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第３章 低年齢少年のメディア・ライフ 

 

駒澤大学文学部 教授  伊 藤 茂 樹 

 

 

要旨 

低年齢少年の生活にも携帯電話やパソコンなどの電子メディアが浸透しつつある。これらは，今

回の調査対象である小学校高学年から利用が始まり，中学校入学を機に利用が拡大する。特に携帯

電話は中学生の生活に不可欠なメディアになりつつあり，中でも女子はこれを用いたコミュニケー

ションが活発である。 

従来，こうした新しいメディアを子どもが利用するようになることについては，そのネガティブ

な側面が強調される傾向があった。しかし，従来のメディアと同様，子どもたちはメディアの影響

を受動的に受けるわけではない。それは例えば，携帯電話を持つ子どもの家族関係は，持たない子

どものそれと特に違いがないといったことからもうかがえる。 

一方で，中学生で携帯電話を利用する者は，友人関係や消費行動が活発であり，この意味で親な

どの監視下から離れて自立していくようにも見えるが，携帯電話を持たせている親はむしろそのこ

とによって「安心」を得ている。携帯電話は，大人の目に直接は見えない子どもたちの領域を広げ

る一方で，常に連絡を取れるという特性によって，つながりや安心を強める側面も持っている。た

だし，小学生の親にはむしろ逆の傾向があり，子どもの安全などに関して高まる不安ゆえに携帯電

話を持たせるが，それは容易には解消できないようである。 

子どもの学校への態度との関連を見ると，パソコンが学校に親和的な態度とある程度相関するの

に対して，携帯電話は「反学校」「脱学校」的態度と結び付く面がある。ここに見られるのは，テ

レビやポピュラー音楽をはじめ，現代の消費文化が伝達する「現在志向」的なメッセージと通ずる

価値観，態度である。これは，学校が伝える「未来志向」的なメッセージと対照的なものであり，

子どもたちの回答を見ても，この二つの価値観は背反することが確認できる。しかし，多くの子ど

もはこの両者をともに肯定する。つまり彼らは「現在も未来も」志向しているのであり，これは現

代社会においてむしろ自然なことであると考えられる。 

  

 

はじめに 

パソコンやインターネット，携帯電話やそのメール機能など，低年齢少年の生活にも電子メディ

アが急速に浸透しつつある。これに対する社会的な関心も高まっているが，これらのメディアが彼

らの生活や意識，人間関係などに及ぼす影響が語られるときには，ネガティブな面が強調され，懸

念される傾向が強い。確かに，いわゆる出会い系サイトとそれにかかわる事件や，インターネット

上でのトラブルなどの問題や危険が存在していることは言うまでもない。 
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しかし，小中学生の生活にこれらのメディアが浸透しつつあるという事実はもはや不可逆であり，

所持やアクセスを禁止することで問題を防ぐのは現実的でない。また，子どもとの連絡や安全確保

のために携帯電話を持たせることも一般化しており，やはり否定できない。低年齢少年と電子メデ

ィアをめぐる状況は，それとどのように共存していくか，活用していくかを考える段階に入ってい

る。 

一方で，子どもにとってこれらのメディアは，単なる連絡ツールとか非常用の備えといった意味

にはとどまらない。人と人との間を取り結び，現実に多くの時間を費やすことから，メディアは彼

らの意識や態度，人間関係など，多くの側面とかかわりを持つことになる。これをより広い文脈に

おいて検証することが必要であるが，これについても従来は，メディア利用が子どもたちに様々な

悪影響を及ぼすという前提で語るのが一般的だった。ここでは，子どもはメディアに「耽溺
たんでき

」して

しまう受動的な存在で，その影響を一方的に被るという「メディア決定論」的な見方が当然のごと

く前提されてきたが，実際には子どもでもメディアをより主体的に利用している面も少なからずあ

る。むしろ彼らは自分たちの生活の中で，メディアやそれに対する大人たちの視線と折り合いを付

けながら独自の使い方を工夫していると見ることができる。 

こうした関心から，本章ではまず低年齢少年の「メディア・ライフ」の実態について概観し，そ

れが彼らの人間関係やコミュニケーションの在り方，さらに学校への態度や価値観とどのようにか

かわっているのかを考察していく。 

 

第1節 低年齢少年のメディア・ライフの実態 

 まず，低年齢少年のメディア・ライフの実態について概観する。 

ここで取り上げるメディアは，現代人が生活の中で利用する多種多様なメディアのうち，パーソ

ナルなコミュニケーションを可能にする電子メディアが中心である。具体的には，携帯電話やPHS

（利用形態として通話とメール），パソコンとインターネット利用を中心とし，日常生活の様々な

場面，側面にメディアが当たり前のように浸透している生活，という意味でメディア・ライフとい

う概念を用いることにする（酒井他編，2004）。 

  

１ メディアの所有 

 まずメディアの所有について，テレビ，携帯電話又はPHS，パソコンのそれぞれを自分専用又は

子ども用として所有しているかどうかを質問した（青少年 Q26）。全体では，テレビが 16.5％，携

帯電話又はPHSが32.7％，パソコンが9.2％という数値であるが，その属性別の内訳を見ていこう。 

 まず男女別では，テレビが男子に多く，携帯電話又はPHS（以下，単に携帯電話と表記）が女子

に多いという特徴がある。これらはいずれも，最近の同種の調査で似た傾向が指摘されている（例

えば，平成 11年実施の「低年齢少年の価値観等に関する調査」，平成 13年実施の「第４回情報化

社会と青少年に関する調査」（携帯電話，PHSのみ。））携帯電話は，女子の方が保護者との連絡や安

全のために持たせる場合が多いことは容易に想像できるが，それに加えて，女子の方が友人とのコ
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ミュニケーションのツールとしてこれを求める傾向が強いことも理由として考えられる。これは例

えば，携帯電話でのメールのやり取りの頻度やメモリに登録されている人数が女子の方が多いこと

からもうかがえる（「３ 携帯電話とメール」参照）。 

年齢や学年別では，どのメディアも年齢が上がるにつれて所有率が高くなっていくのは当然であ

ろう。ただ，目立って増える学年はメディアによって多少異なる。まずテレビは，中学２年から中

学３年にかけて 19.9％から 28.4％へと大きく増える（青少年 Q26）。それに対して携帯電話は，ま

ず小学６年から中学１年で 20.2％から 34.9％へと増え，さらに中学２年から中学３年で 43.1％か

ら 77.8％へと急増する（青少年 Q26）。中学校入学がまずきっかけとしてあり，卒業までには大部

分の生徒が持つようになるわけであるが，今回の調査は３月に行われたため，中学３年で所有して

いる生徒の中には，卒業や高校進学を前に携帯電話を買ってもらったばかりの者も含まれると考え

られ，中学２年から中学３年にかけて大きく増えると言えるかどうかは，必ずしも判断できない。

またパソコンは，小学６年から中学１年にかけてほぼ倍増（5.9％から10.6％，青少年Q26）するが，

他の時点では余り増えない。 

学校の成績との関連は，テレビは成績の低い者の方が所有率が高い（「上のほう」11.3％に対し

て「下のほう」27.4％）のが目を引く。これについて，メディアが原因となって成績が下がる，と

だけ見るのは短絡的であるが，こうしたメディアの利用と学校や学業への態度が相反することを示

唆しており，さらに検討が必要であろう（第３節参照）。なお，パソコンについては自分専用又は

子ども用としての所有率と成績の間に相関はないが，親などと共用で家庭にパソコンがあると言う

者は，成績上位者ほど多い（「上のほう」53.4％に対して「下のほう」30.4％）。 

その他の属性では，大都市（38.9％）と私立・国立学校在学者（54.5％）で携帯電話の所有率が

有意に高い。通学距離が長かったり，生活圏の中に様々な危険がある（と考えられる）場合に，保

護者が携帯電話を持たせたり，所持を認めることが多いのがうかがえる。 

なお，どのメディアの所有も生活程度による差は見いだせず，経済的条件にかかわらず保護者は

それぞれの判断で子どもにメディアを持たせたり持たせなかったりしているようである。 

  

