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はじめに : 本稿の目的
スマートフォンを手放せない高校生の我が子

を心配する親，メールを確認しようとバッグか
ら取り出したスマートフォンを見つけた2歳児
に，お気に入りの動画をせがまれる親……。そ
して，タブレット端末の授業への導入が進む学
校現場で，新たな対応が必要となってきた先生
たち……。インターネットは，子どもを取り巻く
環境に多様なインパクトをもたらしている。

メディア環境や社会的関心事，教育界の動
向等，その時々の状況に応じて，注目される
メディアの種類や関心テーマに特徴がみられる
が，本稿では，インターネットの本格的な普及
が始まった2000年以降に着目して，国内で実
施された“子どもとメディア”をめぐる調査研究
の特徴を分析したうえで，今後の研究の課題
と展望について考察する。

ここでは，「子ども」については，乳幼児から
高校生該当年齢までとし，｢メディア｣について

は，テレビ以降に登場した電子メディア（ビデオ・

DVD，テレビゲーム，パソコン，携帯･スマートフォン，タ

ブレット端末，インターネット等）を主な対象とする。
取り上げる調査研究については，子どもの日

常生活だけでなく，学習面でのメディアとの関
わりにも目を向け，また，調査実施規模や完
成度だけに左右されることなく，今後の研究
の展開や議論に参考となる視点を含むものに
ついては，可能な限り多様な分野や手法の中
から取り上げることとしたい。

本稿の構成　
1. 1990年代までの子どもとメディア研究の概況
2. 子どもの生活におけるメディア接触実態を

把握する多様な調査研究　
3. メディアの影響を明らかにする

パネル調査や実験研究
4. 子どもの学習・教育とメディア利用をめぐる

調査研究
5. 考察：今後の子どもとメディア研究に向けて

年表：“子どもとメディア”をめぐる社会の動きと
主な調査研究 （2000 ～ 2018年）

“子どもとメディア”をめぐる研究に関する一考察
～ 2000年以降の研究動向を中心に～

メディア研究部  小平さち子

“子どもとメディア”はいつの時代にも関心の高いテーマであるが，本稿ではインターネットの本格的な普及が子ど
もたちに様 な々変化を及ぼすようになった2000年以降に注目して，国内の調査研究動向を分析した。日常生活にお
けるメディア接触実態に関する調査，メディアの影響を明らかにするパネル調査や実験研究，子どもの学習とメディ
ア利用をめぐる調査研究について，対象を小学生以上と乳幼児対象に分けて，多様な研究の具体例を紹介する。

その結果，①スマートフォンやタブレット端末等新しく登場したメディアへの関心が高いこと，②乳幼児を対象と
する研究への関心が高まってきたこと，③パネル調査が重視されるようになったこと，④メディア接触の影響を検討
する際に，量的側面だけでなく番組やコンテンツの内容・描写といった質的側面への注目が高まったこと，⑤研究
成果を授業・保育・保護者の啓蒙等の教育プログラムに反映させる枠組みが意識されるようになってきたこと等を，
この時期の“子どもとメディア研究”の特徴として挙げることができた。1990年代までの課題に応える形で調査研
究が進められてきたといえるが，今後のさらなる発展に向けては，研究枠組みの検討，研究手法の開発，長期にわ
たる調査研究環境の確保・充実に向けた工夫が求められ，研究を深めるにあたっては，常に“子ども”を捉える視
点に考えをめぐらし，多様な分野の研究者との交流と議論の中で自らの研究を高めていくことが重要と考えられる。
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1. 1990年代までの
　子どもとメディア研究の概況
　筆者は，テレビ50年の節目に子どもとメディ
アをめぐる研究（以下，“子どもとメディア研究”）
の今後のあり方や議論に資する目的で，1953
年から1990年代までの国内の研究動向を分析
している （小平 2003）。2000年以降の調査研
究の理解に役立てる意味で，最初にその概要
を紹介する。

日本では，1953年2月のテレビ放送開始時
点から，子どもが明確な視聴者として意識され
ており，家庭視聴向けの番組だけでなく，学
校の授業で視聴する学校放送番組も登場して
いたが，この新しいメディアが子どもたちの時
間を奪って生活の規律を乱し，勉強や手伝いを
しなくなるのではないかといった，懸念される
影響に対する社会的関心は高かった。　

当初は極めて主観的な意見をもとに議論が
行われていたが，やがて“子どもの生活にテレ
ビが入ってきたことによる変化という意味での
影響･効果”について，科学的な手法による調
査の必要性が認識される。NHK放送文化研
究所，文部省，日本民間放送連盟等が，大学
の研究者たちの協力も得て，テレビが子どもの
生活行動や余暇活動に及ぼす影響，学力や性
格形成等精神面に及ぼす影響等を多面的に調
べるために，1950年代後半から60年代にかけ
て，大規模な研究を実施している。

テレビ成熟期の1970年代，80年代には，番
組の内容分析研究，子どもの映像理解を解き
明かすための研究，幼児向け番組の開発をめ
ざした制作者と研究者の共同研究など，多様
な視点とアプローチによる子どもとテレビ研究
が，メディア研究，心理学，教育学，社会学，
小児医学など多分野の研究者たちによって繰り

広げられた。影響の検出に終始することなく，
テレビのプラス面を子どもたちのために生かす
という視点を持つ研究が増えたことは，この時
期の重要な特徴であった。

1990年代は，多メディア･多チャンネル化に
代表されるとおり，メディア界でかつてない大
規模な変化が急速に進展すると同時に，家族
関係や学校環境の変化，青少年犯罪の低年齢
化と内容の深刻化をはじめとする社会不安が広
がった時期でもあった。当然のことながら，子
どもを取り巻く環境にも多様な変化をもたらし，

“子どもにとってのメディア”もそれまで以上に
大きな関心事となっていった。再び直感的な推
論に基づくメディア批判が頻繁に登場し，諸外
国での議論の影響も受けて，メディア規制をめ
ぐる動きも活発になった。

そうした中，テレビのみならず，テレビゲーム
やパソコン，インターネットを含む広い意味で
の子どもとメディア研究への関心が高まり，90
年代後半には多くのメディア関連機関，行政機
関，大学の研究者たちが様々な形で調査研究
に携わった。この時期には，新しい可能性に
対する期待という観点で，学校教育へのコン
ピューターの導入などが積極的に進められ，メ
ディアの教育的な効果を検証する研究が注目さ
れた状況もあり，メディアの多様な側面の研究
が行われる結果となり，この状況は2000年以
降に引き継がれていく。

以下，2章では子どもの日常生活におけるメ
ディア接触実態把握のための調査，3章ではメ
ディアの影響を明らかにするパネル調査や実験
研究，4章では子どもの学習とメディア利用に
関する調査研究について，それぞれ小学生以
上を対象とするもの，乳幼児を対象とするもの
に分け，具体例を取り上げて特徴を紹介する。
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2.子どもの生活におけるメディア接触実態を
　把握する多様な調査研究

2-1  小学生以上を対象とする調査
◆ NHKによる調査

NHKには，成人だけでなく小中高校生も対
象に含めるメディア利用に関する調査や生活全
般を調べる調査として，「全国個人視聴率調査」

（7歳以上が対象）や「国民生活時間調査」（10歳

以上が対象）のように，1960年代から今日まで
全国規模で定期的に実施している調査がある。
これらの調査では，多様な年齢層の大人たち
との比較の中で，子どものメディア接触の変化
の特徴を把握することが可能である。

対象を小学生，中学生，高校生に特化し
た調査も各種実施してきたが，2001年2月に
は，それまでの「小学生の生活とテレビ調査」
や「メディアと中・高校生調査」等を再構成し
て，インターネット，携帯電話といったデジタル
メディアに囲まれて育つ彼らのテレビ利用の変
容を探るために，「デジタル情報社会における
青少年とメディア調査」（全国の10 ～ 29歳，2,400

人対象）を実施している。
さらに2007年11～12月には「中高生のテレ

ビ・メディア利用実態調査」（全国の13 ～ 18歳，

1,800人対象），2009年6月には「小・中学生の
テレビ ・メディア利用実態調査」（全国の9 ～ 15

歳〈小4 ～中3〉，1,200人対象）を実施しており（い

ずれも層化 2 段無作為抽出法・配付回収法。約8割の

有効回答率），子どもたちの関心がテレビから他
のデジタルメディアへ移っていく状況を映し出す
結果となっている。　　　　

1982年以来5年ごとに実施されてきた「中学
生・高校生の生活と意識調査」は，2000年以
降は，2002年8月と2012年8 ～ 9月（全国の12

～ 18歳，1,800人対象，個人面接法）に実施されて

いる。大津の男子中学生の自殺をきっかけにい
じめが再び社会問題化された2012年の夏に実
施された第5回調査は，インターネットサービス
の発展と多様化の中で育ってきた中高生が対象
で，インターネット利用者は中学生で87％，高
校生98%，インターネット上だけの友だちがい
るのは中学生で17％，高校生では32％である
こと等が明らかになった。

世論調査以外では，2008 ～ 10年に，発達
心理学の研究者の協力を得て実施した「小学
生と両親のメディアを介した家族コミュニケー
ションに関する調査」がある。ウェブ調査と家
庭訪問調査（いずれも小学 4 ～ 6年生の子どもと父･

母の3人を1組として実施）を総合的に分析した結
果からは，親子のコミュニケーションが活発な
家庭では，メディアの影響のプラスマイナス両
面を認識している親が多く，子どものメディア･
リテラシー得点が高いことや，両親のメディア
観や子どものメディアへの接し方に対する関心，
家族で利用するメディアの種類，親自身が子ど
もだったときのメディアライフ･ヒストリー，子ど
ものメディア･リテラシーの発達や家族の一体
感等の違いが，親子のコミュニケーションに多
様な違いをもたらしていることが明らかにされ
ている（渡辺･酒井 2011）。

