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作意義と可能性について考察を試みるもので
ある。

考察を始めるにあたり，筆者の幼児向けコ
ンテンツとの関わり合いについて述べておきた
い。筆者は2015年まで，約20年間にわたって，
NHKの青少年・教育番組部と，NHKの関連
会社であるNHKエデュケーショナルで幼児番
組の企画・制作に関わってきた。特に，2012
年からの3年間は，NHKから制作委託を受け，
幼児番組と，番組と連動する知育アプリの開
発を同時に行いながら，NHKエデュケーショ
ナルの自主事業として，携帯ゲーム会社や通信
事業者と共同で，知育や子育て支援のアプリ
の開発に携わった。その数は合計で20タイト

─1.─はじめに

未就学の幼児が接する主要なメディアが，テ
レビからデジタル情報端末へと変わりつつあ
る。幼児のメディア環境の激変は，幼児番組
の制作者に，「番組だけを作っていればいいの
か」との重い課題を投げかけている。とりわけ
若い制作者たちの問題意識は深いという。

本稿は，これまで幼児番組を制作してきた
放送事業者が，今後どのようなスタンスでデジ
タルコンテンツの制作を進めていくべきか，特
に，スマホやタブレットなどのデジタル情報端
末で，言葉や数字などをゲーム感覚で学習す
る幼児向けの「知育アプリ」について，その制

放送事業者による「幼児向け知育アプリ」の
制作の意義とこれから

　　　　　　メディア研究部		吉田	直久	

幼児（未就学児童）のデジタル情報端末（スマートフォン，タブレット，パソコン等）の利用が進み，かつ
て「幼児にとってのファーストメディア」と言われてきたテレビの幼児番組の制作者は，メディア環境の劇的
な変化にどう対応するかが問われている。

スマホ等で動画や知育アプリを楽しむ幼児たちが増える中で，それらをコンテンツ制作し，配信に取り組む
放送事業者が出てきた。とりわけ知育アプリは，双方向性を持つ新たな教育効果のあるコンテンツとして注目
を浴びている。一方で，子どもを「デジタル」に触れさせることへの不安や罪悪感を持つ保護者たちの存在が
ある。この声に放送事業者はどう応えるのか。

これまでアプリは放送事業者にとっては番組の付加価値を高め，キャラクターをライセンス展開するための
ソフトとして利用されることが主だった。

本稿ではアプリ制作の意義を問い直し，番組と密接に連動したアプリを開発することによる新たな可能性に
ついて，海外の先進事例や発育・発達の研究の最新の取り組み等を通して，考察するものである。
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ルを超える。
本稿ではこうした幼児番組

や，知育アプリの制作経験を
ベースに，海外での先行事例
や，発育・発達の専門家への
取材などを加えて，放送事業
者，とりわけ60年にわたり幼
児番組を制作してきたNHKに
とっての，知育アプリ制作の意
義や可能性，そして，今後の
課題について考えていきたい。

─2.テレビからデジタル情報端末へ
～幼児のデジタル情報端末の利用実態～

内閣府の「低年齢層の子供のインターネット
利用環境実態調査（平成29年5月）」1）による
と，3歳児の47.5%がインターネットに接続でき
るスマホやタブレットなどのデジタル情報端末
を利用し（図1），そのうち70.7%が1人で操作
することがあるという。

利用目的をみると，3歳児で最も多いのは，
動画視聴（91.4%）であり，次いで多く利用して
いるのが，知育アプリを持っていることが前提
となる知育目的（48.3%）である（表1）。

知育アプリは，これまで知育の主役だった
絵本や玩具に比べ「映像」「音声」といった魅
力的な表現技法を持ち，さらにテレビの幼児
番組に比べ，「双方向性」に優れている。スマ
ホやタブレットの優れた携帯性も，利用拡大
に拍車をかけていると言えよう。

NHKで長らく幼児番組の最初のターゲット
年齢とされてきた2歳児においても，37.4%が
デジタル情報端末を利用し，30.4%が知育目的
としている。デジタル情報端末でインターネッ
トを利用する2歳児の1日あたりの利用時間は
65.1分。一方で2歳児のテレビの1日あたりの
視聴時間は106分 2）で，長期的にみて緩やか
な減少傾向にある。

かつて，幼児番組の制作者たちの共通認
識と言われていた「テレビは幼児たちが触れる

“ファーストメディア”である」という考え方は，
根底から揺らいでいる。

図 1　子供のインターネット利用状況
（機器・インターネット利用率）

※内閣府「低年齢層の子供のインターネット利用環境実態調査」より

※内閣府「低年齢層の子供のインターネット利用環境実態調査」より

（%）

 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳
コミュニケーション － 4.3 1.7 1.9 3.3
ニュース － － － － 1.7
情報検索 － － － 1.9 1.7
地図・ナビゲーション － － － － －
音楽試聴 27.3 6.5 8.6 15.4 6.7
動画視聴 100.0 89.1 91.4 86.5 91.7
電子書籍 － 2.2 － － －
ゲーム 18.2 23.9 43.1 61.5 61.7
ショッピング・オークション － － 1.7 － －
知育 36.4 30.4 48.3 40.4 38.3
その他 － 2.2 － 1.9 5.0

