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えてテレビ番組とゲームの利用を見渡した議論
の内容をまとめ，家族におけるメディアのあり方
を考える一助とする。
1.	 テレビ，ゲームを利用した
	 親子・家族コミュニケーションの有効性
2.	 家族視聴・ゲームの家族利用から始まる
	 現代の「家族団らん」
3.	 テレビから始まるメディア展開が
	 家族コミュニケーションに与える作用
4.	 携帯電話などパーソナルメディアの
	 利用の広がりと家族関係のこれから
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 １．テレビ，ゲームを利用した親子・
　　  　家族コミュニケーションの有効性

シンポジウムでは，まず，議論のきっかけとして，乳
幼児期（0 ～ 5歳児）におけるメディアとの関わりにつ
いて報告が行われた。

 はじめに

2011年7月の地上デジタル放送への完全移
行に向けて，地上デジタル放送を視聴できる世
帯の割合はおよそ64％となった 1）。2009年度の
デジタルテレビの出荷台数も前年度の1.6倍に
増加し2），家庭におけるデジタルテレビの普及
が進んでいると考えられる。
NHK放送文化研究所の「春の研究発表」で
は，多様化が進む家庭のメディア環境におい
て，リビングに置かれた大画面のデジタルテレ
ビを媒介とするテレビ番組とテレビゲームに注目
し，家族コミュニケーションとの関係を考えるシ
ンポジウムを実施した（2010年3月15日開催）。
子どもとメディアの関係を0歳時点から継続的
にとらえている“子どもに良い放送”プロジェク
トや，小学生の子どもがいる家族を対象とした
メディア利用調査の結果をふまえ，親子の結び
つきにメディアがどのように関わることができる
のか，テレビ番組の視聴やゲーム利用 3）のしか
たといった利用形態に焦点をあて，研究者やテ
レビ番組・ゲームの制作者，保護者など異なる
立場のパネリストとともに討議を行った。
本稿では，以下の項目にしたがって，乳幼児
期から小学生までの子どもと家族の関係をふま

 家庭内多メディア共存時代のいま

 テレビ番組・ゲームと家族コミュニケーション
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特集  2010年春の研究発表・シンポジウム



25JUNE 2010

“子どもに良い放送”プロジェクト
NHK放送文化研究所が，心理学，医学，教
育学など，さまざまな分野を専門とする外部研
究者4）と共同で進めている“子どもに良い放送”
プロジェクトでは，2003年1月から，同じ子ども
たち1,000人余りを対象に毎年1回調査を行って
いる。2003年から2008年までの6回の調査結
果，すなわち，子どもたちが0歳から5歳までの
調査結果を，乳幼児期を総括する中間報告とし
てまとめた5）。

テレビの接触時間と視聴時間の推移
1週間のメディア接触の時間と内容を記録し
てもらう「メディア視聴日誌」調査の結果から，
テレビの視聴状況の経年変化をみた。
視聴日誌では，テレビ視聴形態を3つに分類し
て記録するように保護者に依頼している。①「専
念視聴」（ほかのことをせず専念して見ていた），
②「ながら視聴」（ほかのことをしながら見てい
た），③「ついているだけ」（画面がついているだ
けだった）の3分類で，①＋②を「テレビ視聴」，
①＋②＋③を「テレビ接触」と定義している。
0 ～ 5歳までの経年変化では，1日のテレビ接
触時間（週平均）は1歳時点がピークで，2歳で大
きく減少し，以降漸減していく（図１）。一方，1日
のテレビ視聴時間は，やはり1歳時点がピークだ
が，2歳以降，1時間30分程度で安定している。
1歳と2歳の間でテレビの接触時間，視聴時間が

ともに大きく減少するのは，子どもが歩けるように
なって活動範囲が広がるためと思われる。

ビデオとゲームの視聴・利用状況
ビデオの接触，視聴は2歳がピークである。
2歳時点では，調査対象の子どもたちの85％が
1週間のうち1回以上接触している。以降，この
接触者率は下降し，5歳時点では69％だった。
接触者平均時間も，2歳時点の50分をピークに，
5歳時点では30分に減少する。
一方，ゲームは4歳以降急速に浸透していく

（図2）。

メディア接触は 3 歳以降，男女に差
テレビ接触は特に3歳以降，見る番組で男女
に差があると同時に，女子の方が男子より長く
視聴しているという傾向がみられる。同じく3歳
以降，ゲーム利用時間は男子の方が女子よりも
長い，という調査結果が出ている。

  報  告

乳幼児期（0 － 5 歳児）の
メディアライフ

西村規子
NHK放送文化研究所

図1　テレビ接触時間の縦断的変化

図 2　ゲーム接触者率と接触者接触時間

0

16分

54分

12分

1時間
51分

16分

24分

1時間
24分

13分

59分

24分

1時間
8分

13分

40分

30分

1時間
6分

11分

32分

27分

1時間
3分

9分

24分

31分

1時間
5分

1時間
20分1時間

2時間

3時間

専念視聴 ながら視聴 ついているだけ 内容不明視聴時間

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
（n=1114） （n=1067） （n=1054） （n=907） （n=894） （n=885）

視
聴
時
間

0

20

40

60

29分

8.5％

21分

8.4％

23分

12.5％

22分

17.8％

28分

29.9％

30分

43.6％

（分） （％）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
（n=1114） （n=1067） （n=1054） （n=907） （n=894） （n=885）

接触者率
接触者接触時間

0

10

20

30

40

50

60

70



26 　JUNE 2010

テレビの接触時間と視聴時間
テレビ接触時間と視聴時間（図1，25ページ）
については，0－1歳時点では接触時間が長いに
もかかわらず，視聴時間では，1歳以降5歳まで
一貫して比較的安定していることに留意しておき
たい。また，子どもが自由に使える可処分時間5
～ 6時間のうち，3分の1近くをテレビ視聴が占め
ていることを大きな現実として受け止める必要が
あろう。
テレビ接触時間について，0歳時の時間量の多
い順に調査対象の子どもたちを4つのグループに
分け，その後の時間量の経年変化を見た（図3）。
接触時間の最も長いグループ（図3のグループ4）
と最も短いグループ（グループ1）で，0歳時に約
5時間の差があったのが5歳時では1時間30分の
差に縮まる。しかし，4つのグループの順番は5

歳時に至るまで変わらないことがわかった。

親のフィルタリング行動
テレビの接触時間や視聴時間の経年変化が子
どもによって異なることには，さまざまな要因が
複雑に絡み合っていると推測される。
保護者への質問紙調査では，発達心理学や小
児科学的な研究成果を生かしつつ，家庭でのメ
ディア利用の実態，保護者のメディアに対する考
え方，子どもの発達の様子など，多岐にわたる分
析を行っている。その中から，子どものテレビ視
聴に対して保護者が果たす2つの機能について考
えたい。すなわち，コントロール（選択）機能（＝
時間制限，番組選択，監督）と共有・評価機能（＝
共同視聴，解説）である。この２つを「親のフィ
ルタリング行動」と呼ぶ。
親のフィルタリング行動は子どもの年齢とともに
変化していく。たとえばコントロール機能は父母と
も子どもの年齢が上がるにつれて次第に高くなっ
ていく（図4）。

