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子どもとテレビ研究・ 50年の軌跡と考察

~今後の研究と議論の展開のために~

放送研究部小平 さち子
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日本では， 1953年のテレビ放送開企創時点から，テレビが子どもに及ぼす影響，とくに懸念される影響

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基に議論が行われていたが，やがて，

“子どもの生活にテレヒ'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高まってきた。こうした背景の中で， 1950年代後半から60年代にかけて， N回〈

放送文化研究所，文部省，日本民間放送迎盟などが，テレビが子どもの生活行動や余暇活動に及ぼす影

響，学力平性格形成など精神面に及ぼす影響等を多面的に調べるため，大規模な研究を実施した。

テレビ成熟期の1970年代， 80年代には l 番組の内容分析研究，子どもの映像理解に関する研究，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。テレビの影響検出に終始することなく，テレビのプラス面を子どものために生かすと

いう視点を持つ研究が増えたことは，この時代の重要な特徴といえる。

メディア環境の急激な変化と，家族や学校環境の変容，犯罪の低年齢化・内容の深刻化をはじめとす

る社会不安が同時に進行した1990年代には，直感的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lをめぐる識論也活発になった。そうした中，テレビゲームやパ

ソコン，インターネットなども含む広い意味での「子どもとテレビ(メディア)J研究への関心が高ま
かか

り，とくに90年代後半，多くのメディ 7関連機関・行政機関や研究者が調査研究に関わった。

そして， 2000年代に入ると，真の意味でのメディアの影響効果を調べるために重要な，長期間にわ

たる研究也始まった。 NHKが，多様な専門分野の研究者と共同で発足させた研究プロジェクト("子

どもに良い放送"プロジェクト)では l 乳幼児期からのメディアとの関わりに着目した研究の第l年次

調査を，テレビ50周年を迎えた2003年に開始した。

子どもの発迷を支援するテレビ番組の開発や，子どもの成長に好ましいメディア環境づくりに役立つ

研究は，今後さらに重要となろう。研究に関わる者は，これまでの研究がそれぞれの時代の中で果たし

てきた社会的意味合いにも目を向け，自らの研究の成果を，最大限効果的に社会に生かす工夫を行うこ

とが，これまでにも増して求められている。
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子どもとテレビ研究・ 50年の軌跡と考察

はじめに

-1子どもとテレビ」研究50年を振り返る意味~

「子どもとテレビ」をめぐる調査研究とい

うと，長年， NHK放送文化研究所，文部省，

日本民開放送連盟による大規模プロジェクト

が並行して実施された1950年代後半から60年

代初めにかけての時期が，最も盛んだったと

L、う印象を与えてきた。

そして，テレビ開始から50年を迎えた現

在，今度はテレビ以降に登場した多様なメ

ディアも視野に入れる中で， 1子どもとテレ

ビ」研究が，新たな展開をみせるものとし

て，注目されている。

その背景には，どのような状況が存在する

のだろうか。 1970年代から80年代にかけての

テレビの成熟・展開期，それに続く 90年代の

メディア大変革期，この間の子どもとテレビ

研究は，どのような観点から行われ，蓄積を

重ねてきたのだろうか。様々な観点から行わ

れた調査研究は，社会の変容や要請とはどの
かか

ように関わりを持ちながら，今日に至ったの

だろうか。研究者自身の関心は，どのように

変化してきたのだろうか。

本稿は，テレビ50年をひとつの区切りと捉

えて，今後の研究のあり方や子どもとメディ

アをめぐる議論に資する目的で， 1子どもと

メディアをめぐる社会的課題や関心に，調査

研究がどのように対応しようとしてきたの

かJという観点を中心に，日本での「子ども

とテレビ」に関する研究動向をレヒeューし，

考察を試みるものである {110

なお， 1子ども」については，乳幼児から

高校生までを主な対象として考える。また，

「メディアjについては， 1テレビ」を中心と

54 

し，テレビとの関わりにおいて，必要に応じ

てテレビ以降登場したメディア(ビデオ，テ

レビゲーム，パソコン，携帯， PHS，イン

ターネットなど)にも触れることとしたい。

そして，取り上げる調査研究については，

規模の大小や完成度に左右されることなく，

今後の研究の展開や議論にとって，参考とな

る視点を含むものを，教育学，社会学，心理

学，コミュニケーション研究はじめ，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。

また，様々な調査研究が，どのような社会

状況の中で行われてきたのかを概観するため

に，年表を作成し，文末に掲載している

(pp，95-104)。

〔注)NHK放送文化研究所は， 1946年6月15日

に設立された。 1965年から 1984年にかけ

て，放送文化研究所と世論調査所に分か

れていた時代がある等，途中名称変更も

あったが，本稿では，一貫して， I放送文

化研究所J(略称・文研)の表現を用いる

ごととする。
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I.テレビ初期の子どもとテレビ研究

~1950年代， 60年代にみる影響研究~

1. 日本における「子どもとテレビ」研究開

始の社会的背景

1953年(昭和28年) 2月1日は， N皿E東京

テレビジョン局が開局し，日本でテレビ放送

が始まった日であると同時に，子ども向け番

組の開始日でもあった。当日は，午後2時か

らテレビ閥局記念式典の中継が行われたが，

午後6時半から， w子どもの時間j (歌とバ

ラエティーの 2部構成)という30分の番組が

放送されている。["・・・歌や遊戯，ホーム

ドラマ，バラエティ，童話，影絵，人形劇，

漫画など，教育性のある楽しい番組を放送

し・・・視覚を通じて子どもに夢と希望を持

たせる・・・」とL寸編成方針に基づいて，

NHKの子ども向けテレビ番組は始まった。

半年後の 8月28日に日本テレビ， 2年後の

1955年にはラジオ東京(現在TBS)がスター

トし，放送される番組の量も増え始めた。一

般家庭にまだテレビ受像機が浸透しない時

代，人々を街頭テレビに集めたプロレスの中

継は， 1954年に始まり，瞬く聞に子どもも大

人も引きつけ，話題を巻き起こした。これを

きっかけとして，西部劇，探偵もの・スリ

ラ一番組など「暴力番組」と呼ばれる番組

が， PTAの会合や新聞紙上で槍玉にあがり，

テレビが少年非行の温床になるとの批判や，

テレビのために時間を奪われる子どもたちは

生活の規律を乱して勉強や手伝いをしなくな

るのではなL功 Bという心配が，親たちの問で

も広まってp く。家庭へのテレビの普及は

1959年の皇太子御成婚までは，比較的緩慢な
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伸びで，放送開始4年後の1957年， NHK放送文

化研究所(以下， NHK文研と略す)による第一

次静岡調査実施年の時点でも，まだ100万台に

は届かず，普及率5.1%という状況であった。

しかしながら，テレビ登場のタイミング

が，戦後の青少年非行の第 l次ピークと言わ

れる時期と重なったとともあり，この新しい

メディアが子どもに与える影響，とりわけ好

ましくない影響に対する社会的関心は，急激

な高まりをみせた。そして，政府の取り組み

にも， ["青少年に有害な放送」を排除しよう

とする動きが，表れていた(文末の年表参

照)。

ただし，各人各様のテレビに対する人々の

意見は，その多くが極めて主観的，あるいは

ごく一部の少数例の観察に基づく意見で，科

学的論拠があるとは恩われない状況の中で議

論が行われていた。

ここに，放送関連機関や教育機関が，本格的

な調査の必要性を見出したということができょ

う。 1950年代後半から60年イtにかけて， NHK:文

研，文部省，日本民間放送迎盟(以下，民放連と

略す)などが，大規模なプロジェクトを設け

て，複数年度にわたる子どもに及ぼすテレビの

影響に関する研究を実施した。その他，各地の

大学の研究者たちの聞で実施された調査研究に

も，貴重なものが含まれている。

本章では，主な研究の特徴を概観したうえ

で， 1950年代， 60年代の子どもとテレビ研究

の意義について考察を試みる。

2. NHK文研による静岡閥査

( 1 )静岡調査の特徴

3つの組織による調査の中で，最も早く始

まったNHKの調査(1テレビの児童に与える
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影響調査J)は，実施地域の名称をとって，

「静岡嗣査」と呼ばれてきた。 1957年10月

(小学3，5年生と中学2年生3，700名対象)と

1959年10-11月(小学 3，5年生と中学 I年

生)の 2固にわたって，静岡市の小学生と中

学生を対象に実施された。

1959年の調査では， 1957年調査時点の小学

3年生と 5年生をフォローアップして，それ

ぞれ小学5年生，中学 l年生になった段階で

調査を実施している。

静岡市が選ばれたのは， (1)産業構造が

日本の中都市として偏りのないこと， (2) 

1957年の調査時点では， NHK静岡抗f開局4か

月， 1958年には民放局の開局予定があるな

ど， 2年後の家庭へのテレビの普及も一定水

準まで進むであろうことが予測されたこと等

による (1959年時点でのテレビ所有家庭は，

ほぼ当初の予測どおりで， 30%であった)。

それまでの「子どもとテレビ」に関する調

査は，子どもの番組視聴状況や番組の好みを

調べたり，テレビの視聴による子どもの習慣

行動の変化を追想法(過去を振り返って回答

してもらう方法)によって質問するにとど

まっていたが，ごの調査では，厳密な意味で

テレビの影響を検出するための手法を用い

て，長期にテレビに接触することによって，

子ど也の「生活行動・余暇活動」や「内面活

動(学力や性格形成等)Jにどのような変化が

みられるのかの究明を試みた。調査手法とし

ては，質問紙法，日記法のほか，各種テスト

が採用された。

テレビが家庭に「入る前」と「入った後」

の同一の子どもについての比較，および同一

時点でのテレビの「ある家庭」と「ない家

庭」の子どもの比較という，テレビ初期(普
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及期)にのみ可能な調査設計が行われている

点に，重要な特徴がある。

( 2 )調査結果にみるテレビの「影響」

このように， Iテレビの影響」の検出が行

い易い条件下での調査だったが，結果的に

は，後述する文部省や民放連調査(東京地

区)の場合とも同様に，当時社会で一般的に

言われていたようなテレビ悪影響説を支持で

きる結果は得られなかった。

〈静岡閥査の結果から〉

1 )テレビ視聴による生活行動や余暇活動に

及ぼす影響 (起床時刻， "77.メディ 7按

触l 日常生活に必要な時間l 勉強時間，戸外

遊びなどの時間への影響)

・ラジオ，読書"7ンガ，映画など，従来

から存在する7 スメディアに接する時間

が，少しずつテレビに置き換えられてい

る。

-勉蜘l寺聞や読書時間，家での手伝いの時

間はテレビのために減少しているが，

「楽器をひく，歌う，絵をかく」などの

創作的，表現活動に費やす時間や， r友
だちとの遊び，スポーツ，団体活動」な

ど社会的活動の時間は，テレビ視聴によ

る影響をほとんど受けていない。

2 )子どもの内面活動に及ぼす影響 (読書

能力や学業成績など学力への影響，行動傾

向・性格形成への影響)

・テレビ視聴により，勉強時間や読書時間

が減るために，年長男子のグループで

は，読書能力の発達にある程度好ましく

ない影響がみられた。

・しかしながら，勉強時間は減っても，理

科・社会科の学力には影響がなく，理科

の学力においては，どちらかといえばテ

レビの好ましい彫響がみられた。

「テレビは子ど也を受動的にするか(何

事に対しでも傍観的態度をとるようにな
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らないか)J rテレビは現実逃避の傾向

を形成するかJrテレビは神経質傾向

(いらいらして落ち着かない，いつも頭

痛がするなど)を形成するか」など，子

どもの性格形成に及ぼす影響について分

析したところ，そのような心配される傾

向は見出されなかった。

なお，静岡調査というと，一般には“テレ

ビが子どもの生活に入ってくることによる変

化という意味でのテレビの影響・効果"に話

題が集中するが，研究としては，との他に

も，テレビ群(調査時点でテレビを所有していた

家庭)の子どもを対象に，子どもがいつも見

ているテレビ番組の分類を行い，番組のタイ

プと子どもの属性との関係や，視聴番組の与

える影響に関する考察を行ったり，子どもの

見る番組(連続ドラマ)の内容分析(登場人

物の性格・行動・価値観など)を基にした，視

聴児童に対する影響の考察が行われている点

にも，目を向けておくべきであろう。

( 3 )海外の「子どもとテレビ」研究と静岡

嗣査

日本での子どもとテレビ研究は，国内での

社会的な関心によって始まっただけでなく，

テレビ先進国アメリカでの「子どもとテレ

ビ」をめぐる議論や調査の結果などが逐一日

本にも紹介されていたことに也，大きく影響

を受けて始まったといえる。

NHKで静岡調査を企画した布留武郎は，

1950年代半ばまでのアメリカでの子どもとテ

レビ研究について，詳細な事前分析も行って

おり {2l，後に，日本での調査実施の助機を，

次のように語っている。

r (1950年代前半，アメリカの調査に按

し) ・・・放送人としましてたいへんンョッキ
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ングな結果でございまして，そこで自分たちも

同様な調査をして，もしそういう影響があるな

らばその対策を考えるのは私たちの社会的責

任，というふうに考えたわけでございます」凶

第一次静岡調査が実施された1957年とL主え

ば，アメリカ製番組『スーパーマンJや『名

犬リンチンチンJが子どもたちの人気を呼

び，その翌年には国産テレビ映画『月光仮

面』の放送が始まるといった状況であった。

まだ，全ての放送局で本格的なテレビ番組の

制作体制が整うには至っておらず，放送も，

アメカから輸入したテレビドラマに頼る部分

が少なくなかった。

静岡調査の膨大な調査結果については，

1958年から1960年にかけて，研究所の月刊研

究誌『文研月報j (現在の『放送研究と調

査j)に公表され，さらに70年代初期までの

聞に年報でも発表された。また，比較的早い

時点で英文による概要紹介も行ったことから

(FURU， 1962) ，海外でも高い評価を受け

ている凶。

く「子どもとテレビ」世界4大関査〉

1950年代から60年代前半にかけて，当時の

ニューメディア“テレビ"が子どもたちに及ぼ

す影響を調べることを目的に，各国で重要な調

査が実施された。

ユネスコの委l腐を受けて，アメリカのコミュ

ニケーション研究者W.O/ュラムが編集した『青

少年に与えるテレビの影響に関する報告書

(The Effecls of Television on Children and 

Adolescen白)J (1965)では，静岡調査を含む

次の調査が，世界4大調査として紹介されてい

る。

-イギリス: rテレビと子ども』闘査

子どもに及ぼすテレビの影響に関する世界初

の本格的な社会科学調査である，ヒンメルワイ

トらの調査 (1958年発表)

57 



子どもとテレビ研究 50年の軌跡と考察

-アメリカ: rテレビと子どもの生活J
シュラム・ライル・パーカーによる調査

(1961年発表)

・ドイツ: r青年の生活とテレビジョン』

マレツケによる青年対象のテレピ意識調査

(1959年発表， 1963年日本語訳刊行)

・日本: r静岡閥査』

NHK文研の布留を中心とする研究プロジェ

クトによる調査。

3.文部省のテレビジョン影響力鯛査

文部省では，波多野完治(児童心理学)を

リーダーに， 1958年から 5年間プロジェクト

を組んで， iテレビジョン影響力闘査」を実

施した。

まず初年度の実態調査結果から，テレビ長

時間視聴児(波多野が「テレビっ子Jrテレビ

チャイルドJの命名を行っている)の存在に着目

し，翌年度以降の調査に展開させている。 2

年度調査では，長時間視聴児の学業成績は普

通児と変わらないか，むしろ多少良いという

結果を得て， 3年度調査では，子どもの内面

行動・精神面での影響の分析へとテー?を発

展させている。

被験者数は大規模だが，対象者は毎回異な

り，同一の子どもの変化を分析する調査設計

ではない。

また，人聞の性格形成の劉遊は幼児期にある

ことに着目して， 4， 5年度は，幼児のテレピ

棚曜に関する調査を 2年間謝極してL唱。海外

での同種調査も少なかったl鉛0年代初期とLミう

蹴階にあって，注目される点といえよう。調査

を担当した山本は， i幼児が2歳台からテレビ

を意識してみるようになっている点が明らかに

なった乙とは重要な発見だったJとしている。
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また，幼児は，テレビの導入によって i¥ミろい

ろなことをたずねるようになったり(知識

欲)J i¥ミろいろなものを欲しがるようになっ

たり (CMの影響)Jしている乙と， rまた，
スリラーものや探偵番組を視聴した夜に幼児が

情緒不安定になる傾向がみられること」などの

結果を報告している。

5年間にわたる調査の結果は，文部省の

『テレビジョン影響力調査報告書』として発

表された他，調査実施分析担当者たち(波多

野，寺内ほか)によって，様々な形での報告

が行われている (5)。

〈文部省閥査の概要〉

初年度:子どものテレビ視聴時間，視聴番組，

視聴晴好の実態と，テレビによる子ど

もの生活の変化について，父母の判断

を通して調査

( 7都道府県の小・中・高校生)

2年度:日記法による子どもの生活時間調査，

担当教師による子どもの学力チェック

などの手法を用いた，テレビ長時間視

聴児の実態分析

( 9都道府県の小・中学生)

3年度:子どものテレビ視聴習慣を規定する要

因の分析と，長時間視聴児の態度，性

格に及ぼすテレビの影響の分析

( 9都道府県の小中学生)

4年度・ 5年度:幼児の生活におよぼすテレ

ピの影響調査

(東京と高松で実施)

4. 日本民間放送連盟による委託閥査

テレビ初期の組織的な調査で，家庭への

テレビ普及率が30%を超え，カラ一本放送

も始まった1960年にスタートしたのは，民
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放連(1951年設立)によって， 3か年計画

で実施された「テレビの児童に及ぼす影響

調査J (西日本・東京の 2地区対象)で

あった。 NHKや文部省調査の結果の一部が

発表され，人々が一般に考えていたような

悪影響は検出されていないことが知られ始

めていたにもかかわらず，相変わらず科学

的根拠が希薄なままのテレビ悪影響論が活

発で，政府によるマスコミ規制をめぐる動

きも活発になり始めていた。 1960年といえ

ば， NHKがテレビから暴力的な場面を追放

する方針を明確に打ち出し，いくつかの番

組の放送を取りやめた年でもあった。

民放連の調査は，東京および西日本地区の

大学・研究所への委託研究という形で実施さ

れ，内容的には2種類に大別される。 NHK.