表 1　子供のインターネット利用内容

07 08 09 10 11 12 13 14 15

100

90

80

70

60

0

（％）
96.3

73.9

97.5

74.7

97.6

78.4

95.5

75.8

96.1

81.2

95.3

81.6

94.8

83.5

92.1

84.1

92.2

84.7

16 17年

92.1 89.9

84.0 83.6

テレビ総計

録画DVD再生 *1

0

10

20

30

40

50

60
b

a

5 歳4 歳3歳2歳1歳0歳

（％）
機器の利用率

インターネット利用率

3.1

11.6

28.2

37.4

47.5

35.8
39.7

36.8

50.4

55.2

9.1
3.1



44 OCTOBER 2017

─3.─NHKによる幼児向け知育アプリ

3-1 初の番組連動アプリ
 「ミミクリーズ」の開発

NHKが幼児番組と連動した知育アプリを
初めて開発したのは，2015年3月から放送を
開始した『ミミクリーズ』3）（NHK	Eテレ・月曜	
午後5:35 ～ 5:45）である。「ミミクリー」とは，

「似ているもの」という意味で，「自然界の似た
もの探し」をキーワードに，幼児たちの知的好
奇心を触発し，「科学する心」を育てることを
ねらいとした番組である。

この番組は2013年7月に試作番組が放送
されており，その放送に合わせて「ミミクリー
カメラ」という知育アプリが開発された。

身の回りや自然界の「似ているもの」を撮影
して自分で楽しんだり，番組に送ったりするこ
とができるアプリで，例えば蚊取り線香やカタ
ツムリの殻などの「うずまき模様」を幼児たち
が探して撮影し，同じ画角で撮影された「うず
まき模様」を並べてみて，似たもの同士に共通

する何かを，直観的に理解するというものだ。
筆者はこの番組とアプリの開発に企画段階

から関わった。ここではその経緯を説明した
い。

もともと『ミミクリーズ』は，『自然とあそぼ』
という幼児向け自然番組の後継番組として開
発が始まった。開発にはNHKとNHKエデュ
ケーショナルの制作チームに加え，番組監修
の生命科学者･福岡伸一氏，ビジュアルデザ
インを担当したタクラム･デザイン･エンジニア
リング社が加わった。

アプリを同時に開発しようという発想は，幼
児に能動的なアクションを起こさせることで，
より知的好奇心を刺激し，参加感のある番組
ができないか，という視点から生まれた。

制作打ち合わせの中で発案されたのが，「現
代版の虫取り遊び」。家でテレビを見ているだ
けではなく，番組をきっかけに外に出て，虫
取り網のようにアプリを使って面白いものを撮
影して手に入れようというものだ。制作スタッ
フは世田谷区の幼稚園に協力してもらい，園

内や公園などを園児たちといっしょに歩
き，幼児たちの興味・関心についても
観察を重ねた。そうした過程を経て「ミ
ミクリーカメラ」は作られたのである。

テレビで『ミミクリーズ』を見た幼児た
ちが，アプリを使って身近な対象物を
撮影して自分の写真コレクションとして
楽しむ。さらにはネットを通じて番組に
送って紹介してもらう。番組を受動的に
見るのではなく，番組を起点とし，アプ
リを使って能動的に『ミミクリーズ』に参
加する。

番組とアプリを連動させた，この新
しい幼児向けコンテンツは，特集版が「ミミクリーズ」のアプリの画面
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2014年，教育コンテンツの国際コンクール「日
本賞」の幼児向けカテゴリー部門で最優秀賞
を受賞した。

3-2 テレビとの連動をより意識した
 アプリ「オトッペずかん」

『ミミクリーズ』で行った，番組を見るだけで
なく，アプリを使って能動的にアクションを起
こさせることで教育効果を上げる試み。これ
をさらに発展させたのが，2017年4月から放
送が始まった幼児番組『オトッペ』4）（NHK	E
テレ・月～金曜	午前8:40 ～ 8:45）だ。

番組は，自分の身の回りの音に耳を澄まし，
音を集めながら世界一のDJを目指すシーナ

と，音から生まれた不思議な生き物「オトッペ」
たちが繰り広げる日常を描いたアニメーション
だ。この番組と連動して開発されたアプリが，
身の回りの音に興味を持ってもらうことで“聴
察力”を養う「オトッペずかん」である。

番組ではエンディングに「オトッペキャッチ」
という，アプリの使用を前提としたコーナーが
設けられており，このコーナーで放送された音
をテレビの前でスマホをかざして録音すると，
番組のキャラクター画像を手に入れることがで
きる。

