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乳幼児とインターネット動画
～保護者に委ねられる「ルール作り」～

メディア研究部  宮下牧恵

自分の子どもが2歳を迎える頃，筆者は家
のテレビをインターネットに接続した。事の発
端は，スマートフォンを利用して子どもに動画を
視聴させることや，知育アプリを利用させるこ
とに，筆者の周囲の親世代が非常に抵抗を示
したことだった。

「スマホ育児」への賛否と現実

2017年から2018年にかけて，NHKでは「ス
マホ育児」について取り上げた番組を相次いで
放送した。「どう考えますか？“スマホ育児”」

（『NHKニュース　おはよう日本』総合2017年
1月25日放送）では，親が乳幼児にスマート
フォンを使用させることへの賛否を聞いたうえ
で，電車の中で子どもが泣き止まないときに周
囲に迷惑をかけないようにするためや，何をし
ても泣き止まない子どもにイライラした気持ち
をぶつけないようにするために，育児の中でス
マートフォンを使用する母親の姿も伝えた。さ
らに，スマートフォンを短時間利用させたくら
いでは発達のゆがみは生じないという発達心
理学の専門家のインタビューや，利用する際は，
画面から50センチ離れ，その状態でもよく見
える画面で利用すること，連続使用は50 分以
内にすることなどの，日本眼科医会に聞いた注
意点についても紹介した。また，「大丈夫 !? ス
マホ育児」（『すくすく子育て』Eテレ2018年1
月13日放送）では，実際にスマートフォンを育
児の中で利用している親が，どのように利用し

ているか，どのようにスマートフォンと子どもが
関わっていくのがいいのか，専門家と一緒に考
えるという内容が放送された。

2015年の国勢調査によると，6歳未満の
子どもがいる世帯は461万7,000世帯で，うち
86.2％が核家族である1）。多くが両親だけで育
児を行っている今，平日の育児を母親が一人で
担うことが多く，夕食作りから寝かしつけまで
の時間は忙しく，負担が大きい時間帯となる。
こうした時間帯に，子どもが好むテレビ番組や
DVDに加えて，スマートフォンやタブレット端
末でインターネット動画を視聴させることで，な
んとかやりくりするようになってきていると考え
られる。2018年にNHK放送文化研究所（以
下，文研）が行った「幼児視聴率調査」の結果
では，2～6歳の未就学児の50%がインターネッ
ト動画を見ており，「ほとんど，まったく見ない」
が前々年度から減少した一方で，1時間を超え
る長時間利用者が増加したこと，また，幼児
が映像を見る画面として，スマートフォンやタブ
レット端末が3割前後利用されていることも報
告されている2）。

しかし，筆者はスマートフォンを利用して子
どもに動画視聴をさせることはほとんど行わな
かった。「日本小児科医会がスマホ育児につい
ての警鐘を鳴らしているはずだ」「インターネッ
ト依存症になったら取り返しがつかない」とい
う声が，主に筆者よりも年配の周囲の人々から
強かったからである。

保護者が得にくい「ルール作り」の判断材料

日本小児科医会は2004年に「「子どもとメ
ディア」の問題に対する提言」を出している。2
歳までのテレビ・ビデオ視聴は控えることや，
すべてのメディアへ接触する総時間を制限し，
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1日2時間までを目安にすること，保護者と子ど
もでメディアを上手に利用するルールを作ること
などを提言している。さらに2013年には「スマ
ホに子守りをさせないで！」というポスターを作
成し，啓発を行っている。

現在のところ，保護者が家庭でのルール作
りや管理を行うことが強調される状況でありな
がら，判断材料となる知見にアクセスすること
が難しい。保護者は，子育て情報を交換する
アプリやサイト上で，乳幼児のメディア利用が，
発達にどのような影響を及ぼすのかを情報収
集しており，関連した質問が散見される。しか
し，インターネット上には育児に関する真偽の
わからない情報があふれており，信頼性のある
情報にたどり着くことは至難の業である。その
ため，各家庭で保護者が不安を抱えながらそ
れぞれの判断でルール作りを行っている状態で
あることが推察される。