文部省の研究と比較して最も顕著な特徴は，

非行少年に焦点を当ててテレビの影響を多面

的に捉えることを試みた閥査が行われた点で

ある(西日本地区)。本節では，まず，他調

査との類似部分も多い東京調査，続いて，西

日本での調査の順で概略を紹介する。

〈民放連による委託研究の概要〉

I 西日本地区調査: iテレビと非行少年」

l. i少年非行の理論研究」

(京都大学重松俊明)

2. i少年院の非行少年とテレビの影響」

個別的診断による分析

(大阪大学田中正吾)

3. i潜在非行少年とアクション・スリラー

番組の関係」

(大阪府教育研究所宇野登)

女3に関連した研究は l さらに番組内容分析

研究や，番組視聴反応分析研究，追跡調査

研究として継続的に展開された。
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E 東京地区間査: (通称・東大調査)

「テレビの児童に及ぼす影響閥査J
東京大学の依田新を代表研究者とする「東京

大学教育心理学研究会」のメンパーによる共同

研究。依田のほか，池内ー，肥田野直，波多野

誼余夫，竹内郁郎ほか多数が参加。

*調査的研究(初年度)

*実験的研究(2年度)で構成される

( 1 )閥査と実験による東大嗣査

東京大学の依田新を代表として，教育学部

と新聞研究所(現・社会情報研究所)のメン

バーを中心に構成された研究グループでは，

年度ごとに手法を変えた研究を計画した。

初年度は， 1961年7月，小-中学生を対象

に， rテレビの習慣的視聴による累積的な影

響を闘べることを目的とした闘査」を実施し

て，テレビ群・非テレビ群の比較分析を行っ

ている(“テレビ群"一家庭にテレビが設置

されてから半年以上経ち，平日に平均1時間

以上視聴している子ども。 “非テレビ群"

家庭にテレビがなく，自宅以外での視聴が平

日平均 1時間以下の子ども) 0 NHK静岡調査

や文部省調査と手法が全く同じわけではない

が， ["テレビ視聴が子どもを受動的にするの

ではないか」といった社会的懸念に対して

は，そのような影響がないとの結果を報告し

ている。

そして次年度は， 1962年 2-5月に， rテ
レビ内容と児童の情動反応の関係を捉える実

験研究」を実施している。テレビ視聴の影響

を，番組の内容との関連においてとらえるた

めに，実際に番組(西部劇とホームドラマ)

を小・中学生に視聴させ， GSR (情動的な反

応を測定するための電流性皮膚反射)やプロ

グラム・アナライザーなどを用いて，視聴

中，直後， 1か月後の影響の測定を行ってい
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る。その結果から，番組の種類によって，視

聴中の情動的反応や内容認知の深さに差があ

ることを明らかにしている。この l例からだ

けの推論にとどまると限定しながらも，テレ

ビの累積的影響を考える時， I西部劇は同様

な場面の反復による断片的な影響の印象の強

化」が， Iホームドラマでは洞察的思考の発

展」が期待されるのではなL功主と考察してい

る。

なお，依田らは，アメリカでの研究にも

刺激され，テレビの影響を最も大きく受け

る幼児期にも着目している。民放連委託研

究終了後も，文部省科学研究費による研究

として「幼児・児童のテレビ視聴の実態調

査」を行い，この調査の結果までを含めた

成果を，東大調査の報告書として， 1冊に

まとめている[針。

その報告書の最終章で，依田は，改めて

「影響」の捉え方の難しさに触れるとと也

に，家庭で親たちが戸惑っている視聴指導の

方法の研究を進める必要性にも目を向けてい

る。

( 2 )テレビと非行少年に関する閥査

西日本地区調査の中でとくに注目されたの

は， 1960年9月に実施された「潜在非行少年

とアクション・スリラ一番組の関係」の調査

(大阪府教育研究所担当)であった。

「子どもの特定の素質と特定のテレビ視聴

行動との相関」という問題の捉え方に，本質

的に取り組んだ調査であった。子どもが非行

に導かれやすい素質・環境要因から尺度化を

行い， I潜在非行少年」と「潜在模範少年」

グループを設定した上で，子どもの番組選

択，視聴実態，晴好実態，視聴時間などとの
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関係を詳細に分析した研究であったが， I暴

力場面の多い番組を好む子どもは非行を犯し

やすいのではないか」という仮説は検証され

なかった問。

との研究は，引き続き，番組内容分析研究

や番組視聴反応分析研究という形で展開を見

せた。また，乙の研究に関与した研究者たち

は，後にテレビの積極的効果に焦点を移し

て，マスコミによる学習の問題を追求する研

究を行い，大阪府科学教育センターによる一

連の報告書などで成果を発表した。

( 3 )民放連による閥査の総括

民放連では，西日本地区，東京地区それぞ

れの調査の結果について， 1963年10月に，東

京で最終的な研究発表会を開催した。テレビ

視聴による「子どもの受動化・孤立化といっ

たテレビの否定面の仮説は実証されない」

「暴力番組視聴の影響については，子どもの

非行的要因の有無による有意差は認められな

Lリなどについて報告を行っている。また，

社会の批判からテレビを擁護するために，

『テレビ悪玉説への理論的考察:放送の社会

的責任についてj (1963)というブックレッ

トも刊行した。

5. 60年代初期までの研究の成果と課題

( 1) 3プロジェクト以外の主要な調査

1950年代末から60年代初めにかけての子ど

もとテレビ研究としては，前述の3機関によ

る大規模な調査が紹介されるごとが多いが，

その他にも，各地の大学等で，重要な研究が

行われている。

例えば， 1959年から60年にかけて実施され

た香川大学の宇川勝美による調査は，規模=
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そ小さいが， I最もすっきりした前後計画法

(before after design)と仮説構成を組んでミ，

テレビの『学外生活時間と学業成績への影

響Jを調査したもの」として，研究手法が注

目された。テレビ普及率39%の高松市の小学

校5年生を対象に，余暇活動の変容と，家庭

へのテレビ導入以降1年間におよぶ子どもの

成績の変化を，テレビ群・非テレビ群対照で

分析している。主な結果として次の点があげ

られている刷。

・テレビ家庭児童の視聴時間は 1日最低 2時

問。非テレビ家庭児童の40%が，他家で視聴

しているゲスト・ビューアーで，視聴量は平

均40分。テレビ購入初期は珍しさから視聴l時

間が多くなるが， 6か月程度で落ち着く。

・テレビ視聴の影響は，子どもの学校以外での

生活行動を圧迫する形で現れているが，とく

に目立つのは，ラジオ聴取，?ンガや雑誌，

家事てつだい，屋内遊び，食事，休息などに

当てられる時間。視聴時聞が l日3時聞をこ

える長時問視聴児の場合は，乙のほかさら

に，単行本の読書，家庭での学習時間も圧迫

されている。

・テレビ視聴が一般的に子どもの学業成績に悪

影響があるとの断定はできないが，全く心配

がないともいえない。とくに受像機購入1年

前後までの問，とくに男児では，学業成績低

下の疑いが強く，警戒の必要がある。

(2) 60年代初期までの研究の成果と課題

1950年代末から60年代前半にかけて実施さ

れた一連の調査研究を改めて総括してみる

と，すでに乙の期間内においても， i子ども

の生活の中でのテレヒ‘の位置づけや，生活行

動に及ぼす影響」という観点から「子どもの

パーソナリティー形成に及ぼす影響Ji特定

条件下での，ある種の子どもに対するテレビ
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の影響Jといった観点へと，研究の関心がシ

フトし貴台めていることがわかる。

そして，テレビによる影響を厳密に検出し

ようとすればするほど， Iテレビの存在は，

類似的機能の行動時間を奪うことはあって

も，勉強，対社会関係，学業成績などの面へ

のマイナスの影響は識別できなくなるJこと

が明らかにされた(針。社会に存在していたテ

レビ悪者説は，少なくとも，子ども全般，平

均的な多くの子どもたちについて見る限り，

成立しない。子どもの個々の性格・素質や環

境が異なる場合に影響がどう表れるかに注目

した研究の必要性が高まってくる。非行少年

に着目した民放連委託調査が注目されたの

は，ここに踏み込んだものであったためとい

える。

次の段階へ向けての課題となったのは，と

れまでのような量的な調査を，さらに条件を

変えてフォローアップするとともに，より個

別的な観察，長期の観察へと進化させること

であった。

また，文部省調査に関わった寺内が述べた

ように， Iテレビがいいか悪L功過というよう

な功罪論やテレビがどんな効果を持っている

かという研究でなく，児童を望ましい方向に

導いていくには，テレビをどのように活用し

ていったらよいのか」という前提が，研究に

際して重要になっていくのであった(10)。

1960年代に入ると，研究成果の発表が相

次いだ。 1962年，波多野完治らにより創刊

された『児童心理学の進歩j (金子書房)

は，多分野にわたる児童心理学研究をレ

ビューするねらいで毎年発行され，今日に

至っている。最初の10年間は，ほia:毎年，

「児童文化J I児童文化とマスコミュニ
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ケーション」といった章が設けられ，そこ

では，本章でとりあげた調査研究を含め

て，テレビに注目した各種研究の分析・批評

が活発に行われていた例)。

1964年には，日本新聞学会(現・日本マ

ス・コミュニケーション学会)でも， 3大調

査関係者を登壇者に招いて， ["マス・コミュ

ニケーション研究における理論と調査:テレ

ビの影響の問題を中心として」と題するシン

ポジウムを開T寵している。

6. 60年代半ばの社会動向

1950年代後半から60年代前半にかけて行わ

れた各種調査の結果は，必ずしもテレビの好

ましくない影響(["悪影響J)が顕著な形で

検証されたとはいえず，むしろそれまで根拠

に基づかない悪影響論が検行していたととを

明らかにするf頃向にあった。しかし，それに

もかかわらず，政府のマスコミ規制化は進ん

でいたのが， 60年代前半の現実であった。

1963年，少年非行化問題の観点から，マス

コミに関する論議が進展し，総理府中央青少

年問題協議会が「マスコミと青少年に関する

懇談会J( 7月) ，郵政省が「放送番組懇談

会J(10月)を発足させた。民間でも母親団

体や教育団体によるテレビ批判が高まりをみ

せた。

調査という点では，総理府青少年対策本部

が， 1964年度から， ["青少年とマスコミとの

接触状況調査」を始めた。初年度はマスコミ

全般，翌年度以降はテレビ，映画，週刊誌

等，個別メディアにポイントを置きながら，

1968年度まで続けられている。

結局，テレビ番組への当時の社会的批判に
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応え，放送事業者自らの手で番組の改善・向

上を推進すべく， NHKと民放連の共同運営に

よる自主規IliU機関として，放送番組向上委員

会が設置され， 1965年1月から活動を開始し

た。第 l回会合では， ["青少年とテレビの関

係」が審議され，番組の推奨や評価基準など

について検討がなされたほか，子どもに好ま

しくない影響を与える恐れがある番組につい

ては，放送各社に善処を要望することなどが

決定された。

7. 60年代半ばの子ども向け番組と番組評

定研究

放送開始と共にスタートした日本の子ども

向けテレビ番組は， 1960年代に入ると，まず

NHKの子ども向けサービスが質量共に強化さ

れ，夕方の子どもの時間帯に，人形劇，少年

少女ドラマ，科学番組，バラエティーなど，

様々な種類の番組が，定期的に放送されるよ

うになった。さらに1963年， w鉄腕アトムJ
が国産初のシリーズ-テレビアニメの定時放

送(フジテレビ)として登場したのをきっか

けに， 60年代半ばになると(とくに1964年か

ら65年にかけて) ，民放局での放送が増え，

全体としても子ども向け番組が急増する。す

でにこの時点で，子ども向け番組の半数がア

ニメマンガで占められており，番組内容面で

の偏りを懸念する声も出始めていた。

前章で紹介した1950年代末から60年代初め

にかけて行われた大規模調査の経験の総箔が

行われたこの時期，マスコミの影響研究，少

なくとも心理学的研究が発展するためには，

まず刺激にあたる送り内容(番組)の特性を

詳細に記述する分析の枠組みが必要であると
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同時に，子どもがそれをどのように受容して

いるかの過程を明らかにするととが重要との

考えが，研究者たちの闘でも強まっていた。

そして， 1960年代半ばには，こうした観点か

らの研究が登場している。複数学年の小学生を

対象に面接調査を行い，子どもの掛担評価を分

析した波多野 (1967)は，当時の子ども向け番

組は，内容が幼なすぎて子どもの心をとらえて

いるとはいえないと指摘している刷。 NHK文

研の岩下 (1967)は，小学校2-5年生を対象

にVfRで様々な子ど也向け番組を視聴させたう

えで，番組評定をさせる実験を行っている。因

子分析の結果から，子どもたちは大人が考える

より遥かに多面的に番組を捉えているとまとめ

ている同}。実験で用いられた番組には『ひょっ

こりひょうたん島j rサンダーバード』などが

含まれていた。

また，同じく60年代半ば， NHK文研の多国

は，発達心理学的映像論の視点から，子ども

の映像認知の発達を調べるための実験研究も

行っている川}。

8. NHKの第三次静岡調査

( 1 ) 10年後の翻査実施の背景

こうした状況はあったものの， 60年代後半

時点での「子どもとテレビ研究」の状況や，

「研究の社会的な貢献」のさせ方に対する研

究者たちの見方は厳し1>，

・160年代の後半になると，テレビ視聴はさし

て研究者の意欲をそそるものでなくなり，あ

る租のいきづまりさえ感じられるようになっ

たのであるJ (波多野， 1969) 

・「児童とコミュニケーション研究は， 10年近

い沈潜期をへて，ふたたび活発化しようとし

ているように思われるJ (多国， 1970) 
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• 1実証的研究に基づいて， (社会で繰り広げ

られているテレビの低俗化に対する批判や悪

影響をめぐる)議論に参加できるはずの児童

心理学者は，その是非について積極的な態度

を示さなかったJ (田宮， 1967) 
(¥、ずれも『児童心理学の進歩j掲載論文による)

( 2 )第三次静岡調査の概要

そうした時期に登場したのが， 1967年に実

施されたNHK文研による第三次静岡嗣査で

あった。テレビが新たなメディアとして家庭

に入ってくることにより子どもの生活や意識

にどのような変化がみられるかを調べた1950

年代末の2回の調査から10年。子どもの生活

環境全般も変化する中，全国ほとんどの家庭

にテレビが普及し，子ども向け番組の量も増

えた1960年代後半，子どもや親のテレビ観

も， 50年代とは変化していることが予想され

る時期であった。

そ乙で，改めて子どもの生活の中でテレビ

がどのような位置を占め，子どもはどのよう

な番組に何故ひきつけられるのか，親の視聴

指導はどの程度効果があるのかなどを調べる

目的で，再度，大規模な調査が企画された。

NHKは，部外の研究者の協力を得て「子ど

もの生活とテレビ研究会」を発足させ， 10年

前と同じ静岡で調査を実施した。今回の調査

は，小学校3年生， 5年生，中学1年生とそ

の母親のほかに，幼稚園年長児の母親も対象

に含むものであった。

調査内容は， I子どもの生活時間JIテレ

ビ視聴行動の発達と視聴環境JI子どもの社

会的成熟度の発達JI家庭環境JI子どもの

性格」の 5領域にわたる大がかりかつ綿密な

研究である。
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調査の概要および一連の結果は.1969年4

月号から1971年3月号にかけて『文研月報』

で発表され，合冊本『子どもの生活とテレビ

(昭和42年度静岡闘査報告書)jの形でもま

とめられている。

( 3 )子どものテレビ視聴における親の役割

1960年代半ばになると，テレビ普及期に考

えられていたような，番組の内容がそのまま

の形で子どもに「皮下注射的Jに働きかけると

いう考え方より，テレビとの関係における先

有傾向や媒介的事象(親や友だちの存在)が

重視され，研究者たちの関心も，そちらに向

けられるようになっていった。

第三次静岡調査の分析でも，とくに注目度

が高かったのは. I親の視聴行動・態度，あ

るいは子どもに対するテレビ視聴のコント

ロール」であった。親の視聴統制を①非計画

的，対症療法的で、直接的に行われる「小言的

コントロールJと，②計画的，予防的で間接

的に行われる「きまり的コントロール」の 2

タイプに分類して分析を行っている。小言的

なテレビ視聴コントロールでは，効果は一時
たんで8

的で，子どもは再び非自律的，耽溺的視聴態

度を示すという悪循環傾向になるのに対し

て，きまり的コントロールでは，しつけとし

ての一貫性を保ち，この種の統制を受ける子

どもは視聴時間も少なく，視聴態度也自律的

である。

分析に当たったNHK文研の藤岡(1969)

は， i親のコントロールが，せいぜい禁止や

制限のレベルにとどまり，子どもの視聴能力

を養い視聴の質を高める積極的な方向へ進ま

ない限り，真の効果は期待できないであろ

う」と考察している (15)。

64 

親の視聴行動・態度や子どもに対する視聴

コントロールが研究にとりあげられるように

なったことは，この時期注目されるように

なった「マスコミ教育J(マスメディアに対

する態度育成)との関連においても，重要な

点であったといえる。

( 4 )幼児のテレビ視聴の分析

1960年代初期の文部省調査や東大調査に続

いて， 1967年の第三次静岡調査でも，幼児の

テレビ視聴についての詳細データが報告され

ている。幼児は 2歳頃から内容をおもしろ

がって見るようになり， 3歳では決まって見

る番組のある幼児が半数を超えること，ま

た，幼児のテレビ視聴開始時期は以前より早

まり，視聴時間量も多くなっている(1日平

均3.1時間)こと， iながら行動」が幼児期か

ら生活習慣として身についてしまっているこ

となどが，明らかにされている。 1970年代に

は，この調査で得た結果をさらに観察分析の

手法等によって，発展させる研究が行われて

Lミく。

( 5 )テレビ視聴と学業成績の関係への関心

テレビ視聴が子どもの学力に好ましくない

影響を及ぼすのではないかという社会の懸念

は相変わらず強く，第三次静岡調査でも分析

項目に含まれていた。

それだけでなく， 50年代の静岡調査のリー

ダーを務め，第三次静岡調査の時点では，

N凹ω‘ら大学に転じていた布留も，乙の閣の

メディア環境の大幅な変化に注目していた。

テレビ視聴時間の全体量が増えた時期のテレ

ビ視聴が子どもの学業成績に及ぼす影響に再

度着目して， 1968-1969年に，小中学生対象
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の調査を企画している。

分析に当たった布留・生田(1970)は，テ

レビ長時間視聴児童の成績が悪いのは，テレ

ピの直接の影響ではなく，知能その他の先有

傾向，あるいは社会関係が作用因として両者

の聞に介在していると結論を導いている (16)。

9.マスコミ教育へ向けての研究

1960年代後半から70年代にかけての時期，

子どもとテレビ研究は， iマスコミ教育」と

の関係で也注目されるようになっていた。す

でにこの時期，研究者たちは， “マスコミの

悪影響から子どもを守ったり，マスコミの悪

を批判的に見る限を育成するという観点の教

育ではなく，到来する情報社会へ向けて，よ

り積極的な意味で，子どもが情報(心理的充

足，喜び，生きがい等心理的なものを含む「情

報J)の収集・処理能力を高めるための教育

が必要である"との観点から， rマスコミ教

育」を意識するようになっていた。

1970年2月号の『児童心理』と周年発行の

教育社会学会の紀要『教育社会学研究』がそ

れぞれ「マスコミ時代の教育jを特集して，

マス・メディアに対する態度育成に対する考

えや，研究面での提言を紹介している。

コミュニケーション研究を専門とする後藤

(1970)は， 7スコミ教育を成立させる前提

の調査研究として， rマスコミの内容」と

「送り出す側」についての調査・研究領域が

あり，さらに制作者の意図がどのように視聴

者である子ど也に受け止められているかの分

析，子どものコミュニケーション生活全体の

詳細な把握も必要だとしている。そして，

「調査研究も，教育としての理論的整備もで
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きていない教育分野である『マスコミ教育』

『現代情報教育』は，まずは学校が受け持つ

べき教育と思われる」と述べている。そのう

えで， r家庭が貢献できる部分としては，い

たずらに子どものテレビへの接触に拒否的に

関与することではなく，何が子どもをひきつ

け，喜ばしているかを，子どもの全生活過程

の中において観察し，考え，大人としての自

分のマスコミ教育の貴重な教材とすべきであ

ろうJと述べ，テレビを経験していない大人

世代にとっても，マスコミ教育が重要な乙と

を示唆している(問。

乙の他にも，マスコミ教育の担い手として

学校教育の役割jを重視する研究者は多いが，

「マスコミそのものの本質を理解し，それに

対する正しい態度を形成する」総合的教科と

して，学校教育の中に位置づけるという，

「マスコミ科」の設置を提案していた片岡の

発想が， 1962年という早い時点で発表されて

いたごとは，改めて注目されよう{叫。

マス・メディアの子どもに及ぼす影響・効果

について，内外の研究をレビューした辻

(1969)は，マスコミの影響を受身的に考察す

る時代はすでに終わり， i，教育的な働きかけと

その結果としてあらわれる効果との関連の追

究Jが重要だとLヴ。学校や家庭が子どものテ

レビ視聴態度の形成に及ぼす影響に関する研究

は，それまでに色NHKや森・片岡などの実験で

なされてきたが，この視点の重要性を指摘して

いる。そして， rマスコミの受容過程に，教師

や父母は積極的な役割を果たすべきであり，そ

の過程の中でマス・メディアの効果を改めて追

跡するととも重要で、あろう」と述べ，マスコミ

教育と研究との関係を示しているl制。

大村 (1970)も，調査研究のあり方に言及
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しているが，家族問で普段何が話題になり，

そごにはマスコミの内容に関連した話題が含

まれているのかどうかなど，家族内コミュニ

ケーションとの関係の中でマスコミをとらえ

るような研究の検討が必要なことを提唱して

しミる 12010
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Il.多様化するテレビ成熟期の子どもとテレ