さらに，自分の身の回りの音をスマホで録
音し，その音をモチーフにした自分だけのキャ
ラクターを作る機能もある。作ったキャラク
ターを番組に送ると，番組内でも紹介される。
前出の『ミミクリーズ』よりも，番組とスマホと
の連動が強化され，より能動的な幼児の視聴
スタイルを促すコンテンツと言えよう。

3-3 「オトッペずかん」に対する
 ユーザー反応と，求められる知育アプリ

筆者は，番組連動アプリ「オトッペずかん」
を利用している3～6歳児の保護者たち（首都
圏に住む30・40代の女性5人）にインタビュー
を行った。

まず，アプリの存在を知ったきっかけについ
て聞いてみると，全員が「NHKの番組で紹介
されたから」ということだった。テレビで毎日
放送されることによる周知の効果が大きいこと
がわかる。

アプリを使用する幼児たちの様子について
聞くと，「オトッペキャッチのコーナーに夢中に
なっている」という答えをはじめ，「身の回りの
音を集めて作ったキャラクターを番組に送り，

“参加感”を楽しんでいる」という声があった。「オトッペずかん」のアプリの画面
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集めている音について聞くと，「扇風機の音」
「電車の音」，中には「母親の怒っている声」を
収録し，キャラクターにして楽しんでいる幼児
もいた。

今後，幼児向けの知育アプリに関してNHK
に期待することは何かと聞いてみると，「子ど
もに使わせて安心できるもの」「教育的効果の
あるもの」「親子のコミュニケーションに資する
もの」という声や，「幼児番組を長年制作し続
けてきた経験やノウハウをアプリにも生かして
ほしい」という指摘もあった。

一方で，「子どもが夢中になっている分，親
としてはスマホやタブレットに子守をさせてい
る“罪悪感”を覚える」など，「わが子をデジタ
ルに触れさせる」ことへの罪悪感や不安を口に
する保護者もいた。

─4. 放送事業者が知育アプリを作る
────背景と意義

4-1 保護者の不安と期待

総務省の「未就学児等のICT利活用に係る
保護者の意識に関する調査報告書（平成27
年7月）」5）によると，幼児をデジタル情報端末
に触れさせることの効果として実感できるもの
で，あてはまるものは何かという問いに，「学
習ができた（文字，数字，英語，歌，しつけ
等）」を選んだ保護者は，0～3歳児で23.2%，
4～6歳児で25.8%，「アプリで取り扱っている
対象（文字，数字，英語，歌等）へ興味／関
心が高まった」を選んだ保護者は，0～3歳児
で17.2%，4～6歳児で21.3%だった（表2）。
一方で，デジタル情報端末に触れさせること

表 2　保護者意識（評価）［複数回答］

表 3　保護者の意識（悩み・不安）［複数回答］

 0 ～ 3 歳児 4 ～ 6 歳児

保護者の手を煩わせない時間ができた ( 静かになる，ひとりで遊ぶ） 56.4 52.5

お子様の機嫌が良くなった（泣き止む，笑顔になる） 55.6 28.5

学習ができた（文字，数字，英語，歌，しつけ等） 23.2 25.8

アプリで取り扱っている対象（文字，数字，英語，歌等）へ興味／関心が高まった 17.2 21.3

お子様ご自身で知りたい情報を探したり，検索することができるようになった 6.9 12.3

お子様がもっといろいろなことを知りたがるようになった（深く知りたがるようになった） 7.9 14.8

 0 ～ 3 歳児 4 ～ 6 歳児

不適切な情報，画像に触れないか不安である 52.5 56.3

保護者の知らないうちに課金サイトに接続しないか不安である 51.2 51.2
心身への影響が不安である

（目が悪くなる，姿勢が悪くなる，勉強などへのやる気がおきない，集中力が低下する） 61.1 55.3

情緒発達の面での影響が不安である 28.5 23.5

脳への影響が不安である 37.6 27.2

ネット依存にならないか不安である 48.5 46.3

（%）

（%）

※総務省「未就学児等の ICT 利活用に係る保護者の意識に関する調査報告書」より

※総務省「未就学児等の ICT 利活用に係る保護者の意識に関する調査報告書」より
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の悩みや不安に対し，「心身への影響が不安
である」とした保護者は，0～3歳児で61.1%，
4～6歳児で55.3%，「不適切な情報，画像に
触れないか不安である」とした保護者は0～3
歳児で52.5%，4～6歳児で56.3%にのぼった

（表3）。
幼児のデジタル情報端末の使用に関しては，

アメリカの小児科学会が「生後18か月までは
デジタルメディアに触れさせるのは好ましくな
い」とし，「2～5歳の幼児もデジタルメディアに
触れるのは1日1時間以内」にすることを提言
している 6）。デジタル情報端末とそのコンテン
ツに依存しすぎることへの不安は，日本だけに
とどまらない問題である。