◆ 放送と青少年に関する委員会による調査

1990 年代に繰り広げられた，テレビやテレ
ビゲームの懸念される影響をめぐる一連の議
論の末，NHKと民間放送連盟が放送界の自
主的な第三者機関として2000 年 4月に設置し
た放送と青少年に関する委員会（以下，青少
年委員会）は，視聴者から寄せられる青少年
に対する放送のあり方や番組への意見を放送
局に伝えるとともに，審議を行い，その結果
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と放送事業者の対応を公表して，視聴者と放
送事業者を結ぶ「回路」としての役割を担う組
織である。

青少年委員会は，発足当初から調査研究の
実施も重要な役割としており，2001年に4年間
にわたる「青少年へのテレビメディアの影響調
査」（3-1で詳述）をスタートさせて以来，今日ま
で多様な調査を実施してきた。

2017年9 ～ 11月実施の「青少年のメディア
利用に関する調査」の結果からは，中高生の
テレビ視聴が，一定時間テレビをしっかり視聴
する層とほとんど/全く見ない層とに2 極化して
いることや，テレビ視聴時に携帯/スマートフォ
ンを同時利用するという形態が定着しているこ
と，テレビ以外の媒体による番組視聴は限定
的であること等が明らかにされている。

この委員会の調査は，その性格上，多様な
メディアを視野に入れつつも“放送（テレビ）”
を中心に据える視点を貫いていることが特徴と
いえる。

続いてNHK同様，長年にわたり青少年とメ
ディアに関する調査の実施に関わってきた行政
機関の動向に目を向けていく。

◆ 内閣府の定時調査：

メディア全般からインターネットへ

1981年の総理府時代に始まった「情報化社
会と青少年に関する（意識）調査」は，2000
年代に入ってからの第4回（2001年11月）と第5
回（2007年3月）が内閣府の担当で実施されてい
る。高度情報化社会の進展を踏まえて，青少
年と親の各種メディアとの接触と意識，態度を
把握することを目的に企画された調査で，各調
査の時期の特徴は次のように整理されよう。

第1回（1981年11月，総理府）：
テレビとマンガを代表とするマスメディアの影響が相
対的に高かった時代

第2回（1991年3月，総務庁）：
ビデオやテレビゲーム等のパッケージ系メディアの影
響が注目された時代

第3回（1996年6月，総務庁）：
パソコン，電話の子機やポケベル，携帯・PHS，パー
ソナルテレビの普及等，メディア利用のための端末
機器の個人所有が注目された時代

第4回（2001年11月，内閣府）：
パソコン，携帯・PHS，インターネットの影響が注目
された時代

第5回（2007年3月，内閣府）：
携帯電話，インターネットの影響が注目された時代

2009年4月には「青少年が安全に安心してイ
ンターネットを利用できる環境の整備等に関す
る法律（「青少年インターネット環境整備法」）
が施行され，事業者へのフィルタリング提供義
務や，保護者の責務が課された。これを受け
て，内閣府では，インターネット利用状況，利
用安全対策，利用についての啓発・学習状況
を把握する目的で，2009年から毎年，青少年
と保護者を対象に「青少年のインターネット利
用環境実態調査」を実施している（2013年までは

親子とも個別面接聴取法，2014年以降は青少年調査

は基本的に個別面接聴取法，保護者調査は訪問配布

訪問回収法）。
2017年調査の結果からは，10 ～ 17歳の青

少年の間でインターネット利用が進み（82.5％），
「動画視聴」が増加していることや，インターネッ
トを利用する機器は，高校生と中学生ではス
マートフォンが多いのに対して，小学生ではタ
ブレットと携帯ゲーム機が多いという違いがみ
られること等が報告されている。

本調査での青少年は10 ～ 17歳であるが，小
学校低学年や幼児・乳児のインターネット利用
動向の把握も重要との判断で，2018年（11 ～ 12

月実施）の調査から，0 ～ 9歳児の保護者を対
象とする低年齢調査が加わった。
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◆ 総務省による青少年のネット・リテラシー
調査とネット依存傾向に関する調査

総務省でも，青少年のインターネット利用に
関する調査が活発である。ネット上の危険・脅
威に対応するための能力とその現状を可視化す
るため，そうした能力を数値化するテストを開
発して，2012年以降毎年，全国の公立・私立
高等学校の1年生を対象に「青少年のインター
ネット・リテラシーに関する実態調査」を実施し
ている。2017年調査（7 ～ 12月，95校1万7,223人

対象）では，不適切利用リスクへの対処能力の正
答率は相対的に高く，利用料金や時間の浪費
に配慮した利用はできるものの，不適正取引リ
スクやプライバシーリスクへの対処能力が相対
的に低く，電子商取引やプライバシー保護への
対処等が弱点であるとの指摘がなされている。

総務省情報通信政策研究所では東京大学
大学院情報学環の橋元研究室※と共同で，ネッ
トの依存傾向に関する調査を各種実施してい
る。2013年2月，小中高校生および大学生・
社会人（25歳まで）2,609人を対象に行ったオン
ライン調査「青少年のインターネット利用と依
存傾向に関する調査」では，自分はネット依存
だと思うと答えた比率が高かったのは高校生と
スマホ所有者，ネット利用のために犠牲にして
いる時間があるとの回答は高校生と大学生で
多い等，高校生が注目される結果が得られて
いる（大野・天野ほか 2013）。

続いて2014年1月，東京都教育庁の協力を
得て，東京都の全日制および定時制の高等学
校154校の各学年1クラスずつを抽出して，無
記名自記式で回答を求めた「高校生のスマート

インターネット・スマホ依存
“依存”の定義と依存傾向の尺度をめぐって

インターネット・スマートフォンの利用をめぐって
は，「熱中・依存」のほかにも「ネット詐欺・不正請
求等の被害」「SNS等によるトラブル」など様々な懸
念される側面があるが，とくに“ネット依存”が注
目されるようになったのは，2013年8月，厚生労働
省研究班による調査結果として，全国の中学生の
6.0％，高校生の9.4％，推計約51万8,000人がネッ
ト依存の傾向にあると発表されたことがきっかけと
いえる。ちょうどこの時期には，従来型携帯電話
からスマートフォンへ所有機器の移行も進んでおり，
高校生では2012年に初めてスマートフォン所有が
従来型携帯電話を上回るという状況もあった。
「依存」という言葉の使用については，補足説明

が必要である。ネット利用のような“行動”に対す
る依存状態を示す言葉としては，本来は「嗜癖」（あ
る習慣が行き過ぎて統制不能になった状況という意
味）を用いるべきだが，「嗜癖」が一般的とはいえな
い表現であるため，「インターネット依存」という表
現が用いられることが多い。「依存」は「嗜癖」の
一部で，対象がアルコール，たばこ，覚せい剤など
の“物質”の場合に使用されるのが本来の用法であ
るとされている。

ネット依存の種類：「依存」には，没頭する内容
によって異なるタイプが存在する。ゲームの面白さ
に引き込まれるだけでなく，ゲーム参加者との関
係が断ち切りがたくて依存状態となるタイプもあれ
ば，孤独解消や自己表現の場を求めてSNSに没
頭して，やめることへの不安がつのるタイプ，動画
やSNSを見続けてしまうタイプ，オークション参加
に没入していくギャンブルに似たタイプ等，多岐に
わたる。中高生を中心に治療で病院を訪れる人々
は大半がオンラインゲーム依存という（三原・樋口 
2015）。

ネット依存を測る尺度としては，アメリカのキンバ
リー・ヤングが開発した「ヤングのネット依存チェッ
ク項目（20項目基準と8項目基準の2タイプがあ
る）」がよく知られているが，日本では近年，日本の
高校生に適した項目を用いた新しい尺度を開発して
研究に使用する例も登場している（本誌p32）。

2014 ～ 18年の月刊誌・季刊誌にみる
インターネット・スマートフォン関連の特集例

『青少年問題』（青少年問題研究会）61（新年）
　「ネット化社会」 　　　　　　　　 （2014年1月）

『教育と医学』（慶應義塾大学出版会）63（1）
　「子どものネット（スマホ）依存の危険」（2015年1月）

『児童心理』（金子書房）70（11）
　「スマホ時代の子どもたち」           （2016年7月）

『精神医学』（医学書院）59（1）    
　「インターネット依存の現在」  　　  （2017年1月）

※同研究室では，それ以前にもネット依存に関する
研究成果を発表している（橋元・小室ほか 2011，
2012，堀川・橋元ほか 2012）。
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フォン・アプリ利用とネット依存傾向に関する調
査」（最終サンプル1万5,191人）では，ネット依存
傾向の高い高校生で，ソーシャルメディアを見る
時間，書き込む時間が多いことや，ソーシャル
メディア上の友だちが平均より多く，日常生活
に影響が及んでいることを自覚・認識しており，
ソーシャルメディアの利用に際して悩んだり，負
担に感じていることが多いことなどが報告され
ている。この調査のデータをもとに分析を進め
た大野（2016）は，「現実生活における悩みやス
トレスから逃避する目的でウェブサービスを使
用することが潜在的なインターネット依存傾向を
高めて，日常生活に実害を生じさせる大きな要
因となる構造が量的に示された」（「逃避型イン
ターネット依存モデル」）としている。

スマートフォンの利用が高校生から中学生へ
と広がる中，2015年2 ～ 3月には，横浜市教
育委員会を通じて協力を得られた公立中学校
22校の生徒1万1,589人を対象に「中学生のイ
ンターネットの利用状況と依存傾向に関する調
査」も実施された（橋元・大野他 2017）。

◆ 学校・家庭の対応課題を示す
文部科学省の調査

文部科学省でも様々な調査を実施している
が，2008年11 ～ 12月実施の「子どもの携帯電
話等の利用に関する調査」（無作為抽出した全国

の小中高等学校5,000校に調査票を郵送。小学校6年

生，中学校 2年生，高校 2年生約1万人と保護者が対

象）では，携帯電話について学習経験のある保
護者はそうでない保護者に比べて家庭での携
帯電話利用に関するルールを決めたり，フィル
タリング等の制限を設けたりと注意を払う傾向
があり，その子どももネット利用マナーの意識
が高いことが明らかになった。その結果は，他