２ パソコンの利用 

次に，メディアの利用の実態について見ていく。 

まずパソコンは，小中学校ではほぼ完全に普及し，今回の調査対象である小学４年生以上と中学

生では，大部分の子どもが学校ではある程度利用していると考えられるため，学校以外での利用に

限定して質問した（青少年 Q27）。なお，家庭に親などと共用のパソコンがあると言う者は全体で

44.4％で，「１ メディアの所有」で見た自分専用又は子供用として持っている9.2％と合わせると

53.6％になり，半数を超えている（青少年Q26）。 

 まず，パソコンを使わない者は全体で 29.9％であり（青少年 Q27），約７割の者が学校以外でパ

ソコンをなにがしか使っていることになる。家庭にパソコンがある者の53.6％という数値とは若干

開きがあるが，ここには例えば児童館などの施設でパソコンを利用したり，マンガ喫茶などでイン
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ターネットを使うといった形態が含まれると考えられる。 

 パソコンを使う者の割合は，小学校４年生の61.8％から学年が上がるにつれて漸増していくが，

中学２年から中学３年にかけて若干減少している（76.3％→72.8％）のが目を引く（青少年 Q27）。

この減少は男子のみであるが，全体を男女別に見たときには，はっきりした差は見られない。 

また，都市規模による差が見られる。利用する者の割合は，大都市（73.7％），10 万人以上の市

（70.7％），10万人未満の市（67.8％），郡部（67.4％）の順に少なくなっている（青少年Q27）。統

計的に有意な差ではないが，情報環境の地域差を埋めることが期待されるコンピュータやインター

ネットが，現実にはそれを拡大している可能性があることがうかがえる。 

家庭環境による差もある。母親，父親の学歴とパソコンの利用率ははっきりと比例し，また生活

程度についても，経済的にゆとりがある家庭の 81.2％に対して，ゆとりがない場合は 69.3％と開

きがある。子ども用のパソコンの所有率は，数値自体が10％程度と高くない（青少年Q26）ことも

あってはっきりした差が見られなかったが，実際の利用の有無で見ると階層差が存在していること

が分かる。 

  学校の成績別では，上位者ほど利用率が高く，５段階に分けた「上のほう」で78.9％であるのに

対して「下のほう」では60.7％と，大きく差がついている。 

 次に，パソコンで何をするかについては，「インターネットのホームページを見る」(57.8％)と

「ゲームをする」(53.4％)が５割を超えており（青少年Q27），パソコンを利用する者の中では前者

が78.1％，後者が72.2％と，小中学生がパソコンを利用する際の入口となっている。「文や絵をか

いたりする（青少年Q27(オ)）」，「メールのやり取りをする（青少年Q27(イ)）」が続くが，利用者の

中でそれぞれ27.7％，25.8％にとどまる。「チャットをしたり，掲示板に書き込む（青少年Q27(ウ)）」

はさらに少なく，16.7％である。 

男女別では，ホームページの閲覧は差がないが，文や絵，メール，チャットや掲示板のそれぞれ

で女子の方が多く，コミュニケーションへの志向の強さが読み取れる。ホームページの閲覧はどち

らかといえば受動的な使い方であるので，パソコンをメディアとして積極的に使おうとする傾向は

女子の方が強いようである。 

学年別に見ると，ホームページ閲覧とメール，チャットや掲示板という，インターネット関連の

利用は学年が上がるにつれて増えていくのに対して，ゲームは中学生になると減少する（青少年

Q27）。一方，文や絵をかくのは学年による差が余り見られない（男子では中学生で若干減少）（青

少年Q27）。 

また階層別では，どの使い方も親の学歴や生活程度と比例する傾向があり，特に母親の学歴との

相関が目立つ。例えばホームページの閲覧では，中学卒 35.3％，高校卒 53.5％，専門・各種学校

卒 56.8％，短大卒 65.6％，大学卒 63.8％となっており，他の使い方でもおおむねこのような傾向

である。また，サンプル数はさほど多くはないが，親が中学卒業である場合は目立って利用率が低

くなっている。 

成績との関連は，ホームページの閲覧と文や絵をかくことについては成績上位の者の方が多い一
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方，その他の使い方については有意な関連は見られない。 

  

３ 携帯電話とメール 

次に，青少年の生活の中にパソコン以上に浸透している携帯電話とそのメール機能についてデー

タを見る。携帯電話を所有している者は全体で32.7％，小学生14.8％，中学生で51.7％であり（青

少年Q26），ここではこの705人を母数として見ていく（青少年Q28）。 

 まず，１か月の携帯電話の利用料金は，多い順に5,000円～1万円の者が32.2％，3,000円～5,000

円の者が27.5％，3,000円までの者が19.7％で，この三者すなわち1万円までの者が約８割を占め

る。１万円以上の者は7.5％と少ないが，他に「わからない」と言う者が13.0％いる。男女別では，

女子は5,000円までの者が51.0％，男子ではこれが42.5％で，男子の方が高めである。また「わか

らない」と言う者も男子に多く（16.6％。女子は 10.2％），女子の方が料金に注意しながら使って

いる傾向が見て取れる。一方，学年が上がるほど料金は高くなり，5,000 円以上の者は小学生では

18.7％に対して中学生では 46.2％と大きく増える。ただし「わからない」と言う者は小学生では

24.7％と多いが，中学生では9.5％と少なくなる。また学校の成績（青少年Q16）との関連を見ると，

下位の者の方が高額の料金を払っている傾向があり，５段階の「上のほう」の者では5,000円未満

が54.6％と過半数だが，「下のほう」では14.9％と少なく，一方１万円以上の者が24.1％と多くな

る。 

 次にメールのやり取りの頻度については，携帯電話を持っている者の43.5％が１日に10回以上

やり取りしていると回答した（青少年Q28SQ１）。６～９回の者を合わせると６割を超えており，携

帯電話を持つと，多くの小中学生がかなり頻繁にメールのやり取りをするようになることが分かる

（青少年Q28SQ１）。特に中学生では10回以上の者が49.2％，６～９回の者が20.8％と両方で７割

に達している（青少年Q28SQ１）。また男女別では，女子の方がやり取りの頻度が高い。成績との間

には有意な関連は見られない。 

一方，携帯電話を通じたコミュニケーションや交友の広がりに関して，メモリに登録されている

人数を質問したが，21～50人と回答した者が34.0％で最も多かった（青少年Q28SQ２）。さらに50

人以上と言う者が20.9％（青少年Q28SQ２）で，合わせると21人以上メモリに入っている者が半数

を超え，携帯電話やメールを通じた交友範囲もかなり広がっていることがうかがえる。これに関し

ては男女差はないが，小中学生の差が大きく，21 人以上の者は小学生では 19.9％と少数派だが，

中学生では 65.6％と約３分の２を占めるに至る（青少年 Q28SQ２）。これは，周囲で携帯電話を持

つ者が増えていくのに比例してメモリの登録人数も増えていく，つまり，ふだん付き合っている友

人との間で携帯電話やメールを通じてコミュニケーションを取るのが普通のことになっていくと

いうことであろう。また，登録人数と成績との関連は見られない。 

最後に，パーソナル・メディアに関する意識や感覚について「直接だと言えないことも，携帯電

話やメールなら言えると思う（青少年 Q34(シ)）」かどうかを質問している。これを肯定した者は，

全体では 31.5％であるが，携帯電話を持っている者の中では 52.7％と半数を超える。これは男子
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より女子に多く（42.8％に対して 60.4％），小学生より中学生に多いが（38.6％に対して 57.0％），

必ずしも学年が上に行くほど増えていくというわけではなく，中学校１年生が62.3％で最も多い。

こうした感覚は，携帯電話を使わない者にとっては分かりにくいものであろうが，一たびこれを使

うようになると実感するようになり，このメディアが欠かせないという感覚につながっていくと考

えられる。 

 

４ 実態についてのまとめ 

 以上見てきた単純集計及び基礎的な属性とのクロス集計の結果を簡単にまとめておく。 

パソコンも携帯電話も小学生から利用が始まり，中学校入学から卒業までの間にかなりの割合の

者が利用するようになっていくことが確認された。 

  パソコンについては，ホームページの閲覧とゲームがまず入口となり，多くの者がパソコンを使

ってこれらのことをしているが，保護者が高学歴だったり家庭に経済的ゆとりのある者，学校の成

績が高い者ほど利用している割合が高い。 

  携帯電話については，所有している者は頻繁に使っているが，利用はメールが中心であり，利用

料金が高額になる者はごく一部である。また，低年齢少年の間でも携帯電話が普及してきたことで，

彼らの携帯電話のメモリに登録されている人数は増えており，携帯電話を持つ者どうしのコミュニ

ケーションが活発化していることがうかがえる。 

 このようにパソコンや携帯電話を用いたコミュニケーションは，男子よりは女子の方が活発に行

っている。また学業成績との関連では，パソコンの利用は成績と比例する傾向がある。ただし，こ

れらを用いたコミュニケーションの在り方自体は，成績とは特に関連は見いだせない。 

 