しかしむしろ，筆者がこの調査結果で指摘し
たいのは，知育アプリの効果を実感できてい
る保護者が2割程度にとどまっているという点
である。言い換えれば，知育アプリの内容や
教育的効果について不満を持つ保護者がかな
りの割合で存在しているのではないかというこ
とである。「見えづらい教育効果」。知育アプリ
の持つ課題がそこにあるのではないだろうか。

こうした知育アプリの現状について，長年に
わたってPRIX	JEUNESSE（国際子ども番組
映像祭）などの教育番組の審査を担当し，世
界の幼児向けデジタルコンテンツに詳しい，デ
ビッド・クリーマン氏（米グローバル・トレンド
社上級副社長）に聞いた。
「今日のアプリの多くは小さな会社で作られ

ていて，しかも幼児向けアプリ制作はビジネス
としては利益が少ない。そのため資金力のある
大手の制作会社は別にして，制作者が発育・
発達の専門家や教育アドバイザーを雇うことは
難しい現状がある。さらに，保護者にとっては
どのようなアプリを選んで，幼児に与えたらよ

いのか，アプリについて良質で確かな情報をど
こから入手するのかが課題と言える」

知育アプリは，幼児がひとりで利用すること
も多いことから，過度の広告や，アプリ内で
の課金は保護者から敬遠され，ビジネスモデ
ルとして成立させるのが難しい側面がある。そ
して，その状況が，コストを重視するあまり，
質が伴わないアプリの増加につながっていると
いうのだ。

クリーマン氏の指摘は，もちろん日本にもあ
てはまる。実はこの現状こそが，放送事業者
が知育アプリを開発すべき意義なのではない
かと筆者は考えている。発育・発達や知育の
専門家とタッグを組み，質の高い幼児の教育
番組を制作してきた放送事業者が，その経験
やノウハウを最大限に生かし，一定のコストを
投じて発育を促す質の高い知育アプリを開発
し制作することは，幼児の発育・発達に寄与す
るだけでなく，保護者にとっては子育ての支援
になり，結果的に社会全体にも大きな意義があ
ると考える。

なじみの放送番組と連動したアプリは，数
多くのアプリの中から安心して選ぶことがで
きる「ブランド」でもある。幼児たちの生活の
中に視聴習慣が組み込まれた番組のキャラク
ターは幼児や保護者の認知度が高く，番組

※総務省「未就学児等の ICT 利活用に係る保護者の意識に関する調査報告書」より

※総務省「未就学児等の ICT 利活用に係る保護者の意識に関する調査報告書」より

デビッド・クリーマン氏
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で使用されている音楽や歌は口ずさめるほど
親しみやすい。これまでは，こうしたアドバン
テージが，主にキャラクターや音源のライセン
スビジネスで生かされてきたが，今後は，幼児
や保護者たちに支持される知育アプリ制作の
ためにも用いられるべきではないだろうか。そ
のためには，アプリのコンテンツ自体の質を高
める必要がある。

クリーマン氏は，「放送事業者がアプリを制
作する場合，自分たちの番組のプロモーショ
ンや付加価値を高めるだけではなく，そのア
プリ自身が，ほかにない洗練された高いクオ
リティーを持つべきだ」とも付け加える。

4-2 フジテレビの取り組みが示す，
 知育向けアプリ制作の課題と
 別角度のアプローチ

民放にあって，長らく幼児番組を制作し放
送し続けてきたフジテレビは，アプリ事業に関
してどのような考え方を持ち，取り組みを行っ
ているのであろうか。

1973年に放送が開始され2017年4月にシ
リーズ放送開始45年目を迎えた『ポンキッ
キーズ』（BSフジ・日曜	 午前8:00 ～ 8:55）。
番組から生まれたガチャピン，ムックなどの
キャラクターは世代を継いで親しまれている。

2017年4月からは，「からだでプログラミン
グ！」という，幼児に「プログラミング思考」を
体感してもらう新しいコンセプトのコーナーを
スタートさせた。

このように，フジテレビは，NHKとは別の
アプローチで時代の変化に対応しようとして
いる。番組を制作するフジテレビの関連会社，
フジテレビKIDSのP-kies事業部長の山田洋
久氏は，この企画について「2020年度から小

学校でプログラミング教育が導入されることが
決まっている。この流れは未就学児童の教育
現場に必ず影響を与える」と言う。アプリ展開
について聞いてみると「ビジネスとして難しい。
現在のところ世界的に評価が高く，幼児たち
に人気のある海外のアプリを日本向けに“ロー
カライズ”し，ガチャピン，ムックといったキャ
ラクターを使って展開する」と話す。