機関の調査結果とも併せて，保護者に対する
啓発対策に発展していった。

小中学生の情報活用能力を分析して，指導
の改善や充実に資する目的で実施された「情報
活用能力調査」（2013年10月～ 2014年1月，小学

校5年生116 校・3,343人と中学校 2年生104 校・3,338

人が対象。コンピューターを利用して実施）からは，
①情報活用の実践力，②情報の科学的な理
解，③情報社会に参画する態度，のそれぞれ
についての様々な課題が明らかにされた。例
えば③では，小学生については，自分の個人
情報の保護については理解しているが，他人
の写真をネット上に無断公表するなど他人の情
報の取り扱いの理解に，中学生では不正請求
メールの危険性への対処に課題があることな
どが明らかにされた。

◆ 自治体でも活発な調査：東京都の例

東京都もメディアに関する調査は活発に行っ
てきたが，2001年9月には，第24期の青少年
問題協議会で議論の基礎データとする目的で，
生活文化局が，小中高校生と保護者（計4,495

人）を対象に「青少年をとりまくメディア環境調
査」を実施している。各機関の調査と同様，イ
ンターネットや携帯電話に重きを置いた調査で
あったが，テレビも含めたメディア全般に関す
る課題として，メディア・リテラシーに関する
設問も含まれており，当時はまだ言葉としての
認知度は低かったものの，その必要性につい
ては大人たちにとっても重要なことと理解され
ていることが明らかになっていた。

そのほか，東京都教育庁指導部でも，イン
ターネット利用をめぐるトラブルへの対応に向け
ての基礎データ把握の目的で，2008年から都
内の小中高等学校を通して，「子供のインター
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ネット・携帯電話利用についての実態調査」や
「児童・生徒のインターネット利用状況調査」
を行っている。

◆ 民間の研究所による調査

2001年は，NHKや内閣府をはじめ各機関で
調査が実施された年だが（年表p36），教育産
業組織のシンクタンクであるベネッセの研究所
でも，「電子メディアの中の高校生調査」（2001

年1 ～ 3月，東京・秋田の公立高校1，2年生対象），「子
どもの放課後調査」（2001年5 ～ 6月，東京・千葉・

神奈川の公立小学校4 ～ 6年生対象），「中学生とメ
ディアとの接触調査」（2001年10 ～ 12月，東京・

千葉・埼玉の公立中学校生徒対象）と，小中高校
生対象の調査が相次いで実施された。

その後，2008年9 ～ 11月には，小中高校
生の携帯電話やパソコン利用，ICT全般に対
する意識を探る目的で「子どものICT利用実態
調査」が実施されている（対象は小 4 ～高2，1万

267人。学校通しの質問紙による自記式調査）。
さらに2014年2 ～ 3月には，ICTがコミュニ

ケーション，学習，趣味，情報収集など，中高
生の生活や文化にどのような影響を与えている
のか，利用の実態と課題を明らかにする目的で

「中高生のICT利用実態調査」を実施している
（対象は全国の中学1年生～高校 2年生。中学生は13

校の3,203人，高校生は15 校の6,265人で，学校通し

による自記式調査）。インターネット利用は中高生
にとって日常的（中学生87.3％，高校生96.9％）に
なっており，友だちとのコミュニケーションに
おいて不可欠になっていること，中高生の5人
に1人はオンライン上で趣味の発信やコミュニ
ティー参加をしていること，社会の出来事に関
する情報（ニュース）の入手にもインターネット
を使う中高生が多いこと，そして家庭での学

習・勉強中にも，「辞書を使う」「レポートの情
報収集」「メールやチャットで友だちに質問」と
いった利用があることが報告されている。そう
した中で，「メールのやり取りが煩わしくなる」

「インターネット上の情報について正しさを確認
する方法が分からない」といった不安を抱えな
がら利用している子どもも相当数存在するこ
とも明らかにされ，環境の変化に合わせた情
報リテラシー教育や生活習慣の大切さの啓発
等，社会全体としてのサポートが必要と考えら
れる状況も浮かび上がった。

2-2  乳幼児を対象とするメディア接触の
実態調査　

続いて，乳幼児のメディアに関する調査研究
をみていこう（表1）。

NHKでは，1990年以降，東京30km圏 （旧

都庁/ 東京駅を起点とする半径30km内に含まれる地

域）在住の幼児を対象に視聴率調査を実施し
て，テレビ視聴時間量や時間帯，性・年齢別
の番組視聴実態を定期的に調べてきた（当初は

4 ～ 6歳，1996 年以降は2 ～ 6歳が対象）。メディ
アの変化に対応して，ビデオ・DVD利用やテ
レビゲーム・携帯ゲームの利用，さらに携帯電
話・スマートフォン，タブレット端末の利用や，
インターネット動画視聴についても付帯設問と
して調べるようになってきた。2018 年6月の最
新調査では，2 ～ 6歳児の50％がインターネッ
ト動画を見ており，1日あたり1時間以上視聴
する幼児が増加していることが報告されている

（テレビ視聴時間の平均は1時間39 分）。
さらに，NHKでは，メディア利用を含めた

乳幼児の生活行動の詳細を把握する「幼児生
活時間調査」を，2003年3月と2013年3月に
実施している（東京50km圏在住の0歳4か月～就
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学前の6歳の乳幼児1,500人が対象）。10年間の変
化としては，母親の高齢化とフルタイム勤務の
増加で保育園児が増加するなどの生活面での
変化に加えて，限られた自由時間をビデオやテ
レビゲームに使う割合が増える等のメディア利
用に変化がみられ，幼児のテレビ視聴時間の
減少傾向に影響を及ぼしていることが明らか
にされている（中野 2013）。

2003年1月には，“子どもに良い放送”プロ

ジェクト（NHK放送文化研究所および共同研究者グ

ループにより2001年11月に発足）の第1回調査が，
2002年2 ～ 7月生まれの乳児を対象に開始さ
れているが，追跡パネル調査※である本調査に
ついては，3-2で取り上げる。

そのほかにもNHKでは，家庭での幼児の教
育（しつけ・学習）にとってのメディアの可能性
に着目して，幼児の各種メディアの利用実態や，

※これまでに2回以上実施された調査を対象としている

表 1　2000 年以降の乳幼児期のメディア接触に関する主な実態調査

調査名　【実施主体】 実施時期 調査対象 調査方法 主な内容・特徴

幼児視聴率調査
【NHK放送文化研究所】

1990 年開始
（1994・95・2004

年は調査なし）
毎年6月実施 , 

継続中

東京30km圏の幼児
・1990 ～ 93年は4 ～ 6歳500人
・1996 年以降は2 ～ 6歳1,000人

（住民基本台帳から層化無作為2 段抽出）

郵送法
15分単位
日記式

幼児のテレビ視聴時間量，視聴時間帯，性・年
齢別の番組視聴実態のほか，ビデオ・DVD利
用やテレビゲーム･携帯ゲーム利用，さらに携帯
電話･スマートフォン，タブレット端末等の利用
やインターネット動画視聴の実態についての基本
データを得ることを目的としている。

幼児生活時間調査
【NHK放送文化研究所】

2003年3月
首都圏（東京50km圏）在住の0歳4か
月～就学前6歳までの幼児1,500人
有効数1,144人（76.3％）

配付回収法

“テレビ50 年”の節目に実施。乳幼児のメディア
利用を含めた生活行動を15分刻みで詳細に把
握する調査。保護者のテレビ・ビデオ視聴状況
や，子どものメディア接触に対する保護者の意
識等についても調べている。1979年（首都圏）
と1980 年（秋田，大阪）にも同様の調査を実施。

2013年3月
首都圏（東京50km圏）在住の0歳4か
月～就学前6歳までの幼児1,500人
有効数 985人（65.7％）

配付回収法による
プリコード方式

上記から10 年たった時点の調査。メディアに関
する項目で，2003年調査には含まれていなかっ
た「インターネット」が新たに加わっている。

“子どもに良い放送”プロジェクト・
フォローアップ調査

【NHK放送文化研究所および
共同研究者グループ】

2003年1月開始

2002年2 ～ 7月に川崎市で誕生した乳
児6,000人から無作為抽出した1,600人
の乳児の保護者のうち,研究参加の同意
を得られた1,368世帯を対象に調査開
始。その子どもたちが11歳になる時点
まで毎年1回調査を実施

郵送法による
パネル調査

子どものテレビ視聴・接触実態（時間，内容，
視聴形態）やビデオ，テレビゲーム接触実態を
日記記入方式で調べる「映像メディア視聴日誌」
と，子どもおよび保護者のメディア接触や家族
環境・生活環境，子どもの発達等に関する質問
を行う「家族の生活とメディア接触に関する質
問紙調査」を毎年実施。そのほか，子どもの発
達段階に応じて，直接子どもを対象とする調査
も実施。

NHK幼児向け
放送利用状況調査
【NHK放送文化研究所】

幼稚園･保育所
対象調査

（1957年初回）

全国の幼稚園･保育所を対象に，名簿
から系統抽出により実施。最新調査は
2015年10 ～ 12月に836幼稚園を対象
に実施。有効回答数 524（62.7％）

郵送法

幼稚園･保育所でラジオ･テレビをはじめとする
各種メディアがどのように利用されているか，幼
児向け番組には何が期待されているのか，また，
家庭での幼児とメディアの関わり方に対する保
育者の考え方についても調査。　

乳幼児の親子の
メディア活用調査

【ベネッセ教育総合研究所】

第1回 2013年3月

第2回 2017年3月

・第１回調査：首都圏（東京・神奈川・
千葉・埼玉）の0歳6か月～ 6歳の就
学前の幼児を持つ母親3,234人（配布
数10,010, 有効回収率32.3％）

・第2回調査：第1回と同条件の母親
3,400人

第1回： 郵送法
（自記式アンケート）

　　

