触に対する親の態度と、実際の子ど

ものテレビ接触時間との関連について見てきた。今回、とくに注目した子ども

のバラエティー番組と教育番組の接触時間に関する結果には、テレビ番組に対

する親の価値観が少なからず反映していたように思われる。子どもに自分が望

む番組を見てもらいたいと思い、自分が望まない番組は見せないようにするこ

とは、親であればだれにでも心当たりのあることだろう。しかし、親の価値観

通りに子どもにテレビを見てもらいたい場合に、統制することが必ずしも良い

方略とは言えないようである。 
小学 1 年生の母子に関する結果を見ると、母親の「TV スーパービジョン」
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の多さが子どものバラエティー番組への接触時間の低さにつながり、「TV コ

ー・ビューイング」の多さが子どもの教育番組接触時間の多さにつながってい

る。ここで重要なのは、親にとって子どもに見てほしいと望まない番組を子ど

もが見るのを減らすために、統制的なフィルタリング行動ではなく注意する段

階に止めているということ、また見てほしいと望む番組に対しては寄り添って

一緒に見るということである。小学生ともなれば、テレビ接触に関わらずあら

ゆる行動について、ある程度の自由を与えた上で行き過ぎた行動となった場合

に介入することが重要な養育方略であると考えられる。子どものテレビ接触に

対して統制的な態度を親がとった場合に、親の意図した方向（例えば、見せた

くない番組を子どもが見なくなる）への短期的な効果は認められても、本研究

にあるような 1 年後の長期的な効果は期待できないかもしれない。さらに、親

によるフィルタリング行動が統制的であることが強すぎれば、子どもとテレビ

を一緒に見るという行為自体が成立しない親子関係になることも予想され、そ

の結果、親自身が子どもに見て欲しいと望んでいるテレビ接触を促す機会を減

じてしまうことも予想される。 
今回は、子どもが見るテレビ番組に関しての親の価値観については実証的な

検討は行わなかったが、今後はこの親による価値観も含め、子どものテレビ接

触をめぐる親子関係についてより詳細な検討を行っていきたい。 