第２節 メディア・ライフと人間関係，コミュニケーション 

前節では携帯電話やパソコンの利用の実態について，属性とのかかわりを中心に概観したが，次

にメディアの利用が低年齢少年の生活や人間関係，意識などとどのようなかかわりを持っているの

かを見ていく。 

具体的には，今回対象とした年代において利用が始まり，それが次第に活発化していく携帯電話

に焦点を当て，これを利用している者（利用を始めている者）とそうでない者の特徴がどのように

分かれているのかを見るという方法をとる。またここでは，小学生と中学生では携帯電話の所有率

が大きく異なるため，携帯電話の利用の有無と他の項目との関連をそれぞれ小中学生別に見るとい

う方法（三重クロス集計）を用いる。 

  

１ 携帯電話と家族関係 

携帯電話を始めとするパーソナル・メディアは，それを用いる者を個人として独立した存在にす

ると考えられる。携帯電話は通常個人が自分専用のメディアとして持つものであり，なおかつ，い

つでも，どこでも他者と連絡を取れるため，それを持っていれば第三者による管理や監督の目から
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逃れることが容易になる。 

 固定電話（いわゆる「イエ電」）しかなかった時代には，子どもへの電話はたいてい親など家族

が取り次いでいたため，交友関係がよく見えていた。子機やコードレス電話が普及するまでは，通

話も茶の間など家族がいる場所で行うしかなく，その内容もかなりの程度聞かれていた。しかし携

帯電話やメールでは，特に親子で約束事を決めたりしない限り，子どもは自分の部屋など第三者の

目のない所で，いつでも好きなときに友人らとコミュニケーションを取ることができる。自分（た

ち）だけの領域が作れるわけであり，親や家族から独立していくのを促す可能性が考えられる。携

帯電話の所有率が高くなり，早い時期からこれを持つようになりつつある現在，こうした傾向は実

際に生じているのだろうか。 

  

（１）子どもの差異 

そこで，携帯電話所有の有無と家族関係や家族のコミュニケーションに関する項目との関連を見

ていくと，父親観，母親観，家族の会話，家庭生活の楽しさなど，ほとんどの項目で有意な相関が

見られなかった。携帯電話を持っている子どもと持っていない子どもの間で，家族関係に関して違

いはわずかしか見いだせないのである。 

違いが生じているのは以下のような項目である。まず，携帯電話を持っている者では夕食を毎日

家族全員で食べると言う者が少ない（小学生のみ。携帯電話所有者33.1％，非所有者39.7％）。ま

た，母親が口うるさいと言う者がやや多く（中学生のみ。携帯電話所有者57.7％，非所有者52.7％），

相談相手として父親を選んだ者（複数回答）が少ない（小学生のみ。携帯電話所有者28.2％，非所

有者35.4％）。家族そろっての夕食が少ないという点で家族のコミュニケーションが希薄である傾

向が，また口うるささを感じたり相談しないという点で「親離れ」的な傾向が若干見えなくもない

が，いずれも小学生又は中学生一方のみの有意差であるし，これら３項目以外の家族のコミュニケ

ーションや行動，父親観，母親観に関する多くの項目では有意差が生じていないことの方が興味深

い。 

  

（２）親の差異 

このように，子どもの側から見ると，携帯電話を持つことによって親との関係が変わるという傾

向は余り見いだせないが，親の側から見るとどうであろうか。 

そこで次に，小中学生別に，携帯電話を所有する子どもと所有しない子どもそれぞれの親の傾向

を三重クロス集計によって見てみた（表Ⅲ－３－１）。その結果，携帯電話を所有している子ども

の親と所有していない親の意識や行動は，かなり異なることが見いだせた。ただ，その差異は一様

ではなく，また小学生の親と中学生の親とでは傾向性が異なる面もある。以下，携帯電話を持って

いる子どもの親の傾向について整理していく。 

 まず，子どもとともに行う行動は，毎日するような日常的なことについては少なめである一方，

休日に行うような非日常的なことについては活発であるという，相反する傾向が見いだせる（表Ⅲ
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－３－１）。前者については，子どもの勉強をみるようにしていると言う者（保護者Q１(ア)）が少

なく，毎日夕食を一緒にとるようにしていると言う者（保護者Q１(イ)）も少ない（小学生のみ）。

このことは，平日に子どもと一緒に何かをしたり相手をしている時間の平均が短いことに端的に表

れている。小学生では，携帯電話を持っている子どもの親は 42.1 分に対して持っていない子ども

の親は64.9分と約1.5倍の開きがある（ただし中学生では，持っている子どもの親が63.7分，持

っていない子どもの親が46.8分とほぼ逆の結果になっている）。 

また，時間を決めてテレビを見させる者，本を読むように勧めたり読んだ本の感想を話し合った

りする者も少なく，日常的な教育的働き掛けについても，どちらかといえば積極的ではない。 

しかし，非日常的なことについてはむしろ逆の傾向がある。スポーツを一緒にする者（保護者

Q1（カ）），自然の中で一緒に遊んだりキャンプをしたりする者（保護者Q1（キ）），はそれぞれ携帯

電話を持たない子どもの親よりも多い（表Ⅲ－３－１）。また，学校の行事には必ず行く者，近所

の人たちと家族ぐるみで付き合う者も多く，子どもと一緒に行動したりかかわること全般が少ない

わけでは決してない。携帯電話を持っている子どもの親とのかかわりは決して希薄ではないと言っ

てよいだろう。 

やや単純化して言うならば，携帯電話を持っている子どもの親は，ふだん余り深く子どもにかか

われないことを，休日など非日常的な場面で補っているように見える。さらに推測するならば，携

帯電話も，家庭内で日常的に一緒に過ごす時間やコミュニケーションが十分取れないのを補うため

に持たせているという面があるのかもしれない。 

とはいえ，小学生から中学生へと成長していくと，親の目の届かない面が出てくることは避けが

たく，携帯電話の所有がこれを促進する面がある。これに関して，子どもに関することをどの程度

知っているかという質問（保護者Q20）では，小学生の親と中学生の親の間に違いが見られる。 

中学生で携帯電話を持っている子どもの親は，質問した８項目のうち半数の４項目で，「知らな

い」と言う者が携帯電話を持たない子どもの親より多い（付き合っている友達の名前（保護者Q20

（ア）），よく遊びに行く場所（保護者 Q20（イ）），こづかいの使い道（保護者 Q20（ウ）），よく見

ているテレビ番組（保護者 Q20（エ））。表Ⅲ－３－１）。担任の先生の名前（保護者 Q20（オ））や

成績（保護者Q20（カ））など，学校に関することについては差がないのに対して，よく知らないと

いうこれらの項目はどれも交友や消費にかかわることであり，携帯電話の利用によって活発化した

り，親の目が届きにくくなっていく側面である。これらについて，子どもが携帯電話を持つと親は

よく見えなくなる，あるいは見えないと感じるようになることを示していると言えよう。一方，小

学生の親については，携帯電話の所有／非所有による違いはほとんどなく（担任の先生の名前のみ，

携帯電話所有者の親の方がよく知っている），携帯電話を持つことによって子どもが「見えなくな

る」傾向はまだ始まっていない。 

  子どもに対するこのような親の意識と携帯電話所有との関係について，さらに「不安」に関する

データを見てみよう。ここでも，小学生の親と中学生の親とでは違いが見られる。 

  中学生で携帯電話を持っている子どもの親は，子どもについて不安を感じるかどうかを質問（保
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護者Q18）した７項目のうち４項目で，「不安に思わない」という回答が，携帯電話を持っていない