第2回： 
インターネット調査

乳幼児の保護者を対象に，メディア活用の実態
と保護者の意識を捉えることを目的に実施。主
な質問項目は，乳幼児親子のメディア利用の実
態，子どものメディア利用に関する保護者の意
識と関わりの実態，保護者自身のメディアとの
接し方等。

乳幼児の生活と
育ちに関する調査

【東京大学大学院教育学研究科附属発
達保育実践政策学センター（Cedep）

とベネッセ教育総合研究所】

第1回 2017年
9 ～ 10月

第2回 2018 年
9 ～ 10月

2016 年 4月2日～ 2017年 4月1日生まれ
の子どもを持つ家庭3,205世帯（調査モ
ニター）が対象。第１回調査時の子ども
の月齢は0歳6か月～ 1歳5か月。有効
回収数 （回収率）:主となる養育者 3,005
人，93.8% / 副となる養育者 2,750人，
85.8% 

郵送法
（自記式アンケート）

同一の親子を対象に複数年にわたり継続して調
査を行うことで，子どもが育つプロセスや親の
関わり方の影響を明らかにしていくことを目的と
する縦断調査。メディアに特化した調査ではな
いが，多岐にわたる設問項目の中に，メディア
接触に関する質問も含まれている。

※パネル調査とは，同一対象者に同一の調査を2回
以上行うことによって，変数間の因果関係を推定す
る研究手法のこと。
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母親の子育て観やメディア利用観について調べ
る目的で，2010年3月，全国の3 ～ 5歳児の母
親800人を対象に，パソコンおよび携帯電話に
よるオンライン調査を実施している（「家庭にお
ける幼児の教育とメディアに関する調査」）。

母親が幼児にテレビ番組を見せる際，テ
レビ受信機だけでなく，インターネット上の
YouTubeを利用して見せたり，携帯電話のワン
セグ機能を利用している様子もみられた。幼児
の学習やしつけに有効なメディアという観点で
は，テレビとビデオが，パソコン･インターネッ
トやテレビゲームに比べて圧倒的に母親の期待
を集めたが，パソコン･ゲーム系メディアについ
ても，これらのメディア接触が活発な幼児（ゲー

ム開始時期が早い幼児やパソコン利用頻度が高い幼

児）の母親の間では積極的･好意的な傾向が
検証された（小平・渡辺 2010）。　

ベネッセ教育総合研究所では，親子のメディ
ア利用の実態と保護者の意識を捉えるため，
2013年3月と2017年3月の2回，「乳幼児の親
子のメディア活用調査」（首都圏の0 ～ 6歳就学前

の乳幼児を持つ母親が対象）を実施している。2013
年は郵送法による自記式アンケート調査，2017
年はインターネット調査と手法の変更がみられる
が，この4年間でスマートフォンが乳幼児の母親
たちの間に急速に普及し（92.4％），子育ての多
くの場面で使用され，親子のコミュニケーショ
ン手段として一定の役割を担うようになったこと
や，母親が子どもの過度なメディア利用につい
ては懸念を示し，一定の配慮や工夫をしながら
使わせていることなどが報告されている。

携帯電話やスマートフォン，タブレット端末，
パソコンで乳幼児にさせている内容としては

「写真を見せる」「母親や子どもが撮った動画を
見せる」など，親子一緒の場面で行われている

内容が上位に挙がっている。乳幼児のスマート
フォン利用の低年齢化や頻度･時間の増大はみ
られるが，生活時間全体の中でのメディアへの
接触時間と外遊びやおもちゃ遊びなどメディア
以外の活動時間とのバランスは崩れていないと
の分析が報告されている。

そのほか，2017年9月にKDDI総合研究所

と東京大学情報学環の橋元研究室の共同研究
として実施された「乳幼児期における情報機器
利用の実態調査」（関東在住で，第1子として0～6

歳の未就学児を持つ共働き世帯の母親と父親を対象

にオンラインアンケート方式で実施）も注目される。
調査結果によると，乳幼児に利用させている
サイトやアプリで圧倒的に多いのは，いずれの
性・年齢でも「YouTubeなどの動画」，乳幼児
の情報機器やネット利用に関する心配事として
は「使いすぎによる心身への悪影響」や「将来
的に脳の発達に及ぶ悪影響」が親たちに選択
された上位項目であること等が報告されている

（橋元・大野・久保隅 2018）。
橋元研究室はこのほかにも，2018年7 ～ 9

月に電通メディアイノベーションラボとの共同
調査（0～12歳の母親 2,600人を対象とするオンライ

ン調査） にも参加している。この調査からは，
子どもたちが乳児期からスマホやタブレットで
スワイプしたり，ピンチアウト・ピンチインし
たり，画面にタッチして別の動画へ移動すると
いった操作に親しんでいる状況も報告されてい
る（「0歳児からスマホ」の時代 ～東大共同調査から

～：https://dentsu-ho.com/articles/6363）。

3.メディアの影響を明らかにする
   パネル調査や実験研究

子どもの発達とメディアの関係性を捉えてい
くためには，ある一時点の調査で相関関係を
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分析するだけでなく，同一の子どもの変化を丁
寧に追跡して，時間的に先行する要因が子ど
ものその後の意識や行動に影響を及ぼしてい
るかどうか，因果関係を分析するパネル研究
が必要である。時間と手間はかかるが，この
手法の重要性を認識した研究が2000年以降，
幅広い年齢層を対象に実施されてきたことは，
日本の“子どもとメディア研究”にとって重要な
意味を持つ。ここでも小学生以上と乳幼児に
分けて代表的な研究例をみていく。

3-1  小学生以上を対象とする研究
◆ 思春期の子どもを 4 年間追跡調査する

青少年委員会の調査

2-1で紹介した青少年委員会では，青少年へ
のメディアの影響を子どもの発達の中で捉える
ために，同一サンプルを小学5年生から中学2
年生までの4年間，縦断的に追跡することとし，
2001年2月，東京40km圏内（無作為抽出法によ

る対象者抽出）の小学5年生とその主たる保護者
1,500人を対象に「青少年へのテレビメディアの
影響調査」の第1回調査を開始した。調査員が
対象者宅を訪問し，子どもと保護者それぞれ
に面接調査を行う。第2回以降の調査は，初
回調査で有効回答者となった1,006組の親子に
対して，2002年から2004年まで毎年2 ～ 3月
に実施された。4回の調査すべてに参加した子
どもは721人であった（第2回調査以降対象者1,006

人からの有効率は71.7％）。
この時期の子どもたちは次第に悩み事が増

え，自信が低下することや，社会的に逸脱した
問題行動や事象に対して容認傾向が示される
ようになり，テレビの暴力シーンを容認する傾
向も高まった。テレビ視聴は，親の指示に従
う視聴から，友だちとの話題共有への必要性

を考慮した主体的な視聴形態がみられるように
なっている。4回の調査結果から，不安な気持
ちの表れや，社会的ルール違反傾向を指標と
して，テレビ視聴を中心とするメディア接触が
子どもの意識や行動に及ぼす影響を検討した。
その結果，この時期の子どもたちは思春期特
有の発達的変化がみられるとともに，不安な気
持ちや，社会的ルール違反傾向を高める要因は
多様で複雑に絡み合っており，テレビを中心とす
るメディアの要因もその中の1つとして含まれてい
ることが示されたとしている（放送と青少年に関
する委員会 2005，角谷・無藤 2004，2006）。

◆ 映像描写の影響の検証から
教育プログラムの開発に至る研究

お茶の水女子大学の坂元章教授を中心とす
る研究グループ（社会心理学）では，テレビ時
代から多岐にわたるパネル調査を通してメディ
アの影響の因果関係の検証を積み重ねてきた

（坂元 2003，坂元 2004， 坂元 2011）。対象メ
ディアを増やすだけでなく，テレビやテレビゲー
ムの“映像の内容・描写が及ぼすプラスマイナ
ス両方の影響”に着目した研究を着実に続けて
いる点が注目される。2003～06年度の研究「テ
レビ番組の暴力描写に対する評価システムの構
築：内容分析と縦断的調査に基づいて」では，
最初に1990年代にアメリカで実施された研究を
参考に，日本のテレビ番組の暴力描写，向社会
的行為描写の内容分析を行い，描写の特徴※を
整理している（佐渡・坂元・鈴木 2004ほか）。

そして，2004 ～ 05年度に小学校と中学校

※例えば，フィクション番組の暴力描写では被害・苦
痛や加害者への罰の描写が少なく，現実性が高い
ことや，向社会的行為描写では，行為の成功例は
多いが，報酬の描写は少なく，学習を促進する要
素はあまり含まれていないこと等が指摘されている。
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で同じ児童・生徒を対象に実施した2回のパネ
ル調査からは，小学生では身体的手段による
暴力や魅力的な行為者による暴力の描写が子ど
もの間接的攻撃性を高めることや，中学生では
間接的攻撃の描写が子どもの攻撃性全体を高
めること等が明らかにされている（坂元 2007）。

2008 ～ 10年度の研究「暴力シーンに関する
内容分析と縦断調査に基づくメディア教育プ
ログラムの開発と評価」では，小中学生が実
際に接しているテレビ番組とテレビゲームから，
影響を及ぼす暴力的な描写の文脈的特徴を抽
出したうえで，その特徴に関するメディア・リテ
ラシー教育プログラム（授業）の開発を行い，
その効果検証を試みている。

2度にわたる縦断調査（2009年2～3月と1年後）

の対象は，初回調査時に小学4・5年生と中学
2年生で，彼らに対して，攻撃性，攻撃に対す
る規範意識，社会的望ましさ等に関する質問を
行う（2回の調査とも）ほか，テレビの場合には視
聴番組名や視聴中の攻撃的シーンへの接触程
度，テレビゲームの場合にはゲームの接触内
容を質問している。