親のコントロール機能と子どものテレビ接触時
間の関連をみると，コントロール機能が強いほど，
接触時間は短くなる結果となった。図5は，コント
ロール機能の強い母親群（High群）と弱い母親群
（Low群）に分け，その子どものテレビ接触時間
を示したものである。
親のフィルタリング行動以外で，子どものテレビ
接触時間に影響を与えているのは，両親のテレビ

  分  析

乳幼児期のメディア接触と
親子の関わり
～“子どもに良い放送”プロジェクト共同研究者から

菅原ますみ
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図 4　父親と母親の　　　　　　　　　
　　　　　フィルタリング行動（選択）の変化

0歳 1歳 2歳 3 歳 5歳4歳

0
30

60

90

120

150

父親
母親

355.4

218.5

146.2

59.0

289.1

227.3

174.8

134.4

231.3

179.3

144.8

105.6

209.0

159.8

128.8

104.0

187.3

146.5

95.0

110.3

186.3

138.8

95.7

112.3

10.16

8.30

12.55

10.64

13.65

11.96

13.84

12.37

14.06

12.43

14.90

12.60

02

4

6

8

10

12

14

16

選
択
量

0 歳 1歳 2歳 3 歳 5 歳4歳

父親
母親

10.16

8.30

12.55

10.64

13.65

11.96

13.84

12.37

14.06

12.43

14.9

12.60

0

2

4

6

8

10

12

14

共
有
量

年齢



27JUNE 2010

視聴時間（親がテレビを見る時間が長いほど，子
どものテレビ時間も長くなる），テレビ影響観（親
がテレビの影響に対して肯定的であるほど，子ど
ものテレビ時間は長くなる），子ども部屋のテレビ
の有無（子ども部屋にテレビがある子の方がテレ
ビ時間は長い）などであった。

テレビ視聴中の親子の会話
テレビ接触や視聴が子どもの発達に与える影

響については，1990年代以降，発達心理学や小
児科学の分野で実証研究が盛んに行われてきた。
コンテンツの影響という観点からいくつかの報告
はあるが，子どもの社会性や知識・興味に対する
影響についてはまだこれからというのが現状であ
る。また，テレビ接触時間については，総じて大
きな悪影響は観測されていない。
本プロジェクトでは，1歳，2歳時点で獲得語

彙数の調査を行っている。月齢による差，男女差
（男子より女子の方が語彙数が多い），絵本読み・
外遊びの頻度によるプラスの影響など，すでに得
られている知見が確認された。
ただ，テレビ視聴中の親子の会話はその後の

表出語彙数を伸ばす可能性が示唆された。たと
えば，母親においては，0歳時点のテレビ視聴中
の会話が1歳時点での表出語彙数に，1歳時点

でのテレビ視聴中の会話
が2歳時点の表出語彙数に
プラスの影響を与える結果
となった（図6）。
テレビ視聴中の会話の頻
度と家族の仲の良さ，いわ
ばコミュニケーションの活
性度との関連性についても
分析した。「家族の凝集性」
とは家族のまとまりの良さを
測定するものだが，0歳か
ら1歳にかけて，まとまりの
良い家族ほどテレビ視聴中
の親子の会話が活発であ
る，という結果が得られた
（図7）。メディアはツールと
しての機能が主で，家族関
係の良好さがテレビの見方
に影響を与えている様子が
うかがわれる結果である。
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図 6　テレビ視聴中の母親との会話と語彙獲得との関係図 6）

図 7　テレビ視聴中の会話と家族の凝集性との関係図 7）
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司会　テレビ番組の視聴中に親子が会話を交
わすことでプラスの影響があるという報告でし
たが，そもそもテレビやゲームを使って親子がコ
ミュニケーションを交わすことにはどのような意
味があるのでしょうか。
汐見　親子のやりとりが
増えるためには，まず両
者にトピックが共有され
る必要があります。昔は
家事を手伝うとか，親子
が一緒にやらなくてはい
けない場面が多かったので，「こんなことがあっ
てね」というようにトピックの共有がやりやす
かったのですが，今は一方通行的な言葉にな
りがちです。「今日学校どうだったの？」「別に」
とか。「早くしなさい！」とだけ言っても，そこ
に共有のトピックはありません。どのように工夫
してトピックを共有するか，そこが親子のコミュ
ニケーションの難しいところです。
ところが，テレビを見ていると，「あれ，おもし
ろいね」「次はどうなるのかな」という会話から，
容易にトピックの共有が始まる。ゲームでも同じ
でしょう。そこから，子どもの考えていることと
親の考えていることがかみ合うようになりますし，
それが子どもにはうれしいのです。子どもがそ
の時の親の言葉や反応を印象深く覚えていると
いう形で，予期せぬ教育効果を生む可能性もあ
ります。トピックの共有という点に，親子で会話
をしながら見ることの大事さがあると思います。
米村　子どもたちにテレ
ビを見てほしいと願って制
作しているのが，私たち
子ども番組のプロデュー
サーです。去年新型イン
フルエンザが流行した時，

担当している『週刊こどもニュース』という番組で，
ウイルスはどのように増えるかという実験を放送
しました。すると，「絶対に手を洗わないとダメだ」
「お父さんの手洗いは一番よくない」とか，親子
で一緒に見て盛り上がったという反響がとても大
きかったんです。
インフルエンザのウイルスは，肉眼では見え
ませんが，それを提示できるのがテレビという
メディアの特性です。この番組では，家族一緒
に見ることで，「手をきちんと洗おう」とか，そ
の先の行動を促すきっかけにしてもらえたとこ
ろ，あるいは制作者が伝えたい以上のことを見
ている家族に引き起こせたことが大きかったの
ではないかと思います。
高野　私は，中学生と小
学生の3人の子どもの母
親ですが，子どもたちが
幼かった頃のことを振り
返りつつ，小さい子ども
とメディアとの関係を考え
ると心配な点があります。イラストに描いてみた
のですが，子どもたちがテレビにじっと見入った
り，ゲームに没頭している姿を目にすると，視
力が低下するんじゃないかとか，現実との区別
がつかなくなるんじゃないかとか，不安に思うこ
とがありました。母親としては，ついテレビやゲー