子どもの親より多い（心身の病気（保護者Q18(ア)），非行や問題行動（保護者Q18(イ)），勉強や成

績（保護者Q18(エ)），子どもの気持ちが分からないこと（保護者Q18(キ)））（表Ⅲ－３－１）。一方

小学生では，携帯電話を持っている子どもの親はそうでない子どもの親よりも不安を感じており，

やはり４項目で「不安に思う」者が多い（非行や問題行動（保護者 Q18(イ)），友人関係（保護者

Q18(ウ)），進学や受験（保護者Q18(オ)），基本的生活習慣やマナーが身に付いていないこと（保護

者Q18(カ)））。 

これもやや単純化して言うならば，小学生の親は「不安」ゆえに子どもに携帯電話を持たせる，

あるいは，携帯電話を持たせることで不安を感じるようになるのに対して，中学生の親は携帯電話

を持たせても不安ではない，あるいは，携帯電話を持たせることで不安を解消している，というこ

とになる。ただし，携帯電話を持たせることが不安及び安心の原因なのか結果なのかは，今回のデ

ータでは識別できない（恐らく実際には両方の側面があるのであろう）。 
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（携帯所有） （携帯非所有）

保１（ア）勉強をみるようにしている 小学生 39.8 ＜ 48.5
中学生 23.7 ＜＜ 46.8

保1（イ）毎日，夕食を一緒にとるようにしている 小学生 35.7 ＜＜ 68.8
中学生 76.5 ＞＞ 65.2

保１（エ）本を読むよう勧めたり，読んだ本の感想を話し合ったりしている 小学生 22.9 ＜＜ 47.4
中学生 26.7 ＜＜ 52.5

保１（カ）スポーツを一緒にするようにしている 小学生 65.8 ＞＞ 32.1
中学生 26.2 ＞ 20.2

保１（キ）自然の中で，一緒に遊んだり，キャンプをしたりするようにしている 小学生 65.9 ＞＞ 33.1
中学生 32.3 ＞＞ 17.6

保1（ク）近所の人たちと家族ぐるみで付き合うようにしている 小学生 68.9 ＞＞ 31.8
中学生 29.2 26.4

保１（コ）学校の行事には，必ず，行くようにしている 小学生 82.1 ＞＞ 64.6
中学生 60.3 ＞ 53.1

保1（サ）欲しがるものは，たいてい買い与えるようにしている 小学生 37.3 ＞＞ 32.1
中学生 32.6 30.5

保１（シ）自分でできることは任せている 小学生 53.5 ＜＜ 68.1
中学生 87.7 ＞＞ 39.4

子どもについて知っていること
保20（ア）付き合っている友達の名前 小学生 88.5 82.5

中学生 72.3 ＜＜ 81.9
保20（イ）よく遊びに行く場所 小学生 83.8 81.7

中学生 69.6 ＜＜ 79.7
保20（ウ）こづかいの使い道 小学生 88.1 86.3

中学生 77.1 ＜＜ 91.7
保20（エ）よく見ているテレビ番組 小学生 90.9 90.3

中学生 83.5 ＜＜ 92.5
保20（オ）担任の先生の名前 小学生 90.5 ＞＞ 80.8

中学生 76.0 75.1

子どもについて不安に思うこと
保18（ア）心身の病気 小学生 48.3 45.1

中学生 19.9 ＜＜ 68.7
保18（イ）非行や問題行動 小学生 28.4 ＞＞ 16.7

中学生 17.7 ＜＜ 24.2
保18（ウ）友人関係 小学生 57.7 ＞＞ 30.7

中学生 25.7 29.3
保18（エ）勉強や成績 小学生 53.7 53.2

中学生 59.1 ＜＜ 68.0
保18（オ）進学や受験 小学生 54.9 ＞＞ 34.6

中学生 52.8 ＞＞ 27.0
保18（カ）基本的な生活習慣やマナー・礼儀が身に付いていないこと 小学生 55.0 ＞＞ 38.2

中学生 38.0 35.7
保18（キ）子供の気持ちがわからないこと 小学生 38.8 48.3

中学生 30.2 ＜＜ 73.7

子育てについての考え方
保13「子育ては，楽しみや生きがいである」 小学生 88.3 ＞＞ 66.3

中学生 87.4 ＞＞ 38.7
保13「子育ては，つらく，苦労が多い」 小学生 28.6 ＜＜ 61.2

中学生 36.3 ＜＜ 81.5

（＞＞：1％水準有意　＞：5％水準有意）

表Ⅲ－３－１　子どもの携帯所有と親の傾向
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携帯電話を持たせている小中学生の親の意識のこのような対照は，小学生では子どもの安全への

危機感がかつてなく高まっていることと，中学生では必然的に交友や行動の範囲が広がることを考

えれば，納得のいくことである。小学生ではこうした不安を携帯電話を持たせることで解消しよう

とする親がいるが，漠然とした不安は携帯電話によって容易に解消できるわけではない。それに対

して，中学生では親にとって「見えない」領域は否応なく広がるが，それは携帯電話で連絡を取れ

ばよい，と考えられるようなことである。交友や行き場所について具体的にはよく知らなくても，

携帯電話によって不安を解消できるのである。 

こうした傾向は，子どもに対する態度にも表れている。携帯電話を持たせている中学生の親は，

子どもに対して「自分でできることは任せている（保護者Q１(シ)）」と言う者が多いのに対して，

小学生では逆にこのような者が少ない。また小学生では，「欲しがるものは，たいてい買い与える

（保護者Q１(サ)）」と言う親が多い（表Ⅲ－３－１）。中学生では子どもに任せて距離を置く傾向

があるのに対し，小学生で携帯電話を持たせている親は，どちらかというと密着的な傾向が見られ

るのである。 

ただし，不安や密着の意味はネガティブなものだけではなく，多様である。子育てに関する意識

として，「子育ては楽しみや生きがいである」，「子育てはつらく苦労が多い」という二つの考え方

を質問したところ（保護者Q13），携帯電話を持っている子どもの親は，小中学生とも前者を肯定し

後者を否定する者が多い（表Ⅲ－３－１）。また家庭生活に対する満足度も高い傾向にあり，不安

を感じがちな小学生の親も，子育てや家庭生活全般に充実を感じていると言える。 

 

２ 携帯電話と友人関係 

次に，携帯と小中学生の友人関係がどのようにかかわるのかについて見ていく。 

青少年の携帯電話やメールの利用は，年齢が上がるにつれて友人とのやり取りが中心になってい

くと考えられる。親との関係においては，携帯電話の所有，利用が独立や自立を促す傾向は余り見

いだせなかったが，友人との関係においてはどうであろうか。 

  ここでも同じように小中学生別に，携帯電話を持っている者と持っていない者の行動や意識がど

のように異なるかを見ていく。これによると，友人関係については携帯電話の所有／非所有による

違いが大きいことが見てとれる（表Ⅲ－３－２）。 

まず，携帯電話所有者は友人との交友が活発である。休日の過ごし方として「友人や仲間と会っ

たり遊んだりする」を選んだ者が多く（中学生のみ），「子供だけでファースト・フード店に行く（青

少年Q24(ア)）」，「子供だけで，カラオケに行く（青少年Q24(イ)）」，「子供だけで，バスや電車に乗

って買物や遊びに行く（青少年 Q24(ウ)）」と言う者がそれぞれ多い（小学生，中学生）。こうした

活発化は，携帯電話を持って連絡が取りやすくなるからという側面と，もともと交友が活発である

者の方が，必要性が高くて携帯電話を持つことが多いという側面の両方があると考えられる。 

また，行動レベルで交友が活発であるだけでなく，携帯電話所有者は友人関係のスキルに長
た

けて

いる傾向があり，「友達からいじめられる（青少年Q13(コ)）」と言う者が少なく（中学生のみ），「二
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人きりで仲良く話をしたり遊んだりする異性の友達がいる（青少年Q21(エ)）」と言う者や「気の合

わない人とも，話をすることができる（青少年 Q21(ウ)）」と言う者が多い（中学生のみ）。相談相

手として友人を挙げる者も多く，小学生では同性の友達，中学生では異性の友達を挙げる者が，そ

れぞれ非所有者よりも多くなっている（表Ⅲ－３－２）。 

ただし，このように携帯電話と友人関係の活発化，充実が関連するのは，主として中学生のこと

である。小学生の間は，携帯電話を持っている理由も，自分で欲しがったからというより親が連絡

用などの目的で持たせるケースがかなりあると考えられ，用途も友人との連絡やメッセージのやり

取りはまださほど多くないのであろう。そのため，携帯電話所有者の友人関係のあり方が非所有者

と比べて特に違う面は少ないのだと考えられる。 

 しかし，行動レベルでの違いは余り見られないが，小学生で「友達から人気のある子になりた 

い（青少年Q23(ク)）」と答えた者は携帯電話所有者で有意に多い。つまり，友人関係への志向性は

強めなのであり，彼らはやがて交友を活発化させていくと推測される。 

 