両方の調査結果から，暴力の被害描写が非
現実的に描かれていることで子どもたちの攻撃
性や規範意識に好ましくない影響が出ることが
明らかになった。そこで，被害結果の描写の
特徴を学ぶための授業を準備して，被害描写
への理解が子どもの共感性や暴力に対する規
範意識を高めて攻撃性を低下させる効果がみ
られるかどうか，中学校3年生3クラスを対象
に準実験を実施している（用いた映像は，身体的

被害描写があり，学校生活の中で起こったり目撃した

りすることがあり得る描写を含むドラマの映像 2本で，

授業は実験協力校の情報担当教員1人が担当）。
授業は，①教師による映像解説があり，さ

らに子ども自身が映像の特徴分析を体験する
授業，②映像解説あり・映像分析なし，③映
像の視聴のみで解説も分析もなし，の3パタン
で行われ，調査結果からは，「①解説あり・映
像分析あり」の授業を受けた場合に，共感性
の伸びが最も大きいことがわかった。

授業で生徒たちに被害描写の具体的な映像
を見せて教師がその映像について解説を行い，
さらに生徒自身も映像の特徴について分析を行
うことで，生徒の被害描写に対する具体的な
理解が進み，共感性への影響もみられ，授業
の効果が検証されたことが報告されている（坂
元 2015）。

坂元研究室の出身者たちは，個別の研究成
果の発表だけでなく，内外の研究を対象にメ
タ分析※の手法を用いた研究にも力を入れてい
る。テレビやテレビゲームが子どもの人間性・
社会性に対して「悪い影響（攻撃性への影響）」を
及ぼすのか，あるいは「望ましい影響（向社会

性・社会的適応性への影響）」を与えるのかについ
て先行研究を概観した内藤・高比良（2008）は，

「暴力的なテレビ映像視聴やゲームへの接触
は，子どもの攻撃性への影響を増加させる可
能性が実証的に示されたが，その影響の及び
方は一様でないこと」や「これまでに行われた
実証研究の結果は，間接体験（向社会的映像の

視聴）によって，直接体験（向社会的行動の遂行）

が促進されることや，間接体験（テレビゲーム遊

び）が直接体験（友人との交流）を円滑に進める
可能性を示唆する」点を報告している。

2017年3月に発表された平成28年度文部科
学省委託調査の報告『青少年を取り巻くメディ

※メタ分析とは同じテーマで行われた複数の研究結果
を統計的手法によって統合し，全体としての効果を
推定する方法のこと。
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アと意識・行動に関する調査研究：メディアに
よって表現された暴力的有害情報が青少年に
与える影響に関する文献調査』にも，この研究
者グループの成果が多数掲載されている。

◆ インターネット依存に関するパネル調査

2-1でも紹介した東京大学の橋元教授を中心
とする研究グループでは，インターネット依存
に関する実態調査だけでなく，パネル調査も
実施している。東京23区内の公立中学校の協
力を得て，2010年9 ～ 11月と2011年2 ～ 3月
に行った「中学生ネット依存パネル調査」は，
2回の質問紙調査に回答した840人の中学生の
結果から，「パソコンのネット利用時間とネット
依存傾向は双方向的な影響関係がある（携帯の

ネット利用ではこの傾向はみられない）」「依存傾向
の強い中学生は，動画サイトの利用頻度が高
まる」「ネット依存傾向が強いと，とくに睡眠時
間にしわ寄せが及びやすい」「友人との関係で
満足度が低いほど依存傾向が高まり，依存傾
向が強い子どもは親との会話時間が減少する
傾向がみられる」「孤独感や抑鬱は，ネット依
存と相互的影響関係にある」こと等が明らかに
なった。ネットへの依存傾向は，子どもの心
理的状況との関わりがあることから，単にネッ
ト利用時間を減らすことだけでは問題の解決に
ならないことを示唆している（橋元・小室ほか 
2012）。

3-2  乳幼児対象のパネル調査・実験研究
21世紀を目前にした1999年，アメリカ小児

科学会が，“乳幼児のテレビ接触・視聴につい
て，2歳以下の子どもにテレビを見せることは
推奨できず，年長児でも1日1 ～ 2時間以内の
教育的な番組の視聴にとどめるのが望ましい”

とする提言を発表した。懸念される影響を検
証した具体的な科学的データを根拠とするもの
ではなく，テレビやビデオの視聴時間が長いこ
とは，親をはじめとする人間同士の関わり合い
の時間を奪うおそれがあるという推測に基づく
懸念が理由とされていたが，医学の専門団体
による提言ということで，様 な々影響※を及ぼす
こととなった。

こうした状況に対して，2000 年代に入ると，
世界の研究者たちの間では，それまで十分な
データが得られていなかった0 ～ 2歳を含めた
乳幼児期の子どもの発達とメディア接触との
関係を科学的に解明しようという機運が，高
まっていく（小平 2010）。

◆ “子どもに良い放送”プロジェクトによる
フォローアップ調査（パネル調査）

日本では，NHKが放送に関わる者としてこ
のテーマに対応する責務があると考え，NHK
放送文化研究所と各分野の専門家たちが共同
して，メディアへの接触と子どもの発達の関係
を科学的に明らかにし，子どもたちがどのよう
に映像メディアと関わるのが望ましいかを探る
目的で，2001年11月に“子どもに良い放送”

プロジェクトを発足させて，同一の子どもたち
を対象に毎年追跡調査を行い，因果関係の推
定を行う研究を進めた。

川崎市で誕生した0歳児のいる1,368世帯
を対象に，2003年1月に第1回調査を開始し，
以降11歳になるまで，毎年同時期に同じ子ど
もの発達状況，メディア接触や家族環境，生

※日本の小児医学界にも影響を及ぼし，2004 年には
日本小児科医会と日本小児科学会が相次いで同様
の趣旨の提言を行い，乳幼児のメディア接触に警鐘
を鳴らす動きも強まり，保護者や保育者たちにも強
い影響力を及ぼし，今日に至る。
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活環境に関する質問を継続的に実施した（p25
の表1）。

0歳から5歳児時点までの調査を分析した結
果からは，子どものテレビ接触・視聴時間の
長短には，子ども自身の要因，家庭の社会・
経済的要因，そして子どもの活動時間のあり方
やテレビ視聴をめぐる親の教育的関わり（フィ
ルタリング）といった家庭内の生活文化的要因
等，多様な要因が関わり合っていることが明ら
かにされた（“子どもに良い放送”プロジェクト/
中井・西村・菅原 2010）。

親自身のテレビ視聴時間が子どものテレビ
接触の最大の規定因であることや，1・2歳時
点の母親の子育てに対するストレス感の強さが
子どものテレビ接触・視聴時間を増加させる効
果を持つことが示唆された。これを乳幼児期
の適切なテレビ利用の啓蒙や教育活動の際に
考慮すべき事項の1つとして指摘もしている。

0歳から2歳までの調査結果の分析からは，
テレビ視聴中の親子の会話（見ている内容につい

て会話をすること）が乳児期の言語発達を促す
可能性を示唆するとの結果が得られた（菅原 
2006）。また，3歳時点の子どもの社会性とテ
レビ視聴の関係を検討した結果からは，母親
のフィルタリング機能（テレビを一緒に見たり，子ど

もの視聴にコントロールを行う等の関わりを持つ）が
多いほど，子どもの協調性・共感性が高いこと
が示唆されたという結果も得ている（菅原・向
田ほか 2007）。プロジェクトでは，乳幼児期・
児童期を通した子どもの発達・成長とテレビを
中心とするメディア接触との関係性についての
最終的な分析が進められている。

◆ 乳幼児対象の新たなパネル調査の開始　

2017年には，東京大学大学院教育学研究科

附属発達保育実践政策学センターとベネッセ教
育総合研究所の共同研究として，同一の親子
を対象に毎年継続して調査を行って子どもの育
つプロセスや親の関わり方の影響を明らかにす
る「乳幼児の生活と育ちに関する調査」という
パネル調査もスタートしている。メディアに特化
した調査ではないが，乳幼児の生活の一部とし
て絵本の読み聞かせ，テレビ・DVD，スマート
フォン等メディアの使用に関する設問も含まれて
おり，子どもの育ちに及ぼす影響要因の1つと
して分析対象となっていくものと思われる。

◆ 乳幼児に対するデジタルメディアの影響を
調べるパネル調査

コンピューターゲームの時代から，子どもの
メディア接触による影響研究を続けてきた幼児
教育専門の湯地（2018）は，新たなメディアに
も注目し，スマートフォン・タブレットゲームが
乳幼児の心身や生活に与える影響を調べる目
的で，2016年7月と12月に1 ～ 5歳児の保護
者（初回600人）を対象とするパネル調査を実施
している。

保護者には，子どものメディア接触時間・内
容，機器操作力，生活習慣や学びに向かう力

（「生活習慣・自己抑制」「がんばる力」「自己主張」），
メディア熱中度（依存傾向），保護者のメディア
行動や子どもに対するルールなどについて質問
紙で回答を求めている。分析結果からは，子ど
もの生活習慣や学びに向かう力に関しては，デ
ジタルメディア（スマートフォン，フィーチャーフォン，

タブレット，テレビゲーム）の使用時間の影響はみ
られなかったが，メディアへの熱中度（依存傾
向）には，メディア使用時間が影響していると
いう因果関係が認められた。また，子どもがデ
ジタルメディアを多く使用しているほど，保護者
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はその効果（プラスの影響）も悪影響も感じてお
り，効果を感じているほどデジタルメディアの
使用が多いことも明らかになっている。