© Youtakano
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ムのネガティブな面に目を向けがちになるので
すが，親が見せ方や与え方を考えていけば，も
う少し違った角度から眺めることができるので
しょうか。
竹田　特にゲームの場
合，保護者のみなさんは，
子どもに及ぼす影響に対
する不安を，ゲームのマ
イナス面として持たれてい
るのではないかと思いま
す。
ただ，そこにはいろいろな要因があります。
ひとつはゲームとの関わり方です。時間を決め
ずにだらだらと長い間遊ぶとか，テレビの画面
から十分な距離をとっていない，外に遊びにも
行かずにゴロゴロ寝転がってゲームばかりして
いるというのは，やはり問題でしょう。家庭で
ゲームを利用する時は，テレビを見る場合と同
じで，親子で一緒にゲームで遊ぶ，または遊ぶ
ゲームを子どもと一緒に選ぶ，すなわち，「ゲー
ムをベビーシッターにしない」，子どもに与えっ
放しにしないということが大事ではないかと思
います。
もうひとつあるのは，ゲームの中の暴力表現
に対する心配ですが，こちらは，我々ゲーム業
界で一種の審査を行い，そのゲームにふさわし
い対象年齢をパッケージに明記したり，購入前
にどのような内容のゲームであるかを開示する
ような努力をしています。これらは，子どもに
とって良いゲームを選んでもらう際の参考にな
ればという考えからです。
汐見　子どもとテレビやゲームとの関わりを考
える時に大切なのは，直接体験をきちんとし
ながら，どのようにテレビやゲームという間接
体験を加えていくかということだと思います。

子どもは，毎日，触覚や味覚，嗅覚といった
五感をとおして，いろいろな直接体験をしてい
ます。幼い頃は，そのような直接体験から五
感にまつわる言葉を獲得していくことが大切で
す。その上で，たとえばテレビを見ることで，
子どもの中でそれが確認されたり，さらには想
像が広がったりする。直接体験と間接体験と
で，相乗効果も期待できるのではないかと思
います。
ただ，直接体験から得られる言葉も，生き
生きしたものにするためには，親子の会話が欠
かせません。だから，直接体験であっても，テ
レビやゲームのような間接体験であっても，親
子で会話を交わすこと，すなわち親子のコミュ
ニケーションが大切であるということは共通し
ているように思います。

 ２. 家族視聴・ゲームの家族利用から始まる
　　　　　　　　　　現代の「家族団らん」

乳幼児期のテレビ番組視聴やゲームの利用におい

て，親子が会話を交わすことの重要性が指摘された

が，その後，テレビ番組やゲームがつなぐ家族コミュ

ニケーションは，子どもの成長に伴ってどのように変化

するのか。

2009年6月に，全国の小学校4年生から中学校3

年生までを対象に行ったテレビ利用実態調査では，

「家族と会話しながら見ることがある」小学生の割合は

77％だった8）。家族と一緒にテレビを見ることは，小

学生にとって一般的な行動と考えられるが，どのような

状況のもとで，家族一緒にテレビ番組を見たりゲーム

が利用されたりしているのか。小学生の子どものいる

家庭を対象に行った訪問調査から，テレビの家族視

聴，あるいはゲームの家族利用をよく行っている3つの

家庭の利用実態が報告された。
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調査の概要
ウェブ調査会社に登録された首都圏在住のモ
ニターのうち，小学校4～ 6年生の子ども9）がい
る約1,000人の母親にスクリーニング調査（ウェブ
調査・2009年11月実施）を行い，家庭訪問によ
る父・母・子のデプスインタビュー調査の協力家
庭，20家庭を抽出した。抽出に際しては，スク
リーニング調査で提示した「テレビの家族視聴頻
度」「ゲームの家族利用頻度」10）に関する質問の
回答を得点化し，得点の高い母親の家庭，すな
わち家族一緒にテレビやゲームを利用することが
多いと考えられる家庭を対象にした。
家庭訪問（2009年11月～ 2010年1月実施）で
は，家庭におけるテレビ視聴・ゲーム利用の実態
について，父・母・子にヒアリングを行った。お互
いの回答内容への影響を避けるために，個別に
話を聞いた。表１は，報告を行った3件の事例の
プロフィールである。

事例	①
母と長男のお気に入りの『宮廷女官チャングム
の誓い』はBS民放で再放送されていて，2回目の
視聴である。長男が母に「次はこうなるんだよね」
と話しながら見ているという。

長男は，NHK衛星アニメ劇場の『クローン・
ウォーズ』（映画『スター・ウォーズ』のアニメ版）
も好きな番組で，録画をして土日の夜に父と一緒
に見ている。父は『スター・ウォーズ』の大ファン
である。長男は，番組を見ながら父からキャラク
ターやストーリーを教えてもらうのが楽しみで，父
も，自分が好きなものに長男が興味を持ってくれ
るのがうれしいという。長男は，母と父のそれぞ
れと，異なる番組を介して結びついているようだ。
テレビゲームのWiiは，1年前に購入した。土
日の昼間は長男が両親を誘い，家族3人でWiiで
遊ぶのが定番になっている。母は，Wiiは親子

で一緒にやっているという実感があるとい
う。父も，家族3人が同じレベルで楽し
め，長男が勝つ時もあるが，そういう時
間の共有のしかたがとても大事だと思って
いる。父も母も，Wiiを通じて，家族一緒
に時間を過ごす選択肢が増えたように受
け止めていた。

事例	②
父がコンピューターのメーカー勤務とい

うこともあり，家族全員が専用のパソコン

  報  告

小学生の子どもがいる家族の
メディアライフ

西村規子
NHK放送文化研究所

事	例	①	 事	例	② 事	例	③
テレビ家族
視聴頻度得点 30 30 30

ゲーム家族
利用頻度得点 23 30 30

親の職業		 父：会社員
母：パート	

父：会社員
母：パート	

父：会社員
母：専業主婦

親の年齢	 父 44　母 38	 父 46　母 41	 父 39　母 36
調査対象の子ども	 小学４年生　男 小学５年生　男 小学６年生　女

その他の子ども	 －	 小３男，小１女，
幼・女 小１女

居住地	 東　京	 千　葉	 埼　玉	

よく見る番組	注） 宮廷女官
チャングムの誓い

最終警告たけしの
本当は怖い家庭の医学	 オトメン	

ゲーム頻度	 ほぼ毎日	 １週間に３～４日 ほぼ毎日

表1　報告を行った3 家庭のプロフィール

注）家族でよく見る番組は，家族訪問調査実施時に放送されていたものである。

母

父

長男
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を持っていた。週に1～ 2日は父が夜7時頃に帰
宅し，その日は，家族一緒にテレビを見ている。
家族全員で見ている『最終警告たけしの本当は怖
い家庭の医学』では，調べたいことが出てきたら，
モバイル・パソコンで検索をするのが父の担当で
ある。
この家庭の特徴は，1年前に購入したWiiが，
母と長男との間に，2人だけの会話の時間を生
み出していることである。4人兄妹の最年長であ
る長男は，弟や妹の世話をよくみるがおとなしい
性格で，自分が我慢して弟に譲ってしまうところ
があった。そこで，ほかの弟妹が寝室に入る夜
9時以降に，母と長男とで，Wiiで一緒に遊ぶ
時間を持つようにしたところ，長男の態度がほぐ
れ始め，学校の話や悩みごとも打ち明けるように
なった。
母は，会話はなくても一緒の時間を過ごすこ
とで安心感が生まれ，長男も，母と一緒にゲー
ムの得点を稼げることが楽しいという。母が，か
つてはテレビゲームに夢中で今も結構上手だとい
う，意外な一面も長男は知ることができ，ふた
りの共同作業をお互いにうれしく思っている様子
だった。