（携帯所有）
青８（コ）休みの日に友人や仲間と会ったり遊んだりする 小学生 63.2 63.2

中学生 73.7 ＞＞ 60.1
青８（イ）休みの日にゲームをする 小学生 43.6 ＜＜ 53.3

中学生 35.9 ＜＜ 44.9
青８（オ）休みの日にマンガを読む 小学生 47.9 42.4

中学生 37.6 ＜＜ 47.9
青８（エ）休みの日に音楽を聴く 小学生 28.2 ＞＞ 16.7

中学生 53.4 ＞＞ 40.9
青24（ア）子供だけでファースト・フード店に行く 小学生 27.0 ＞＞ 13.3

中学生 70.6 ＞＞ 40.9
青24（イ）子供だけで，カラオケに行く 小学生 7.3 ＞＞ 11.0

中学生 41.9 ＞＞ 18.4
青24（ウ）子供だけで，バスや電車に乗って買い物や遊びに行く 小学生 31.3 ＞＞ 12.9

中学生 70.9 ＞＞ 47.3
青24（エ）友達とお金の貸し借りをする 小学生 12.8 ＞＞ 4.4

中学生 22.7 ＞＞ 13.0
青13（コ）友達からいじめられること 小学生 12.3 12.4

中学生 3.5 ＜＜ 6.0
青21（エ）二人きりで仲良く話をしたり遊んだりする異性の友達がいる 小学生 24.5 26.8

中学生 22.0 ＞＞ 15.0
青21（ウ）気の合わない人とも，話をすることができる 小学生 42.9 38.7

中学生 50.8 ＞＞ 37.9
青21（ク）友達から人気のある子になりたい 小学生 72.4 ＞ 66.5

中学生 66.8 63.3
青33（ク）相談相手・同性の友達 小学生 57.7 ＞＞ 46.6

中学生 71.9 67.7
青33（ケ）相談相手・異性の友達 小学生 4.3 3.5

中学生 13.8 ＞＞ 6.2
（＞＞：1％水準有意　＞：5％水準有意）

（携帯非所有）

表Ⅲ－３－２　携帯所有と友人関係，行動

 

 

 

 



 347 

 

３ 携帯電話と日常生活 

次に，小中学生の日常生活と携帯電話とのかかわりについて見ておく。 

携帯電話はいつでも，どこでも使えるほか，通話にメールにゲーム，インターネット接続など用

途も多様で，他のメディア以上に私たちの日常生活の中に様々な形で「入り込んでくる」メディア

と言える。携帯電話が入り込んできた小中学生の生活は，どのような形で編成される傾向があるの

だろうか。 

 

（１）就寝時刻と睡眠 

まず，携帯電話を利用する者は就寝時刻（青少年 Q４）が遅い傾向がある。小学生では午後 11

時以降の者が 34.3％（非所有者では17.9％），中学生では午前０時以降の者が37.8％（非所有者

では21.2％）とそれぞれ目立って多く，平均の就寝時刻を見ても小学生では10時22分（非所有者

は10時02分），中学生では11時18分（非所有者は11時00分）と，それぞれ20分程度遅くなっ

ている。一方，起床時刻の方は登校時間が決まっているためか，有意な違いはない。そのぶん，携

帯電話所有者は睡眠時間が短くなると言える。 

同様に他のメディアに接触する時間が長い者は就寝が遅くなる傾向がある。自分専用又は子ども

用のテレビを持っている者（青少年Q26(ア)）では，小学生で午後11時以降に就寝する者が27.4％，

中学生で午前0時以降に就寝する者が34.8％と多くなる。またテレビ，ビデオ，DVDを見る時間（青

少年Q７(イ)）が４時間以上になると同じく小学生で30.7％，中学生で37.3％，テレビゲームやパ

ソコン，携帯電話のメールをする時間が２時間以上になると，小学生で 31.4％，中学生で 34.6％

がそれぞれ遅い時間に就寝している。こうしたメディアの利用，特に自分一人での（個室での）利

用が夜更かし傾向を強め，結果的に睡眠時間を短くするという，一般的に抱かれているイメージを

おおむね裏付けている。 

 

（２）生活時間，他のメディア 

次に，携帯電話以外の他のメディアの利用や休日の過ごし方はどうであろうか。 

携帯電話を所有している者は，休日にゲームをしたり（青少年Q８(イ)），マンガを読む者（青少

年Q８(オ)）が少ない（ゲームは小，中学生。マンガは中学生のみ）。その一方で，音楽を聴く者は

多い。また，友人や仲間と会ったり遊んだりする者（青少年Q８(コ)）が多い（中学生のみ）（表Ⅲ

－３－２）。 

ここから分かるのは，携帯電話，ゲーム，マンガ，音楽はいずれも小中学生の生活に深く入り込

んでいるメディアやコンテンツであるが，これらの入り込み方，あるいは小中学生のこれらへの接

し方は一様ではなく，一種の「棲み分け」のような傾向を示していることである。 

携帯電話を利用する者は，音楽が代表するような若者文化に対して親和的であり，積極的に音楽

を聴いているが，ゲームやマンガという，どちらかというと「子ども向け」のメディアや文化から

は距離を置き始めているようである。また前項で見たように，携帯電話は特に中学生において友人
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関係を活発化させるが，音楽はこのように同世代の間でのつながりを強める。一方ゲームやマンガ

については，これらを通じた交友も確かに存在するが，それは小学生に多く，中学生以降で続く場

合も，同性どうしの閉鎖的な仲間関係の形をとることが多く，携帯電話が促進するような，異性も

含めた幅広い友人関係とはやや形が異なっている。これらをやや単純化してまとめるならば，携帯

電話は「背伸びのメディア」，ゲームやマンガは「おたくのメディア」なのである。 

また，パソコンの利用については，ホームページを見る者が中学生で，チャットをしたり掲示板

に書き込む者と文や絵をかいたりする者が小学生でそれぞれ多く（青少年Q27），携帯電話の利用と

ある程度の関連は見られる。またパソコンでゲームをする者が中学生で少ないのは，上述の結果と

同様であるが，全体としてパソコンの利用と携帯電話との関係について，はっきりした傾向性は見

いだしにくい。 

  

（３）消費生活 

もう一点，携帯電話と小中学生の消費生活や消費行動のかかわりについて見ておく。 

先にも見たように，携帯電話の所有と消費生活や消費行動の活発さとは明確に結び付いている。

「子供だけでファースト・フード店に行く（青少年Q24(ア)）」，「子供だけで，カラオケに行く（青

少年Q24(イ)）」，「子供だけで，バスや電車に乗って買物や遊びに行く（青少年Q24(ウ)）」のそれぞ

れについて，小中学生ともに携帯電話所有者の方がこれらを行うことが多い（表Ⅲ－３－２）。こ

れらはみな，金銭の支出を伴う交友活動であるが，それに伴って，友達とお金の貸し借りをすると

言う者も多くなっている（表Ⅲ－３－２）。 

消費行動の活発さと携帯電話の所有は，互いに原因であり結果であるような関係と考えられる。

携帯電話を持つことによって，友人と連絡を取り合って遠くに出掛けたりするのが容易になり，活

発化するという側面と，もともとそうした行動を取っている者の方が，その必要性から早いうちに

携帯電話を持つという側面の両方である。 

いずれにせよ，携帯電話を持っている者はそうでない者よりも「お金が掛かる」生活をしている。

そのため，携帯電話所有者の小遣いの額（青少年 Q25SQ）は高い傾向があり，小学生では１か月に

1,000 円以上の者が 44.8％（非所有者では 21.2％），中学生では同じく 2,000 円以上の者が 53.9％

を占める（非所有者では25.4％）。平均の額は小学生で1,413円（非所有者は1,003円），中学生で

は2,627円（非所有者では1,693円）と，それぞれ携帯電話所有者は1.4倍から1.6倍程度もらっ

ていることになる。また，携帯電話の料金と小遣いの関係を見ると，両者は比例する関係にある。

料金をどのように払っているか（親が払っているのか，小遣いの中から払っているのか）は質問し

ていないが，携帯電話の所有によって子どもの支出が拡大することは確かである。 

 