◆ 乳幼児の映像理解をめぐる研究

発達心理学の立場で早くから子どもの映像
理解研究に関わってきた村野井（2016）は，
1980年代以来，自身の子どものテレビ理解過
程の観察分析，大学生に幼児期のテレビ経験
を振り返らせる回想法，幼児や児童対象の実
験，番組の映像分析など多様な手法で研究を
重ねてきた。その結果から，子どもは家族や
友だちなど周囲の人たちと一緒にテレビを見て
やり取りを繰り返す中で，映像と音の関係，虚
構と現実の区別，時制や空想の問題，番組と
コマーシャルの違い，映像制作の文法等，長
い時間をかけて少しずつ映像の読み解き方を
学び取っていくと分析している。

◆ 乳幼児対象の実験研究

乳幼児が映像の世界と現実の世界をどのよ
うに認識しているかを調べた実験研究も行わ
れている。木村・加藤（2006）は，映像から
現実世界へ，あるいは現実世界から映像世界
へ物理的作用が及ぶか否かを指標として，幼
児が映像を現実とどの程度区別できているか
を検討するという手法で，実験を行っている。

「テレビの中の人がテレビの前（現実の空間）の紙
人形に息を吹きかけると紙人形は倒れると思う
か」（映像側から現実の世界への作用），「テレ
ビの前の（にいる）人がテレビの中の紙人形に
息を吹きかけたら紙人形は倒れると思うか」（現
実世界から映像への作用）を質問するという実
験である。その結果からは，映像を実在視す
るような反応は，従来考えられていたよりも高

い年齢（5・6歳）まで続いていることや，映像
の側から現実世界に働きかけてくるように感じ
られる場面では，同じ子どもであっても映像を
現実であるかのように受け止める傾向が増すこ
とが検証された。さらに別の実験から，小学
2年生においても，映像を実在視して画面に向
かって行動を起こす子どもがいることが明らか
にされており（木村・加藤 2007），映像の表象
性の理解には長い発達的プロセスが必要であ
るとの考察がなされている。

乳児対象でも，映像と現実を比較する実験
研究は存在しており，日本では，10か月児がテ
レビの中の出来事と現実の区別をつけていると
同時に，対応づけも行っていると解釈できる研
究結果も発表されている（旦 2013）。ただし，
海外の研究例に目を向けると，“4 ～ 6か月児
がビデオの人よりも現実の人により多く微笑み
かけた”“18か月児はテレビを通じて見た行為
より，実際に見た行為をより多く模倣した”等，
乳児がテレビを現実と異なるものとして捉えて
いることを示唆する実験結果もある。その一方
で，“9か月児がテレビモニターに映っているお
もちゃをつかもうとする”など，現実とテレビの
世界を混同しているように見える行動を示す研
究報告もあり，旦自身も，乳児期の映像理解
は必ずしも安定したものでなく，文脈依存的で
あいまいなことを示唆しているのかもしれない
としている。さらに乳児対象の研究では実施
可能な研究方法や指標が限られていることも
あって，乳児の認知を探って解釈することの難
しさも指摘したうえで，乳児がテレビの出来事
と実際の出来事を見ているときの脳活動が異
なることを示した研究結果も登場している（開・
旦・松田 2006）ことから，今後は脳画像の研
究手法を用いた知見も併せて，より詳しい検討
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がなされることへの期待も示されている。

4.子どもの学習・教育とメディア利用を
　めぐる調査研究

4-1  学校教育にみる授業開発と効果研究
新しいメディア環境を学校教育に取り入れ教

育効果を高めようとする動きは，国が推進する
「教育の情報化」の施策にも後押しされながら
進展している。NHKでも2000年以降は放送
に加えて，インターネットを活用した学校教育
向けサービスを積極的に提供する時代となり，
その動向を捉える調査も実施している（小平 
2014）。

パソコンやタブレット端末等ICTを利用した
様々な教科の授業の効果を検証するための研
究が小中高等学校の教員や大学の研究者に
よって積み重ねられており（高橋・寺嶋 2018），
教育メディア関連の学会でも活発な発表と議論
が繰り広げられている。　　

こうした状況がある一方で，前章でみたよう
に，子どものインターネットやスマートフォンへ
の依存傾向への対応は，学校教育現場におい
ても重要な課題となっている。近年，教師の立
場・研究者の立場からこの点を研究テーマとし
て取り組む例が増えていることは注目されよう。

稲垣ら（2016）は，高校生を対象にインター
ネット依存傾向の詳細と学校生活スキルの関
係性を調べて，男子は長時間利用，女子はメー
ル不安への対応が必要であることを明らかにし
ている。

さらには，高校生のインターネット依存※を改
善するための単元の開発（授業開発）を行った
うえで，2015年と2016年に計8 校の1年生ない
しは2年生の学級を対象に授業を行い，自らの
研究グループで日本の高校生向けに開発した

尺度を用いて，授業の効果（生徒の変化）を検討
し，開発した単元（授業内容）の有効性を確認し
た研究も登場している（鶴田・野嶋 2017）。

4-2  幼稚園における
タブレット利用保育活動の評価研究

小学校以上と違って，国の施策に組み込ま
れていない幼児教育・保育の世界では，全体と
して，子どものICT利用に消極的，否定的な
状況が続いている。しかし，幼児にも使いや
すいタブレット端末が登場し，家庭での利用も
広がりをみせる中で，幼稚園や保育所でも，新
しい保育環境やコミュニケーションの場，遊具
の1つと位置づけて，現在の保育活動を充実・
発展させる目的でタブレット端末を取り入れる
例が少しずつ増えてきた（小平 2015）。

そして，保育現場でのメディア利用事例の
収集・分析，既存の幼児向けアプリの特性分
析，保育用アプリの開発やタブレット端末の保
育活用に向けたカリキュラム開発と効果検証，
タブレット利用保育における保育者支援等，
保育での効果的なメディア活用をイメージして
多様な研究が積み重ねられ，近年，研究者た
ちの成果発表も増えてきた（教育メディア学会，
教育工学会，保育学会，発達心理学会ほか）。

知育アプリ開発会社が幼稚園・保育所向け
に開発したICT活用教育カリキュラム「こども
モードKitS」※は，「創造力」「チームワーク力」

「ICT活用力」の3点を教育目標として掲げて，
タブレット端末を用いて作品を制作する活動や
作品を発表して幼児間で意見を交わす活動な
ど，ICTが新たな発見や学びのための道具に

※この研究では，依存の種類を「メール不安」「長時
間利用」「ながら利用」「精神的依存状態」「対面コ
ミュニケーション」の5つに分類して，授業時間数別

（3時間，5時間，9時間） に，3タイプの単元開発を
行っている。
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なり得ることを体感的に理解できる内容になっ
ている。佐藤・野口ら（2017）は，都内の幼稚
園で2014 年 4月から2015 年2月までの1年間，
このカリキュラムに参加した年長児 24人への
教育効果を分析する研究を実施している。

効果の評価は，カリキュラム導入開始時と終
了時の子どものタスク遂行状況の比較と，実
践時の保育者による観察記録日誌の質的な分
析によって行われ，「創造力」については課題
に対する幼児のアイデア数が増え，作品のルー
ブリック評価（複合的な基準による教育評価）にも
向上がみられ，「チームワーク力」については，
事前・事後のタスク遂行状況からは園児同士
の対話の様子に変化はみられなかったが，日
誌からは幼児の話し合いに対する態度の変化
への言及とともに，個人差・グループ差の対応
に苦労している記述がみられた。「ICT力」に
ついては，幼児たちの機器操作に対する不安
感が解消し失敗も減少しており，日誌からは，
教師たちは教え込むのではなく，園児には失
敗を恐れず，主体的に取り組ませるよう促して
いる様子がうかがわれたと報告されている。

幼稚園でのタブレット端末利用研究として
は，大森・若麻（2013）の例のように，知育ア
プリを用いた8回にわたる幼児のタブレット利
用活動の観察と保護者アンケートの結果から，

「幼児の学びの興味関心の入り口としてタブレッ
ト端末は優れており，直接体験を広げる教材
になり得る」として，新たに図鑑アプリの開発
研究へと発展させている例もある。幼児教育・

保育の世界にも，少しずつ新しいメディアを取
り入れる方向での実践研究が広まりつつある
様子がうかがえる。

5. 考察：
　今後の子どもとメディア研究に向けて

2000年以降の“子どもとメディア研究”の動
向を概観してみると，①スマートフォンやタブ
レット等，新しく登場したメディアに対する関心
が顕著なこと，②乳幼児を対象とする研究への
関心が高まっていること，③同一人物に対して
複数回調査を行って変化を捉えるパネル調査
が重視されるようになってきたこと，④メディア
接触の影響を検討する際に，量的側面だけで
なく質的側面（番組やコンテンツの内容や描写）
に注目する傾向が強まったこと，⑤研究の成果
を授業や保育，保護者への啓蒙等の教育プロ
グラムに反映させる枠組みが意識されるように
なってきたこと，等を特徴として挙げることが
できる。

①以外はいずれも1990年代には，“今後の課
題”とされていた項目であり，“子どもとメディア
研究”が，これまでの研究の蓄積の上に新たな
時代を築こうとしている感触を得ることができ
る。そうしたタイミングに，本稿のまとめとして，
今後の研究の発展へ向けて若干の私見を述べ
たい。

第1点は，時系列比較を可能にする定期的
な調査や，影響研究にとって重要な同一の子
どもを追跡するパネル調査が，一時のブームに
終わることなく，着実に続いていくための調査
研究環境の確保とさらなる充実である。長期
にわたる調査の実施には，周到な計画と準備
が重要で，そこには，最終的な分析段階で必
要とされるサンプル数確保のための工夫なども

※プログラム1回は40 分，月2 ～ 4回で年間計15回
のカリキュラムが準備されている。4 ～ 10月はチー
ムワークを築く活動，11 ～ 2月は主に創造力を育成
する内容で，それぞれタブレット端末アプリが使用
され，さらに年間を通じてプログラムのウォーミング
アップとして知育アプリが使用されるというもの。
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含まれよう。
第2点は，乳児対象の実験研究の項でも言