ビ研究

~1970年代， 80年代にみるアプローチの

多様性~

1950年代， 60年代に実施された規模での子

どもとテレビに関する影響調査は，その後し

ばらく登場していない。変化が続く時代に

あって，子どものテレビ接触実態の把握を続

ける調査が必要とされる一方で、'研究者たち

の経験と反省を生かした新しいタイプの研究

も必要とされてLぺ。番組の内容，子どもの

番組の受け止め方をよりきめ細かく，深く分

析することが求められ，そのための研究手法

の開発も必要となってきた。

社会の状況に目を向けると，テレビに限ら

ず，活字メディアなども含めて，相変わらず

メディア悪影響論が存在し，子どもをめぐる

問題が取り上げられるたびに，クローズアッ

プされている。

そうした社会的状況と研究の要請の中で，

1970年代， 80年代には， iテレビ成熟期の子

どもとテレビ研究発展の時代」としての特色

と也いえようか，多岐にわたる視点とアプ

ローチによる調査研究が同時並行で展開した

とみることができる。

E章では，この時期に始まった，あるいは

特徴的に存在した多様な調査研究を，次の 5

つの観点から整理してL、く。

1 70年代にみる組織的研究枠組みの確立

2番組内容を分析する研究の展開

3幼児向け番組の開発をめざす研究

4明華社主法と子どもの明星理解に関する研究

5パネル調査による80年代の子どもとテ

レピ研究
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1. 70年代にみる組織的研究枠組みの確立

最初に，子ども自身および保護者を対象と

した70年代以降の実態調査・意識調査がどの

ように展開したかに目を向けてみると，

・テレビを中心とするメディアと子どもの

関わり，あるいは広い視点から子どもの

生活全般を把握するための一定規模の調

査が，その時々の社会的関心を反映させ

ながら，複数の機関で実施されるように

なったこと

・その中には定点観測の必要性を重視し

て，継続的に実施されている調査もある

こと

など，評価すべき特徴を見出すごとができ

る。

テレビを含むメディアに関連した子ども対

象の調査については，主なものを年表に掲載

している。個々の調査の持つ意味合いについ

ては，別途触れることとして，ここでは，全

体的な特徴を整理してみよう。

( 1 ) NHK文研における閥査研究

先に紹介した静岡調査の実施機関でもある

NHK文研では， 1970年代以降も，日本の子ど

もがテレビを中心とするメディアとどう接し

ているのか，そのことが彼らの生活や意識に

どのような変化を及ぼしているかを継続的に

調査してきた。また，具体的な番組を取り上

げたうえでの子どもの番組視聴反応分析研究

も行い，様々な子ども向け番組の企画・開

発・編成に反映させてきた。

そして，こうした分析・理解をより深い

ものにする意味で，海外における子どもと

メディアのかかわりについての研究も行っ
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ている。

との項では，まず，世論調査の手法による

調査について整理しておこう。

①視聴率閥査:全国 7歳以上を対象に年2回

実施 (1961年以来)。子どもが実際に視聴し

ている番組の実態や，視聴時間量などについ

て，長期スパンの変化の把握が可能である。

7歳未満の幼児については， 1990年以降，別

途地域限定の幼児視聴率調査を実施。

②生活時間嗣査全国10歳以上を対象に，

1960年以来5年ごとに実施してきた調査で，

テレビ視聴を含むメディアとの接触の状況

を，生活行動全般の中で把握することが可能

である。 INHK国民生活時間調査」として知

られるこの調査の結果は，社会的にも広く活

用されてきた。幼児については， 1979年と

1980年に，地域限定で「幼児の生活とテレビ調

査」が行われている。 2003年には，久今に幼児

の生活時間調査が予定されている。

⑤子どもの生活とメディアに関する閑査:視

聴率調査では知るごとのできない，子どもの

テレビ視聴理由や番組への反応，テレビ視聴

に関わりある子どものメディア行動や遊びの

実態なども含めて調べる調査。小学校高学

年，あるいは中学・高校生など，年齢層を分

けて調査を実施するほか，小学校低学年や幼

児については，保護者の協力を得て実施して

Lミる(I小学生の生活とテレビ調査Jrメディア

と中学・高校生調査」なとの名称で実施)。

④子どもの生活と意識調査:子どものテレビ

視聴の背景となる，子どもの心情や意識，考

え方，行動傾向などを多面的に質問して，子

ど也の実態を探るための調査 u小学生の生活

と意識調査Jr中学生・高校生の生活と意識調

査」など)。
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( 2 )総理府青少年対策本部による一連の調査

総理府(のちの総務庁，内閣府)では，

1958年以来，青少年の実態，意識，問題点な

どを究明するための研究調査を実施する体制

を設けてきた。そうした体制の中で.60年代

後半には. r青少年とマスコミとの接触状況

調査」の名称で，毎年，テレビ，映画，週刊

誌など特定ジャンルのマスコミにポイントを

置いた設問を付加する形の経年調査が実施さ

れた。

そして，今日にまでつながる調査として

は，①1969年以降，年度ごとにテーマを決

め，大型全国調査や国際比較調査として実施

する「特別研究調査」と②青少年の非行防止

に資する目的で.1977年度から実施している

「非行防止研究調査」がある。さらに，最近

は，③「青少年を取り巻く環境に関する調査

研究」という位置づけの調査も実施されてい

る。いずれも. r青少年白書Jなどで，広く

一般向けにも，結果が紹介されてきた。

テレビはじめ，ビデオ，テレビゲーム，パ

ソコン，電話，コミック雑誌等のメディアと

子どもの関わりを取り上げる調査が①ー③の

中で各種行われてきたが，継続調査という点

では.1981年から2001年まで4回にわたって

実施されてきた「情報化社会と青少年閥査」

が注目される(後述p.83)。

( 3 )東京都生活文化局による閥査

東京都では，青少年問題協議会の提言

(1972年.1973年)を受けて，大都市の青少

年の意識や行動の実態とその動向を，彼らの

価値意識に焦点を当て，継続的かつマクロな

視点から捉える目的で.1970年代後半に. 2 

種類の調査を開始している。
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• r青少年基本調査J (15-29歳対象)

1976年度以降. 3年に l回実施

・「子ども基本調査J(小学校3年生. 5年

生，中学2年生とその母親対象) : 1977年

度以降. 3年に I回実施

これらの調査でも一部，テレピをはじめと

するメディアとの関わりを調べている。

また，一連の時系列調査とは別に，青少年

をめぐる多様な問題の中から，その時キの今

日的課題に焦点を当てた「個別調査」も随時

実施しており，とくに80年代以降は，メディ

アを直接の対象としたものも少なくな1'，東

京都青少年問題協議会での議論に際して企画

された調査も多く，調査結果は，答申や具申

にも反映されている。

1985年に実施した「青少年とマスメディア

のかかわりに関する調査」では，子どもと母

親対象のメディア接触状況実態調査のほか，

家庭へのビデオカメラ持ち込み観察によるテ

レビ視聴様態の分析や. rテレビが子どもに

及ぼす影響:テレビ視聴と子どもの攻撃性」に

関する内外の研究成果の精査を含めた研究

を，総合的にとりまとめている[目)。その成果

は.1986年に発表された，第16期東京都青少

年問題協議会の具申「新しい『子どもーテレ

ビ関係Jの確立を願って:第四の生活の場と

青少年」にも反映されている。さらに.1987 

年には，テレビゲームに着目した調査も実施

している (22)。

( 4 )その他の機関による嗣査

その他では.1980年代に入つてのスタート

となるが，民問機関のベネッセ教育研究所

が，小・中・高校生を対象に，多様なテーマ

設定で，子どもに関連する調査を実施してき
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た点にも注目すべきであろう。教育学，社会

学，心理学を専門とする研究者が一貫して調

査の企画・監修に当たっていること，大学の

研究者だけでなく現場の教師色調査設計・分

析に加わっていることなどが特徴といえる。

メディアと子どもをテーマにした調査も少な

くない(後述p.89)。

2.番組内容を分析する研究の展開

-1977年を起点として~

( 1 ) 70年代前半の社会動向と研究者の指摘

1960年代後半以降，民放テレビの大量開局

によるネットワーク化が進展し，系列間での

視聴率競争が始まり，番組内容も多様化し，

表現の面でも競争が激しくなっていた。 1970

年代に入ると，テレビ低俗論議が再度登場
【すん

し，野球拳を目玉にするバラエティー番組

や，賞金・景品の高額化が問題となるクイズ

番組などが，そのターゲットとなった。多様

な表現で人々をひきつけていた高度成長時代

のCMの中にも，表現上の行き過ぎについ

て，指摘を受けるものが出始めていた。

すでに1960年代までの各種調査からも明ら

かになっていたとおり，子どもが視聴してい

るのは子ども向け番組だけではない。 1969年

に始まった r8時だヨ!:全員集合j (TBS) 

をはじめ， 70年代には様々な一般向けバラエ

ティー番組が登場して，それらは，瞬く間に

子どもたちの聞で大人気となった。短時間に

メッセージを凝縮することを得意とするテレ

ビCMも，子どもたちを大いに引き付ける要

素を持ち合わせている。

こうした状況の中，低俗番組をめぐる問題

で，マスコミ研究者の発言が少ないことにつ

いて，山本明 (1973)は， r r低俗』や『俗
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悪』概念の持つ意味について，調査手法が追

いつかず，ほとんど手付かずの分野となって

しまった」からだと述べている{目}。

また，心理学の立場からも，子どもとテレ

ビ研究の発展のためには，視聴内容や子ども

の先有傾向によってテレビの影響が異なるこ

とを変数として考慮したきめ細かい研究が必

要であることが強調されていた。 r相変わら

ずマスメディアが悪影響論と結びついて取り

上げられることが多い点を是正するには，研

究自体に，より実践的，批判的精神が必要

で，例えば，送り内容(番組の質)を高めて

pくことなど，方向性を明確に定めた，地道

な実証的研究が望まれる」との指摘(波多

野， 1969) も行われていたIH10

こうした状況の中，メディアの影響を理解

するためには，どのようなメッセージが受け

手に提供されているかを客観的な方法で把握

することの重要性に対する認識が次第に強ま

り， 1970年代後半，日本でもようやく，番組

の内容分析に本格的に取り組む研究が登場し

た。

( 2 )フィクション番組の内容分析研究

社会心理学の立場から岩男らが， 1977年か

ら1994年にかけて実施した「テレビドラマ」

の内容分析研究は，必ずしも子どもに及ぼす

テレビの影響を考える視点から始まった研究

ではないが今日，子どもへのテレビの影響を

考えるうえでも，重要な意味を持つ研究とい

うことができる。

20年近く， 6回に渡って実施された内容分

析研究では，乙の分野ですでに実績を重ねて

いたアメリカのガーブナーの研究手法を取り

入れて，アメリカの調査結果との比較も可能
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な設計を行っている。日本を訪れる外国人の

多くが，日本のテレビ番組の暴力描写はひど

いというが，本当にそのとおりかどうかを実

証的に示すデータはなかった状況の中で始

まった研究でもある。

毎回，同ーの特定 1週間を設定して，午後

5時-ll時に放送された 5つの放送局の「テ

レビドラマ」を分析の対象としている。ここ

でいう「ドラマjは，ストーリー性のある

フィクション番組で，いわゆる「ドラマ番

組」のほかに，子ども向けアニメ等も含まれ

る。対象となった番組は6回分合計で， 665 

本， 411時間53分であった。

分析は， r番組の性格把握のための分析

(対象者，種類， トーン，結末，ストーリーの現

実性など)J r登場人物の分析(主役・脇役，

人生観，暴力，性的行為，人物イメージなど)J 

「暴力行為やシーンの分析Jr性的行為や

シーンの分析」の4種類で，それぞれ，多岐

にわたる分析項目が設定されている。

岩男 (2000)自身が述べているとおり，こ

の内容分析研究は， r仮説検証を目指すもの

ではなく，視聴者に提供されている番組内容

をできるだけ客観的かつ正確に描き出すこと
ち

を第一の目的としている」が，精級な分析が

長期間にわたって積み重ねられた成果は，内

容分析によって示す乙とができる変数閲の相

関関係の範囲内で，仮説の展開と検証も可能

なものとなっている[制。

暴力描写の影響を論じる場合についても，

量的なごとだけでなく，描かれ方といった質

的な分析が重要であるというのが，分析の基

本姿勢である。日本製番組と外国製番組の暴

力の残忍度を比較して，日本の番組の方が残

忍さが大きいということを示すと同時に，日
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本製番組の場合には，苦痛を伴う暴力描写が

多い傾向にあることに着目して，とのことは

むしろ(残忍な行為の)模倣を抑制する働き

をすると考えられるのではないか，と考察し

ている。

また，一般に，人々の注目をひくため，視

聴率を高めるために番組に暴力描写を含める

傾向があるのではないかとの見方がされてき

たが，この研究では，深刻な暴力を含む番組

(暴力が重要な役割を果たしている番組)は

むしろ視聴率が低いという，興味深い結果も

報告されている。

( 3) FCTによる実証研究の展開

より直接的に，子どものテレビ視聴という

観点で，番組の内容分析を行ってきたのは，

1977年以来活動を続ける市民グループ， FCT 

子どものテレビの会(現在はNPO市民のメ

ディア・フォーラム)である。

FCTは，子どもとテレビの問題について，

実証的なデータをもとに議論を進める乙とを

重視しており，また創設当時から参加メン

バーに研究者も擁していたことから， 1979年

には，番組やCMを対象とする内容分析に着

手している。そして， 1980年代前半にかけて

集中的に実施された，いくつもの内容分析研

究の結果からは， r子ども向け番組の大多数

がアニメかドラ?というフィクション番組

で，現実の世界を見せるニュースやドキュメ

ンタリーは l割に満たなLリこと， r子ども

向けホームドラマに捕かれる登場人物の役割

は，年齢・性・職業等で著しく限定されてお

り，多様な社会の現実を反映していない」こ

とや， rアニメ・ SFアクションものでは道

具・超能力を用いた暴力や死に至る暴力が多
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く，ホームドラ 7 では言葉による暴力が多

pJことなどを指摘している (26)。

日米の子ども向け番組各4番組の内容分析

に基つ，<秋山・ホルツマン(1982)の研究

は，番組に登場する高齢者の描かれ方(行動

特性)を数量化して比較したものである。暴

力描写や性役割に着目した内容分析が多い中

で貴重なテーマ設定だが， I日米ともに，現

実社会に比べて，高齢者のテレビ番組登場比

率が少ないことJI日本のテレビに描かれた

高齢者は，古くさく ，n~..で，受身的で，子ど

もとのやりとりを情緒的に表現したものが多

pJなどの特徴を指摘している問、

(4) 1990年代以降の番組分析研究

岩男らが行ったような，一定規模の綿密か

つ継続的な，本格的な内容分析研究の実現は

容易なことではない。日本では，今日でも，

アメリカのように，多くの研究者が大規模な

内容分析研究を行う環境が整っているとは言

い難1'，しかしながら，自らのテーマに引き

寄せて，限定的な規模ではあるが，テレビ番

組，絵本，そして後述するテレビゲームの分

析にも，この手法を採用する研究は存在す

る。

例えば，藤田 (2002)は， I幼児期におけ

るジェンダーへの社会化」をテーマとする研

究で，メディア，仲間集団，親，教師といっ

た様々な要因がどのように関連するかの解明

を試みる中で，子ども向けメディア(テレビ

番組と絵本)に描かれたジェンダーに焦点を

当てた内容分析を組み込んで、いる (28)。

また，内容分析の手法ではないが， 1990年

代に登場した番組分析研究として注目したい

ものに，児童文学研究をベースとした畠山・
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松山による一連のテレビアニメ研究がある。

「日常的にアニメ番組を楽しむ子どもたちの

物語に関する興味や関心のあり方，想像力の

広がりを察知し共有すること無しには，子ど

もの文化を語るごとができないと考えた」ご

とが研究のきっかけであるとLヴ。 w鉄腕ア

トムj rドラえもんj rポケットモンス

ターJなど，各時代の主要なテレビアニメを

取り上げて，専門分野である児童文学研究の

実績を発展させた手法によって，アニメー

ション制作過程という記録されにくい世界を

実証的に分析している倒。

コミュニケーション研究や教育学，心理学

のアプローチとは異なるタイプの研究だが，

今後，子どもの番組視聴反応との組み合わせ

による分析の可能性などが検討されると，子

どもとメディア研究の新しい分野が広がるも

のと考えられる。

3. 幼児向け番組の開発をめざす研究

~研究者と制作者の新たな関係の誕生の

意義~

( 1 )幼児向け番組が注目された70年代

1970年代也半ばになると，カラーテレビの

普及が2，000万台に達し， 2台目のテレビを所

有する家庭も増えてきた。 I子どもとテレ

ビ」研究に関わるメンバーたちの聞では，早

い段階から「幼児のテレビ視聴」に対する関

心が高いことは， 1960年代の文部省調査，東

大調査，第三次静岡調査での取り組みにも表

れていたが， 1970年代には，さらに新たな観

点で，研究面での展開をみせている。

1969年といえば，日本では， wおかあさん

といっしょ』の放送開始からすでに10年経っ

ていたが，アメリカでは，この年に，幼児向
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け番組『セサミ・ストリート』がスタートし

ている。この番組の成功や，番組の開発と教

育効果検証のための研究に関する情報は，日

本にも伝わってきた。 1971年に，番組がNHK

で放送されたことがきっかけとなって，民放

局での幼児番組の制作・放送にも拍車がかか

り， 1980年代はじめ頃までの時期は，幼児番

組の黄金期，という状況が生まれた。研究者

だけでなく広く一般にも「幼児のテレビ視聴」

が，身近なテーマとなってきたといえる。

( 2) 2歳児テレビ番組研究会:制作者と研

究者の共同研究による番組の開発

1979年と1980年にNHKが実施した「幼児の

生活とテレビ調査」は， 0-6歳の幼児の生

活を詳細に調べて，テレビがどのように視聴

されているか，その反応を多面的に分析した

点で，重要な調査である。 12，3， 4歳の

幼児の視聴時間はl日3時間と長<，小・中

学生を上回ることJ10歳台からテレビ画面

に関心を示し， 1歳後半から 2歳にかけて，

番組内容の理解をはじめ， 3歳では大部分の

幼児が習慣的な視聴をするようになること」

「画面の動きに応じた反射的な助作は，内容

の理解ができない時期からさかんなこと」な

どが明らかになってきた凶}。

このことは，それまで 3，4， 5歳を視聴

対象と想定してきた幼児番組の制作者と，発

達面で極めて重要な 2歳から 3歳にかけての

幼児の生活にテレビがどのように貢献できる

かに関心を持つ発達心理学の研究者の双方

に，低年齢幼児(2歳児)向けの効果的なテ

レビ番組の開発を本格化させるきっかけを与

える結果となった。

すでに1979年4月に， NHKの幼児番組制作
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者と発達心理学や教育学の専門家， NHK文研

のテレビ研究者たちが集まって， 12歳児テ

レビ番組研究会J (代表:白井常・発達心理

学)を発足させ，ここでも発達の専門的立場

から，幼児のテレビ視聴実態の分析を始めて

いた。 1980年代に入ると，番組の試作→幼児

の視聴実験(幼児の画面注目度や各種反応，

内容の理解度)→分析結果の検討→本放送用

の番組制作→放送という流れで研究を積み重

ねながら， 2歳児を対象とした番組の開発が

進められた加}。

制作者と研究者が対等な立場で番組の研究

開発を進めるしくみや，幼児の視聴実験の具

体的な方法は，いずれも『セサミ・ストリー

卜』の番組開発研究の例から学んだもので

あった(制。

研究会の最初の実験研究では，既存のテレ

ビ番組やコマーシャルから， 15-30秒程度の

61のセグメントを選んで， 2歳児がどのよう

なセグメントに関心を示して注視するのか，

その特性を探るための実験を行っている(大

沢・秋山， 1981)。大人の目には「幼児向

き」と思われる映像が2歳児には必ずしも受

け入れられないことや，その反対もあるな

ど，制作者にとっても研究者にとっても新た

な発見の多い結果を得ている。この実験か

ら， 2歳児は，人間のキャラクター，成人女

性の声の入った映像，動物の映像などに注目

する乙と，カメラの移動やパン，ズームがな

く，固定した画面の中で人間や動物が活発に

動く映像も 2歳児をひきつけることなどが明

らカ首になった{担}。

その後の実験では，まとまった内容をもっ

様#な映像セグメントを実験素材として，幼

児の注目度や様々な反応，内容の理解度を調
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べる研究が展開された。 1980年代に入って