事例	③
小学生の2人姉妹ということもあり，父が帰宅
していない平日の夜は，母と娘の3人で学園ドラ
マやアイドルタレントが出ているドラマを見ること

が多い。半年前に，大画面のデジタルテレビと
Wiiを同時購入したが，それを率先したのは父
だったという。
父は，思春期にさしかかった小6の長女と以前

のように話が弾まなくなり，土日など女3人の会
話にもすんなり入っていけなくなったため，会話の
きっかけになればと購入したという。夕食後各自
の部屋に向かうことが多かった娘たちも，購入後
は，居間に残ってWiiを父と一緒に楽しむように
なった。
小6の長女は，「休みの日に，父がウーンと伸

びをして『最近太ってきたな』と言うことがある
が，『これはWiiを一緒にやらないか』ということ
なんだと。ムチャ振りだなとも思うが，つきあっ
てあげようと
思ってやってい
る」とのこと。
距離を感じる

ようになった娘
との接点を探そ
うとする父と，
その気持ちを察
しつつ父につき
あう娘。両者を
つなぐツールと
してのメディア
の有効性がみて
とれた。

この3件の事例を含め，今回訪問を行った20
軒の家庭では，もともと家族一緒にテレビ番組を
視聴したり，ゲームを利用したりすることが多い
家庭であったため，それらがどのように家族のコ
ミュニケーションに役立っているのか，その一端
を垣間見ることができた。また，利用しているゲー
ムとしてWiiを挙げる家庭が多かったのも印象的
だった。

母

母

父

父

長男

長女

長女次女

次女

次男
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司会　報告からうかがえるのは，家族と一緒に
テレビを見たり，ゲームで遊ぶ時間を，親も子
どもも楽しんでいることですね。
高野　私の家のリビングにも大画面テレビがあ
り，子どもと一緒に，番組にWiiに映画にと利
用しています。このテレビで驚いたのは，ゲー
ムの映像の迫力が違うことです。
報告にあったお母さんのように，私もゲーム
大好き少女でした。当時は高得点をゲットして
いたのですが，しばらくゲームは封印していま
した。でも，子どもから誘われて一緒にやって
みると，「お母さんヘタだなぁ」とか言って，子
どもが喜んだんです。もちろん，子どもの友達
も遊びに来て，子ども同士でもWiiで遊んでい
るのですが，私が「昔は上手だったんだけどね」
とか話しながら親子で遊ぶ時は，それはそれ
で楽しんでいるようです。
汐見 	「家族でテレビを見る」「家族でゲームを
する」ということは，子どもにとってうれしいこ
とだと思います。古いですが，僕の場合は『ロー
ハイド』を親父と一緒にテレビで見ていまし
た。小学校高学年を過ぎると親と距離をとりた
くなってきますが，一緒に見てちょっと話すだ
けでも親と通じる世界があることが感じられて，
子ども心にすごくうれしかった。親から自立した
い気持ちと，親とどこかで結びつきたい気持ち
のはざまの時期にいるということなのかもしれ
ません。
菅原　子どもは，幼い頃から，その愛着の対
象である親が自分と一緒
のものを見てくれる，ま
たは一緒にやってくれる
という共同活動が大好き
ですし，それが子どもの
発達にも重要な役割を果

たしています。
テレビやゲームを上手に取り入れることで，
思春期に近づいた女の子が多少無理をしなが
らもお父さんとコミュニケーションを交わしてい
るという報告がありましたが，それはそれで，
子どもの発達を反映しているように思いますし，
実はそこでつながっていることは子どもにもうれ
しいんですよね。
逆に，親子の会話がない家庭では，どのよ
うな状況にあるのか心配にもなってきますが，
そのような家庭であっても，テレビやゲームが
関係の結び直しのツールになりうることを示し
ているようにも思います。

テレビ番組制作者・ゲーム制作者からの
　　　　　　　　　　　家族へのアプローチ

司会　テレビの番組やゲームが家族のコミュニ
ケーションに利用されているという受容の実態
に対して，制作者はどのようなことを考えて制
作を行っているのですか。
米村　『週刊こどもニュース』（図 8）は，NHK
総合テレビで毎週土曜日の夕方 6 時 10 分から
放送しています 11）。1週間に起こったニュース
や出来事を，VTRや CG，模型などを交えて，
子どもたちにわかりやすく伝える番組です。
16年間続いている番組で，視聴率も10％前
後だったのですが，去年の春から5～ 6％とい
う状態が起きるようになりました。そこで，視
聴対象の小学校高学年のお子さんとそのお母
さんに番組を見てもらって感想を聞いたところ，
お子さんからは「途中で飽きて，ほかのチャン
ネルにしたくなる」「子ども番組なら，もっと子
どもに参加させてほしい」，お母さんからは「子
どもに見せたいが，ずっとは座っていてくれな
い」「一方的に情報が流されている感じがする」
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という声が返ってきたのです。
番組の演出が時代に合わなくなってきたのか
もしれないと反省し，番組が見せっ放しになら
ないように，見ている側が行動を起こしたくな
る仕掛けを加えることにしました。そこで，親
子で話し合うきっかけを作るために取り入れた
のが，クイズです。ニュース番組にクイズを入れ
るのは演出上結構難しいのですが，あえて「番
組から問いかける」ことにしたのです。すると視
聴率は10％前後に上がり，12％という時も出て
きました。
もちろん，番組の中で説明した内容をクイズ
にしているのですが，「子どもとの会話が弾ん
だ」「お父さんも答えがわからず，家族で引き込
まれるように番組を見た」「子どもとの視聴の継
続がスムーズになった」という声が寄せられまし
た。家族で視聴してもらうには，家族の会話の
引き金になる番組にすることがポイントになるよ
うに感じています。
竹田　1983 年に「家族のコンピュータ」という
和製英語としての「ファミリーコンピュータ」，す
なわち「ファミコン」が誕生して 20 年以上もた
ちました。その間にテレビゲームはどんどん複
雑化して，ゲームが好きな人だけが遊ぶものに
なってしまいました。そこで，家族の中にゲーム