及した指摘であるが，研究手法の検討と開発
は，実験に限らず質問紙やオンラインによる調
査の場合にも，目的に合った調査設計を確実
に行うために，これまで以上に重要になってい
くものと考えられる。

第 3点は，家庭と学 校・幼稚園・保育所
といった教育・保育機関の両方を視野に入れ
た“子どもとメディア研究”の枠組み（実施面あ

るいは分析面で）の検討である。子どもたちは，
家庭と学校のそれぞれで，様々なメディアとの
関わり方をしているが，“子どもにとって望まし
いメディアのあり方を考え”，“子どもを中心に
据えた研究をめざす”視点からは，その全貌
を捉えておくことは重要であろう。

さらに，教育社会学の立場から“子どもとメ
ディア研究”の課題を整理した藤田（2009）が
指摘しているように，“子ども”の捉え方が大人
の一方的な思い込みになっていないかどうかと
いう点についても，改めて考えてみることが必
要と思われる。本稿でも取り上げた放送と青少
年に関する委員会（p20，p27）の初代委員長
を務めた原寿雄氏（ジャーナリスト）が，1990
年代後半に繰り広げられたメディアの影響論議
では子どもが置き去りにされる状況があったよ
うに思われるとし，「次世代市民としての子ども
を描いたうえで，子どもの生育環境，文化環境
を用意していくという観点で，子どもとメディア
の課題を議論することが大人の責任である」と
強調した（小平 2001）ことが鮮明に思い出され
るが，これは“子どもとメディア研究”を進め
る際にも当てはまる重要な指摘といえる。

研究に関わるひとりひとりが，この点を自問
しつつ，それぞれの専門の立場から“子どもと

メディア研究”への関わりを深め，多様な分野
の研究者たちとの交流と議論の中でブラッシュ
アップを続けていくことで，次の時代に向けた
新たな研究が発展していくことを期待したい。

（こだいら さちこ）

注：本稿では各省庁を含む様々な機関で実施された
多くの調査に触れている。個々の URL 表記は省
略しているが，実施該当機関のウェブサイトで詳
細な報告書や結果概要にアクセス可能なものも多
い。ここでは，研究論稿を中心に引用・参考文
献を記載する。
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触の実態および社会的情緒的発達との関係：0歳・
1歳・2歳の3時点調査から」 『“子どもに良い放送”
プロジェクト フォローアップ調査中間報告　第3
回報告書』NHK放送文化研究所，61-81．

・菅原ますみ・向田久美子・酒井厚・坂元章・一色
伸夫 （2007）「子どもの社会性とメディア接触との
関連」『“子どもに良い放送”プロジェクト フォ
ローアップ調査中間報告　第4回報告書』NHK放
送文化研究所，60-65．

・角谷詩織・無藤隆（2004）「思春期の子どものテレ
ビメディアとの関わりおよび心理的変化：小学5
年生を3年間追跡して」『お茶の水女子大学子ども
発達教育研究センター紀要』1，75-87.

・角谷詩織・無藤隆（2006）「青少年の発達にテレビ
は影響を及ぼすか」『お茶の水女子大学子ども発達
教育研究センター紀要』 3，75-87.

・高橋純・寺嶋浩介編著/日本教育工学会監修
（2018）『教育工学選書Ⅱ-9 初等中等教育における
ICT活用』 ミネルヴァ書房

・鶴田利郎･野嶋栄一郎（2018）「高校生のインター
ネット依存を改善することを目的とした単元開発」

『日本教育工学会論文誌』41（Suppl.），65-68.
・湯地宏樹（2018） 『スマートフォン及びタブレット

ゲームが乳幼児の心身に与える影響の研究』【文部
科学省科学研究費補助金研究成果報告書：研究課
題番号26350320】

・渡辺誓司･酒井厚（2011）「家庭におけるメディア･
コミュニケーションと家族関係：小学生の子ども
がいる家族の調査研究」『NHK放送文化研究所年
報2011』 55,  155-205．
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子どもとメディアをめぐる社会の動き 子どもとメディアに関する主な調査研究（実施時）
2000（H12）.4 ・「ミレニアム・プロジェクト」による教育用コンピュータ及びインターネット接続整備計画 2000.2 ・ベネッセ，　幼児の生活調査
2000.4 ・放送と青少年に関する委員会（青少年委員会）発足 2000.3 ・郵政省，子どものテレビとテレビゲームへの接触状況に関するアンケート調査
2000.6 ・郵政省，『放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する報告書』発表 2000.6 ・NHK，幼児視聴率調査（1990 年開始）
2000.11 ・自民党，青少年社会環境対策基本法の次期通常国会提出を決定 2000.9 ・NHK，学校放送利用状況調査開始から50 年
2000.12 ・第1回OECD生徒の学習到達度調査（PISA） 2000.10 ・NHK，国民生活時間調査（1960 年から5年ごと）
2000.3 プレイステーション2発売 2000.10 ・日本PTA全国協議会，家庭教育におけるテレビメディア・社会環境についての意識

調査（継続）2000.9 Google，日本語による検索サービス開始
2000.12 NHK，BSデジタル放送開始/ニュースのインターネット配信開始 2000.11 ・CEC，情報化が子どもに与える影響調査（文部省委託）
2001（Ｈ13）.1 ・中央省庁再編，新体制で青少年行政・教育行政がスタート 2001.1 ～ 3 ・ベネッセ，電子メディアの中の高校生調査
2001.1 ・21世紀教育新生プラン/政府による e-Japan戦略→「教育の情報化」始まる 2001.2 ・青少年委員会，青少年へのテレビメディアの影響調査（4 年間追跡調査）開始
2001.2 ・関係省庁による青少年育成推進会議開催「青少年育成推進要綱」申し合わせ 2001.2 ・NHK，デジタル情報社会における青少年とメディア調査
2001.9 ・米同時多発テロ 2001.5 ～ 6 ・ベネッセ，子どもの放課後調査（小学生）　
2001.10 ・青少年育成推進会議，「青少年を取り巻く環境の整備に関する指針」申し合わせ 2001.9 ・東京都，青少年をとりまくメディア環境調査（小中高生）
2001.11 ・“子どもに良い放送”プロジェクト発足 2001.10 ～ 11 ・ベネッセ，中学生とメディアとの接触調査

2001.4 NHKデジタル教材，インターネットで公開
2001.11 ・内閣府，第4回情報化社会と青少年に関する調査
2001.12 ・警察庁，青少年と生活環境等に関する調査研究

2002（Ｈ14）.1 ・衆議院，青少年問題に関する特別委員会を設置 2002.1 ・NHK，家族とテレビ調査
2002.3 ・東京都青少年問題協議会答申「メディア社会の進展と青少年施策のあり方」 2002.2 ～ 3 ・青少年委員会調査（第2年度）
2002.4 ・小・中学校の新学習指導要領を実施，　完全学校週5日制開始 2002.8 ・NHK，中学生・高校生の生活と意識調査　
2002.4 ・文科省，「新子どもプラン」を策定
2002.4 ・内閣府，青少年の育成に関する有識者懇談会を開催
2002.6 ・コンピュータエンターテインメントレーティング機構（CERO）設立
2002 ほぼすべての学校にインターネット導入 /ネット普及率 50%を超える
2003（Ｈ15）.6 ・内閣に青少年育成推進本部を設置→12月初の「青少年育成施策大綱」策定 2003.1 ・NHK，“子どもに良い放送”プロジェクト初回調査
2003.7 ・e-Japan戦略Ⅱ発表 2003.3 ・NHK，幼児生活時間調査2003

2003.2
2003.12

NHKテレビ放送開始50周年
NHK地上デジタル放送開始

2003.9 ～ 10 ・ベネッセ，第2回子育て生活基本調査（幼児版）
2003 ～
2006 年度

・お茶大の研究，テレビ番組の暴力描写に対する評価システムの構造：内容分析と縦
断的調査に基づいて

2004（Ｈ16）.2 ・日本小児科医会，「子どもとメディア」の問題に対する提言 2004.2 ～ 3 ・青少年委員会，青少年へのテレビメディアの影響調査（最終回）
2004.4 ・日本小児科学会こどもの生活環境改善委員会　提言 2004 年 ・お茶大，変容する電子メディア環境における青少年の人間形成上の諸問題とその支援

に関する社会臨床論的研究2004.7 ・日本小児神経学会，　小児科医会・小児科学会と異なる見解
2004.2 SNSの先駆けミクシィ，グリーがサービス開始 2004.11 ～ 12 ・ベネッセ，第1回子ども生活実態基本調査（小 4 ～高2）　
2004.12 ニンテンドー DS発売　　　　
2005（Ｈ17）.4 ・初の，小学校向けの指導者用デジタル教科書（国語）刊行
2005.6 ・IT安心会議設置
2005 アメリカで動画サイトYouTubeサービス開始→日本語対応は2007年
2006（Ｈ18）.1 ・IT新改革戦略―いつでも，どこでも，誰でもITの恩恵を実感できる社会の実現 2006.6 ～ 7 ・ベネッセ，第4回学習基本調査　（小中高）
2006.12 ・「教育基本法」60 年ぶりに改正 2006.7 ～

2007.2
・青少年委員会，今，テレビは子ども達にどう見られているか？ 調査

2006.4 NHK携帯向けサービスの「ワンセグ」開始
2006.11 プレイステーション3発売 /2006.12 Wii発売 2006.12 ・総務省，小中高生情報通信機器利用状況実態調査
2007（Ｈ19）.4 ・文科省，全国学力・学習状況調査を43年ぶりに開始 2007.3 ・内閣府，第5回情報化社会と青少年に関する意識調査

2007.6 アップル社，iPhone発売→日本上陸は2008 年
2007.11 ～ 12 ・NHK，中高生のテレビ・メディア利用実態調査
2007/08 ・ベネッセ，第1回幼児教育・保育についての基本調査（2007年幼稚園，2008 年保育所）

2008（Ｈ20）.1 ・中教審答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導
要領等の改善について」