筆者としては時節を的確に捉えた視点や，長
きにわたり支持され続ける『ポンキッキーズ』の
制作ノウハウを生かし，近い将来に「からだで
プログラミング！」から創造性豊かなアプリが生
まれることを期待したい。

─5. 海外の先行事例に学ぶ

5-1 世界最大のシェアを誇る
 スウェーデンのトカボカ社は
 「常に幼児本位」

ここからは，今後，放送事業者が幼児向け
知育アプリを制作するにあたり，海外の先行
事例から参考にすべきモデルを探る。

まずは，今世界中の幼児たちから支持を集
めているアプリ制作会社，スウェーデンのストッ
クホルムに本拠地を持つトカボカ社 7）である。
この会社が制作したアプリは，日本を含む世

『ポンキッキーズ』「からだでプログラミング！」
© フジテレビ KIDS
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界中で，1億5,000万回ダウンロードされている
という。

その中でも世界中の幼児たちに大人気のヒッ
ト作が，キャラクターの髪の毛をカットしたり，
カラーリングしたり，洗ったり，アクセサリー
をつけたりと，ヘアサロンでの一連の動きを，
幼児にもわかりやすい操作で体験しながら遊
べるアプリ「Toca	hair	 salon」である。まず
ゲームデザインが優れて楽しいものになってお
り，子どもの創造力を刺激してくれる。アプリ
を使って「ヘアサロン経営」をする設定は，単
純な言葉や数字を学ぶといった学習ではなく，
職業体験で学ぶというスウェーデン流の実学
重視の教育に基づいている。

トカボカ社は，1804年創立のスウェーデン
の老舗出版社の子会社で，アプリ事業を始め
たのは2010年。この会社では，安全なデジタ
ル環境の下で親子が楽しめ，子どもの成長が
促されるアプリにするためのガイドラインを設
け，それに従ってアプリを制作しているという。
基本的には，最初の購入代金のみで，広告や
アプリ内課金はない。

ビジネスとして成功させることが難しい知育
アプリの業界で，世界的に支持され続ける秘
訣を，元アプリ開発担当のディレクター，デー
ブ・グルーバー氏に聞くと，「遊び感覚を大切

にし，おもちゃのようなコンテンツを作ってきた
ことだ」と話してくれた。

実はこの「おもちゃのようなコンテンツ」とい
う言葉にこそ，トカボカ社のアプリ制作の基
本理念とノウハウが凝縮されているのである。
幼児たちは「遊び」の中から自分の力で何かを
見つけて成長する。幼児たちが純粋に楽しく
遊べることは健やかな成長を促すために重要
であり，それは常にトカボカ社が最優先に追
求していることなのだ。

トカボカ社の広報担当のキーリー・ホプキン
ズ氏は「専門家の調査や意見を聞くのはアプリ
開発の大前提だが，我々のアプリの特徴は試
作段階，そしてリリース後も幼児たちにアプリ
を何度も利用してもらい，そこから得た幼児た
ちからの評価をアプリにフィードバックしてい
ることだ。どのゲームが面白くて，どのキャラ
クターが好きか。幼児がワクワクするかどうか
の視点を取り込むことが，幼児たちから支持を
受けるアプリを作ることにつながる」と話す。

しっかりしたガイドラインも自ら設け，幼児
（＝ユーザー）の視点に立って質の高いアプリ
を制作し続けることで「信頼」を勝ち取り，結
果としてビジネスとしての成功にもつなげる。
トカボカ社はこの他，できるだけ，言葉を使わ
なくても直観的に使い方がわかるゲームデザイ
ンにし，さまざまな人種のキャラクターを登場
させ多様性に配慮するなど，放送事業者の幼
児番組の国際展開において，参考になる工夫
も行っている。「幼児の楽しいと感じる気持ち」
を巧みにコンテンツに取り込むトカボカ社の制
作姿勢は，放送事業者のみならず，すべての
アプリ制作者にとって，参考になるモデルなの
ではないだろうか。

「Toca hair salon」のアプリ画面
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5-2 イギリスBBC
 「組織を挙げての開発プロジェクト」

イギリスの公共放送BBC。『テレタビーズ』
（Teletubbies）	などの幼児向けの番組で世界
的な評価を得ているBBCは，幼児向けのデジ
タルコンテンツの展開でも先駆的な役割を担っ
ている。6歳以下の幼児向け番組はほとんど
がCBeebiesというBBCの子ども専門チャン
ネルで放送され，番組はiPlayerと呼ばれる
インターネット視聴サービスで，知育アプリや
ゲームはスマホやタブレット，CBeebiesのウェ
ブサイトで利用することができる 8）。CBeebies
のサービスは今や「幼児向け番組」というより