文研が行っている，“子どもに良い放送”プ
ロジェクトの中間報告（2010年）においても，
乳幼児の家庭には，親が時間制限や番組選
択，監督を行うなどのコントロールや，共同視
聴や解説を行うというような，親のフィルタリン
グ行動が多様に存在している可能性が指摘さ
れている 3）が，当時に比べ，乳幼児が視聴す
るコンテンツがインターネット動画へと拡大し
ている今，親のフィルタリング行動はさらに複
雑化，多様化していると考えられる。

筆者も判断に悩み，Eテレで放送されている
『おかあさんといっしょ』や『みいつけた!』など
の番組に加え，子ども向けにさまざまな電車を
紹介するDVDを視聴させてきた。しかし，子
どもは次第に，電車が走っている映像に挿入さ
れる地図画面や，それを説明するアニメーショ
ンなどの画面を嫌がり，そのシーンになると視

聴を中断するようになった。そこである日，パ
ソコンを利用してYouTubeで電車の映像を検
索して視聴させたところ，さまざまな電車がひ
たすら走っている動画をつないだものを非常に
気に入り視聴したがるようになった。

難しいインターネット動画視聴の環境作り

筆者は2018年に入ってから，YouTubeの子
ども向けの動画を初めて視聴した。筆者が検
索して視聴した電車の映像が終わると，踏切
が下りると電車が走ってくることが繰り返され
るアニメーションや，数や色を覚えるなどの知
育的な要素を組み込んだアニメーションなど，
子どもの興味を引きそうな関連動画が自動的に
再生されていく。ある日，筆者が子どもととも
にそうした動画を視聴していると，関連動画と
して再生されたものの中に驚くような内容のも
のがあった。動画の制作者が，おもちゃのフラ
イパンの上で救急車や消防車などのミニカーを
炒めているものや，人気アニメのキャラクター
の人形がおもちゃの自動販売機を蹴るなどの
行動をとるものなど，子どもに視聴させるには
戸惑いを感じるような暴力的な内容のものであ
る。筆者は当初からYouTubeの制限付きモー
ド4）を利用し子どもに動画を視聴させていたた
め，不審に思い調べてみた。

海外では2016年ごろから，子どもに人気が
あるキャラクターに扮した人物が暴力的な行動
や性的な行動をとる動画が出回るようになり，
保護者から批判が起こり始めている。人気ア
ニメのキャラクターが虐待や監禁，強姦をされ
るようなものや自殺や殺人を犯すような衝撃的
なアニメーションも多数発見され，2017年3月
にはBBCが幼児に対する数百もの不適切な動
画が見つかっていることを報告，制限付きモー
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ドの利用を促している 5）。さらに2017年11月
には，ニューヨーク・タイムズが，こうした不適
切な動画が，子ども向けに特化したアプリケー
ションである「YouTube Kids」6）においてもフィ
ルターを通過してしまうこと，家族からの子ど
もへの虐待が疑われる動画までもが存在して
いることを伝えた 7）。こうした事態に，メディア
研究者や子どもの権利擁護に関わる専門家が，
子どもを守るために不適切な動画を報告する機
能を使用することや，保護者が動画についての
情報を得て，年齢に適した動画を視聴させる
こと，不適切な動画に接触する可能性がある
ことや視聴している動画の内容について子ども
とよく話をすることなどの必要性を訴えている。
YouTubeでも，こうした子どもに不適切な動画
を削除し，収益を上げることができないように
するなど対策を講じているが，現時点では不
適切な動画を完全には排除できないことがわ
かった。

このような状況の中で，筆者は悩んだ末，冒
頭のように，インターネット動画を視聴するため
にテレビ受像機を利用することにした。キッチ
ンからでも子どもが視聴している内容について
チェックすることや話をすることが可能である
こと，視力に配慮できることが理由だった。

今後の研究課題として

筆者は育児の当事者として直面したこうした
実体験を通して，育児におけるメディア利用を
考えるにあたり，今後取り組むべきいくつもの
課題があると感じている。

第一に，保護者がルール作りをする際に参
考にできるよう，内外の研究から得られてい
る知見を整理し，保護者向けにわかりやすく
提示する必要性である。乳幼児がいる家庭