2008.1 ～ 3 ・文科省，青少年が利用する学校非公式サイトに関する調査　
2008.4 ・NHK，小学生と両親のメディアを介した家族コミュニケーションに関する調査

2008.4 ・子どもたちのインターネット利用について考える研究会　設立 2008.7 ・東京都，子供のインターネット・携帯電話利用についての実態調査開始
2008.3 ・新学習指導要領告示（2008）　 2008.11 ・ベネッセ，第1回放課後の生活時間調査（小5 ～高2）
2008.10 ・内閣府，「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」開始→ 継続中 2008.11 ・青少年委員会，“デジタルネイティブ”はテレビをどう見ているか？調査
2008.12 ・新しい「青少年育成施策大綱（平成20 年大綱）」の策定　　 2008.11 ～ 12 ・文科省，子どもの携帯電話等の利用に関する調査（小6，中2，高2）
2008.4 「NHK高校講座」全科目の番組（ラジオ・テレビ），インターネット配信 2008 ～

2010 年度
・お茶大の研究，暴力シーンに関する内容分析と縦断調査に基づくメディア教育プログ

ラムの開発と評価研究2008.4 Twitter，日本語版公開/ 2008 Facebook，日本語版公開
2008.7 iPhone国内発売
2008.12 NHKオンデマンド開始
2009（Ｈ21）.1 ・文科省，携帯電話の学校への持ち込みに関する国の指針を教育委員会等に通知 2009.6 ・NHK，小・中学生のテレビ・メディア利用実態調査
2009.2 ・安心ネットづくり促進協議会の設立　（関連省庁）　 2009.11 ・内閣府，青少年のインターネット利用環境実態調査開始　
2009.4 ・政府「スクール・ニューディール｣構想発表：学校の耐震化，エコ化，ICT化
2009.4 ・「青少年インターネット環境整備法」の施行→青少年インターネット環境整備基本計

画を決定（同年6月）
2009.6 ・東京都，「学校裏サイト」の監視をスタート
2010（Ｈ22）.1 ・少子化社会対策大綱として「子ども・子育てビジョン」策定 2010.3 ・NHK，家庭における幼児の教育とメディアに関する調査
2010.4 ・「子ども・若者育成支援推進法」施行→7月「子ども・若者ビジョン」決定 2010.9～11 ・東大の研究室，中学生ネット依存パネル調査，初回実施（2回目は2011.2 ～３）
2010.4 ・総務省，「フューチャースクール推進事業」開始

年表　“子どもとメディア”をめぐる社会の動きと主な調査研究（2000 ～ 2018 年）

※ ■ はメディア動向
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子どもとメディアをめぐる社会の動き 子どもとメディアに関する主な調査研究（実施時）
2010.5 ・IT戦略本部，「新たな情報通信技術戦略」を決定：情報通信技術を活用して，21

世紀にふさわしい学校教育を実現
2010.6 ・教育ICT 活用普及促進協議会発足
2010.10 ・文科省，「教育の情報化に関する手引」発表
2010.12 ・「子ども・若者白書｣を発行（「青少年白書」は終了）
2010.5 iPad の国内発売 /スマートフォン各種発表
2011（Ｈ23）.3 ・東日本大震災→災害時のネットの有用性が再認識される 2011.5 ・青少年委員会，“新時代テレビ”：いま，ドラマ・バラエティ制作者 666人は 調査
2011.4 ・文科省，「学びのイノベーション事業｣開始

2011.4 ・文科省，「教育の情報化ビジョン」の公表：電子黒板・デジタル教科書の普及が掲
げられる　

2011.7 ・国立病院機構久里浜医療センターに日本初のネット嗜癖（依存）治療専門外来を開設
2011.9 ・青少年のインターネット・リテラシー指標に関する有識者検討会議→テスト開発
2011.4 NHK学校放送のポータルサイト「NHK for School」となり，大幅改善
2011.6 LINEサービス開始
2011.7 テレビ放送の完全デジタル化（東北3県は2012.3）
2012（Ｈ24）.6 ・文科省，情報活用能力調査に関する協力者会議開始 2012.1 ・ベネッセ，幼児期から小学1年生の家庭教育調査開始【2016 年3月まで縦断調査】
2012.7 ・「青少年インターネット環境整備基本計画（第2次）」決定 2012.6 ～ 7 ・総務省，青少年のインターネット・リテラシーに関する実態調査開始（継続中）
2012.9 ・総務省，「青少年のインターネット・リテラシー指標」公表 2012.9 ～ 10 ・総務省研究所と東大の研究室，情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調

査開始（継続中）
2012.11 ・NTT研究所と東大，青少年によるインターネット上の有害情報閲覧対策の調査研究

2013（H25）.7 ・文科省，生涯学習政策局に情報教育課を新設 2013.2 ・総務省，青少年のインターネット利用と依存傾向に関する調査（小中高，社会人）
2013.8 ・厚労省研究班による調査結果（2012年）から，ネット依存の強く疑われる中高生が

51万8,000人に上ることが発表される→社会的注目高まる
2013.3 ・NHK，幼児生活時間調査2013

2013.9 ・総務省，｢スマートフォン安心・安全強化戦略」（提言）発表 2013.3 ・ベネッセ，乳幼児の親子のメディア活用調査（第1回）
2013.10 ～
2014.1

・文科省，コンピューターを用いた情報活用能力調査（小5・中2）2013.11 ・日本オープンオンライン教育推進協議会（JMOOC）設立→2014 年 4月開講

2013.4 『NHK高校講座』の番組，スマートフォンやタブレット端末で視聴可能となる 2013.11 ・ベネッセ，第2回放課後の生活時間調査（小中高校生）
2013 学習者用デジタル教科書（高校用）発行

2014（Ｈ26）.2 ・東京都青少年問題協議会（第29 期），緊急メッセージ発信 2014.1 ・総務省研究所・東大他共同で，高校生のスマートフォン・アプリ利用とネット依存傾
向に関する調査2014.3 ・文科省，教員の指導に役立つ動画教材と手引書を発表：『情報化社会の新たな問

題を考えるための教材～安全なインターネットの使い方を考える～』 2014.2 ～ 3 ・ベネッセ，中高生のICT利用実態調査
2014.4 ・ICTを活用した教育の推進に関する懇談会 開始 2014.9 ～ 10 ・青少年委員会，“中高生の生活とテレビ”に関する調査
2014.4 NHK for School アプリを公開（体育・図工）
2015（Ｈ27）.1 ・日本小児連絡協議会，子どもとICT（スマートフォン・タブレット端末など）の問題

についての提言
2015.2 ～ 3 ・ベネッセ，第5回幼児の生活アンケート
2015.2 ～ 3 ・総務省研究所と東大他と共同で，中学生のインターネットの利用状況と依存傾向に関

する調査　2015.5 ・文科省，「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議開催（～ 2016.12）
2015.7 ・「青少年インターネット環境整備基本計画（第3次）」決定 2015.7 ・東大・ベネッセ共同研究，子どもの生活と学びに関する親子調査開始（小1 ～高3ま

でのパネル調査）
2015.10 ～ 12 ・NHK，「幼稚園におけるメディア利用と意識に関する調査」

2016（Ｈ28）.2 ・｢子ども・若者ビジョン｣策定から5年経過，検討の結果新たな「子供・若者育成
支援推進大綱｣を決定

2016.7 ～ 12 ・鳴門教育大学研究者，スマートフォン及びタブレットゲームが乳幼児の心身に与える
影響の研究（パネル調査）

2016.5 ・文科省，小学校段階における論理的思考力や創造性，問題解決能力等の育成と
プログラミング教育に関する有識者会議（～6月）

2016 年度
（2017.3）

・文科省委託調査「青少年を取り巻くメディアと意識・行動に関する調査研：メディアによっ
て表現された暴力的有害情報が青少年に与える影響に関する文献調査」報告書

2016.7 ・文科省，「2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」最終まとめ発表
2016.11 ・学校におけるICT環境整備の在り方に関する有識者会議（～ 2017.8）
2016.4 NHK for School　公式アプリ公開 （iOS, Android, Windows10）
2016.7 ポケモンGO，世界で社会現象となる
2017（Ｈ29）.3 ・新学習指導要領の公示（2020 年からプログラミング教育が必修に） 2017.3 ・ベネッセ，乳幼児の親子のメディア活用調査（第2回）

2017.9 ・KDDIと東大，乳幼児期における情報機器利用の実態調査
2017.9 ～ 10 ・東大・ベネッセ共同研究，乳幼児の生活と育ちに関する調査開始【縦断調査】
2017.9 ～ 11 ・青少年委員会，青少年のメディア利用に関する調査

2018（Ｈ30）.2 ・改正青少年インターネット環境整備法の施行 2018.9 ～ 10 ・東大・ベネッセ，乳幼児の生活と育ちに関する調査（第2年次）
2018.3 ・文科省，『小学校プログラミング教育の手引き』公表 2018.11 ～ 12 ・内閣府，平成30 年度の青少年のインターネット利用環境実態調査から，対象に0 ～

9歳児を含めて実施2018.4 ・文科省，教育のICT化に向けた環境整備5か年計画（2018 ～ 2022年度）を策定
2018.6 ・ＷＨＯ，スマートフォンなどのゲームをやり続けて日常生活に支障をきたしてしまう

依存状態を「ゲーム障害（gaming disorder）」として認定したことを公表
2018.7 ・「青少年インターネット環境整備基本計画（第4次）」決定
2018.12 4K・8K実用放送開始
2019（Ｈ31）.1 ・NHK教育テレビ開始60 年

〈内閣府｢青少年のインターネット利用環境実態調査」の結果から〉
2013年：青少年（10 ～ 17歳）のスマートフォンの所有･利用が，はじめて携帯

電話を上回る。高校生のスマホ所有･利用が初めて従来型携帯電話
を上回ったのは2012年，中学生では2014 年，小学生では2017年