を位置づけ，「家族みんなを笑顔にするマシン」
という願いをこめて制作したのがWii（図 9）で
した。
Wiiでは，新しいインターフェースとして，ゲー

ムをしたことのない人でも同じスタートラインから
遊べる「Wiiリモコン」を開発しました。目指し
たのは，ボウリングやテニスなど，大画面テレ
ビの前で実際に体を動かして参加してもらうこ
とです。親の立場からも安心して子どもと遊んで
もらうために，ゲームの対象年齢の上限を設定
できたり，どのゲームで何時間遊んだのかが一
目でわかる機能も加えました。リビングで過ご
す時間の長いお母さん方に嫌われないように，
邪魔なケーブルを減らしたり，消費電力や機械
音を抑えるなど，デザインにも気を配りました。
これまでゲームの世界は「相手と競争する」
ことを中心に置いていましたが，たとえば，「Wii	
Music」は楽器のパートを受け持って家族が合
奏を楽しむことができたり，Wiiの「スーパーマ
リオ」は，同じ画面上で家族が自分の腕前に応
じて楽しみながら共通の目的を達成できます。
私は，夏のキャンプで，家族が協力して，テン
トを立て火を起こしごはんを炊いて一緒にその
おいしさを味わうように，家族みんなで体験す
ることの楽しさを，ゲームで提供したいと思って
います。

図 8　『週刊こどもニュース』（NHK）

図 9　任天堂　Wii

（写真提供　任天堂株式会社）
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テレビ番組・ゲームと
　　　　　　　　家族団らんの移り変わり

司会　テレビ番組もゲームも，制作者は，家
族コミュニケーションのきっかけになることを考
えているようです。ただ，家族視聴自体は，か
つて茶の間にテレビが 1台だった時代にも行わ
れていました。テレビ番組やゲームを利用した，
今の家族コミュニケーションは，家族団らんが
復活したということなのでしょうか。
高野　私の子どもの頃のテレビ事情をイラスト
にしてみました。左上は子ども時代の私です。
茶の間に小さいテレビが 1台しかなく，その前
に父がいつも陣取っていて，父の見る大人向け
の番組を，私はあまり興味を持てないままに見

ていたように思います。
ところが，それから15年ぐらいたつと，家族
1人ずつがテレビを持つようになって，私の部屋
にも小型のテレビが登場しました。ですから，

『世界一受けたい授業』の「フック」とは

日本テレビ	バラエティー局
チーフ・クリエーター
福士　睦	氏

家庭視聴番組に欠かせない要素
番組にちょっとマジメな要素を加えると，親子で一緒に

見ていて気持ちも一緒になることがある。だから，自然に
対する優しさや，たとえば，「マンホールチルドレン」を見
てかわいそうだと思う気持ちなど，どの世代にもある，人
間の根本に関わる要素は大事だ。ただ，そうはいっても
あまりに全面に出しすぎると，一緒に見ていて気恥ずかし
さを与えかねないので，加減をして加えることが必要だ。

親と子の両方に見てもらうための工夫
『世界一受けたい授業』は3コマの授業で構成してい
て，マジメなことを取り上げる時には，1時間目はやわら
かめの内容にして2時間目以降にするとか，3コマの中で
抑揚をつけて子どもに「フック」をかけている。
親には，子どもにはマジメなものを見てほしいという思

いがあるので，そのような題材そのものが親への「フック」
になる。ただ，それをストレートに1時間の番組にしても
視聴率は取れないので，先に子どもをつかみ，親が子ど
もに見てほしいものは後にまわす。
3コマの授業でバランスをとり，親子それぞれにひとコ

マでも興味のあるものがあればいいと考えている。

テレビが取り持つ家族コミュニケーション
最近，リビングで大画面テレビを一緒に見る家族が増

えていると聞く。放送のデジタル化で親子が一緒にテレ
ビの前に戻ってくるのではないかという期待感がある。
ただ，親子で見るといっても，必ずしも言葉は必要で

はない。もちろん「これこうだよね」という会話があると
なおいいが，一緒に見ること自体が大事なのではないか。
テレビを見ているお互いの表情から，気持ちが通じ合え
る空気こそが大切で，一緒に見るだけでも意義があるよ
うな番組を作っていきたい。

『世界一受けたい授業』は，家庭訪問調査を行った家族
でよく視聴されていた番組のひとつである。制作責任者に事
前インタビューを行い，会場で再生した。

© Youtakano

番組制作者インタビュー
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家族はバラバラで食事もバラバラ，家族団らん
という感じはなく，ほとんど全員が各自の部屋
で見たい番組を見ていたということしか覚えて
いません。

親となった今は，子どもと一緒に，リビング
のテレビで番組やゲームを楽しんでいます。私
の子ども時代の親子の関係とはまったく違いま
すが，それは，昔と比べて，大人が見たい番
組と子どもが見たい番組との境界があいまいに
なってきているということなのかもしれません。
アニメを見てもクイズを見てもそのように感じま
すし，だからこそ親子で楽しめるのでしょう。
特に，気難しくなり始めた中学生の娘との関係
は，テレビやゲームのおかげで救われています。
今の私と子どもたちとの間には，そのような一
種の素材を通じて，これまでにない関係や団ら
んが訪れたということかもしれません。
竹田　家族団らんという点で，Wii のネーミン
グにはこんな思いをこめています。Wii の「i」
は「individual」，すなわち「個性」「個人」と
いう意味の「i」です。家族の一員である「個」
としての「i」と「i」が集まった「私たち家族」
を「Wii」として表しました。独立した一人ひと
りがまずあって，家族として一緒にテレビを見
たりゲームで遊んだりしたことが思い出となり，

成長してからも自然とその心地よさを求めて，
もう一度家族として集まってみる，そのきっか
けになることを願っています。さらに，親子だ
けでなく，対話のない，たとえば孫とおじいさ
んとが Wii で遊んで話をするようなライフスタ
イルが，もしかしたら新しい家族団らんなのか
なと思ってもいます。
汐見　先ほどの小学生の家族の報告からうか
がえるのは，家族がバラバラになってしまうこと
に対する警戒や，子どもが大きくなってもそれ
はそれで大人の話ができる親子になりたいとい
う願いです。
今日のテーマである「コミュニケーション

（communication）」とは，英語で「commune」
する，すなわち「人と人とが交わりあう」ことで
す。共同体が解体してしまった時に，もう一度
人と人とが深いところで交わり合う関係を作ろう
ということから生まれた言葉です。これまで家
庭では，いわゆる「個室文化」が進んでしまっ
たところがありますが，親子が一緒に暮らして
いて，お互いに何を考えているのか知らないの
はおかしいのではないか，話題がもっと通じ合
うような関係にしたいという，まさに家族の凝集
性に対する危機感のようなものが，お父さんや
お母さんの配慮になって現れたのだと思います。
菅原  人間が家族の中でつながりたいという気
持ちは普遍的なものですが，親と子どもの生活
時間はバラバラで，日常では親子の接点が枯
渇してしまっているといえます。
大画面テレビとゲームを利用したコミュニケー
ション，そして竹田さんが指摘された協力型の
コンテンツが親の側の気持ちをリードして，もと
もと親と仲よくしたいと思っている子どもにうま
く懸け橋を渡してくれているということではない
でしょうか。