「幼児向けコンテンツ」のサービスと言える。
アプリ制作に関してのBBCの特徴は，大学

などの研究機関と組織を挙げての大規模なプ
ロジェクトを組み，知育アプリの開発と制作を
行っていることにある。

エジンバラ大学のリディア・プロウマン教授
とそのグループは，幼児のデジタル情報端末
の利用実態や，知育効果の高いアプリ，その
効果をより高めるアプリの利用方法の研究など
を行っている。エジンバラ大学の調査による
と，イギリスでは3～4歳の53%の子どもが家
庭でデジタル情報端末を利用しており，多くの
保護者は幼児のデジタル情報端末接触に何ら
かの不安を抱えている。一方でエジンバラ大
学は，アプリを子どもが使う際に，保護者も
積極的に関わると，教育効果と創造性が高ま
ることを突き止めている9）。

これらを受けてBBCは2012年，エジンバ
ラ大学に，すでに制作していたCBeebiesの
知育アプリの効果検証を依頼した。エジンバ
ラ大学は，80のアプリを対象に「教育性」「学
習領域」「発育・発達に寄与するかどうか」「幼

児が楽しめる内容になっているのか」などの項
目に基づいて調査を実施した。この調査結果
をもとに，より知育効果の高いアプリ開発の
提案や，保護者に向けたアプリ使用のガイドラ
イン作成をBBCに提言した。

提言を受けて改善されたBBCの幼児向けア
プリは，子どもはもちろん，保護者にとっても
楽しめるものとなり，幼児の学びや発育・発達
への効果を強化できたという。

さらにCBeebiesはウェブサイトに「幼児とタ
ブレットの10のステップ」というページを作り，
アプリを子どもたちに触れさせることを不安に
感じる保護者たちに，親子とアプリの付き合
い方について説明している。

5-3 充実したアプリレビューの存在

海外でのアプリ制作の先行事例を述べてき
たが，加えて指摘したいのが「レビューの充
実」である。アプリを制作する側の視点とは
異なる使う側の視点。保護者にとってはどん
なアプリを選べばよいかの重要な情報となり，
制作者側にとっても，より良いアプリを作るた
めの貴重な参考となる。

幼児コンテンツ専門の調査を行っている，
ファンダメンタリー・チルドレン社（イギリス）

CBeebies のウェブサイトの保護者向けページ
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ではウェブサイトで幼児向け知育アプリのレ
ビューを行っている10）。評価されるアプリは，
使用対象の幼児の年齢，ジャンル（教育，エ
ンターテインメント，ゲームなど），望める教育
効果の種類（認知能力，創造性，コミュニケー
ション能力，社会性など），課金の有無などに
分類されている。

評価方法について，同社の創始者でウェブ
を開設したアマンダ・ガムダー氏に聞いた。「レ
ビューを依頼する専門家は，アプリの制作会
社とは利害関係のない，児童心理学者・教育
学者・おもちゃやアプリの専門家を選んでいる。
レビューには幼児も参加している。4人以上の
幼児にアプリを使ってもらい，使用中，使用後
に感想を聞く。その様子を専門家が常時観察
して評価を行う」。

評価は保護者がわかりやすいよう，星のマー
クなどで客観的・総合的に表現され，12個以
上の星を獲得すればファンダメンタリー･チルド
レン社の推薦マークがつき，9個以上なら認可
マークがつくという。

日本では，多くの保護者はスマホのアプリ
マーケットの人気ランキング，ネットの子育てに
関する掲示板の書き込み，さらには保護者間
の口コミなどで情報を得て，アプリを選ぶの
が一般的だ。日本のアプリレビューは筆者が

アプリ制作に携わっていた当時に比べ改善さ
れているとはいえ，同社のアプリレビューは保
護者にとってより詳細で専門家のしっかりした
評価を知ることができ，一日の長がある。

制作者としても，開発したアプリの効果検
証は大きな課題でもある。このようなレビュー
サイトが日本にも根づくことを願いたい。

─6.日本における最新研究と
────アプリ展開の可能性

6-1 幼児の言語の発達に関する研究 

最後の項目として，最近の幼児の発育・発
達の研究から，放送事業者が幼児向け知育ア
プリを開発するにあたり，筆者が参考になると
考える2つの事例を紹介したい。

ひとつは，NTTコミュニケーション科学基
礎研究所の協創情報研究部主任研究員の小
林哲生氏による，幼児の言語の発達に関する
研究である。小林氏は京都市付近の乳幼児
2,300人から「語彙」の習得のデータを収集し，
現代の日本の乳幼児が，どんな語彙を初期に
覚えるか，その過程の分析を行っている。

小林氏によると，幼児は生まれて半年を過
ぎると「バババ」「マママ」といった「喃

なん

語
ご

」を
発し始め，1歳を迎えるまでには，「まんま」「い
ないいないばぁ」「はい」など社会的な語（日
課や挨拶）や，「ママ」「パパ」「ワンワン」など
人々や動物を表す語を発し始める。興味深い
のは，同じ頃に，「アンパンマン」などテレビ番
組でおなじみのアニメのキャラクターの名前も
獲得されることだ。