『おかあさんといっしょ』に登場した様々な

コーナー(rハイ・ポーズ」やl分アニメの

「こんなこいるかな」など)は，こうした一

連の実験研究の成果として誕生している。し

つけアニメシリーズ「こんなこいるかな」に

ついては，試作番組を用いた視聴反応実験に

加えて，本放送開始後にも，母親の観察を通

した 2回の調査が実施された。調査結果を分

析した秋山・小平(1986，1987)は，幼児の

ストーリ一理解度が 2歳後半から 3歳にかけ

て高まったこと，継続的な番組視聴を通し

て，日常生活での幼児自身の態度に好ましい

変化が表れた乙となどを報告している(判。

1973年に放送が始まったフジテレビの幼児

番組『ひらけ!ポンキッキ』の場合にも，研究

者と番組制作者が一体となって，制作→研究

→制作の過程による番組開発を行ってきた。

80年代に入って，視聴者層の低年齢化が進行

する中， 2歳児に注目した視聴反応分析研究

も行われている{制。

( 3 )その他の幼児向け番組開発に関する研究

80年代以降，制作者との共同研究の場以外

でも，幼児にとって楽しくかっ教育的な価値

がある番組の制作を支援するアプローチによ

る研究が増えている。

とくに，幼児にとってアニメ番組が魅力的

である現実に目を向け，乙の点を積極的に，

番組制作に生かしていくととを目指した研究

例が注目される。佐渡・岩男 (1991)は，幼

児のアニメ視聴が創造性に及ぼす影響を測定

するため， 4-6歳児対象に 2段階の実験を

行い，その結果から， Iアニメも条件の提示
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の仕方の工夫によって，絵本の読み聞かせと

同様に，量も質も高いイメージを想起するこ

とが可能である」と考察している刷。

無藤・仲・藤崎 (1987)は，文字メディア

への接触が減少している幼児たちに対して，

映像メディアを通して文字溜得を援助するご

とが重要との立場から研究を行っている。既

存の人気アニメに人物や物の名前やせりふな

どを挿入したビデオやパソコンによる実験素

材を作成して， 4-6歳児対象に視聴前後テ

ストを行うという方法で5つの実験を行い，

幼児が文字に注目して理解するのにふさわし

い文字提示のタイミングや長さを検討してい

る(37)。

その他，幼児の物語理解という観点から研

究を重ねてきた高橋 (1989)は，前述の l分

アニメ『乙んなこいるかな』を素材にして，

1-3歳児の番組視聴中の視線の動きを分析

した結果から，幼児の場合，テレビ番組のよ

うに視覚的に提示される物語の理解には，積

極的な視覚的探索が必要なことを指摘してい

る。また， 2タイフ。のアニメストーリーを用

いた 2-5歳児を対象とする実験(高橋・杉

岡， 1994)からは，幼児の発達過程におい

て，とくに 3，4歳段階では繰り返し構造が

明確なことが物語の内容理解を助ける重要な

要因になっているごとを報告している刷。

(4 )幼児向け番組開発研究の意義

研究者たちが幼児に映像刺激を提示して行

う多様な実験研究の成果は，幼児向け番組制

作者たちに，多くの情報を提供することと

なった。

2歳児テレビ番組研究会(のちに 2歳児メ

ディア研究会)の一連の実験研究の成果も，
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『おかあさんといっしょJの番組に反映され

ただけでなく，その他の幼児番組の制作にも

役立てることが可能であった。

また，研究会の活動を通して，制作者と研

究者が共同で研究を進めながら番組を開発す

ることに対する関心や認識が高まったこと

も，重要な成果と考えられる。幼児番組だけ

でなく，小・中学生向け番組の新規開発や，

放送開始後の部分的な変更の検討に際しで

も，制作者たちが，子どもの番組視聴反応の

分析結果を参考にする傾向が強まったといえ

よう。

番組を実際に子どもたちに視聴してもらっ

たうえで様々な反応を調べる調査は，質問紙

法，母親や専門家による観察法，電話調査，

グループ・インタビューなど多様な方法に

よって実施されている。 80年代には， NHKの

人形劇シリーズとしては，それまでの一連の

番組より上の年齢層を想定した『人形劇・三

国志j，小学生向け情報番組として登場した

W600こちら情報部j， NHK初期のアニメ番

組『子鹿物語j， 90年代の例では『週刊こど

もニュース』や『天才てれびくん』などが，

こうした調査の対象となっている畑、

個今の調査結果は，必ずしも研究的に一般

向けの成果としてまとめられたものばかりで

はないが，番組の開発が，制作者の創造性に

頼るだけでなく，視聴者である子どもの実際

の視聴反応も把握したうえで進められること

をめざした「番組研究」として，意味を持つ

ものといえよう。

( 5 )赤ちゃんとテレビに関する研究

1980年代後半には， 2歳児よりさらに低い

年齢の子どもたち，つまり赤ちゃんとテレビ
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との関係へと関心が広がっていった。 1987年

に，小児医学の各分野の研究者を中心メン

バーに，発達・行動科学，ハイテク工学，生

態学，文化人類学，テレビ研究などの研究者

が集まって，赤ちゃんと映像・音戸とのかか

わりを総合的にとりあげる学際的な研究プロ

ジェクト「テレビがある時代の赤ちゃん」

(代表:小林登)が登場し，さらに基本的な

子どもとテレビのかかわり，人間とメディア

のかかわりを探る研究が展開された刷。

このプロジェクトは，乳幼児の生活にとっ

てテレビをより好ましい形で利用するための

研究，育児・保育・医療へのテレビの応用に

関する研究をめざすというアプローチに特徴

があった。

4.映像技法と子どもの映像理解に関する研究

( 1 )乳幼児のテレビ理解の発達に関する研究

前章でもみてきたように，幼児のテレビ視

聴に対する関心が高まる中で， 1980年代以

降，発達心理学の研究者たちの間で乳幼児の

映像理解，子どもの発達過程における映像視

聴能力の発達についての研究が増えてきた。

画面への注視，反応という点でのテレビへ

の関心が，生後3か月ですでに生じているこ

とに着目した村野井(1989)は， 1児(女

児)の家庭でのテレビ視聴を4年間にわたっ

て継続的に観察記録して， r子どものテレビ

理解の発達」の側面からの分析を試みてい

る。幼児期には，子どもがテレビの中の人聞

を実在視しているごとや， CMと番組の区別

が難しいことなどを示している例。

村野井は，その他にも多くの調査や実験を

通して，幼児期から小学校低学年までの子ど
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もたちのテレビの認識を，発達の観点から分

析している。例えば，主役のパントマイマー

が男性で，番組に登場しないナレークーが女

性という組み合わせの人気幼児番組『できる

かな』では，幼児期あるいは小学校低学年頃

まで，主役の男性のことを女性と思っていた

例が少なくないことを検証している。テレビ

番組のナレークーの意味を理解できない段階

の子どもたちにとって，映像と音声の組み合

わせの理解が容易でないことを明らかにして

pる。また，子どもは，このようなテレビの

しくみを自然に理解するわけではなく，不思

議だと感じることについて，周囲の大人に質

問することを通して，映像文法を身につけて

いることも明らかにしている凶)，

( 2 )発達心理学の観点にたつ内容分析研究

ごれまで心理学的研究て、は，どちらかとい

えば，視聴者の理解に焦点が当てられてきた

が，理解の対象である映像表現そのものを分

析する研究も増えている。

例えば，村野井・宮川(1994)は，回想

シーンなどの時制の変化に注目してテレビ番

組の分析を行い，映像技法や音響技法の用い

られ方を調べている。アニメ『サザエさんJ
は，回想シーンなど時制の変化が多い番組

で，番組制作上の工夫として，そのことを知

らせる手がかりが，映像でも音声でも提示さ

れていることを明らかにしたうえで，それで

も幼児期段階では，時制の変化の理解が困難

であることを指摘している143h

カット技法に着目して様々な観点から番組

の分析を行った山本 (1993)は，他ジャンル

の番組と比べてアニメ番組のカット技法の出

現頻度が高いことや，ヒーロー.SFものアニ
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メのカット技法の多さが男児の番組視聴を導

いている可能性などについて，指摘を行って

Lミる(判。幼児向け教育番組の画面構成につい

て，番組内容との関連から分析を行い，幼児

番組の性質によってカット数やズームのス

ピードなど様々な速いがあることを分析した

研究(森田， 2000)などもある{制。

( 3 )子どもと大人の映像の捉え方の遣いに

関する研究

映像表現の受け止め方や内容理解の速いに

ついては，子どもと成人の比較を含めた研究

にも興味深いものがある。

例えば，小学生から60歳代までの様々な年

齢層を対象に，いくつかの映像刺激を視聴さ

せて， GSR測定とVTRによる観察分析を行

い，子どもは成人に比べて部分ごとに反応す

る傾向があることを指摘した研究がある(星

ほか， 1991)， rサザエ古ん』のような幅広

い年層に人気のある番組でも，小学生の場合

はGSR反応は多い(情動反応は高p)が笑う

ゆとりがないのに対して，大学生ではストー

リーを予測して見るので笑いが多いこと，世

代聞の反応の合致率をみると， 30歳代(小学

生の母親世代)がどの世代とも高いことなど

を指摘している。 r子ども向けの映像には，

子どもの興味や映像受容能力の配慮が必要で

あると同時に，テレビは年齢差を超えて問一

接触が可能なメディアであるだけに，世代交

流のための制作も望まれるJという考察がな

されていることも興味深い刷。

また， 1960年代に多田が着手した「映像視

聴能力の発達」に関する研究が，その後十分

研究者たちに引き継がれなかったことに対す

る反省から， 1990年代には，テレビの教育的
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活用に関する研究を進めてきた立場からとの

分野の研究を重視する水越生田らのグルー

プが，映画やテレビ番組を素材にして，様々

な実験研究を実施している。

例えば，木原・田口・生田・水越(1996)

は，小学校5. 6年生，中学 1. 2年生，大

学生を対象に，せりふの無い映画『裸の島』

(新藤兼人監督)を調査刺激に選んで，場面

把握，状況把握，先読み，技法理解，主題把

握，感背移入の 6項目を設定してこれらの能

力の測定を行い，様々な映像視聴能力の構成

要素について，小学校5年生と 6年生の聞に

断層があることなど，映像視聴能力の発達的

側面を明らかにしている同)。

また，生田・木原・水越 (1999)は，小学

3年生から中学2年生までを対象に，国際コ

ンヲールで優秀番組として評価を得た教育番

組を素材として実施した同種の調査でも，映

像視聴能力の発達の差を検証している (48)。

5.パネル調査による80年代の子どもとテレ

ビ研究

~長期的影響・因果関係に着目した研究~

子どもとテレビ研究において，長期的な影

響を検証する研究の必要性は.1960年代から

繰り返し強調されてきたが，その実現は容易

で、はなかった。そうした状況にあって.1980 

年代，テレビの影響を長期スパンで捉え，因

果関係の検出を試みようとする研究が行われ

た点は，注目すべき点であろう。

( 1) 3年にわたる幼児対象の多重パネル閥査

その第 Iは.1983-1985年の予備調査を経

て.1988-1990年に本調査が実施された，東
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大・新聞研究所の鈴木ほか(1991)による 3

-5歳児を対象とする多重パネル研究であ

る。この研究では，現実の“テレビ利用"と

その“影響"の両者を結びつけて，真の意味

でのテレビの影響を検出するために，様々な

変数を検討した分析が行われている。

研究にあたっては，それまでの様々なテレ

ビの影響研究をレビューした結果. iテレ

ビ」と「影響」の捉え方の吟味を行ってい

る。それまでのテレビ研究では. iメディア

の単位としてのテレビの影響を捉える」か，

「暴力番組やCMなど特定の提供物としての

単位で影響を捉える」かのいずれかであった

が，子どもの現実のテレビ視聴実態を考える

と. i幼児が日常接している多様なテレビ番

組への接触パタンを重視した」分析が重要と

いうのが，第 Iのポイントである。また，

「影響」については，テレビ視聴に関連のあ

りそうな広い範囲にわたる幼児の認知，情

動，行動の変化を捉えることとし，しかも影

響が顕在的かつ持続的なものに絞るという基

本方針を定めている。

そして，同一対象者を 3年間追跡して，パ

ネルデータを得，しかもそのパネルを順次発

足させていく，多重パネル法を用いて，幼児

の発達過程において生じる変化を捉える仕組

みを設定している同}。

調査は，幼児対象面接調査，幼稚園・保育

所担任調査，母親調査の3種類で構成され，

調査は3年間同一内容，方法で実施された。

現実の幼児のテレビ視聴実態をなるべくそ

のまま捉える立場から影響の検出を試みてい

るが，テレビ視聴の影響には一貫した影響・

効果が明瞭には認められなかったという。
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( 2 )暴力描写の影響に着目したコーホー卜

研究

前述の研究とは対照的に，精神衛生学を専

門とする宗像ほか (1991)による研究は，暴

力性の高いテレビ番組の視聴が子どもに及ぼ

す影響に着目し，家族関係をふまえたうえ

で，長期スパンにわたる影響の分析を試みる

コーホート研究 (coho此釦alysis)という点が

特徴である。乙の研究は，幼児期 (4-6 

歳)の子どもとその両親のテレビ視聴行動と

各種の背景要因が， 5年後の学童期 (9-ll 

歳)に達した時点で，子どもの日常行動(暴

力性，攻撃性，神経症性，反社会性など)に

どのように影響するのかを解明しようという

ものである。

「子どもはストレス源として，家庭や学校

などでいやな体験や苛立ちがあると，暴力性

の高いテレビ番組を見る傾向があるが，と

いってそれが子どもの日常の暴力性に結びつ

くという証拠はなLリことや， I幼児期に暴

力性の高い番組を見るか否かで，学童期の問

題行動を予測するととはできないが，幼児期

に暴力性の高い番組を見る傾向が学童期の精

神健康を維持するのに必要なサポートネット

ワークの形成に好ましくない影響を与えるこ

と」などが明らかにされている。また， I幼

児期に母親が暴力性の高い番組を多く視聴し

ていることが，学童期になった子どもの暴力

性と有意に関係性をもっている」乙とも報告

されている刷。
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m.メディア大変革期の「子どもとメディ

ア」研究

~1990年代以降にみる研究の特徴~

1. 1990年代以降の子どもとテレビ研究の背景

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した時期といえ

る。同時に，家族関係の変容，学校環境の変

化，青少年犯罪の低年齢化や内容の深刻化を

初めとする社会不安が広がった時期でもあ

る。日本だけでなく，多くの国々に共通する

特徴でもあった。

このような状況は，当然の乙とながら，子

どもを取り巻く環境にも，多様な変化をもた

らし， 1子どもにとってのメディアJも，こ

れまで以上に大きな，世界共通の関心事と

なった。

メディアの新しい可能性に対する期待とい

う観点からは，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る一方で，メ

ディアの好ましくない影響に対する懸念も，

新規メディアの登場と普及の中で，繰り返さ

れていた。

1983年に登場し， 90年代には幅広い年齢層

の子どもたちへ浸透したテレビゲームや， 90 

年代の特徴的メディアとして注目されるイン

ターネットや携帯電話等ネットワーク系メ

ディアが，子どもたちの生活にどのような影

響を与えていくのか，大人にとっても新しい

経験が続く中で，関心が高まった。これだけ

多様なメディアが登場しでもなおかつ子ども

の生活，意識面で大きな位置を占めているテ

レビの影響力についても，改めて注目された
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とLミう状況がある。

そして，とくに90年代半ば以降は，小平

(2000) も指摘するとおり，アメリカをはじ

めとする諸外国での議論にも強く影響を受け

る中で，様々なメディアの内容が子どもの攻

撃的な態度や行動をはじめとする心配される

状況に結びついているのではなL功主とする懸

念と批判が大きくなり，日本でも，番組やソ

フトに対する何らかの規制を求める傾向が，

とれまでになく強まったといえる刷、

こうした背景の中で行われた90年代以降の

子どもとメディア研究の動向を紹介するの

が，本章の目的である。様々な考え方がある

と思われるが，乙乙では，次の 2つの観点

で，整理を行う。

・テレビ研究から発展したテレビゲーム，コ

ンビューターの影響研究(実証的研究)

・テレビ初期の影響調査以来の，子どもとメ

ディア研究への関心の高まり

2. テレビ研究から発展したテレビゲーム，

コンビューターの影響研究

1980年代後半から，テレビゲームやコン

ピューターが子どもに及ぼす影響を実証的に

検証しようとする研究が増えている。もとも

とテレビを研究対象としていた研究者たち

が，次の世代の研究者逮の参加も得て，研究

対象としてのメディアをゲームやコンピュー

ターへ移行している例もある。そして，新規

メディアとの比較も含める中で，改めてテレ

ビに注目した影響研究が行われている。ごと

では，異なる 2つの専門分野による研究の例

を取り上げる。
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( 1 )教育社会学的アプローチによる研究

教育社会学の立場で，テレビ初期から長年

にわたってメディア研究にかかわってきた森

は， Iテレビの場合と同様，テレビゲームに

関する研究も，子どもに及ぼす惑影響に焦点

を置くものが多いが，道徳性，社会性，運動

能力，知的能力，創造性など，多様な能力を

総合的かつ潜在的に身につける『遊び』のひ

とつであるテレビゲームの影響は，マイナス

商ばかりではないはずであり，コンピュータ

社会への適応能力を育てるなど潜在的教育機

能を持つもの」との立場にたって，新しい世

代の研究者の参加も得て，広く幼児から大学

生までを対象に，調査や実験を行い，実証的

データを積み重ねてきた。

そして「影響を問題にする以上は，因果関

係を明らかにする方法を用いるとともに，観

察や面接などによる質的研究をさらに行う必

要があるJことや， Iゲームのメカニズムを

明らかにすることによって学習の原理に迫る

ととJ(湯地・森， 1997)が，教育学的な研

究の課題だとして，自らの研究の方向づけも

行っている (52h

また，テレビの場合同様，ゲームにおいて

も「影響」ゃ「効果」を論じる際には，内容

の分析が重要で、あるとの立場から，ゲームソ

フトの内容分析研究も実施している(森・湯

地， 1995)。テレピ番組と番組を元にゲーム

化されたソフトの比較分析を通して，テレビ

番組ではアクションを含まないものでもゲー

ム化により暴力を含むソフトに変化する傾向

があることや，ゲームはプレーヤーの遊び方

によって遭遇する暴力の頻度に差があること

などを明らかにしている。そして，影響を論

じる際は，テレビの場合以上に複雑な要因が
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存在する点を指摘している{刷。

一連の研究を進める中で，幼児期における

ゲーム遊びに着目した湯地 (2002)は， 90年

代に多様な実験を積み重ねて，幼児のゲーム

遊びが，知識面，意識面，行動面のそれぞれ

でプラスの影響を示すことを実証し， I家庭

や幼稚園・保育所においては，大人がゲーム

の悪影響に対する先入観にとらわれることな

く，必要な配慮を行いつつ，ゲーム遊びの潜

在的な教育機能を促進して，子どものメディ

ア・リテラシーの形成を進めるごとが重要」

との考察をまとめている (54)。

( 2 )社会心理学的アプローチによる研究

.ゲーム研究からインターネット研究まで

心理学の坂元 (1993)も，直感的推論に基づ

くテレビゲーム批判が社会的に広まる傾向を懸

念する立場から，実証的研究，とりわけ因果関

係検証の重要性を主張し，テレビゲームやコン

ピューターについて， Iメディア使用」と「心

理学的変数」との関係性に着目した，実証的な

手法による研究を積み重ねてきた闘。

小-中学生を対象に，コンピューターの使

用量(ゲームとしての使用，ワープロとして

の使用，プログラミングとしての使用の形態

別に測定)と，心理学的変数(創造性，達成

動機，社会的発達など)との関係を詳細に分

析した研究は，相関関係の実証という点で重

要な指摘を行うだけでなく，さらに「ゲーム

遊びと社会的認知能力」の関係や， Iワープ

ロやプログラム作成としてのコンビューター

使用と創造性」の関係について，因果関係の

特定を試みる研究へと発展させている点が注

目される。この姿勢は，最近では，インター

ネットの影響分析研究に反映されている制。
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その一方で，森・坂元 (2000)は， I原因