第３節 メディア・ライフと学校，価値観 

  次に，小中学生の携帯電話を中心とするメディア・ライフと学校とのかかわり，さらにそれを通

じて彼らの価値観について考えていく。 
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子どもの生活の中で学校が占める位置は，言うまでもなく大きい。しかし，様々なメディアが普

及し子どもの生活の中にも入り込んでいる現代社会においては，その位置は相対的に縮小しつつあ

るとも言える。 

一方，学校も子どもに様々なメッセージを伝えるメディアであるという見方もできるが，そこで

伝えられるメッセージは，マスメディアなどとはベクトルが異なっている。学校は，成長や発展に

価値を置く近代的な価値観に基づいて，現在の欲求充足よりも将来のために努力や我慢する態度を

重視し（＝欲求充足の延期，未来志向），子どもにこれらを身に付けさせようとする。それに対し

てテレビに代表される狭義のメディアは，消費文化や若者文化の価値観の伝え手であり，将来より

も現在の欲求を充足することを強調する（＝欲求の即時的充足，現在志向）。端的に言って「楽し

い」メディアである。 

メディアや消費が「大人の楽しみ」であった時代は過ぎ，現代は子どもの生活世界にもこれらが

深く入り込んでいる。その結果，子どもたちは欲求充足の延期（＝学校）と欲求の即時的な充足（＝

メディア）という，相反する二つのメッセージを日常的に受け取ることになり，この両者の間で彼

らはいわば折り合いを付けなければならない。 

 こうした関心に基づいて，携帯電話の利用を始めとする彼らのメディア・ライフと学校への構え

や意識，行動との関連について見ていくことにする。 

  

１ 携帯電話と学校 

  前節で見たように，子どもにとって携帯電話は交友関係や消費行動を活発化させるメディアであ

る。このようなものとしての携帯電話を持っている小中学生は，学校に対してどのような態度や意

識を持っているのだろうか。 

携帯電話を持っている子どもの学校に対する態度は，必ずしも積極的なものではない。学校生活

における逸脱的な行動についての質問（青少年Q13）では，多くの項目でそれをすると言う者が携

帯電話を持たない者よりも多い（表Ⅲ－３－３）。具体的には，授業中居眠りをする（青少年Q13(ア)），

クラスの仕事や掃除をさぼる（青少年Q13(イ)）（中学生のみ），遅刻をする（青少年Q13(ウ)）（中

学生のみ），先生に逆らったり口答えをする（青少年 Q13(ク)）（中学生のみ）などの項目であり，

「反学校」的ないし「脱学校」的な態度を示す傾向がある。 

またこうした傾向は，友人関係などに関して携帯電話所有者の特徴が余り目立たなかった小学生

の段階から表れており，携帯電話を持つことの直接の影響というよりは，こうした態度と携帯電話

を持つ子ども，ないし持たせる親の文化的な志向性といった次元から生じる差異ではないかと思わ

れる。換言すれば，携帯電話の所有は反学校的，脱学校的態度の原因というより結果ではないかと

いうことである。そして，中学生になって実際に行動レベルで携帯電話を通じた友人間のコミュニ

ケーションや消費行動が活発化すると，それによってこうした学校への態度がさらに顕在化すると

考えられる。 

こうした傾向は，学業への態度にも表れている。中学生の携帯電話所有者には学校外での学習時
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間（青少年Q７(ア)）が「ほとんどない」と言う者が18.2％おり，非所有者の13.2％より多い（た

だし，２時間以上と長い者も携帯電話非所有者の 42.7％に対して 45.2％とやや多く，むしろ二極

分化の傾向が見られる。）。塾や予備校に通う者，何らかの習い事をしている者（青少年Q19）が多

く（中学生のみ），学校外での学習や習い事は活発であるが，これは志向性や態度というよりも，

こうして外に出掛けることが多い子どもに携帯電話を持たせるケースが多いことの結果であろう。 

  このように，学校や学習に対して余り積極的とは言えない携帯電話所有者であるが，学校そのも

のに対しては肯定的である。学校生活が楽しいと回答した者は携帯電話所有者に多いし（中学生の

み），友人関係のところでも見たように，友達とうまくいっていると言う者が多い。つまり，学校

的なメッセージには余り親和的でないが，学校という場所には適応しているのである。ただし，小

学生では必ずしもこうは言えず，むしろ中学生の携帯電話所有者の特徴と見るのが妥当であろう。 

積極的な理由が見いだせなくても子どもが学校に行き続ける理由として，「友達に会える」とい

うことがよく指摘されるが，中学生の携帯電話利用者はまさにそのような特徴を示している。その

ため，彼らは遅刻はしても学校には行くのであり，またそこは楽しい場所なのである。 
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（携帯所有）
青13（ア）授業中，いねむりをする 小学生 8.7 ＞＞ 3.8

中学生 30.0 ＞＞ 20.4
青13（イ）クラスの仕事や掃除をさぼる 小学生 14.1 9.7

中学生 25.9 ＞＞ 14.0
青13（ウ）遅刻をする 小学生 12.9 8.9

中学生 20.9 ＞＞ 14.8
青13（ク）先生にさからったり，口答えしたりする 小学生 12.3 7.5

中学生 19.2 ＞＞ 11.8
青７（ア）学校以外での勉強時間・ほとんどない 小学生 13.5 12.0

中学生 18.2 ＞ 13.2
青７（ア）学校以外での勉強時間・2時間以上 小学生 30.6 24.1

中学生 45.2 ＞ 42.8
青７（ア）学校以外での勉強時間（平均：分） 小学生 73.6 ＞ 64.2

中学生 85.4 82.0
青19（カ）学習塾，予備校へ通っている 小学生 39.3 ＞＞ 28.5

中学生 52.7 ＞＞ 44.9
青19何らかの習い事をしている（学習塾を含む） 小学生 84.0 81.0

中学生 72.1 ＞ 65.3
青15学校生活が楽しい 小学生 80.4 73.8

中学生 73.0 ＞ 64.1
青16成績・上のほう 小学生 14.7 12.1

中学生 11.5 13.2
青16成績・やや上のほう 小学生 20.9 23.4

中学生 24.0 22.4
青16成績・まん中くらい 小学生 49.1 47.5

中学生 33.7 35.1
青16成績・やや下のほう 小学生 9.8 10.8

中学生 19.7 17.0
青16成績・下のほう 小学生 1.8 3.0

中学生 9.5 10.6

（＞＞：1％水準有意　＞：5％水準有意）

（携帯非所有）
表Ⅲ－３－３　携帯所有と学校

 

 

２ パソコンと学校 

 次に，パソコンの利用と学校への態度や意識についての関係を見ておく（表Ⅲ－３－４）。 

 パソコンというメディアは，携帯電話ほど「反学校」「脱学校」的な態度とは結び付かないと考

えられる。 

ここでは，特に家庭におけるパソコンの利用に焦点を当て，学校への態度や意識との関係を見て

おく。そのため，変数としては家庭に自分専用又は子ども用，又は親などと共用のパソコンがある

者と，それ以外の者を比較する。前者の96.1％は学校以外でパソコンを使っているのに対し，後者

では41.6％と大きな開きがあり，前者はパソコンをある程度積極的に使っている層，後者はそうで

ない層，と位置付けてよいと思われる。 

 そこで，パソコンを使っている者と使っていない者の学校に対する態度がどのように異なるか，

小中学生別に見てみた。 
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まず，第１節の２でも見たように，パソコンを利用する者は学校の成績が高い傾向がある。パソ