小林氏は取得したデータをもとに「こども語
辞書」11）というデータベースを作成し，ウェブ
で公開した。例えば「ワンワン」と入力し検索ファンダメンタリー・チルドレン社のレビューサイト
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すると，その語の意味，平均獲得月齢，獲得
月齢分布がわかる。つまり，幼児の成長と照ら
し合わせ，ある月齢にどんな語彙が獲得され
る傾向にあるか，関心のある言葉がいつ頃獲
得されるかを知ることができる。

小林氏は，こうしたデータベースを活用した
知育アプリがあれば，幼児の言語の発達に寄
与できるだけでなく，わが子の言葉の成長に
関しての親の不安感を解消することにもつなが
るのではないかと言う。

将来，人気キャラクターが，
毎日その子の月齢に合わせた
語彙を話しかけたり，幼児が
知りたい言葉についてやさしく
答えてくれるアプリが生まれる
かもしれない。さらに，小林
氏は，アプリの制作がより質の
高い番組制作にフィードバック
できる可能性も示唆する。幼
児たちがアプリに向かって話
しかけた語彙や文章を集めて
データ化し「幼児のコミュニ
ケーションの論理構造」を解
析すれば，新しい幼児番組や，
親しみやすいキャラクターの開

発に生かすことができるというのだ。
専門家による研究結果を生かして番組と連

動アプリを同時に開発し，さらにアプリから得
たデータを専門家が解析し，結果を番組制作
やアプリ開発に生かす。このフローが確立す
れば，知育コンテンツ全体のボトムアップにも
つながり，放送事業者が知育アプリ制作に取
り組む意義も，より明確になるのではないだろ
うか。

6-2 幼児の身体能力の発達に関する研究	
もうひとつの事例は，幼児のからだの発育

に関するデータ収集に，アプリの活用を模索
するIT企業の取り組みである。

山梨県甲府市に本社がある株式会社エー
ティーエルシステムズでは，幼児のからだの動
かし方や，活動量のデータ収集が可能なアプ
リの開発に取り組んでいる。幼児の活動量は
これまでは万歩計などで計られてきたが，この

「こども語辞書」のウェブサイト※現在は配信していない

図 2　子どもの運動データ解析閲覧アプリ

株式会社エーティーエルシステムズ「子どもの運動習慣データを基盤としたスマート運動教育モデル事業」
報道関係者向け説明資料より
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会社は心拍数や，走る，歩く，跳ぶ，止まる
などのからだの動きを計測し，数値化すること
で，幼児の運動の「見える化」の実現を目指し
ている（図2）12）。

このアプリに期待される社会的役割につい
て，開発の監修を行っている山梨大学の中村
和彦教授は，「運動効果の可視化ができれば，
保護者，教育関係者などの，幼児の発育に対
する理解促進につながり，未来を担う幼児た
ちの健やかな発育に，大きな役割を果たすだ
ろう」と語る。

開発は緒に就いたばかりで，幼児が装着を
気にしないモーションセンサーをどう作り出す
ことができるかなど，課題は山積している。し
かし，こうしたアプリが実現化し，番組と連動
できれば，アプリの周知効果は各段に上がり，
利用者が増えれば，データの精度も高くなる
はずである。また，こうしたアプリの機能向上
は，テレビ番組に対してどのような効果をもた
らすのだろうか。筆者はかつて『からだであそ
ぼ』（NHK	Eテレ，2004 ～ 09年）という幼児
の遊びと運動の番組を開発・制作した経験を
持つが，日本の子どもの体力についてより具
体的で詳細なデータ分析が可能になれば，よ
り効果的なからだあそびも考案できるようにな
る。まったく新しい幼児番組や，幼児向けの
体操の開発が期待できるのだ。

幼児の体力低下が叫ばれる中で，放送事業
者が，幼児の発育・発達にも大きな役割を果

たせる可能性を感じる。

─7.─まとめにかえて

冒頭に述べたように，幼児にとってテレビが
最初のメディアであった時代は過去のものにな

りつつあり，テレビの幼児番組はこれまでのよ
うな「ファーストメディア」のアドバンテージを
失いつつある。

とはいえ，長年にわたり，幼児番組を作っ
てきたNHKには，幼児コンテンツに関する膨
大で豊かな経験とノウハウがある。1959年に
放送が開始された『おかあさんといっしょ』以
来の60年近い蓄積があるのだ。今回実施し
た保護者へのインタビューで，母親のひとりが