やメカニズムの解明という手法は，心理学が

得意とする分野にもかかわらず，教育社会心

理学の領域においてさえも意外に研究が少な

pJことを課題として指摘している刷

.相変わらず続くテレビ番組の影響分析

1980年代に，テレビの影響研究を経験して

いた坂元は，新規メディアに注目するだけで

なく，メディア全般に関心を広げている。マ

スメディア接触が子どもの認知発達にどのよ

うな影響を及ぼすかについて，因果関係を捉

え得る手法で検討した研究が，日本では今な

お十分でない点にも留意して，テレビや本，

マンガなどの従来型メディアを取り上げた影

響研究も行っている。

例えば，小学生と中学生を対象に， 1992年

と1993年の 2固にわたって実施した研究で

は，テレビ，本，マンガに対する接触量と，

子どもの認知能力(論理性および創造性)を

測定・比較分析した結果から，テレビ視聴

は，子どもの論理性や創造性の発達を抑制す

る傾向を示している点などを分析・報告して

いる(坂元ほか， 1998)。ただし，この研究

に表れたテレビ視聴は，あくまでも「子ども

の日常生活における自然なテレビ視聴のこと

であり，特定の効果的な番組を視聴したり，
いかん

指導の知何によっては，テレビ視聴が認知発

達に好ましい効果があることが考えられる」

と結論をまとめている[刷。

また，同研究グループ(足立・坂元ほか，

1999)では，新聞・雑誌，電話(携帯を含

む) ，テレビ ビデオ，ラジオなどのメディ

ア使用の程度が，情報活用能力(情報処理能

力，情報理解，情報倫理)にどのような影響
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を及ぼすかという観点から，中・高校生対象

のパネル調査(1997.1998年に実施)も行っ

ている(田)。

さらに.2000年から2001年にかけて，テレビ

とテレビゲームに描かれている暴力が子どもの

暴力性を促進するのかどうか，中学生・高校生

を対象に，因果関係を探るためのパネル調査も

行われている(湯川・坂元.2001)。

調査の結果からは. rテレビやテレビゲー

ムに抱かれる暴力的シーンは中・高生の攻撃

性を多少とも促進する乙とJ.ただし「テレ

ビ視聴による向社会的な効果も明らかにされ

ている ζとJrテレビ・テレビゲームとも

に，友だちの態度が影響を与えること」ま

た. rテレビやゲームの暴力シーンを視聴し

てネガティブな感情を抱くと，共感性や暴力

を抑制する規範が高まり，向社会的な行動が

現れやすくなることJなどが明らかにされて

いる刷。この他，小学生を対象とした同種の調

査の分析も進められている。

3. テレビ初期以来の子どもとメディア研究

への関心の高まり

( 1) 90年代以降のメディアの影響と規制化

をめぐる競輪

・テレビ番組の影響をめぐる議論の展開

1990年代，日本での子どもに及ぼすテレビ

の影響の懸念をめぐる議論は，郵政省「多

チャンネル時代における視聴者と放送に関す

る懇談会J(1995.9 . -1996.12.)での議論を

契機に，社会的な広がりを見せた。懇談会の

テーマのひとつとして，青少年保護の観点に

よる放送規制の議論が持ち上がり，ここで

rvチップ」や「番組ランクづけ」など，ア

メリカをはじめとする海外の情報も紹介さ
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れ，規制化に対する関心と懸念が急速に高

まった。

1997年から98年にかけて，少年犯罪が続発

し，青少年問題が社会的課題として大きく取

り上げられた。各省庁の審議会等の答申で

も，テレビを中心とするメディアの好ましく

ない影響が指摘され，自主規制の徹底，第三

者機関の設置.vチップ導入の検討などにつ

いての提言が相次いだ(年表p.l02およひ'注目

参照)。

放送事業の監督官庁の郵政省では.1998年

5月に，放送事業者代表もメンバーに含む

「青少年と放送に関する鯛査研究会」を設置

して，議論を始めた。最終的にVチップ導入

は提言事項に盛り込まれなかったが，次の6

項目についての提言がまとめられた。

①青少年向け放送番組の充実

②メディア・リテラシーの向上

③青少年と放送に関する調査等の推進

④第三者機関の活用

⑤放送時間帯の配慮

⑥番組に関する情報提供の充実

引き続き. 6項目の早期実現に向けて開催

された「青少年と放送に関する専門家会合」

(1999.1.-6 :郵政省.NHK.民放連の三者共

同)では，視聴者と放送事業者を結ぶ回路を

設けて，このテーマについての継続的な議論

を可能にしていくために，放送事業者が共同

で，青少年と放送の問題を扱う委員会を発足

させることが提言された。

こうした経緯により.NHKと民放連は，放

送事業者の自主的機関として.2000年4月に

放送向上協議会内に「放送と青少年に関する

委員会」を設置した。委員会は，視聴者から

寄せられる子どもに対する放送のあり方や番
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組についての意見をもとに，放送局への意見

伝達と委員会での審議を行い，その結果を公

表するほか，子どもたちが視聴する番組の質

的向上に向けた意見交換や調査研究も実施す

ることになった(後述p.87)。

郵政省はさらに「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嗣査研究

会jを設置して(1999.11.-2000.6.) ，メ

ディア・リテラシ一向上のための環境整備に

向けての各種調査と検討が進められた刷、

メディア・リテラシーへの取り組みとして

は， NHKや民間放送でも，番組やビデオ教材

の制作や制作体験を含めたメディア学習の場

の提供という形での対応を進めてきた。郵政

省(現・総務省)自身も，教材開発のための

委託研究を継続している。

.メディア全般をめぐる規制化の勘吉

放送メディアに特化した形での政府による

調査研究会等の設置は，いったんここで終了

したが，ビデオ，ゲーム，インターネット，

活字メディアも含めたメディア全般の影響に

対する懸念は続いており，引き続き，行政機

関による対応が行われている。

2001年10月には， i各種メディアを通じた

青少年にとって有害な情報などに関する問題

について，国，地方公共団体，関係業界団体

および国民が一体となって取り組むため」と

Lミうことで『青少年を取り巻く環境整備に関

する指針』が青少年育成推進会議(議長.内閣

府事務次官，椛成員 警察庁，総務省，法務省 l

文部科学省などの関係省庁の局長クラス)によっ

て取りまとめられた。放送機関も含めた関係

業界団体に対しては，自主規制の実施や青少

年のメディア・リテラシ一向上のための取り
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組みの推進が，要請事項として挙げられてい

る。

また，青少年委員会の設立 (2000.4.)な

ど，放送事業者による対応が展開され始めた

時期に， i青少年有害環境対策基本法案」

(素案作成田 2000年5月)がまとめられたが，

この件をめぐっては， i子どもへのメディア

の影響」を超えた「行政によるメディアへの

介入」とのJ懸念が高まっている。なお，法案

の国会提出の動きは，継続中である。

こうした状況の中で， 90年代以降の調査研

究の特徴を整理してみると，関連省庁の企画

による調査が， 90年代後半に集中して行われ

たことが顕著である。研究実施には，様々な

大学や研究機関の研究者たちが関わりを持つ

こととなった。

また， n章で触れたとおり， NHKや総務庁

(現・内閣府)で，定期的に実施してきた継

続的な調査研究においても， 90年代の議論の

助向を反映させる形で，設問の検討や分析が

行われ，新たな調査研究への展開もみられ

る。

( 2 )暴力描写の影響が中心テーマの郵政省

の一連の閥査

郵政省では， 1998年から2000年にかけて，

青少年と放送に関する一連の調査研究会を開

催し，その研究会内での議論のための必要性

や，提言のひとつとして今後の継続的な調査

研究の必要性を示した立場から，いくつかの

調査研究を企画している。とくに，放送メ

ディア(テレビ)を中11)'こ，テレビゲームを

含めたうえで「暴力描写の影響」を主要な関

心としている点が，特徴といえる。

例えば， 2000年3月には，小学校3・4年
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生と保諮者を対象に「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」が実施されている。調査結果の発

表時 (2000.7 .)には， i暴力的番組のI噂好

度の高い子どもや，ゲーム接触時間の長い子

どもは，そうでない子どもに比べて，暴力の

行使経験が多く，暴力許容度も高Lリという

点が，象徴的に紹介された。

報告書によく目を通してみると，研究者と

して調査を担当した佐渡 (2000)の考察に

は，より慎重な分析に基づいた内容が含まれ

ている。例えば，この調査の視点として「テ

レビを有効に利用する方策の検討Jiテレビ

の望ましい影響や効果的利用法」にも着目し

ている。調査結果から，テレビ視聴と向社会

的要因の問の関連性を示すデータがほとんど

得られなかった点については， iテレビに向

社会的行動を促す機能がないのではなく，む

しろ，現在子どもが見ている番組の内容に，

こうした効果を持つものが少なpJことを指

摘して， i子どもにとって魅力的かつ有益な

情報，影響をもたらす番組作りの必要性」を

強調している{田}。

また，子どもの暴力的傾向には，親の態度

(子どものテレビ視聴に対する制限や一緒に視聴

するなど)との関係がある乙とも重視してお

り，単に，暴力的とされるテレビ番組に責任

を負わせることでは，問題解決にならないこ

とを示唆している。

郵政省(現・総務省)では， 2000年度以降

も，メディアが描く暴力が子どもに及ぼす影

響について明らかにしていく研究プロジェク

トを設けている。
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( 3 )総務庁青少年対策本部による一連の嗣査

1960年代から青少年問題に関連する各種調

査を幅広く実施してきた総務庁青少年対策本

部(旧・総理府，現・内閣府)では，続々登

場するメディアの中には懸念される内容も含

まれているとして， 90年代以降も，様々なメ

ディアや新しいメディア環境を取り上げた影

響研究を，各種実施している。

1992年度からの 2か年にわたる研究では，

ポルノコミック，アダルトビデオ，ホラービ

デオ，ポルノパソコンなどを対象に，中・高

校生の接触実態を調べるとともに，接触の有

無や頻度と非行，性に関わる意識，その他の

社会的適応との関連が分析されている。

一連の研究を統括したのは，長年科学響察

研究所で少年非行に関する研究に取り組んだ

後，大学に転じた犯罪心理学の麦島文夫で

あった。 iポルノコミックおよびアダルトビ

デオ接触群は，全体的にみて，性に関わる規

範に偏りがあること，逸脱的行為の発現が多

いこと，社会的不適応がいくつかの面でみら

れるとと」などが，明らかにされている{刷。

その後也，中・高校生の電話やポケベルの

利用実態と問題性，テレクラやツーショ yト

ダイヤルへの接触実態や意識などを分析する

調査(1995年実施) ，小・中学生のパソコ

ン，インターネット利用実態や今後の利用意

向，ネット上のポルノや暴力等有害情報への

対応に対する親の意識を調べる調査 (1997年

実施)などが行われている{刷。

そして，放送メディアの影響をめぐる議論

が本格化した1998年には， 10月に小・中学生

を対象に，メディア(テレビとテレビゲー

ム)で表現される暴力・残虐表現が子どもに

与える影響を調べる目的で，調査を実施して
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いる。子どものメディア接触状況，子どもの

意識・行動，および保護者の認知状況や意見

を分析して.1999年9月に報告書を発表して

L、る(出)。

なお，この調査は，科学警察研究所少年防

犯部長を委員長とし，大学研究者が加わって

組織された「青少年環境問題調査研究会」が

実施したものである。

2001年11月から2002年1月にかけて，ほぼ

同一研究メンノfーの参加を得て，警察庁生活

安全局内に設けられた「青少年問題調査研究

会」によって，中・高校生を対象とした「青

少年と生活環境等に関する嗣査研究Jが実施

され2002年2月に報告書が発表されている(66)。

この調査では，出会い系サイトや性的表現

を含むホームページ，アダルトビデオ，ホ

ラービデオ，格闘テレビゲームや性的場面を

含むゲーム，グラビア雑誌・ティーン雑誌な

どへの接触状況を詳細に調べて，

-性的メテ'ィアの接触と性意識の関係性

-暴力メディア接触と暴力的感情の関係性

などについて分析している。例えば， “暴

力"については，小学生時代に暴力的なテレ

ビ番組が好きだったかどうかということと現

時点でのむかつき傾向やむしように暴れたく

なる傾向との聞に関係性があることなどを調

査結果として示している。また， “暴力"

“性"の両面を通した分析として. r中・高

校生の場合，性的メディアへの接触は，暴力

メディアと比べて，問題傾向とより強く結

びついているJことを指摘している。
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.情報化社会と青少年胴査

総務庁青少年対策本部では.90年代後半，

集中的に増加した各省庁等でのメディアと青

少年関連の調査とは別の視点での調査も，継

続的に実施してきた。

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.1981. 1991. 1996. 

2001年と 4固にわたって「情報化社会と青少

年間査」を実施している。影響についても，

プラス，マイナス，中立な立場で把握するス

タンスを保つ調査といえる。大学のメディア

研究者として今回企画分析委員長を務めた清

原は，報告書(内閣府.2002)の中で，各調

査実施時期の特徴を以下のように整理して，

調査結果を考察し，青少年だけでなく大人自

身も新しいメディア環境に直面している時代

にあって，広い意味でのメディア・リテラ

シー醸成の必要性を強調している[問。

• 1981年:テレビと7ンガを代表とする7スメ

ディアの影響が相対的に高い時代

• 1991年:利用における時間的制約を解放する

ビデオやテレビゲームなどのパッケージ系メ

ディアの影響力が注目された時代

• 1996年:パソコン，電話の子機やポケベJレ，

携帯 PHS.パーソナルテレビの普及など，

メディア利用のための端末機器の個人所有の

影響が注目された時代

.2001年:パソコン，携帯・ PHS.インター

ネットの与える影響が注目される時代
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青少年対策本部等の調査研究の企画実施にメン

バーが関わることが多い科学警察研究所(響察庁

所管)では，研究所独自の研究でも，マスメディ

アの影響をとりあげるものを実施してきた。メ

ディアに特化した研究は，同研究所の研究全体に

占める比率が高いわけではないが，一定レベルの

問題行動を犯した子どもを調査対象に含めること

が可能な立場にあり，他の機関では困難な比較対

照分析を実施している点は，重要な特徴といえ

る。

1980年代に実施された例には"スコミに捕か

れた逸脱行動に同調しやすい子どもの特性を分析

した研究(内山， 1986) ， 1990年代の例には，子

ど也(一般少年と非行少年)が，マスメディア在

通して入手する暴力団に関連した情報からどのよ

うなイメージ形成を行っているか，同じ内容につ

いてニュースなどの報道情報から得たイメージ

(像)と，ドラマ等フィクションから得たイメー

ジ(像)の問にどのような迎いがあるかを分析し

た研究(内山ほか， 1992)などがある{刷。

f走者の研究からは.r事実報道から形成される暴

力団のイメージは，こわい，自分勝手，残虐など否定

的イメージが多いが，フィクションから形成される

イメージでは，否定的イメージが減少して，人枯Eに

厚い，団結力が強い，男らしいなどの肯定的イメー

ジもみられ，フィクションの世界が現実感を持って

受け止められる傾向もある(とくに非行少年で)J

「暴力団を描いたメディアに多く接する者は，暴力

団に対して肯定的イメージを抱きやすく，Zの傾向

はとくに非行少年の場合に顕著で品る」などの結果

をf号ている。

lテレビ暴力描写の影響研究の視点 l

本項で紹介した各省庁の調査の企画分析メン

バーも務めている佐々木(教育学)が， 1996年の

タイミングで発表したテレビの暴力描写に関する

論考は， 90年代後半の一連の議論で注目されたも

のである回}。

佐々木は，どのようなタイプの暴力番組がどの

ような影響を子どもに与えるのかを明らかにする

ための研究の必要性に着目して，暴力の効果をタ

イプ別にみる番組類型の視点を取り入れたいくつ

かの調査を， 80年代に実施している。

個々の調査は，必ずし也規模の大きいものでは

ないが，それらの結果を体系的に再分析した結果

として，番組のジャンJレによる番組類型よりもさ

らに客観的な基準として，メッセージを受け取る

側の視点からの暴力番組の類型化が必要である点

在指摘して，視聴者が番組から得る満足，充足を

基準とした類型化を行っている(気分転換型，感

情移入中心型，知的満足中心型，笑い中心型，平

均的充足型)。そして，この類型化を，メディア

と暴力の関係をとらえる代表的理論(カタルシス

理論，カルティベーション理論，観察学習理論，

脱感作理論)と対応させる新たな試みを行った。

その後，こうした研究アプローチを発展させ

て，暴力番組への接触行動に着目して，接触行動

が空想志向か現実志向かによって，影響の表れ方

に迎いが生じることを検証する実験を中・高校生

対象に試みた研究(渡辺， 2001)なども行われて

L、る(河)。
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( 4 )文部科学省(文部省)

文部省は. I章で紹介のとおり，テレビ初

期には. 5年間にわたる大規模なプロジェク

トを設けて影響研究を実施した実績がある。

パソコン普及期の80年代末から90年代にかけ

ては，発達心理学，教育工学，保健学など多

くの分野の専門家による研究グループに委託

して，情報化の進展が児童生徒に及ぼす多面

的な影響について(同省として，それまで注

目度が低かった「懸念される影響」の側面を

含めて) • 3か年におよぶ研究を実施してい

る(71)。

そして.90年代後半以降は，次のような形

で調査研究に関与している。

.メディア・リテラシーに注目した 4か年プ

ロジェクト

国立教育研究所(現・国立教育政策研究

所)では.1998年度から4年間のプロジェク

トで「生涯学習におけるメディア・リテラ

シーに関する総合的研究」を実施し.2002年

3月に最終報告書をまとめている{加。調査研

究は，学校教育，社会教育，比較教育の 3研

究グループを設けて，研究所メンバー以外の

研究者も数多く参加して行われている。

子どもとメディアに関連する分野では，

小・中・高校生および保説者，教師を対象に

それぞれアンケート調査を実施して，メディ

ア接触実態や意識を調べるほか，小学校にお

けるメディア・リテラシー教育の実践例につ

いての分析も行っている。

多くの省庁では，メディア規制化の観点に

よる議論が中心であった1998年の時点で，メ

ディアに関する今後の教育のあり方に注目

し. 1メテrイア・ 1)テラシー」をキーワード
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とした研究プロジェクトを設けた点が特徴と

pえる。

+1情報化が子ともに与える影響」の研究

ITの教育利用促進の動きがある一方，自然

体験の不足や人間関係の希薄化，心身への影

響のJ降、念なども存在する状況の中，文部科学

省では.2000年度に，コンビュータ教育開発

センター(文部科学省と経済産業省共管の財団法

人)へ研究委託を行っている。同センターで

は. r情報化が子どもに与える影響」につい

て，教員や保説者がどのような意識を有して

いるのかを調べる目的で，小・中・高校生と

教員，保諮者対象にアンケート調査を行い

学識経験者，行政関係者，教員などの立場か

ら考察している問。

子どもたち自身は，情報機器を友だちとの

コミュニケーションツールとして機能させて

おり，悪影響のあるものとはとらえていない

が，こうした機器の利用頻度が高くなるほ

ど，生活習慣・日常モラル意識などが低下す

る傾向も若干みられるごとや，保諮者は，情

報機器の利用に関して心身への影響への不安

を持ち合わせてはいるが，子どもの問題行動

や日常モラルに直接影響するものとしては捉

えていないことなどが，結果として報告され

ている。

( 5 )東京都生活文化局の閥査

1980年代までは，テレビやテレビゲームを

対象に子どもとメディアのかかわりを明らか

にする調査を実施していた東京都でも.1990 

年代に入ると，新たなメディアに注目した調

査を実施している。

1991年には，当時ホラーもの，アダルト也
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のが話題となっていたビデオソフトに着目し

た小・中・高校生対象の調査.1992年にはパ

ソコンを中心とするマルチメディア時代のメ

ディア環境が小・中・高校生の生活文化に及

ぼす影響を多角的な視点から探究するための

調査を行っている (74)。

90年代後半には，国レベルでのメディアの

影響をめぐる議論と並行して，東京都青少年

問題協議会等での議論でも，懸念される内容

を含むパソコンソフトやテレクラ等の問題，

そして規制化の検討だけでなく，メディア・

リテラシー教育の必要性も話題として登場し

てくる。

メディア社会の課題を直接のテーマとした

第24期の青少年問題協議会 (2000.4 . -2002 

3.)では，議論の基礎データとする趣旨で，

親子対象のメディア利用実態・意識調査，メ

ディア関連団体や学校，青少年へのインタ

ビュー，内外文献調査などから構成される

「青少年を取り巻くメディア環境嗣査」を実

施している問。

2001年9月実施の，小・中・高校生とその

保護者を対象とするアンケート調査では，同

時期に実施された他機関の場合と同様，利用

実態等については，インターネットや携帯電

話などにウエイトを置く内容となっている。

また，広くテレビなども含めた課題としての

「メディア・リテラシ-Jに関する質問も含

まれており，保護者たちの聞では言葉として

の認知度は低いが，その必要性については，

子どもはもちろん，大人自身にとっても重要

なこととして出足えているごとなどが明らかに

された。

この点については，青少年問題協議会の最

終答申「メディア社会の進展と青少年施策の
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あり方についてJ(2002. 3目)にも反映さ