© Youtakano
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 ３．テレビから始まるメディア展開が
　　家族コミュニケーションに与える作用

家族のコミュニケーションにおいて現代のテレビが

果たす役割をみてきたが，デジタルテレビは，放送の

受信や映像のモニターというだけでなく，インターネッ

ト利用の窓口になることも可能である。多機能化が進

むテレビは，さらにどのような可能性をもたらすのか，

テレビ番組制作者，ゲーム制作者の取り組みをふまえ

て議論を行った。

米村　NHKでは，2008 年から「NHKオンデ
マンド」というビデオ・オン・デマンドサービスを
提供しています（図10）。見逃した番組や，懐か
しい番組を，インターネット回線に接続されたパ
ソコンやテレビでいつでも見ていただけるサービ
スです。ここには，「NHK特集」を始め，ドラ
マやドキュメンタリー，紀行，エンタテインメント
番組などの名作とともに，親子一緒にご覧いた
だくのにふさわしい番組も入っています（表２）。
たとえば，今放送中の三谷幸喜さん脚本の
人形劇『新・三銃士』も「NHKオンデマンド」
にありますが，同じくらいおもしろい人形劇とし
て，親の世代が子どもの頃に放送された『ひょっ
こりひょうたん島』『プリンプリン物語』のような

番組を，時代を越えて子どもと一緒に楽しむこ
とができるのです。新旧の人形劇を見比べるこ
ともできるでしょう。
数多く放送されているテレビ番組の中から，
子どもたちに何を見せればいいのか，親にとっ
て判断が難しいところですが，かつて自分が見
た番組，楽しんだ番組を子どもと一緒に見るこ
とで，親子の共感性が高まるのではないかと思
います。もちろん今放送している番組も見てい
ただきたいのですが，このような見方も，親子
の会話を引き出し，共通体験作りに役立つので
はないかと思います。
竹田　Wiiでは，インターネットによる動画配
信サービスとして「Wiiの間」の提供を始めて
います（図 11）。パソコンのようにウェブブラウ
ザやメールにも使えますが，リビングのテレビを
利用するのですから，それとは違うことを目指
しました。
画面は，家庭の茶の間をイメージしていて，

そこには，家族のそれぞれをキャラクター化した
Miiが登場します。家族のみなさんがWiiの中の
「Wiiの間」で集うイメージです。ここには，「コ
ンシェルジュMii」というゲストが訪れてお薦め
の動画番組を紹介し，その番組を見ることがで
きます。ラインナップには，テレビ番組の制作会
社などが制作した，自然番組やドキュメンタリー
などをそろえました。見終わった番組は家族そ

図10　NHKオンデマンド

表 2　NHKオンデマンドの子ども向け番組
ジャンル 番組名 放送期間

人形劇

ひょっこりひょうたん島 1964 ～1969 年
新	八犬伝 1973 ～1975 年
真田十勇士 1975 ～1977 年
プリンプリン物語 1979 ～1982 年

少年ドラマ
シリーズ

タイムトラベラー 1972 年
なぞの転校生 1975 年

幼児向け番組
できるかな 1967～1990 年
おーい！はに丸 1983 ～1989 年

学校放送番組 たんけんぼくのまち 1984 ～1992 年
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れぞれにその評価ができますので，評価の違い
をきっかけに会話が深まることも願っています。
このほかにも，パートナー企業からの生活情
報の受信や，クーポン，宅配サンプルなどの依
頼ができる「いろんな間」，映画やアニメ，音楽
ビデオなどの有料コンテンツを楽しむ「シアター
の間」を用意しています。
「Wiiの間」では，家族のMiiが生活していま
すが，この仮想の世界の「Wiiの間」の家族団
らんが現実の家族団らんに結びついていくこと
を期待しています。

司会　映像コンテンツの提供という点では，
WiiとNHKは競合関係にあるように思うので
すが，米村さん，いかがですか。
米村　テレビ番組のライバルは番組だと思っ
ていましたが，いつのまにか番組のライバルが
Wiiに代わられた，ゲームに代わられたのかも
しれないという印象です。家族コミュニケーショ
ンを引き起こす仕かけとしては，ゲームの方が
やりやすいという特性もあるのかもしれません
ので，ゲーム以上に新しいアプローチをテレビ
番組制作者も考えていかなければならないと，
危機感を覚えました。
司会　「NHKオンデマンド」も「Wiiの間」も，
家庭におけるテレビ利用の幅が広がる印象を受
けたのですが，このような選択肢の広がりは，

家族コミュニケーションにどのように作用するの
でしょうか。
高野　正直，親の立場としては揺れています。
そのような新しいサービスは，私自身がやって
みたいですし，子どもはもっとそう思うに違いな
いと感じるからです。
テレビやゲームがおもしろいあまり子どもが一
方的にのめり込んでしまったら，親が子どもに
対して持っている本来の力は，それらの魅力に
比べてずいぶん弱いものになってしまうような危
機感があります。新しいメディアであればあるほ
ど親自身が理解し，子どもと一緒に楽しむだけ
でなく，責任を持ってどのように導くのかその
先を見据えながら，子どもとメディアの両方に
関わっていかなければいけないように思います。
親は，メディアと子どものコーディネーターにな
らないといけないということかもしれません。
菅原　インターネットは，個人のパソコンや携
帯電話など，パーソナルメディアのイメージも
ありましたが，リビングのテレビにつながれば，
家族の前で情報交換もできますし，オープンな
イメージになると思います。
うちにも男の子がいますが，自分のパソコン
で，オンラインゲームを夢中でやっていました。
そこには子どもが引きつけられる何かがあるの
ですが，親の見えないところで遊んでいると，
どのようにそれをコントロールすればいいのか，
取っかかりがつかめません。
パーソナルのインターネットが，家族の公共の
場のリビングという空間に出てくることで，もう
少し開放したモードで子どもと情報共有ができ
る余地が広がるように思います。ある種フェアな
場所であるリビングで，親と子が同じツールを通
して，情報交換できることは，親として少しは
安心な方向に進むのではないかと思います。

図11　Wii の間

（写真提供　任天堂株式会社）
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 ４．携帯電話などパーソナルメディアの
　　利用の広がりと家族関係のこれから