『おかあさんといっしょ』の歌のおにいさんを
「子育ての戦友のような存在」と語ってくれた。
筆者は，NHKの幼児番組に対する保護者の
信頼の厚さを改めて感じた。前述したように，
そうした保護者たちから，幼児向けアプリに
関しても同様に「NHKが主体的に開発と制作
を行ってほしい」との声が上がったのは，幼児
にデジタル情報端末に触れさせることへの保
護者たちの不安をNHKに解消してほしいとの
熱い期待があるからではないだろうか。実際，
筆者の幼保の教育現場や保護者たちへの取
材でたびたび聞いてきた声である。

NHKでは1970年代後半から80年代，幼
児番組の開発セクションに「2歳児研」と呼ば
れた独自の研究会が存在し，番組研究を行っ
ていた。発育・発達の研究者や心理学者，絵
本作家やコピーライターなどの異なった分野の
専門家が参加し，それまでの番組の評価と，
新しい幼児番組の可能性について議論を重ね
た。その成果は『おかあさんといっしょ』の

「ハイ・ポーズ」のコーナーや『いないいないば
あっ！』の番組開発につながっていった。『お
かあさんといっしょ』の番組プロデューサーを
務めた近藤康弘氏は，当時を振り返る。「専
門家たちの多種多様な議論によって，NHKの
幼児番組は最先端の研究に裏づけられたコー
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ナーの開発が可能になった。イラストレーター
やコピーライターの意見は番組作りに新しい視
点と感性，幼児が楽しめるための工夫やアイ
デアを提供してくれた」。

幼児番組制作の今に伝わる「2歳児研」のあ
るエピソードを紹介したい。メンバーのある視
覚神経の研究者が報告した，乳幼児が成長に
つれて，色をどのように認識・識別していくの
かというリポートに基づいて，実際に幼児向け
のアニメの配色のあり方が変えられたという。
またカット割りについても認知心理学の研究者
の「ロングショットからアップショットへのカッ
ト編集では幼児は理解できない」という指摘で
ズームインカットに切り替えるなど，アニメ編集
を根本的に問い直した。

こうした専門家からの助言や調査は，その
後のNHKの幼児番組の開発に必須の前提と
なり，現在も番組の制作ノウハウの中にしっか
りと組み込まれている。これらの取り組みが現
在のNHKの幼児向け番組の視聴者からの信
頼につながっていることは，明白であろう。
「2歳児研」のこのような取り組みは，幼児の

メディア環境が激変している今こそ必要なので
はないだろうか。研究者たちの最新の優れた
研究成果を番組制作のノウハウに積極的に取
り入れ，制作者と研究者が連携して，時代を
先駆けたアプリを開発する。それは幼児たち
には「テレビ番組に参加できる」楽しさを与え，
保護者たちには「子どもたちの成長と子育てを
支援する」役割を担うことだろう。放送事業者
はアプリから得たデータを番組にフィードバッ
クし，さらなるブラッシュアップを図れ，デー
タを公開することによって社会貢献も可能だ。

NHKは公共放送から「公共メディア」にその
役割と性格を変えようとしている。番組と連携

したアプリの制作は，視聴者とつながる回路
を増やし，より確かで新しい公共サービスの
開発にもつながるのではないだろうか。

　　　　　（よしだ	なおひさ）

注：
	 1）	内閣府「低年齢層の子供のインターネット利用環

境実態調査調査結果（概要）（平成 29 年 5 月）」
3，6，7，8 頁

	 2）	「幼児視聴率調査・2017」（NHK 放送文化研究
所）

	 3）	『ミミクリーズ』公式ウェブサイト
http://www.nhk.or.jp/kids/mmcs/

	 4）	『オトッペ』公式ウェブサイト
https://www.nhk.or.jp/otoppe/

	 5）	総務省情報通信政策研究所	「未就学児等のICT
利活用に係る保護者の意識に関する調査報告書

【概要版】（平成 27年 7月）」11，13 頁
	 6）	米国小児科学会ウェブサイト　

https://www.aap.org/en-us/Pages/Default.
aspx

	 7）	トカボカ社公式ウェブサイト
https://tocaboca.com/apps/

	 8）	CBeebies 公式ウェブサイト
http://global.cbeebies.com/

	 9）	エジンバラ大学　BBC 協力プロジェクトリポー
ト（Helping	 the	 BBC	 support	 parents	 and	
chi ldren	 to	 share	 onl ine	 act ivit ies	 that	
stimulate	learning）
http://www.ed.ac.uk/arts-humanities-soc-sci/
research-ke/industry-engagement/projects/
helping-the-bbc-support-parents-and-children-
to-sh

	10）	ファンダメンタリー・チルドレン社レビューサイト
http://www.fundamentallychildren.com/good-
app-guide/

	11）	こども語辞書
※ウェブサイト「goo ベビー」の閉鎖（2017年 2月
28日）に伴い，現在は閲覧不可

	12）	総務省H28年度IoTサービス創出支援事業　「子
どもの運動習慣データを基盤としたスマート運動
教育モデル事業」報道関係者向け説明資料
http://www.midika-iot.jp/comm_H28/369
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