れ，さらにメディア・リテラシー育成の場の

提供へ向けての展開が進められている。

( 6) 35年ぶりに本格閥査実施の民放連

以上のように，政府や都などの機関で調査

が相次いで登場した時期，放送機関やその他

の機関の調査研究は，どのような状況にあっ

たのであろうか。

日本民開放送迎盟では，テレビの具体的な

影響が必ずしも解明されていないままに，規

制I化へ向けての議論が進むことを懸念する立

場から，郵政省開催の調査研究会の初期段階

であった1998年10-12月に，小・中・高校生

と母親を対象とするアンケート調査やグルー

プ・インタビュー調査を行い.1999年3月に

は報告書を発表している(76)。民放速による本

格的な青少年調査としては.1960年代の大規

模な委託調査以来.35年ぶりのものであっ

た。

子どもの生活は大人が想像する以上に多忙

で，イライラ・疲労感を訴える者も多く，子

どもの問題行動には様々な社会要因が影響し

ていること，テレビは子ど也にとっても母親

にとっても話題づくりに活用されている乙

と，子ども自身，見てもいい・悪いをある程

度自分で判断していること，当時関係者の闘

で議論が高まっていたVチップについては，

母親たちの間での認知度は低い乙と，説明を

受けた上での判断でも「不要JI利用しな

Lリとする者が多く，子どもの側に也親によ

る一方的な番組視聴の制限に対しては不信感

を抱く傾向があることなどの結果が得られ

た。

調査の監修・分析を担当した無藤(発達心
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理学)は，まとめとして， 1テレビは現代の

大人および子どもの生活に欠かすことのでき

ないメディアだが，長〈見すぎることは一部

の子どもに生活の乱れをもたらしている可能

性は否定できないことJ1学校や家庭の問題

が一部の子どもに集中的に表れ，その層に対

してメディアが問題をさらに悪化させる働き

をしている可能性がある」ことなどを指摘し

て，今後は，そうした層に対するケアが重要

と述べている。また当時最大の話題となって

いた規制の問題については，母親の回答を分

析した結果として， IVチップのような大人

が子どもに規制を強制するものについてはど

れほど利用されるか疑問である」としてい

る。

( 7 )青少年委員会の4年間継続追跡調査

前述のような経緯で，放送事業者の自主的

組織として誕生した「放送と青少年に関する

委員会J(通称・青少年委員会)では，青少

年へのテレビメディアの影響に関する調査研

究も，重要な取り組みの柱としている。

メディアの影響の検討において，繰り返し

問題となってきたことのひとつは， 1ある時

期の青少年の意識や行動を捉えて，テレビ視

聴との相関関係を分析するにとどまり，因果

関係に対して示唆を得るための追跡調査がな

されていなLリことであった。この点は，前

項までで紹介してきた90年代末の各機関での

調査の状況をみても明らかである。

そこで，青少年委員会が実施する調査は，

小学5年生が中学2年生になるまでの4年間

同一人物を追跡して，テレビを中心とするメ

ディアの影響を，子どもの発達過程・生活空

間の中でとらえるものとして設計した点に，
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重要な意味を持たせている。

これまで， 2001年2月に第 l回調査， 2002 

年2月に第2回調査が実施され，それぞれ報

告書が発表されている問。子どもの置かれて

いる様与な環境の中でテレビの位置づけを捉

え，その機能や影響を検討することが重要と

Lミう立場から，本格的な意味での影響をめぐ

る分析は， 4年間の結果を総合的に見た段階

で明らかになるものといえる。

それでも，例えば第 l回調査の結果から

は， 1テレビ視聴が 1時間以内の子どもにも

隠れた問題があること(親からのプレ y

シャーが強い傾向)J (78)が明らかにされた

り，第 2回調査からは， 15年生から 6年生

への 1年間で，子どもの視聴番組の多様化，

暴力シーンに対するクールな視線，テレビ視

聴行動を子ども自身に任せるようになった保

護者の姿がみえるJ(7'1といった結果を得るな

ど，途中経過の分析にも注目される点が少な

くない。

(8) NHK文研における閥査研究の拡大

.メディア環境の変化により拡大する翻査

1990年代以降のN回くでの子どもとテレビに

関する調査研究の特徴として，第 lに，メ

ディア環境の変化の中で視聴者をきめ細かく

捉える必要性から，定時で行われてきた調査

以外に，いくつか新しい調査が実施された点

があげられる(年表pp，100-104)。調査結果

は，いずれも研究所の月刊誌『放送研究と調

査j (旧・『文研月報j)で公表されてい

る。

1990年には，それまでN日〈では調査対象と

していなかった幼児について，年 l回の視聴

率調査が始まった。 90年代に入り，多様な
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ジャンルの子ども向け番組の開発が活発にな

る中で，幼児の性・年齢別の番組視聴実態の

ほか，幼児のビデオ利用やテレビゲーム利用

に関する基本データなども得るための調査と

して，継続されている。

小学生，中・高校生対象の調査では， Iメ

ディアに関する調査」と「意識調査」が定例

調査としてそれぞれ実施された他に， 2001年

2月には，新しいメディア環境におけるメ

ディアとのかかわりを捉えるため，新規に

「デジタル時代における青少年とメディア閥

査」を実施している(全国10-29歳)。子ど

もたちの情報行動を多面的に捉え，新しい時

代のテレビに対する関心・期待などについて

も調べている刷。

生活時間調査については， 1990， 1995， 

20∞年の定例の調査(全国10歳以上対象)の

他に， 2001年10月には，同じ手法を用いた調

査として flT時代の生活時間調査J(全国10

-69歳)を行っている。インターネット利用

を生活行動面から捉える中で， 10代の子ども

たちの新しいメディア行動についても分析し

ている国)。

その他， 2002年 1月の「家族とテレビ閥

査J(東京30km固に住む夫婦2人以上の1，600世

帯を対象)では， 1979年調査との比較も加え

て，家族のテレビ視聴という観点から子ども
らん

をとらえる分析を行い， I団型軽にテレビは必

要という主婦は多いが，家族そろって見る時

間量は減少していることJI家族困撲的なテ

レビ視聴が多いのは，小学生のいる核家族

で，とくに目隠夕方が顕著なことJI子ども

に対する母親のテレビ視聴のしつけはゆるや

かになっていること」などが明らかにされて

Lミる (82)。
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各調査は，その時々の最新データとしての

意味を持つだけでなく，変化を総合的に分析

して，将来へ向けての展望を考察する際にも

大きな意味を持つものである。無藤・白石

(1999)は，子どもとテレビをめぐる議論が

再燃した時点で， 80年代から90年代にかけて

NHKが実施してきた小・中・高校生(および

保護者)対象の調査(r小学生の生活とテレビ

調査Jrメディアと中学・高校生嗣査jや「国民

生活時間閥査」など)を，発達心理学および文

化生態学の視点から再分析することて¥子ど

もとテレビの関係の総合的な把握を試みてい

る。そして，現代の子どもの親がすでにテレ

ビを肯定的に捉える「テレビ世代」であること

に着目し，従来型のテレビ視聴技能や視聴態

度の育成を超えたメディア・リテラシーの教

育が重要なこと等を指摘している刷。

また，近年，学校を対象とした教育放送の

利用に関する定期的な調査の中でも，メディ

ア・リテラシー教育に関する実態や意識を調

べる質問を加えている (84)。

.海外の「子どもとテレビJI映像描写の影

響」をめぐる動向に関する研究

海外における「子どもとテレビ」をめぐる

動向や調査研究の分析は，日本での調査研究

の参考にする必要もあって， 1950年代から行

われてきたが，その意味合いは，時代と供に

変化し，大きくなってきたといえよう。とく

に80年代以降は，各国とも質の高い子ども向

け番組の制作・放送の確保にあたって，様々

な工夫が必要となり，国を超えた協力関係も

増えてきた。番組の国際的な交流が活発にな

ると，番組内容の影響に対する関心も世界共

通の課題として広がりをみせてきた。
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日本での「子どもとテレビjのあり方を考え

る際にも，海外動向の把握はこれまで以上に

重要となってきた。そこで， 80年代， 90年代

と，海外における子ども番組の実態や，放送

機関・制作機関のポリシーの変化に着目した

研究が増えた(8S)。

さらには，映像描写の影響をめぐる各国で

の議論や規制をめぐる動向，メディア・リテ

ラシー育成の取り組み， I子どもとメディ

ァJIメディアの影響」に関する各国の調査

研究動向に関する研究が，活発になった刷。

90年代半ばからの青少年保殻の観点による

番組規制をめぐる議論においても，これらの

研究を通して，重要な情報と考察の提供を

行っている。

例えば，政府の審議会等での初期の議論で

は，アメリカでの規制化動向に関する情報が

圧倒的なウエイトを占めており，そ乙からV

チップ導入論が急速に高まっていた。しか

し，放送制度や子ども向け・一般向けテレビ

番組の状況，それまで各国で行われてきたテ

レビの影響研究の状況などについて，アメリ

カ以外の動向にも注目した情報分析と考察を

行った。青少年保護の観点による放送番組に

対する取り組みについても，イギリスをはじ

めとする国々でアメリカ型とは異なるアプ

ローチが存在する乙とや，その背景を整理し

て紹介するなど， 80年代以降の一連の研究

は，一定の役割を果たしたといえよう。

また， NHK文研では， 12歳児テレビ番組

研究会」や「テレビがある時代の赤ちゃん研

究会」にも関わってきた経験から，子どもに

とって有益な番組の開発や，メディア環境の

提供を念頭においた諸外国の研究にも常に関

心を寄せている。海外の調査研究の分析にあ
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たっても，暴力描写など懸念される影響だけ

でなく，テレビの好ましい影響に目を向けた

研究に着目して，日本での研究の参考として

きた。

すでに，海外における子どもとメディア研

究の動向をレビューした別稿でも紹介した

が，幼児期のテレビ視聴の影響が高校生の時

点でどのような影響を与えたか， 10年以上

経った同一人物の追跡調査から検証したアン

ダーソン，ヒューストンらによる興味深い研

究がある (87)。幼児期に『セサミ・ストリー

ト』などの教育的番組を視聴していたこと

が，高校での成績(とくに国語，数学，科

学)に肯定的に反映されており，とくに男子

で顕著な傾向があることが明らかになったと

いうものである。

番組の視聴効果を同一人物に対してこれほ

ど長いスパンで検証した例は世界的に見ても

珍しいが，この研究は， N印Eの新しい研究プ

ロジェクトの企画(後述p，92)にも大きな影

響を与えた研究のひとつである。

( 9 )その他の機関や研究者による閥査研

究:メディア・リテラシーへの関心

放送関連以外の民間の機関では，ベネッセ

教育研究所 (1980年設立)が，小・中・高校

生， 90年代にはさらに乳幼児も対象に加え

て，時代の課題を反映させた子どもに関わる

多様なテー?を設定して，調査を実施してき

た点が注目される。

「子どもとメディアの関係Jは，調査の企

画・監修者である 2人の研究者(深谷・深

谷)の関心分野のひとつであることから，マ

ンガ，本(読書) ，テレビ，テレビゲーム，

パソコン，携帯電話など，メディア(環境)
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を直接的なテーマとしてとりあげた調査も少

なくない。とくに小学生対象の調査では，

1981年の「子どもとテレビ調査J以来，メテ'イ

アをとりあげた調査が数多く実施されてい

る。対象別にみたメディア関連の最新調査

は，小学生が1997年2月，中学生が， 2001年

10-12月，高校生が2001年 1-3月に実施さ

れたもので，それぞれ報告書が発行されてい

る。結果の考察として，共通して指摘されて

いるのは，電子メディア社会におけるメディ

ア・リテラシーの育成(教育)である畑]。

その他，大学の研究者たちが，様々な機関

で実施される調査研究のメンバーとして関わ

りを持ってきた点は， m章・3でも触れたとお

りだが，独自の研究として「子どもとメディ

ァ」のテーマに関わっている伊Jも少なくな

い。その一部については，具体的な事例とし

てE章で紹介した。

それ以外にも，例えば東京大学社会情報研

究所(旧・新聞研究所)では，様々な専門分

野の研究者が， I子どもとメディァ」研究に

かかわりを持っている。例えば，橋元は，社

会心理学的アプローチによる情報行動の変化

の分析や，情報環境の変化が若年層の性格形

成に及ぼす影響に関心を置く立場から，子ど

もの情報行動に関する調査を数多く実施して

きた。

また，メディア・リテラシーへの取り組み

や研究に対する関心が高まる中， 2000年4月

に発足したMELLプロジェクト (MediaEx-

pression， Leaming and Literacy Project)は，

メディアに媒介された「表現」と「学びJ， 

メディア・リテラシーについて実践的に研究

することを目的とする，緩やかなネットワー
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ク型研究プロジェクトという特徴を持ってい

る。

このプロジェクトはメディア研究と教育研

究を専門とする研究者(水越・山内)が在籍

する東京大学が拠点となっているが，メディ

ア制作者，教育実践者，ジャーナリスト，

様々な分野の研究者，学生など，多様なパッ

クグラウンドを持つメンパーが参加して，多

様な実践を展開している。

例えば，民放連が，民放各局に対して，地

元の学校を通して，子どもたちのメディア・

リテラシー教育の取り組みをサポートするこ

とを推奨している (2001年発足の「民放連メ

ディア・リテラシー・プロジェクトJ)が，

この取り組みに対して， MELLプロジェクト

のメンバーは，プログラムの企画や研究的側

面も含めて，関わりを持っている刷。新しい

時代のメディア研究の表れともいえよう。

発達心理学の立場から，乳幼児や小学生の

映像理解研究を続けてきた村野井も，その発

展的活動として，地域の放送局の取り組みに

協力しながら，メディア・リテラシー教育の

普及に関わり，さらに教育面での効果を検証

するための実践研究を進めている刷。

また，小学校低学年向けのメディア・リテ

ラシー教育入門教材(ビデオとガイドブッ

ク)の開発に自らかかわった研究者が，その

教材を利用した授業を受けた子どもたちにど

のような効果がみられるかを検証する実験を

行った例もある。 2001年4月にNHK教育テレ

ビで放送が始まった小学校高学年向けのメ

ディア学習番組『体験 1メテPィアのABCjの

利用授業実践を通した研究も存在する。

後者の研究(駒谷， 2002)では，番組視聴

したうえで授業を受けたグループ，番組視聴
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 のみのグループ，授業も番組視聴もないグ

ループに対する事前事後テストの結果を分析

して，この番組がメディア教育の教材として

教師のサポートに寄与している乙とを示して

いる。今後，長期間にわたるメディア・リテ

ラシー教育実施の本格的な効果研究が必要な

ことを指摘している(刷。
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N. 今後の子どもとテレビ研究の課題

1. メディア・リテラシーへの取り組みと今

後の研究

1960年代後半から70年代にかけて， rマス

コミそのものの本質を理解し，それに対する

正しい態度を形成する」ととを目指す教育，

という意味での「マスコミ教育」の必要性

が，コミュニケーション研究者や，児童心理

学者，教育学者たちの聞でクローズアップさ

れていたごとは， 1章の最終節で紹介した。

今日，メディアの状況もコミュニケーショ

ン環境も大きく変化して，今度は， rメテPイ

ア・リテラシー」の育成 向上が注目される

中で， r子どもとメディア」に関わる調査研

究が行われる時代となった。

こ乙でいう「メディア・リテラシー」と

は

“メディアの特性を理解したうえで，自らの目

的に応じて選択し，活用する力であり，メディ

アが提供する内容を批判的，主体的，能動的に

読み解いて，理解・判断・活用したり，メディ

アを介して自らを表現して人々とコミュニケー

ションする総合的な能力"“メディア社会・情報

社会といわれる現代社会で必要とされる，主体

性の確立に必要な，クリテイカルな思考力"

と捉えることができるものである。

1970年当時の「マスコミ教育」の時代と大

きく異なるのは，子ども自身がメディアを用

いた表現者になっていること，プロの制作者

自身にとってもメディア・リテラシーの向上

が重要な状況になっていることなどである。

とうした時代の「子どもとメディア(テレ

ビ)J研究にとってとくに重要なことを整理

してみると，次のような点が指摘できょう。
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まず第 lの点は， m章でも紹介したよう

に，メディア・リテラシー教育に向けて開発

が進められている教材やカリキュラム作成に

関する様々なアイデアが，現実の教育・学習

の場で効果をもたらすかどうか検証する研究

の推進・蓄積が，新たな研究課題として必要

になってくるということである。

そして，時代に適したメディア・リテラ

シーの育成を進めるために必要となるのは，

「メディアの内容Jと「送り出す側」につい

ての調査研究，制作者(メッセージの送り

手)の意図がどのように子どもに受け止めら

れているかの分析，子どものコミュニケー

ション生活全体の詳細な把握といった乙と

を，総合的に捉えてLパ枠組みの確立であろ

つ。

2.長期スパンの子どもとメディア研究の始動

そして，常に人々の関心の的である「メ

ディアの影響」については， r子どもの発達

過程の中でのメディアとの関係を長期にわ

たって克明に追う」という形で，息の長い研

究を可能にすることが重要といえよう。 90年

代後半には，様々な機関や研究者が「影響研

究」をめざして各種調査を行ったが，数か月

の期闘をおいてパ才、ル調査を行う形の研究以

外は， r影響」という点では，ほとんどが因

果関係の解明には到達できず，相関関係の検

出を繰り返すという状況であった。

本当の意味での影響・効果を調べるには長

期間にわたる調査が必要で、ある乙とは，テレ

ビ研究の初期から，繰り返し強調されてきた

が，その実現は容易ではないのが現実だっ

た。その意味で， 2001年1月に，小学校5年
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生を対象に， 4年間の継続調査をスタートさ

せた，青少年委員会による「青少年へのテレ

ビメディアの影響闘査J(m・3(7)， p.133) 

は，注目されるものである。

これに対して，乳幼児期からのメディアと

の関わりに着目したNHKは，子どもの発達に

とって好ましい番組を開発し，保護者や教師

に向けてテレビと子どもの好ましい関わりに

ついてガイダンスを提供するなど，子どもに

とって好ましい放送と情報環境の創造を目指

して， 2001年11月に，様今な分野の研究者と

共同で， r“子どもに良い放送"プロジェク

卜」を発足させている。研究者の専門は，発

達心理学，教育学，社会心理学，小児医学，

大脳生理学，映像工学など多岐にわたってい

る。

このプロジェクトでは，メディアと子ども

の成長の関係を長期にわたって克明に追うた

めのフォローア yプ調査を企画した。海外で

同種の調査を経験している研究者からのアド

バイスを得たり，予備調査実施などの準備段

階を経て， 2003年1月には， 0歳児1，000名を

対象とする長期にわたるフォローアップ調査

の第 l年次を開始した。映像メディアへの接

触状況，生活環境・家庭環境，子どもの発達

(認知能力，行動，社会認識など)，子どもの気

質・性格などについて，年 l回のアンケート

調査を行う他，必要に応じてその他の手法に

よる研究を組み合わせて，映像メディアが子

どもの発達・成長に与える効果・影響を解明

しようというものである。

この種の調査の実現は容易ではないことか

ら，貴重な機会として，多くの視点を取り入

れた，総合的な分析が期待されている。
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3.子どもとメディア研究における研究者の

姿勢について

~繊細さと大胆さのバランス~

最後に，テレビ50年のちょうど半分の期聞

を，内外の多くの研究者や番組制作関係者た

ちとの交流の中で，また様々な手法で「子ど

もとテレビ」研究に関わってきた自らの体験

も振り返りながら，子どもとメディア研究に

関わる姿勢について，若干私見を述べたい。

( 1) i子ども」を捉える視点

すでに多くの研究者も指摘してきたことと

いえるが，調査研究に当たって「子ども」を

どのように捉えるのかの議論は，常に重要と

思われる。 1994年，教育社会学会のメンバー

が中心となって，日本子ども社会学会を設立

したが，その根底にあったのは，森 (1998)

も振り返っているように， i子どもを丸ごと

研究する」ことの必要性であった刷。

必ずしも共同プロジェクトで研究を進める

ことだけが重要なのではない。いろいろな観

点から子どもについて語る研究交流の場，刺

激の場を常に持つことが，マンネリに陥らな

い，新しい発想の研究を行うために，今後ま

すます必要と思われる。

子ども研究の方法論的課題を論じた山村

北津(1992) も，研究者自身が子どもの事

実，実態をどのように捉えることができる

かという点に着目しているが，その中で，

「メディアの発達が子ども研究を難しくし

ている」点に触れていることは極めて重要

である{則。 i太陽族，現代っ子，新人類，オ

タク族にいたるまで，ほとんどの子ども若

者類型はマスメディアによって提供され，そ
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れをめぐる議論もメディアによって展開さ