では，筆者のようにテレビを使用してインター
ネット動画をチェックしながら視聴させるケー
ス，子ども向けに特化した「YouTube Kids」の
ようなアプリケーションを用いて，子どもが視
聴できる動画や時間を保護者が設定し 8），ス
マートフォンやタブレット端末を使用させるケー
ス，インターネット動画は就学するまでは制限
するケースなど，保護者の考え方によりルー
ル作りが異なってくると推察される。どのよう
なルール作りを行うにせよ，保護者の一助と
なるよう，動画の内容はどのようなものが好ま
しいのか，視聴させている際にどのような働
きかけを子どもに行うことが好ましいのかなど，
内外の研究からわかっていることとわかってい
ないことについて，整理して提示される必要が
あると感じる。

第二に，現在多くの幼児に人気があるイン
ターネット動画を調べ，それを視聴することに
よる長期的な影響や，なぜそうした動画を幼
児が視聴したがるのかという点も研究していく
必要性である。筆者には最も不可解なのだが，
親の目で見ると，物語性が乏しく，教育的意
味が薄いと感じる動画を，子どもは非常に喜ん
で視聴する。主にアニメの人気キャラクターの
人形がたくさん登場し，滑り台やままごとキッ
チンなどでともに遊ぶだけの動画については，
筆者のみならず多くの親がその動画についてど
のように考えればよいのか悩み，子どもに視聴
させるべきか視聴を制限するべきかインター
ネット上でも議論が起こっている 9）。

この点について興味深い報告がある。1979
年に，NHKの幼児番組制作者，発達心理学
や教育学の専門家，文研のテレビ研究者た
ちで立ち上げた「2歳児テレビ番組研究会」

（代表：白井常
つね

東京女子大学名誉教授〈当時〉）
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によると，既製のテレビ番組やCMの中から，
2歳児が好むと思われる61のセグメントを選ん
で，視聴実験を行っている。報告の中で，2歳
児が注視しやすい映像の一つとして，「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」が挙げら
れているのである10）。子どもが視聴しているイ
ンターネット動画には，撮影機器の都合上か，
固定した画面の中でキャラクターの人形や動物
のぬいぐるみなどを指で活発に動かしている映
像が多く見られる。こうしたものは，子どもが
注視しやすい要素であるため，視聴されている
のかもしれない。動画の内容分析を行い，幼児
が注視しやすい映像の特徴についても，より詳
しく明らかにしていきたいと考えている。

最後に，「スマホ育児」への批判は，どのよ
うな要因から起こっているのかを調査したい。
子どもにスマートフォンを使用させることに非
常に抵抗を示した筆者の親は，テレビ受像機
で視聴していたインターネット動画をテレビ番
組だと思っていた。カメラの画質が向上してい
るため，筆者の親に限らず，テレビ番組とイン
ターネット動画の区別がつかない人が多数存在
している可能性がある。そう考えると，「スマ
ホ育児」への批判は，動画の内容の質の問題
よりも，機器への馴染みが薄いことから起こっ
ているのかもしれない。2017年にベネッセ教
育総合研究所が未就学児の母親に行った調査
によると，スマートフォン，タブレット端末など
の新しいメディアを子どもに使用させることへ
の抵抗感は，テレビ番組やビデオ・DVDなど，
馴染みのあるメディアを使用させることへの抵
抗感に比べて大きいと報告されている。こうし
た抵抗感は，年齢が高い保護者のほうが若
い保護者に比べて大きい傾向があることも指

摘されている11）。すでに子育てを終えた世代
では，さらにこうした傾向が強い可能性があ
る。保護者がどのような状況の中で，育児に
スマートフォンを取り入れているのかということ
も理解されていない可能性が高い。そうした
検証も含め，育児の中でインターネット動画を
視聴させることの可能性と課題について，今
後も考察を深めていきたい。

（みやした まきえ）
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