今回のシンポジウムでは，リビングに置かれたテレビ

と家族コミュニケーションとの関係を取り上げたが，中

学生以降利用が増える携帯電話（ケータイ）や，小学

生の間で利用が多い携帯型ゲームのようなパーソナル

メディアが，テレビを見ながら利用されている状況をふ

まえ 12），シンポジウムの最後に，それらと家族コミュニ

ケーションのあり方について議論を進めた。

竹田　ゲームの利用については私たちも調査
をしているのですが，ゲーム機が世帯あたり何
人のユーザーと共有されているかという調査で
は，DSは 1台あたり2.8人という数字が出ま
した。これは，1台のDSを，家族の中の複
数の人たちが共有して利用しているということ
で，携帯型ゲーム機がパーソナルなものだとい
うイメージが変わってきているのかもしれませ
ん。DSも，子どもだけでなく家族で共有する
という状況があれば，会話を生むことに役立つ
ように思います。
私たちは，DSが家族コミュニケーションの
妨げになることを望んでいるわけではありませ
ん。年齢にもよるとは思いますが，小学生の場
合は，保護者からの透明性を確保するために
も，子ども部屋に無制限にゲームを持ち込まな
いルールを作るとか，家族が集まるリビングに
おける利用のしかたを家族で話し合うとか，一
緒にゲームとのつきあい方を考えるきっかけにし
ていただければと思います。海外でも，「ゲーム
は宿題が終わってからにする」「ゲームは週末だ
けにする」といったルールを，親子で話し合って
決めるということが行われています。ルール作
りから家族コミュニケーションが深まることもあ

ると思いますし，制作者としては，そのような
ゲームとのつきあい方を願っています。
菅原　家族みんなが気持ちよく暮らしていくた
めにはそれなりのルールが必要です。家族で話
し合ってどのように民主的にルールを作ること
ができるか，それをどのように守ることができる
かということが，その家族に試されます。それは，
テレビやケータイ，ゲームについても同じことな
のです。ほかのことでルールづけができる家庭
では，子どもの方から，家族みんながそろって
いる時には失礼だからケータイは閉じたりちょっ
と席を外すといった思いやりも生まれてくるで
しょう。
残念ながらルール作り自体が難しい家庭もあ
るとは思いますが，反対にテレビやゲームなど
メディア利用のルールを作ることが，そのほか
のルール作りの一歩に結びつくと思います。親
の立場からすると，結局は，メディアとのつき
あい方を考えることが，子どものよりよい養育と
いうことを考えるきっかけになるのではないかと
思います。
高野　ケータイは中学生の長女に持たせていま
す。少し前までは，娘がテレビを見ながら携帯
メールをしたり，下の子が DSをやっていると，
「どっちかにしなさい」と怒っていたのですが，
私自身が慣れてきたのか，そのような利用自体
はそれほど問題視することはないように思えて
きたのです。
もちろん，子どもたちとの間で「食事中はテ
レビを見ない」「食事中はケータイ禁止」といっ
たルールも作っていますが，生まれた時から
ケータイもメールの世界も広がっている彼らに
とって，もはやそれらは避けて通れないもので
すし，頭ごなしに親が禁止することもできない
と思うのです。ケータイの場合，メールのやり
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とりが友達と関係を保つために必要になってき
て，友達のメールを受信したらすぐに返事を出
さなければいけないということもあるそうです。
子どもには子どもの事情があるでしょうし，私
にとっては，帰りが遅くなるとか，娘との連絡
ツールとして親子のコミュニケーションに役立っ
ている。むしろそのような利用があることを，
親子で話し合って知ることの方が重要だと思い
ます。
このイラストのように，これからは，テレビ
を一緒に見たり，ゲームで一緒に遊んだりする
ことと同じように，ケータイも，DSも，パソコ
ンも，それがパーソナルメディアと呼ばれるも
のであっても，家族のコミュニケーションに役
立てていく，あるいはその中に取り込んでいく
ということが必要になるのではないでしょうか。

汐見　BPO（放送倫理・番組向上機構）で，
生まれた時からインターネットが当たり前とい
う，デジタルネイティブ世代の調査をしたので
すが，ケータイを使いながらテレビを見ている
層がとても多かった 13）。友達と，「今やってるお
もしろい番組見てるか」「絶対に今の見ろよ」と
か，次の日の情報を共有するためにメールを送
り合っているのです。また，子どもは成長する
と自分の空間を持ちたくなりますが，彼らの多

くは，自分の部屋のパソコンやケータイで見る
よりも，リビングのテレビを見ていました。大画
面テレビが普及していることもありますが，これ
は，小さな画面よりもよく見えるもので見たいと
いう，ある種普遍的なことの表れのように思い
ます。
もちろん，パーソナルメディアの利用で家族
の離散性は強まるかもしれません。だからと
いって家族のコミュニケーションを阻害するこ
とには直接はつながらないと思います。リビン
グのテレビを家族でワイワイ言いながら見るこ
とのおもしろさは，見たいものを自分の部屋で
見ることのおもしろさとは別物で，ほかには代
えられないことが逆に意識化されるように思う
からです。視聴の使い分けが起きるのかもしれ
ませんが，むしろ視聴形態が多様化すること
が，家族を凝集させる可能性も十分あると思い
ます。
米村　以前はリビングのメディアといえばテレ
ビだけだったのですが，今やそこへいろいろな
メディアが入ってくるのはしかたがないと思い
つつも，テレビ番組の制作者に問われるのは，
ではそこでテレビに何ができるのかということ
だと思います。圧倒的に迫力のある映像や，即
時性など，テレビというメディアの特徴が最も
生かされたものを見ていただくことで，リビング
にいるみなさんを引きつけていくしかないよう
に思います。
もちろん，目指しているのは，家族で見て楽
しい番組，ためになる番組です。ただ，家族
の形態もいろいろありますし，何を見たいか，
何を見るのかという姿勢も家庭ごとに異なって
いるでしょう。これからは，そのような多様性
に合わせた番組を，どのように開発し提供でき
るかが課題になってくると思います。

© Youtakano
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汐見　子どもが成長してくると，毎日一緒にテ
レビを見る，あるいはゲームで遊ぶということも
難しくなります。それでも「週に1回は必ずそう
しよう」とか，「この番組は絶対見ておいた方が
いいから一緒に見よう」とか，そのイニシアティ
ブは親がとるものです。親の役割は大きいとい
うことだと思います。
ただ，そのようにしてその家のいわば文化と
いうものを上手に作っていくことは十分可能で，
テレビにしろゲームにしろ新しいツールがそれ
を保障してくれるように思います。メディアには
家族に向けたそのような支援を期待したいと思
います。