れ，研究者たちも，それに基づいて調査研究

結果の解釈をしてきた」問題を指摘してい

る。 i研究者自身，メディアを通して議論の

展開の中で役割を演じる一方，自らが仕掛け

た物を自ら研究の対象にするというような二

重の役割を演じてきた」とも表現している。

メディアが作り出した「今どきの子ども」イ

メージに振り回されず，自己の持つ子ども観

やメディアの描く子どもf撃を相対化すること

の重要性を指摘している。

また， 90年代後半に繰り広げられたメディ

アの子どもに及ぼす影響をめぐる論議では，

しばしば「子ども」が置き去られる状況が

あったように思う。原寿雄青少年委員会委員

長(ジャーナリスト)も， i子どもとテレビ

のことを語る人たちは，いったいどういう子

どもづくりを理念として持っているのか，そ

の乙とがどれだけ議論されたか」という問題

を提起して， i次世代市民としての子どもを

描いたうえで，子どもの成育環境，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」との指摘を行っている{叫。

( 2 ) i影響」を捉える視点

何とも安易に「メディアの影響」を持ち出

し，視点の定まらない中で「影響」をイメー

ジしてしまうことの危険性を，とくに研究に

携わる人聞は，自ら戒めると同時に，そうし

た誤った影響論に対しては，毅然と反論する

姿勢も必要といえよう。

教育社会学における「子ども研究」のあり

方を論じた広田(1998) も， i親の養育観を

調べると『親の態度の変化が子どもを変え
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た』という類の説明がなされ，非行少年のメ

ディア接触を調査すれば『氾濫する俗悪メ

ディアが非行につながっている』という説明

が横行している」危険性を指摘している刷

が，とれは，そのまま「子どもとメディア研

究」にも当てはまる。

心理学的アプローチを用いて，様々な影響

の検出を目指す研究では，厳密な研究設定を

すればするほど，結果の説明も慎重な表現と

なり，もって回った言い方のように受け止め

られるごとも少なくない。 I要するに『影

響Jがあるのかないのか，簡潔な答えが欲し

Lリという人々にとっては，何ともイライラ

するととであろう。しかしながら，条件設定

が定まらない中での「影響」の検出や， I影
響」の大きさや意味する内容の説明が不十分

なまま伝えられてLぺ研究結果は，研究とし

ての正確さの問題にとどまらず，それこそ社

会での議論にとって「悪影響」を及ぼすことに

なりかねない。

( 3) I子どもとテレビ研究」の今後のために

こうした意味において，研究に関わる者

は，自ら研究を進め，結果を発表するにあ

たって慎重を期すべきであり，誤解や思いこ

みによる「悪影響論」ゃ「楽観論jが世論を形成

してしまうことがないよう配慮、するごとが重

要である。そして，必要な場では自らの研究

成果を掲げて，毅然とした態度で社会の議論

に参加していくことも重要といえよう。

1950年代から60年代にかけての大規模調査

の結果が出揃った時期に，研究者の反省とし

て「実証的研究を持って識論に参加できるは

ずの研究者が十分その役目を果たさなかっ

た」ことが指摘されていた。子どもとメディ

94 

アに関する研究の成果が，本当の意味で，子

どもたちのために生かされるためには，こう

した先輩研究者たちの経験も，改めて参考に

してLぺ必要が大きい。

テレビをはじめとする様々なメディアを，

子どもたちのために有効に役立てることを目

的とした長期スパンにわたる調査研究が，多

分野の研究者たちの聞で関心を集めている時

期にあって，研究に関わるメンバーは， I子

どもとテレビJ50年の研究内容だけでなく，

当たり前のことのように恩われがちな研究の

基本的な姿勢についても改めて間い宣してみ

ることが求められている。

(こだいら さちこ)
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子どもとテレビ研究・ 50年の軌跡と考察

放送を取り巻く環境・社会の変容と「子どもとテレビ」に関する調査研究の50年

1.この年表は，放送・メディアの助向や，社会一般動向の大きな流れの中で，どのような調査研究が行われ

たか，おおよその傾向を把握するためのものである。

2. r放送・メディアJ欄の「テレビ番組」は，特別記載がない場合はすべて「番組の放送開始Jを意味する。

3. r主な調査研究」棚に記載されている「調査名Jは，実施年月を記したもので，結果報告の時点を示す也

のではない。また 2か月以上にわたって実施されたものについても，開始時点を示すことで統ーした。ま

た、実施時期を示すことが可能な也のを中心に掲載しているため，実態調査や意識調査の記載が多く，時

期の特定が難しい研究については，必ずしも研究名紘としての詳細な記載はなされていな1>，年表の利用

にあたっては，=の点を留意されたい。

*作成にあたっては，各種調査研究報告書・研究文献のほか，次の文献を参照した。

日本放送協会 [20世紀放送史J(2001). [放送五十年史j(1997)， [NHK年鑑J.NHK総合文化研究所・

放送世論調査所 [20年の晶ゆみJ(1966)，日本民間放送迎盟『民間放送五十年史J(2001)，東京ニュー

ス通信社『テレビ50年J(2000)， Wf韓国康弘 上流徹也・田村穣生・野田鹿人・煤孫勇夫『テレビ史ハ

ンドプソク(改訂増補版)J自由国民社(1998)， [青少年白書J.下川耽史編『近代子ども史年表1926.2000J
河出昔房新社 (2002)ほか

1954 

4. マスコ、山相;'ß~i

で，マスコミ倫理懇談会へ(58
年，全国協設会結成)。

4ラジオ東京(現・ TBS)開局
5.映倫， i[Ii"T年映画委員会を設世

(成人向け指定開始)
10テレビ受信契約数10万

凶有向

版物，映画等対策」決定1.-，マス
コミ業界に勧奨

6郵政省， NHK 民政辿などに，
「背少年に有害な放送Jの排除対
策協力を嬰剖

*ミ極の事l'器電気冷蔵庫・電気
叩山 レピ

年
一
閉
山

(S.30) 

1956 

10.NHK 第一次的同調査

由
民間政送干枠組審議会発足

5受信契約数100万

*2国産テレビl映画『円光仮而』

犯罪はマスコミの悪影響によるも
のJとして I マスコミに自瑚勧奨

6. 文部省，祝f~~'J:t教育課内に，テ
レビ影響調査委員会を設置

テレビジョン
査(5年プロジェクト)開始
NHK，テレビ学校放送の利用状
況調査を定例化
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子どもとテレビ研究・ 50年の軌跡と考察

年
放送機関メディアの助主 子どもとメディアをめぐる社会の助主 子どもとテレビに関する

〈女テレピ番組(放送開始年)> (政府関辿の助き，社会一般の肋き) 主な調査研究(実施時)

1959 1.10. NHK東京教育テレビ開局 3. r迎刊少年サンデ Jf迎刊少年マ 7.香川大学調査開始(-1960) 

2.1初の教育専門民放局 日本数 ガジンJM刊 10.NHK.第二次静岡調査

背テレビ(現・テレビ朝日)開局 4皇太子御成婚→ノミレード中継 (rテレピの児童に与える影響調|

3.1.フジテレビジョン開局 査J)
4.放送法大改正-NHKと民放に I 10文部省が初の教育自由『わが国の

番組基地策定 番組審議会設置 教育水叩』発表

を義務付け

安 7.rママちょっと来て』

女10.[おか品さんといっしょj放送開始

安11.[ローハイドI他，西部劇ブーム

1960 3山口政送で，午後8時「子供の時 10. 浅沼委員長~ilJ殺'MI'(17蔵少年) 9.民放辿!テレビの児童に与える

(5.35) 間終わり」のテロップ入れ始める 4 野球中継の途中で臨時放送 影響調査(3か年， ~(京，西日本

7.NHK.テレビ番組から暴力均而 地区での委書@1査)開始

一掃の方針決定で，被数番組の 10.NHK.国民生活時間調査開始

放送中止 (以附5年ごと)

8畳fef契約数500万
9 カラーテレピ本放送開始

* 9. rおか品さんといっしょ jに
「プーフーウーJ登場 *ダ yコち苧ん人気

女1l.f歩年探偵団』

1961 4.NHK夕方の子ども向け11寺山，11}の 5プメリカFCCミノ 委員長「テレ 4.A'Cニ ルセン.1.肌車率調査開始

強化・ m~法のじゅうたんHもの ピは一望の荒野j発言 6.NHK.全国視聴率制査開始

しり問土Jfみん止のうた』他 中央背骨年問題協説会， 2年度

11フジテレビ，全日放送達成 にわたる委託研究「暴力場而をと

もなったテレビ番組の視聴と 11;-
*4.NHK帆の辿統テレビ小説の放 少年の関係」

送開始

1962 3受信契約数1，000万(ilf}及率48.5%) 8. r犯罪白、UJ少年犯罪の哨加を指 5. r児童心理学の進歩』発刊

10.NHK総合テレビ，全日放送述成 摘 9 ビデオリサーチ，視聴率調査問

始

*4.r中学生日記』の前身番組『中学

生次郎Jの放送開始

1963 11.初の日米間テレピ術里中継実験 5郵政大臣，民放辿総会で番組低

成功→ケヰデ什暗殺ニュース 俗化に警告

12.受信契約数1，500万 10郵政省，放送番組懇談会開催，

NHK.民放 4社・放送辿合目民

*1.初の国産迎統テレビアニメ『鉄 放辿が出席

腕アトムJ放送開始 12総理府・マスコミと官fj，'年に閃

女10.r鉄人28号j する懇談会， r不良マスコミの排

IITァーメヲム加まる| 除は業界内部の自主規制に朋侍

すべき」と答中

*10.幼児番組Iロンパールーム』 12総理府， 1m識にi!f少年問題とマ

スコミにl掴する国政モニタ一報

告書を提出

1964 4 日本科学技術振興財団テレピ局 l 郵政省 J!J.送番組懇談会，自主規 5 日本新聞学会，子どもとテレピ

(東京12チャンヰル)開局 mlJ機関の具体案提示→NHK 民 3大調査の研究者笠Jftによるン
政辿の協議→放送番組向上協議会 ンポジウム

安 l大型ホームドラマ『七人の孫l 設置へ 8.総理府T!f少年対策本部，背骨年

*4.1ひょっこりひょうたんIMJ 10. J.jf京オリンピ yク開催 とマスコミとの接触jRi)L;洞古(経

*6.[木島則夫モーニンゲショーj →欧米へ術星中継 年)開始

女 6 大家族ドラマ『ただいま11人J *少年非行第 2次ピーク
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子どもとテレピ研究・ 50年の帆跡と考察

年
放送機関ーメディアの助主 子どもとメディ 7をめぐる社会の助き 子ど也とテレピに関する

<*テレビ番組(放送開始年)> (政府閃辿の助き，社会一般の肋き) 主な調査研究(~'"日キ)

1965 l放送番組向上香員会発足(6視聴 |番組の質的評価研究への関心!

(5.40) 者参加番組に関する改普を各周 番組評価調査，プログラム 7

に要望) ビールの研究など，個別番組の

JO.NHK 第 l回『日本質』教育番組 反応分析・評価を目的とする調

国際コンクール実施 査研究活発に止る

* 2.rチャコちゃんケンちゃん』シ

リース・の放送開始 10.NHK.国民生活時間調査

* 4 J歌って踊って大合戦J

* 8JオバケのQ太郎j

*1O.rジャンタル大帝』

*ll深夜ワイドンョー[llPMJ

1966 8放送番組向上委民会 I 子ども祝 総理府.i!i"少年間設置

聴H寺間帯の番組についての改普 背骨年問題審議会(中央背少年協

を各局に申し入れ(暴力場而のい 議会改組)

きすぎ他)

* 4. r四つの目J *ピ トルズ来日

女 7 特冊番組『ウルトラマン』シ *新々3C カラーテレビ カー・

リーズ開始 クーラー

安12少女アニメ『蹴法使いサ')-J 

1967 4.NHK教育テレピ，全日放送 11郵政省，教育救援帯組の30% 10.NHK.第ニ次1'1，岡剖ff
12.受信契約数2，0∞万突破 編成を義務付け

1968 安 3.f巨人の星』 . r少年ジャンプJfピソグコミック』 3. r放送文献資料総目録J

→スポーツ棋性アニメブームへ 車'1干1I (NHK文研・即1畑共同闘集)刊行

*リカちゃん人形ブーム

1969 6放送番組向上委員会，再発足 7アポロII号月面着陸 7総理府，社会環境の浄化に関す

JO.1点送番組向上委員会，娯楽番組 る世論調査

について自府強化を要剖

*4.[コント55号の誕番組をプ y飛

ぱせj

*1O.f8時だヨ I全員集合』

*10.[サザエさんJ-今日まで続く * 教育ママ"“情報化時代"という

*10.[ムーミンjで，フジテレビ名作 言jj)jの流行

アニメシリ-:;:'の放送開始

1970 l民放辿，欣送基準を改正 3よど号'1>刊
(S.45) II来院過信委員会，低俗帯組問題

ヲ骨 4幼児番組『できるかなj などの帯椛のため.放送に闘す

* 4.r品したのジョー』 る小委員会を設置

『少女コミックJ 創刊

1971 3欣送帯組向上協椛会，民政辿会 5.科学笹察研究所，背少年の他に

長に放送法司自の遵守の要望由 対する態度とマスコミの性的去

10.NHK総合テレビ全番組カラー化 現調査開始

*4J仮而ライダー』シリーズ開始，

→ 変身ブームへ

1972 B民放辿会長， r権力の番組介入阻 2浅間山荘'1>i'1→長時間中継

止のためにも放送越前をil1守す 3 日本PTA全国協議会，不良マス

るよう」民放各社に要甜 コミ排除の要望i!?を関係官庁に

安 I.NHK少年ドラマンリーズ『タイ 提出
ムトラベラー』放送開始 5衆院通信委，放送にI到する小委

*4Jセサミーストリートj定時放送 員会 I 深夜番組低俗化について

の開始 向上委委員長に意見聴取

→民放の|到JlA両け審如中ffiヲ ム|

* 7.[太閤にほえろ 1J 
女12.[マジンガー2J→ロポットアニ *カラーテレビ所有世相50%

メブームへ
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子どもとテレビ研究・ 50年の軌跡と考察

年
放送機関メディアの助主 子どもとメディアをめぐる社会の曲吉 子どもとテレビに附する

く安テレピ番組(放送開始年)> (政府関辿のWbき，社会一般の助吉) 主立調査研究(実施時)
1973 11日本教育テレビ l 東京12チャン 11郵政相，再免許に際して民放首

ネル，総合番組局に移行 脳に番組向上に関する要望mを

手交

*4.f人形刷新}¥犬伝J
* 4.1ドラえもんJ.9円までの放送 *オイ Jレショソク

* 4.fひらけ Iポンキッキ』 *第二次ベビーブームのピーク

*育児雑誌，.'J刊統〈
1974 9郵政相， NHK.民放各局に自主

的な放送時刻の繰り上げ等，省

* l『『宇ア宙ルプスの合女トハIイジj 資源省エネ協力を要剖

* 10 戦艦ヤマ *ユリ・ゲラー 超能力ブーム
1975 1民放迎 liX送基準を大幅改正(テ 10.NHK.国民生活時間調査
(5.50) レピα4の総量規制など)

* 1 .rまんが日本昔ぱなし』

*4.f欽ちゃんのドンとやってみよ

う!J 
* 7.r大草原の小さな家Jlji発放送開 *ベー夕方式家庭用1寸R発売

始 1978.4からレギュラ一政送
1976 *10.rキャンディーキャンディ j *fおよげたいやさくん」大ヒソト 11.東京都 I 第一回東京都背骨年越

本調査(以降 3年に l回)
1977 10.NHK教育テレピ，全番組カラー 4衆院迎信委，電波・欣送にI則す 7テレビドラマの内容分析(岩男)

化 る小委員会設置を決定 研究開始 (-1994まで)
10. FCT子ど也のテレビの会創設 10総理府，第一回非行原因に闘す

日本PTA全国協議会内に，文化 る総合的研究調査
マスコミ特別委員会を設置 11.京京都 I 第一回東京都子ども基

* 6.1岸辺のアルバム』 本嗣査 (以降3年に l回)
*リモコンの登J品 12.NHK.子どもの生活とテレビ制

査(小中学生)
1978 4実験用放送術星「ゆり」打ち七げ 2衆院過信委員会 I テレビと子ど

もの同胞の審説

3 日本PTA全国協議会不良マス

安I.fザ・ベストテン』 コミの法的規制を求める申 L入 197附末以降番組の内容分司
* 4. NHKゴールデンアワーでアニ れmを，総理府，郵政省，民政 研究が活発に

メ開始:r未来世年コナンj 辿等8団体に拠出

*4.[600こちら仙報部』 *インベーダーゲーム全国で流行

* 9.1銀河鉄道999J 判明画で『宇宙戦艦ヤマト』ブーム
1979 7 ウォ クマン発売

12日木PTA全国協議会.f俗悪番組 4 . 2成児テレピ番組研究会発足
追放アピール」採択。親子テレビ 6.日本新聞学会「子供とTVJンンポ

*4.[人形JllJ目プリンプリン物語j 祝l拙迎即Jの~h!n昌 ジウム

*4.[ドラえもん』ー今日まで続く 8.NHK 日本…たち調査
実10.13年B組金八先生』 *国際児蛍年 11. NHK，幼児の生活とテレビ調査

(首都回)
1980 2.主鮒辿日本消費者辿叩など 13団
(5.55) *4.fNHK特集・ンルクロード』欣 体，子どものためのテレピCM辿 6.NHK，幼児の生活とテレビ調査

送開始 絡協議会を結成 (秋田，大阪)

ホ子どもの 5無主義 10.NHK，国民生活時間調査
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子どもとテレビ研究 50年の軌跡と考察

年
放送機関メディ 7の勧告 子ど也とメディアをめぐる社会の助告 子ど也とテレピに関する

く*テレビ番組(放送開始年)> (政府側辿の助主，社会一般の助き) 主な調査研究(実施時)

1981 2民放辿・放送基準審議会，児童 6公正取引委員会，子ども向けテ 11総理府 I 第 図的報化社会と背

向けCMの改普策検討の小委員会 レピCMは，閑辿来界自主性にゆ 1-'年調査

を設置 だねる方針決定

安4.[おか品さんといっしょ』に「ハ 6 背骨年問題審議会答申 rì~l少年間

イ・ポース:J登場 題に関する提言J 1980年代前半，低年Wh幼児向け番

* 5.[オレたちひょうきん放j 組開発のための研究が活発に

安10.[北の固から』

1982 3民放迎放送ui司自智議会， [児童 6.背骨年間四審議会答申fi!j'少年" 8.NHK，中学生・高校生の生活と

向けコマーシャルに閃する留意 行など問題行動への対応」 意識調査

事項」制定

9受信契約数3，∞o万突破 -ゲーム雑誌fllj刊統〈

* 4 .[YOUJ 
*10.[人形劇 二回志』

1983 *4.辿統テレビ小説『おしん』 2文部大臣，衆議院文教委員会 12.TVパイオレンス研究会，初回調

* 4.rわくわく助物ランドj で I 昔、年非行とテレビの閃係 査

*4.1キン肉マン』 で，テレビ番組に制亜な配慮を

* 4. [オールナイト・フジ』 求める

*10.[キャプテン興』 4東京ディズニーランド開場

『サッカーブーム 7.ファミコン発先

1984 5.NHK術星試験放送開始 2首相，衆議院予算委員会で少女 8. NHK，日本のこど也たち調査

雑誌の性拙写が犯罪誘発の恐れ (小・中学生)

品りとして立法措置の可能性示

*夕方6時台に大型ニュース番組登 唆

場

1985 2民放辿会長，各社に放送越惜の -国際i!j'年年 10.NHK，日本の若者調査

(5.60) 厳守と自主規制徹底を要剖 2首相.衆議院予算委員会で週末 10.NHK，国民生活H寺問調査

10在京テレビ周ワイドショーのや 深夜のテレビ評組について. [~; 