コン利用者で成績が「上のほう」，「やや上のほう」と答えた者は，小学生で39.3％（パソコンを使

わない者では31.9％），中学生で40.8％（パソコンを使わない者では28.6％）と明確な違いがある

（表Ⅲ－３－４）。また，希望する進路（青少年Q17）でも「大学まで」とする者が多い一方，「高

校まで」とする者が少ない（小学生，中学生とも）。平日に学校以外で勉強する時間（青少年Q７(ア)）

が長く（中学生のみ），学校の授業がよく分かっていると言う者（青少年 Q14(ア)）（中学生のみ），

授業中に自分から手を上げて発言する者（青少年 Q14(オ)）が多いほか，宿題をしていかない（青

少年 Q13(カ)）という者は少ない。このように，パソコンを利用する者は，おおむね学校に適応し

ている者が多いとは言えるだろう。 

しかし，彼らが適応しているのは主として勉学面であり，学校生活のあらゆる面で適応している

かというと，必ずしもそうとは言えない。学校生活に関するその他の項目や友人関係についても，

一般に成績の良い者はこれらの点でも適応度が高いのに対して，パソコンを使う者は「不適応」的

傾向を示しているとまでは言えないにせよ，決して適応度が高いわけでもない。つまり，パソコン

を使う者は，勉学面では学校に適応し，他の者より進んでいるが，その他の面では必ずしもそうは

言えない。パソコン利用と学校への姿勢との関係は両義的であり，その結果，携帯電話を利用して

いるかどうかによる差異ほど顕著ではない。 

一方，パソコンを利用する者は勉強や進学，性格のことを始め，悩みや心配ごとを持っている場

合が多い（表Ⅲ－３－４）。こうしたことから，パソコンを使う者，中でも中学生では，内省的な

傾向もうかがえる。  
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（パソコン使用） （パソコン非使用）

青16成績・上のほう 小学生 15.8 ＞＞ 9.4
中学生 14.2 ＞＞ 9.8

青16成績・やや上のほう 小学生 23.5 22.5
中学生 26.6 ＞＞ 18.8

青16成績・まん中くらい 小学生 45.2 50.0
中学生 33.3 35.8

青16成績・やや下のほう 小学生 9.2 12.0
中学生 17.1 20.1

青16成績・下のほう 小学生 2.1 3.5
中学生 7.3 13.6

青17希望進路・大学まで 小学生 53.3 ＞＞ 42.5
中学生 56.3 ＞＞ 42.5

青17希望進路・高校まで 小学生 21.5 ＜＜ 34.8
中学生 15.9 ＜＜ 24.6

青７（ア）学校以外での勉強時間・ほとんどない 小学生 10.7 13.6
中学生 12.7 ＜ 19.9

青７（ア）学校以外での勉強時間・2時間以上 小学生 28.5 21.9
中学生 47.2 ＞ 39.8

青７（ア）学校以外での勉強時間（平均：分） 小学生 70.5 ＞＞ 61.0
中学生 88.9 ＞＞ 77.0

青14（ア）学校の授業がよくわかっている 小学生 91.9 88.8
中学生 80.8 ＞＞ 76.3

青14（オ）授業中，自分から手を上げて発言する 小学生 71.0 ＞＞ 61.2
中学生 49.5 ＞ 44.3

青14（カ）宿題をしていかない 小学生 18.5 20.4
中学生 30.4 ＜＜ 33.5

青19（カ）学習塾，予備校へ通っている 小学生 32.4 27.9
中学生 52.3 ＞ 44.5

青19何らかの習い事をしている（学習塾を含む） 小学生 86.6 ＞＞ 76.7
中学生 73.8 ＞＞ 62.2

青32（ア）悩みや心配・勉強や進学のこと 小学生 30.1 ＞ 24.0
中学生 63.8 ＞ 57.7

青32（カ）悩みや心配・性格のこと 小学生 13.6 ＞ 8.7
中学生 21.3 ＞ 15.2

青32何らかの悩みや心配がある 小学生 50.5 ＞ 42.7
中学生 74.5 ＞＞ 66.2

（＞＞：1％水準有意　＞：5％水準有意）

表Ⅲ－３－４　パソコンと学校

 

 

３ 現在志向と学校，メディア 

（１）現在志向と未来志向 

学校とメディアの関係を考えるに当たって，最後に「現在志向」を手掛かりに子どもたちの傾向

を見ておきたい。 

本節の冒頭で，学校が子どもたちに伝えるメッセージと，メディアや消費社会，若者文化が伝え

るメッセージは正反対のものであり，子どもたちはその両方を日常的に受け取っていることを指摘

した。前者は将来のために今は欲求の充足を我慢して努力せよ，というメッセージで，後者は逆に
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今を楽しもうというメッセージである。子どもたちはこの両者に対してどのような態度を取り，ど

のような価値観，志向性を形成しているのだろうか。 

本調査ではこれらに関して，「将来のためにも，今，頑張りたいと思う（青少年Q23(カ)）」と「今

が楽しければよいと思う（青少年Q23(キ)）」という二つの項目に対してどう思うかを質問している）。

それぞれをここで「未来志向」「現在志向」と名づけると，肯定した者の割合（「そう思う」，「どち

らかというとそう思う」）は，未来志向が87.8％，現在志向が47.6％であった。前者は年齢（学年）

による差がほとんど見られない（青少年Q23（カ））のに対し，後者は学年が上がるにつれて増えて

いき，小学校４年生では44.5％なのが中学校３年生では54.1％と約10ポイント多くなっている（青

少年Q23（キ））。これ以外に，基本的な属性による差異は特に見いだせない。また，この二つの項

目は択一ではなく，それぞれについてどう思うかを質問しているが，相関係数は-0.184で，ある程

度背反することが確認できる。 

 

（２）現在志向の子どもたち 

このことを確認した上で，現代社会の文化的すう勢でもあり，肯定する者としない者がほぼ半々

に分かれる現在志向の特色を見てみよう（表Ⅲ－３－５）。 

まず，現在志向の子どもは学校生活，特に勉学面において消極的である。中学生のみであるが，

成績下位者（青少年 Q16）が多く，学校外での勉強時間（青少年 Q７(ア)）が短めである（ただし

有意差はなし）ほか，学校の授業が分かっている者（青少年 Q14(ア)）は少ない。授業中の居眠り

（青少年 Q13(ア)）やクラスの仕事や掃除をさぼる者（青少年 Q13(イ)），遅刻をする者（青少年

Q13(ウ)），宿題をしていかない者（青少年 Q13(カ)），先生に逆らったり口答えをする者（青少年

Q13(ク)）なども多い。 

  一方，子どもだけでファースト・フード店に行ったり（青少年 Q24(ア)），カラオケに行くこと

（青少年Q24(イ)），友達とお金の貸し借りをすること（青少年Q24(エ)）は多く，消費生活への積

極性が見られる。 

 そしてメディアに関しては，中学生では携帯電話を持っている者（青少年 Q26）が多く，TV，ビ

デオ，DVDを見る時間（青少年Q７(イ)），テレビゲームやパソコン，携帯電話のメールをする時間

（青少年Q７(ウ)）が長く，メディア利用と現在志向が結び付く傾向が見てとれる。同時に，雑誌

や新聞，本を読む時間（青少年Q７(エ)）は短く（表Ⅲ－３－５），メディアへの態度が電子メディ

アと活字メディアで逆の傾向を示している。 

  また，母親に反発を感じる者（青少年Q11(オ)），口うるさいと感じる者（青少年Q11(ク)）が多

く，逆に父親が頼りになると思う者（青少年 Q11(イ)）が少ない一方，悩みの相談相手として父親

と母親を挙げる者（青少年Q33）が少ない。これらから，親子関係が悪いとまでは言えないが，親

との信頼関係やコミュニケーションが余りスムーズに行っていないことと現在志向が結び付くよ

うである。 

  



 355 

 