 おわりに

今回のシンポジウムでは，乳幼児期から小
学生の時期において，家族という結びつきの
中で親と子どもがコミュニケーションを交わす
ことの大切さとともに，テレビ番組やゲームが
そこに十分寄与できる力があることがみえてき
た。リビングに置かれた大画面のテレビは，
個室でバラバラになった家族をひとつの場に集
めるきっかけとなり，番組視聴やゲーム利用を
通じて親子を結びつける，アンカーのような位
置づけを果たしているように映る。家族コミュ
ニケーションをはぐくみ，その家族のベースと
なるような関係性を築く上で，有効なツールに
なっているといえる。
今後は，家庭の多メディア化が進み，携帯
電話のようなパーソナルメディアを含め，親の
世代が子どもだった頃には触れたことのない機
器と遭遇することも予想される。議論の中で，
子どもとのコミュニケーションにおける親の役割
の重要性が指摘されたが，そのような新しいメ

ディアに対するリテラシーも，まずは親自身に
求められる。家庭とは，親と子がさまざまな経
験を共有する場であるが，親とのふれあいの中
から，子どもが抵抗なくメディアとのつきあい方
を身につけていく場としての意味合いも大きくな
ると思われる。
ただ，そのような面を，家庭，あるいは親に
求めるだけでは十分ではないだろう。むしろ，
家庭にそれらを提供するメディア側のスタンス
こそ問われることになるのではないか。もちろ
ん，新しいメディアサービスがこれまでにないア
プローチを家族コミュニケーションにもたらす可
能性はあるが，単にそのようなツールの提供だ
けにとどまるのでなく，もう一歩進んで，親とと
もに，子どもの成長を支える責任の一端を担う
自覚が求められよう。メディアの研究者として，
私自身もしっかりと受け止めたい。
そのためにも，どのようなソフトやコンテンツ
がふさわしいのかという，内容に関する視点を
持つことが不可欠である。今回のシンポジウム
では，議論の焦点を絞るために，家族のテレ
ビ視聴やゲーム利用をその形態からとらえた。
さらに，器としてのテレビやゲームに何を盛りつ
ければ，親子のコミュニケーションや子どもの
成長にプラスになるのか，コンテンツに目を向
けた研究も急がれる。乳幼児期の調査を終えた
“子どもに良い放送”プロジェクトは，この後，
小学校修了時まで継続する予定である。今回
の議論を入口に，同プロジェクトや，そのほか
の量的・質的調査をとおして，多角的に，子ど
もとメディア，あるいは家族とメディアとの関係
をみつめていきたい。

　（わたなべ せいじ）
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注：
1）NHK放送文化研究所が，2010 年 1 月に実施し
た世論調査（「日本人とメディア」調査）に基
づく

2）JEITA（電子情報技術産業協会）によると，
2009 年度 1 年間のデジタルテレビの出荷台数
は，およそ 1,589 万台である。JEITAの統計は
下記を参照。http://www.jeita.or.jp/japanese/

3）本稿では，テレビ受信機を利用するテレビゲー
ム（Wii，プレイステーション 3など），および
携帯型のテレビゲーム（ニンテンドーDS，プ
レイステーションポータブルなど）を総称して
「ゲーム」と表すことにする

4）現在の共同研究者は，以下の各氏。小林登（共
同研究者委員長，国立小児病院名誉院長），小
西行郎（同志社大学赤ちゃん学研究センター
長），子安増生（京都大学教授），榊原洋一（お
茶の水女子大学教授），坂元章（お茶の水女子
大学教授），菅原ますみ（お茶の水女子大学教
授），箕浦康子（お茶の水女子大学名誉教授），
一色伸夫（甲南女子大学教授），飽戸弘（共同
研究者特別顧問，東洋英和女学院大学学長）。
また，共同研究者を補佐する協力研究者とし
て，郷式徹（静岡大学准教授），向田久美子（駒
沢女子短期大学准教授），酒井厚（山梨大学准
教授），近江玲（お茶の水女子大学アカデミッ
クアシスタント），田島祥（関東学園大学講
師），松本聡子（お茶の水女子大学リサーチフェ
ロー），室橋弘人（お茶の水女子大学アソシエ
イトフェロー）の各氏

5）「“子どもに良い放送”プロジェクト中間総括
報告 0‐5 歳」は，NHK 放送文化研究所の
ホームページを参照。http://www.nhk.or.jp/
bunken/research/bangumi/kodomo/pdf/
kodomopro_100311.pdf

6）モデル適合度指数は，CFI=.986，RMSEA=.076，
である。なお，父親においては，0歳時点のテ
レビ視聴中の子どもとの会話が 1歳時点での表
出語彙数にプラスの影響を与える，という結果
だった

7）モデル適合度指数は，CFI=1,00，RMSEA=.000
である

8）調査結果の詳細は，白石信子・中野佐知子「変
わらず高いテレビの役割～ 2009 年 6 月『小・
中学生のテレビ・メディア利用実態調査』から
～」NHK放送文化研究所編『放送研究と調査』

2010 年 3 月号，pp.66-83 を参照
9）家庭訪問調査では，子ども自身からのヒアリン
グを行うため，子どもの学年と理解力とを考慮
して，高学年の 4～ 6年生に対象を限定した

10）「テレビの家族視聴頻度」は，「お子さんと一緒
にテレビをよく見る」「テレビの内容について
お子さんとよく話す」「お子さんに番組を　薦
めたり，一緒に見ようと誘うことがある」「お
子さんから番組を薦められたり，一緒に見よう
と誘われることがある」「お子さんと一緒に見
ることが決まっている番組がある」「お子さん
と一緒に見ることは楽しい」の 6項目について，
「あてはまる」「ややあてはまる」「どちらでも
ない」「ややあてはまらない」「あてはまらない」
の 5件法で答えてもらい，「あてはまる」～「あ
てはまらない」をそれぞれ 5～ 1点として計算
し，その6項目の合計点（30点満点）で比較した。
「ゲームの家族利用頻度」は，「お子さんと一緒
にゲームをよくする」「ゲームの内容について
お子さんとよく話す」「お子さんに一緒にやろ
うと誘うことがある」「お子さんから一緒にや
ろうと誘われることがある」「お子さんと一緒
にやることが決まっているソフトがある」「お
子さんと一緒にゲームをすることは楽しい」の
6項目について，テレビの場合と同様に，5件
法で答えてもらって得点化し（30 点満点），比
較を行った

11）2010 年 4 月より，放送時間が，毎週日曜日午前
8時 5 分～ 35 分（関西地区は午前 8時 30 分～
9時）に変更になった

12）中学生・高校生の携帯電話の利用については，
二瓶亙・白石信子・照井大輔「テレビとケータ
イ，使い分ける中高生～ 2007 年 12 月『中高生
のテレビ・メディア利用実態調査』および『グ
ループインタビュー』から～」NHK放送文化
研究所編『放送研究と調査』2008 年 5 月号，
pp.62-81 を，小学生の携帯型ゲームの利用につ
いては，白石信子・中野佐知子	2010	前掲参照

13）調査結果の詳細は，BPO のホームページから
「“デジタルネイティブ”はテレビをどう見てい
るか？～番組視聴実態 300 人調査～」を参照。
http://www.bpo.gr.jp/youth/research/