らせ発覚 政省にも放送周に対する強い控

度を求める。大臣は放送!J~染者

安 4.[天才・たけしの元気が出るテ の自戒要望を発言

レピ!!J 2郵政省，全民放社長 I 番組帯鵡

*4.[夕焼けニャンニャン』 会委員長宛，深夜番組の表現に 1980年代以降，海外の子ども向け

ついて文部で自蹴!}2百円 番組の実態や放送機関の政策の変

化を分析する研究が活発に

80年代半ば.背骨年非行の増加にメ

ディアの影響を挙げる戸→ テ

レピ/Jt抑厚淑

12郵政省，放送行政局長名通述。

放送番組審級会の活性化製望

キいじめのl出阻化

*スーパーマリオ人気

1986 2東京都i!j-少年問題協議会具申「新 II.NHK， 10代とテレピ調査

しい『子どもーテレビ関係』の碓

立を願って'第四の生活の場と

ilf坐年J

女 2.1l'ラコンポール』 12. i!j'少審[21世紀に向けてのi!j"少年

女 7.[男女7人夏物語j(トレンディー の[曲全育成J(泣見具申〕

ドラマ) 12日本PTA全国協議会 I テレビ番

*9.女性のニューヌ番組キャスター 組調査第 l回発表(ベスト 10・

相次いで登場 ワースト 10)
*ドラゴンクエスト発売. 7ァミ

コン雑誌ブーム

*ホームビデオ所有率50%を超える

*女子中高生のテレクラ利用附加
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子どもとテレビ研究・ 50年の軌跡と考察

年
放送機関メディアの田Jき 子どもとメディアをめぐる社会の助き 子どもとテレビに関する

く*テレビ番組(放送開始年)> (政府関辿の助き，社会一般の助き) 主立調査研究(実施H寺)

1987 7.NHK. lIti星による24時間放送開 12背骨年問問辞椛会fZI世紀に向け テレビが品るHキ代の赤ちゃん研
始 ての背少年のi出全育成の在り方J 究開始(2か年)
日本ビデオ倫理協会. n~f且ソフ 〔意見具申〕 8.NHK.中学生・高校生の生活と
卜倫理規恕」策定 意融調査

*ピ yクリマンンール 11東京都，大都市首少年のニュー

メディアとのかかわりに関する

調査(テレビゲームを中心に)

II.NHK.小学生の生活とテレピ淵

査
1988 10改正放送法施行 2 ドラゴンクエスト発売で子ども 2京大新聞研I テレビの幼児に及
(S.63) *'10.[それいけアンパンマン』 たち殺到問題 ぽす影響の多量パネル調査開始

安10.rとんねるずのみ止さんのおか 4.1世間『となりのトトロ』公日l 11.NHK.メディアと中学高校生
げです』 制:r.r

1989 6.NHK111i星放送本放送開始 l昭和天皇1M御 3回引/川イオレンス研究会第2次調査
(H.l) ピデ倫「残I品ビデオ成人指定判定 4ゲームボーイ発売 8.NHK.小学生の生活と意識調査

u司自J策定 11子どもの権利条約.匝l辿で採択

1990 4.NHK教育アレピの改編.f母と子 子どもを取り巷くメディア卵境大きく宮谷
のテレピタイム」枠で子ども向け

番組拡充…『母と子のテレビ絵 10東西ドイツ統一 6.NHK. 幼児祝恥l率調査開始(耳I
本H英語で品そぼj他 11. ;(ーパーファミコン登場 京)

出版界，有害コミックス問題
* I.rちびまる子ちゃん』 (90'9111') 

1991 
*食 4l『消ひl字と削り争で報で道きるもん』 6l 雲湾f岸111戦・普争賢岳の火砕流毘iJ}

l，}にl!:京与都え， ビデオソフトのw少まI
る影響に関する調査

10.W少帯答申(無気力，引きこもり II日本性教育協会

問問への対応) ガ・コミ yクスに関する調査

1992 9.宇宙飛行士毛利術さんの「宇宙授 1.%京都w少年間阻協議会答申「i!f 8.NHK.中学生・高校生の生活と
業」中継 少年にかかるビデオソフト対策 泣融調査

11民放辿 I 此送番組制査会発足 についてJ 10総務庁.1!t1'年とポルノコミッ

クを中心とする社会環境に匝lす
* 3.r美世女戦士セーラームーン』 4学校週5日制IJII始 る調査
* 4.rクレヨンしんちぞん』 9 ドラゴンクエスト V発売 1l.NHK.メディアと中学・高校生
女7.f進め l電波少年』 調査
安10.rウゴウゴルーガ』 11.%京都，背骨年をとりまくメ

ディアに閃する制:r.r(マルチメ

ディア時代における背少年の生

活文化の変容に閲する調査)
1993 帯組制作の表現手法にl掴する不 6皇太子御成姉 10総務庁.背少年とアダルトビデ
(H.5) 枠>1>続く オ等の映像メディアに関する調

3.NHK'民放欣送倫理委員会発足 *ポケベル流行 査研究
→6放送評組の倫理の向上につ

いて提言

*4J天才てれぴくんj

* 4.f忍たま乱太郎』
安10.rどうぶつ奇旬、天外!J 

1994 * 4.r迎刊こどもニュース』 5子どもの椀利条約批地 6日本子ども社会学会設立
* 4.r家なき子j 6松本サリン事件 8.NHK 小学生の生活と文化調査
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子どもとテレピ研究・ 50年の軌跡と考察

，~ 
放送機関メディアの肋き 子どもとメディアをめぐる社会の助言 子どもとテレビに関する

く女テレビ帯組(放送開始年)> (政府関迎の動き，社会一般の即Jき) 主な調査研究(実施時)

1995 オウム報道l剖辿で I サブリミナ l阪判1淡路大震災 2.ベネッセ，幼児の生活調査

ル問題 3地下鉄サリン'IH'I 5日本PTA全国協議会，子を持つ

3.22 放送開始70周年放送記念日 日郵政省.多チャンネル時代にお 親がテレビに期待すること淵査

日改正放送法施行 ける視聴者と放送に閲する懇談 9総務庁 I コミックアニメ制作ス

11. U[京メトロポリタンテレビ問問 会を設置 タッ 7から見た背骨年1臨調査

10.NHK.国民生活時問調査

10総務庁.;11少年と電話などに附

する調査研究

1996 オウム報道めぐる坂本弁被士ピ 7.中央教育審|の議教会育[の21在m紀り方を殴盟し 6総務庁第3回情報化社会と背
(H.8) デオテープ問題 た我が国 につい 少年に陣lする調査

6.NHK放送文化研究所設立50朋年 て」第一次答申

6.C5デジタル(サービス)放送開始 12. ~チャンネル怒，最終報告
9.NHK民放辿 I 放送倫理基本要綱l

制定 *プリクラ流行 1990年代以降，海外における I 子

電子ネ， Iワーク協議会「句品 ど也に及ぽすテレビの膨軒をめぐ

ネソトワーク迎蛍における倫理 る各組研究や規制をめぐる助向，

領」鍛定 メディア・リテラシーの取り組み

コンビュータエンターテイメント 等にl則する研究が活発に

ソフトウェア協会設立『倫理規定

策定(99年に改訂)

. C51.点送成人番組倫理委員会問立

* 1.[名探偵コナン』

* 4 .f5MAPX5MAPJ 
*10.0-2歳向けれ、ないいないぱ

品っ IJ 
女10.1めち"， 2イケてる， I J 

1997 5.NHK民放辿.BRO(放送と人柿 4 . ili'少年問題帯説会「高度情報迎信 2.ベネッセ，子どもとメディア淵

等縮刷lにI到する委員会機榊)を投 社会に向けた1!;-1-'年育成の基本 査(小学生)

立 的方向J(m:見具申〕 9.総務庁，;lf昔、年の情報通信を活

10改正放送法施行(帯紐帯椛会議事 5神戸児童辿続殺ftl'MI 用したコミュニケーションにl剖
概要公表ほか) 12アニメ映像問題に閃辿して.Jli市 する調査

10.NHK，メディアリテラシー紹介 政省の放送と侃聴l't機能に閃す II.NHK.小学生の生活とテレビ調

干枠組を放送 る検討会，厚生省の光感受性発 査
12アニメ番組『ポケソトモンス イドに関するl臨床研究班が発足 11.総務庁，背少年とパソコンなど

ター』祝聴者にI地康被害 ( ¥、ずれも最終報告掛は， に附する調査

→NHK民放辿，アニメ映像間四 1998.6.) 
に閲する協同検討会設世 -ピープルメーター祝聴率調査lill始

-日本ケープルテレビ巡回「自主制 *たまごっち流行

作帯組・放送番組辿楢J策定

*3 フジテレビ名作アニメ終了

女 4.1ポケットモンスター』

*10.1学校へ行こう!J 
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子どもとテレビ研究・ 50年の帆跡と考察

年
放送機関メディアのWhき 子どもとメディアをめぐる社会の助言 子どもとテレビに関する

〈実テレビ番組(欣送開始年)> (政府関辿の即J主I 社会一般の励き) 主な調査研究(実施Hキ)
1998 3.NHK.繰り返し起こる背少年間 中学生によるナイフ'IQ'I枕く 2.PTA.家庭教育におけるTVメ
(H.lO) 屈に対応して，少年世女プロ 3政府 l!j少年対策推進協議会， ディアの実態についての意識調

ジェクトを発足.少年少女をめ 16関係業界団体に自主規制強化 査
ぐる諸問題の本質に迫る番組の を文mで要高i 6.NHK.子ど色問題についての世
制作，感受性盟かな世代に夢や 3文部省中央教育審議会の中間報 論調査
感助を与え，心監かにする番組 告。有it}，~lj報から子どもを保税 10総務庁，背骨年とテレビ，ゲー
の提供の充実を図る方針 するしくみとして，帯組の事前 ム等に係る暴力性に閲する調査

4.NHK民放辿，アニメ映像におけ 表示やVチ γプの導入を求める 10.民政辿，テレビと児童i!f少年に
る健康被害の再発防止を目的と 提言 関する調査
するガイドライン『アニメーンヨ 3笹察庁，ネ y トワーク上の少年 11. NHK.メディアと中学・高校生
ンなどの映像手法について』発表 に有害なE古墳に閲する調査委員 調査

9.NHK. r品なたの戸に答えます~ 会開催
少年問題とテレビ-J(生放送) 4政府次代を担うw少年について *平成10-13年度，匝l立教育(政
で.Vチ yプやメディアリテラ 考える有識者会議. vチップ山l 策)研究所，生涯学習社会におけ
シーの考え方を取り上げる 1Stなど有望F情報の改普求める提 るメディアリテランーに関する

言を首相に提出 総合的研究プロジェク卜

5郵政省 I 背少年と放送に閲する

調査研究会を聞出 ( -12月ま

で) * 1998年，各学会で「子どもに及ぼ
6.FCT市民のメディアフォーラ すメディアの膨響」をめぐる研究

ム Vチップ単入反対と事業者 発表や議論が活発に行われる
による自主基柏作成，苦情受j;1

機関設置など提言

6文部省 中教審最終答申「幼児期

からの心の故育の在り方につい

てJ. Vチ yプ1申入. PTAなど
との定j目的協議の設定など提言

6ili少年間阻評議会「問題行動への

*4.rインターネットスクール・ 対策を中心とした背少年の育成

たったひとつの地球』 方策についてJ(中日11まとめ)

* 4.rおはスタl 7厚生省中央児童楠祉審議会 I 母
親によるテレピ番組モニター I

結果公表システムの検討を求め
る

9.ジャーナリストら 182人.fv 
チップ制度の性急な瑚人に反対

1.-.放送界の背坐年同胞への秘

極的な対応を求めるアピール」発

表
12背少年と放送に附する調査研究

会最終報告。 i!J少年向け帯組の

充実，メディアリテラシーの向

上，第三者機関の活用など. 6 
項目の提言
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子どもとテレビ研究 50年の軌跡と考察

年
放送機関メディアの励き 子どもとメディ 7をめぐる社会の助き 子どもとテレビに閃する

く女テレピ帯組[放送開始年)> (政府関辿の助き，社会一般の動き) 主な調査研究(実施時)

1999 3民放辿政送基地改正。児童背仏、 l 郵政省・ NHK.民放辿による I T!f 1.日本マスコミュニケ ション守4

(H.ll) 年の視聴時間帯への配慮規定な 少年と放送に関する専門家会合 会紀要. rマスメディアと子ど

ど新設 発足-6月，最終報告由。 も」特集

4 -NHK，メディアリテランー教 3 衆~~院本会識で白「背骨年間閣に 9.総務庁， lU"1'年の暴力問と非行

背についてとり品げた番組の放送 関する特別委員会J(特別委員会) に関する研究調査

4.1映倫 1映画倫理規定を改定で， 3 設置を椛決 10.国立教育研究所，メディア利用

段階のレーティングを 4段階に 5.児童買春児童ポルノ処別法成立 に関する調査

5術星放送協会 I 性表現や暴力表

現など成人向け帯組に閃するガ 6. ，11少年と放送に関する時門家会

イドライン作成 合，最終報告。第三者機闘の設

6即Ijj{辿，①放送時間帯②i!f1-'年 置など提言。

向け番組最低放送時llil置の設定 7背少年間阻審椛会答申rr戦後』を

NHKと民放辿 I 視聴者からの恕 担えて-w少年の自立と大入社

見を受け付ける第三者機関設置 会の責任一J

(2000.4)を決定 11郵政省，放送分野における背少

9.民放各社， 10月改編に合わせ 年とメディア・リテラン に闘す

て，“週3時間以上の1!f坐年向け る調査研究会開催(-2000.6) 

番組"を発表

II民放辿企画メディアリテラシー *携帯電話加入契約数5，000万
教育用テレビ帯組を放送 *;モード登場

12.NHK民放協同企画の子どもとメ *rだんご三兄弟J(99.1-)ブーム

ディアを考えるための番組，第

1回放送(制作担当NHK)

*4.r稲悲!ロンドンハーッj

* 4.rガチンコ』

2000 4.放送と背少年に関する委員会発 3.日木PTA全国協議会，テレビ4祉 2ベネッセ，幼児の生活調査

足(放送向上協議会内) と特定 l番組スポンサーに背少 3郵政省，子どものテレビとテレ

4.NHK，メディア学習向けの学校 年への配慮を要望 ピゲームへの按触状況に関する

放送番組『しらべてまとめて伝え 5.参議院自民党による「背少年有害 アンケート調査

ょう~メディア入門-J(小学校 瑚境対策基本法案」の骨子が明ら 4.MELLプロジェクト発足

中学年)放送開始 かになる 9総務庁，背少年の社会的適応能

4.NHK，小学校高学年に放送の仕 6研究者，ジャーナリスト.弁抱士 力と"行に関する研究調査

'11と役由lを体験する学習の喝を 有志による法案反対のアピール 9.NHK，学校放送利用状況調査，

提供する『放送体験クラブJを全 5-6.17蔵の少年による殺傷事刊が 1950年開始から50年
国で開始 各地で続く 10.NHK，国民生活時間淵査

9民放辿，自民党法案に反対意見 6郵政省， r放送分野における1!f少 10日本PTA全国協融会，家庭教育

表明，撤回求める 年とメディアリテラシーに関す におけるテレビ メディア 社

10背坐年委員会， 15少年へのメ る調査研究会報告型u発表 会環境についての意識嗣査

ディアの影響に閲する淵査の定 日自民党， iU"少年社会環境対策基 11.コンビュータ救育開発セン

l間的実施を決定 本法の次期通常国会提出を決定 ター I 情報化が子どもに与える

11. ili"少年委員会，初の見解発表。 12.1映画『パトル目ロワイアル』につ f，lj響調査(文科省委託)

パラエティー 2番組の問題点を いて，文部大臣が， 1映倫に自主

指摘 I 欣送局に自主的対応を求 規制の徹底を要甜

める 12東京都背骨年同胞協議会答申「メ

12. B Sデジタル放送本放送開始 ディアを中心とした社会環境の

10-12メディア関係団体 I 相次い 変化と青少年の他全育成東京

で自民党法案に対する反対を悲 都i!i"少年の他全な育成にI則する

明 条例の一部改正についてーJ

12民主党， r子ども有苦悩報からの

子どもの保識に関する法律案J公

表

* 4. r未来への教室j 12政府の教育改革国民会議， NPO 

* 4. r真剣10代1.-，<，べりf且J による有害仙報のチェックやス

* 7. rとっとこハム太郎』 ポンサーからの働きかけ止どの

*10. r犬夜叉』 ンステムの必要性を提言
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子どもとテレビ研究・ 50年の帆跡と考察

年
放送機関メディアの助き 子どもとメディアをめぐる社会の動き 子どもとテレビに関する

く女テレピ番組(放送開始年)> (政府関辿の助言，社会一般の助言) 主主調査研究(実施H寺)
2001 4.NHK.メディア学習向けの学校 1.中央省庁再綱 I 新体制で背少年 1.背少年委員会， ì~r'歩年へのテレ

l皮送番組『体験 1メディアの 行政スタート ピメディアの彬轡調査 ( 4年間

ABCJ(小学校高学年)放送開始 1. 21世紀教育新生プラン 継続)開始

4.民政辿，メディア・リテラ l幼児教育振興プログラム lベヰッセ，電子メディアの中の
ンー・プロジェクト開始 2関係府省による背少年育成推進 高校生調査

7 . ì~f少年委員会，フォーラム開悩 会議開111 2.NHK. デジタル社会のi~lpif-限
11. NHK “子ど也に良い放送"プロ 「Tlf少年育成推進要綱」申し合わせ 制査

ジェクト発足 3プレイステーション 2発売 日東京都，背骨年を取り巻くメ
4改正世年法の施行 ディア環境調査

*4デジタル故材『おこめJrにんげ 6文科歯. [子ど也とテレビ」にI則 10ベヰッセ，中学生とメディアの
ん日本史j するNPO等についての調査研究 接触調査

のための協力者会議 11.内IHI府，第4回情報化社会とfi少
日米同時多発テロ 年に閲する調査

10背骨年育成推進会議.[背少年を 11笹察庁.l!r少年と生活環境等に
取り巻く環境の強制nに閲する指 閃する淵査研究

針」申し合わせ

*映画『千と千尋の仲間l-J
2002 3 . ì~f少年委員会 「術般的な'1'1'1 1.衆議院， Ttf少年問問に関する特 l IE少年委員会， 1![';少年へのテレ

*故報道の子ど也への配慮」につ 別委員会を設世 ピメディアの影響調査(第 2年
いての抱言 3東京都背骨年問題協議会答'1][メ 度)

ディア社会の進展とi!j'少年施策 I.NHK.家放とテレビ調査
12. jl;少年委員会 I 消費者金融CMに の品り方」 8.NHK.中学生高校生の生活と窟

関する見解 4完全学校週5日mrj開始 融調査

4小・中学校の新学習指導要領を

実施
4文科省.[新子ど也プラン」を策定

4内問1ft干，背少年の育成に関する

有識者怒談会を開催
2003 2.1.テレビ欣送rm始50周年 I.NHK"子どもに良い放送"プロ
(H.l5) 3.22.放送記念日 ジェクト，初年度制査

12.1地上デジタル放送開始予定 3.NHK.幼児の生活H幸問問責
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はじめに
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の研究と子ども向け番組の変遺の考察， (2) 
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(1) 秋山隆志郎・小平さち子「白子ど也とテレ
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(5)無藤隆「子どもとマス・メディアとの関係:

因果論から生態学的システム論へJpp.21-
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20. 

3.布留武郎・波多野完治・寺内礼次郎・池内ー・

岡田直之「マスコミュニケーション研究にお

ける理論と調査(シンポジウム報告概要)J[新

聞学評論J15 (日本新聞学会紀要)， 1965， 

pp.62-84. 
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pp.3-8. 

6.依田新編『テレビの児童に及ぼす影響J東京

大学出版会， 1964. 

-民放連委託調査部分については，次の文献も

参考となる。

池内一「小・中学生に対する影響(上) (中)

(下)J r新聞研究J1962.8. pp.38-47/1962. 9. 
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(2)小平さち子「テレビ，ビデオ，ゲームとそ
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会，1967，pp.187.269.
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rNHK放送文化研究年報J13， 1968， pp.107. 

149. 
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生活とテレビ:第E部第5報告ー親の統制:そ

の性格と効果Jr文研月報J1971. 3. pp.1.27. 
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25.岩男寄美子「テレビ『ドラ "?Jの内容分析1977

一1994Jrメテ'ィアコミュニケーション』鹿

聴義塾大学メディアコミュニケーション研究

106 

所.1998， pp.1.56 
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