（現在志向） （非・現在志向）

青16成績・上のほう 小学生 11.9 ＜ 12.9
中学生 9.6 ＜＜ 15.2

青16成績・やや上のほう 小学生 19.7 ＜ 25.6
中学生 21.8 ＜＜ 24.8

青16成績・まん中くらい 小学生 47.6 47.7
中学生 34.5 34.3

青16成績・やや下のほう 小学生 13.3 ＞ 8.6
中学生 19.9 ＞＞ 16.8

青16成績・下のほう 小学生 3.3 ＞ 2.4
中学生 12.6 ＞＞ 7.3

青７（ア）学校以外での勉強時間・ほとんどない 小学生 12.9 11.7
中学生 18.4 13.1

青７（ア）学校以外での勉強時間・2時間以上 小学生 23.8 26.1
中学生 41.1 47.2

青７（ア）学校以外での勉強時間（平均：分） 小学生 64.2 66.7
中学生 78.5 ＜＜ 89.3

青14（ア）学校の授業がよくわかっている 小学生 88.5 91.7
中学生 76.2 ＜＜ 81.7

青13（ア）授業中，いねむりをする 小学生 5.3 ＞ 3.9
中学生 26.4 ＞＞ 24.2

青13（イ）クラスの仕事や掃除をさぼる 小学生 11.1 9.7
中学生 23.2 ＞ 16.9

青13（ウ）遅刻をする 小学生 10.0 9.1
中学生 21.0 ＞ 14.7

青13（エ）授業中，かってに席を離れる 小学生 5.7 4.2
中学生 8.0 ＞＞ 3.0

青13（カ）宿題をしていかない 小学生 23.2 ＞＞ 16.5
中学生 34.7 28.7

青13（ク）先生にさからったり，口答えしたりする 小学生 9.0 7.6
中学生 18.4 ＞ 12.7

青24（ア）子供だけでファースト・フード店に行く 小学生 16.2 14.8
中学生 61.0 ＞＞ 51.3

青24（イ）子供だけで，カラオケに行く 小学生 2.5 1.7
中学生 34.3 ＞ 26.5

青24（エ）友達とお金の貸し借りをする 小学生 6.7 4.8
中学生 21.9 ＞＞ 13.9

青26携帯電話を持っている 小学生 14.2 15.2
中学生 56.3 ＞＞ 46.9

青７（イ）テレビ，ビデオ，DVDを見る時間（平均：分） 小学生 119.7 117.5
中学生 133.0 117.2

青７（ウ）テレビゲームやパソコン，携帯電話のメールをする時間（平均：分） 小学生 55.0 54.6
中学生 82.3 72.8

青７（エ）雑誌や新聞，本を読む時間（平均：分） 小学生 34.9 39.1
中学生 43.9 48.5

青11（イ）お父さんは，頼りになる 小学生 80.1 83.0
中学生 73.6 ＜ 81.0

青11（オ）お母さんに，反発を感じる 小学生 33.6 ＞ 27.8
中学生 38.4 33.9

青11（ク）お母さんは，口うるさい 小学生 47.2 39.5
中学生 58.7 ＞ 51.7

青33（ア）悩みの相談相手・お父さん 小学生 33.3 35.1
中学生 20.8 ＜＜ 28.1

青33（イ）悩みの相談相手・お母さん 小学生 75.8 73.3
中学生 50.1 ＜＜ 59.2

（＞＞：1％水準有意　＞：5％水準有意）

表Ⅲ－３－５　現在志向の子どもたち
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（３）「現在も未来も」 

先に述べたように，現在志向と未来志向は論理的には背反するし，それは回答の傾向を見ても統

計的に確認できる。とはいえ，今回のように両者を択一ではなく，それぞれに対してどう思うかを

質問すると，必ずしも一方を肯定する者が他方を否定するとは限らない。そしてこれは，必ずしも

矛盾したこととは言えないのではないだろうか。例えば，現在を楽しみつつ，未来のための努力も

したいと回答したとすれば，それは現代の子どもたちの実感としてむしろ自然なことと言えるかも

しれない。 

現在志向と未来志向への回答（それぞれ肯定と否定）によって子どもたちを分類すると，未来志

向のみを肯定する者が48.1％で最も多いが，次いで両方肯定が39.7％，現在志向のみ肯定が7.9％，

両方否定が4.3％と分布している。両方を肯定する者は事実として少なくないわけである（表Ⅲ－

３－６）。 

 そして，このように４類型に分類した子どもたちの意識や行動を見ていくと，未来志向のみ肯定

する者と両方肯定する者の違いは余り目立たない。前者が学校生活，家庭生活，友人関係，自己イ

メージなどの諸側面において最も積極的で「健全」な傾向を示しているものの，後者がそうでない

というわけではない。その意味で，現代の子どもたちが現在志向的態度を示すこと自体が問題性を

含んでいると見るのは早計だと言えるだろう。 

 しかし，現在志向のみを肯定する7.9％の子どもたちは，未来志向を肯定する子どもとは多くの

項目において異なった傾向を示している。彼らは上述の多くの点でネガティブな傾向が目立ち，現

在を楽しみたいと言いながら必ずしも充足はしておらず，なおかつ未来に対しても積極的でないの

である。 

 ただ彼らは，両方とも否定する少数（4.3％）の子どもたちが「退行的」とでも言えるような傾

向を見せているのとも異なる点がある。現在志向のみ肯定する子どもたちは，メディア接触時間が

最も長く，携帯電話の利用料金やメモリに登録されている人数も最も多いという点で「両方否定」

の層とは対照的で，メディアや消費行動を介した交友が最も活発な層と見ることができる（ただし，

携帯電話を持っている割合は「両方肯定」が最も多い）。しかし，彼らは活発であり重視している

はずの友人関係に余り充足していない。友達付き合いを面倒くさいと感じたり（青少年 Q21(イ)），

人は信用できない（青少年Q23(ウ)），人といると疲れる（青少年Q23(コ)）といった項目を肯定す

る者が多く，また親しい異性の友達がいる者も少ないのである。 

つまり，彼らが「今が楽しければよい（青少年Q23(キ)）」というのは，今を楽しむための行動や

交友には積極的であるにもかかわらず，実際にはそれが楽しめていない，という面が少なからず見

られる。言い換えれば，「楽しければよい」は「楽しいからよい」ということでは必ずしもないの

である。それに対して「両方肯定」の層は，結果的に今も楽しめている。ということは，今を楽し

むということは，決して今だけで完結するのではなく，むしろ将来の見通しや積極性があることに

よって現実になるのではないだろうか。 
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現在・未来 現在のみ 未来のみ 両方否定
分布 39.7 7.9 48.1 4.3

青15学校での生活が楽しい 74.3 56.8 74.1 59.1
青12家庭での生活が楽しい 72.5 52.7 72.9 53.8
青22友達との付き合いが楽しい 86.1 74.0 86.6 77.4
青34（コ）自分に自信がある 42.1 21.9 40.4 15.1

青７（イ）テレビ，ビデオ，DVDを見る時間（平均：分） 122.5 147.5 117.1 120.3
青７（ウ）テレビゲームやパソコン，携帯電話のメールをする時間（平均：分） 65.7 87.5 61.6 75.4

青28携帯電話の利用料金・5000円以上 15.9 16.6 10.9 4.4
青28SQ２携帯電話のメモリ登録人数・21人以上 20.1 23.1 16.0 12.9
青28SQ１携帯電話メールの使用頻度・1日に10回以上 16.8 19.5 11.6 12.9
青21（イ）友達とのつきあいが，めんどうくさいと感じる 14.3 25.4 13.8 18.3
青23（コ）人といると疲れる 14.1 26.0 10.1 8.7
青23（ウ）人は信用できないと思う 23.9 34.9 19.3 24.8
青21（エ）二人きりで仲良く話をしたり遊んだりする異性の友達がいる 25.9 15.4 21.9 18.3

（すべて1％水準有意）

表Ⅲ－３－６　現在志向／未来志向

 

 

まとめに代えて 

以上，低年齢少年のメディア・ライフについて考えてきた。冒頭で述べたように，携帯電話を始

めとするパーソナル・メディアは小中学生の生活に深く浸透しており，特に中学生になると，年長

の青少年や大人と余り違わないメディア・ライフを送っている様子がうかがえた。 

携帯電話を利用する子ども，特に中学生は，友人関係や消費行動が活発であり，この意味で親な

どの監視下から離れて自立していくようにも見えるが，携帯電話を持たせている親はむしろそのこ

とによって「安心」を得ているのは興味深い。携帯電話は，大人の目に直接は見えない子どもたち

の領域を広げる一方で，常に連絡を取れるという特性によって，つながりや安心を強める側面も持

っている。その意味でやはり，メディアを持つと自動的にある種の傾向が強まる，と短絡する「メ

ディア決定論」的な見方には限界がある。しかし同時にこれは，どのような使い方をするか，させ

るかによってメディアの持つ意味は変わってくるということでもある。その意味で，様々な危険も

含めてメディアについての情報を与えたり，利用にあたってのルールを決めることが重要なのであ

り，それは大人が主導して，また子どもと話し合って行っていくべきことであろう。 
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