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特集 子どもたちと他者一コミュニケーションの変貌と現代社会

子ども世界のデジタノレデパイド化は進行しているのか

『子ども生活実態基本調査』の結果からー

古賀正義

1 .子ども観の変容とメディア

歴史学者アリエス， F.のテーゼによるまでもなく、子どもと大人との境界は社会的歴史的な産

物である。子どもが大人から「教育されるべき存在」として認識されるのも、ただ子どもが大人よ

り認知的道徳的能力の低い存在だからではない。家庭や学校など教育組織• MJI岐に組み込まれ、教

育の対象として社会的に位置づけられているからに他ならない。教育の近代化とは、 一面で、子ど

もの保護と囲い込みによる境界設定の作業で、あったといえる。

こうした子どもの観念は、思いのほか強固である。というのも、他の年齢層に比して、子どもは

自己定義を変えるクレームの力に乏しし、からである。仮に若者ならば、ファッショ ンや流行語など

サフ

われへの大人側からの注目を除けば、そうした機会はほとんどない。

ところが、 80年代後半からの情報消費社会の成立は、子どもの立場を大幅に変えてきた。ITの普

及は、情報の受容と発信を、社会的な立場の違いに関わりなく、同時進行的に保障している。しか

もこの社会の知は、 絶えず更新され、知の獲得を世代聞の継承に委ねるわけではない。一部のテク

ノクラートを除けば、大人も子どもも同じ知の地平に立つことが可能な構造が成立したのである。

例えば、 「オタク文化j という言葉がある。この言葉は、教育の文脈では、活力を失った自閉的な

子どもの存在を問題視し教育の場で改善しようとするものである。しかし市場の文脈では、子ども

に支持されたイラストやゲームの世界がグ、ローノ勺レlこ経済市場を占有することでもある。この同義

性は、時に子どもを支援の対象とし、大人がその下支えをすべきだとしづ言説を生み出し、他方で、

H寺に子どもを先端の消費者と位置づけ、大人との並立的なパートナーシップを模索する言説にも加

担する。

このように子ども鋭合、が揺らぐことによって、子どもは新たに大人並みの存在＝ 「小さな大人J

として扱われることが多くなっている。いし、かえれば、 一方で、大人に対しても意見や権利を主張

し、その擁護を求める存斗笠であり、他方で、自分自身の決定や責任を問われ、その選択を突きつけ

られる存在で、もある。教育忠脳裁・制度の外部環境としてあった情報消費社会が教育システムを侵犯

することによって、現在では子ども一大人関係が大きく変質しつつある。

だが、こうした環境の変化はと。の子どもたちにも均質におとずれているといってよいのだろうか。

また、それぞれの学校や家庭の状況と関連することによって、子どもたちの世界のどの部分をより

大きく変化させているといえるのだろうか。本稿がとりわけ注目したいのは、こうした情報消費社
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会（デ‘ジタル社会）の普及過程と子どもたちの佼置の変化との、不均質な、いうならばデバイ ドな

l}¥I.：伏なのである。

2. 情報消費社会の功罪

前述したように、教育する立場の大人が子どもの変質を感じ取る契機は、概して逸脱的な行動に

ある。そこには大人の認、識を揺さぶる異化の作用があるからだ。メディアの言説も、それに同調し

やすい。その点で、「子ども問題j という視点から、改良主義的な論調で、情報消費社会のネガティ

ブな側而が強調されやすくなってし、る。

この 「否定派j の言説をまとめてみると、以下の5点ほどに整理できょう。

a.対人的コミュニケーションの間審

b 疑似体験の増大

c.消費文化の拡大

d テクノス トレスの増大

e.干上会的モラノレの低下

まず第1に、人間関係の変質が指摘される。メディア機探とのコミュニケーションが増大すると、

生でかかわるフェイス ・ト ゥ・フェイスの関係が減少し、 それが取り結べなくなる。携帯電話のよ

うなメディアを介した関係でないと重苦しいという子どもも多くなっている。第2に、仮想的な経

験が地大し、身体経験や自然体験などが減少しているとされる。ゲーム世界への没入などによって、

現実感覚が歪み、虚構と現実との区分が暖l床になり、疑似体験ばかりが増大して生活実感が狂b、始

める。第3に、ブランドや流行の商品情報がたびたび入り込むことによって、その情報に依存した

ll間行動に｛附してし、く。早く今の商品にアクセスすることが11哨的生き方の側 ljであり、拝金主

義の気分さえ助長する。第4に、パソコンや携帯電話に長H寺院l依存する子ど、もが現れ、短時間lifilll民

や不定愁訴などの原因を招いていく場合がある。身体的な生活リズムの歪みを、情報機器が作り出

している。第5に、ネットへの悪質な書き込みゃ仲間だけのジャーゴンのj肥大化によって、モラル

ノ、ザードを招くようなネッ ト世界が出現している。 情報リテラシーの高い子どもを育成する仕組み

づく りがいまや急務になっている。

これらの言説は、少年事件やネッ ト犯罪に関する報道ともたぶんに関連することで、多くの大人

世代の不安な気分と連動してして。必ずしも十分に裏づけがなくとも、日；常生活の出来事と重ね合

わせてみると思い当たり、説得的に解釈可能な子どもの性i；界なのである。

他方で、これに対する対抗言説として、IT社会を推進し豊かな未来の情報社会を実現させるため、

子どもの頃からメディアと賢く付き合えれば、その有＇／.）J利用も進んて、いくという見方がある。つま

り、「肯定派」の言説である。

その指摘は、 3点ほどにまとめることができる。
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a 高感度な人間の育成

b.情報処理 ・活用能力の向上

c. 社会ネッ トワークの拡大

特集。子どもたちと他者一コミュニケーションの変貌と現代社会

第1に、革新的な思考や先端的な情報を持ちうる人間の育成にとって、メディアとのかかわりは

欠かせないという見方がある。とりわけ、情報のコピーや編集が進むポス トモダン社会では、既存

の情報をどのように理解し編集するかが重要になっており、そこに新たなセンスやJ割当：が生まれる

可能性も高い。第2に、メディアリテラシーの向とが必要とされる。情報の生産過程や編成過程へ

の挫解が促進されれば、情報を判断し選択する主体が形成される可能性も向上する。第3に、イン

ターネッ トに代表されるように、ネッ ト社会は遠隔地や接点のない人々との交流も可能にし、さま

ざまな対話空間の可能性をうみだしてして。ネッ トワークによって、社会関係の資源が拡大する可

能性もある。

これらの言説は、 IT社会への期待を合んでいる。起業の育成やコミュニティの再生などにとって、

IT が有効な資源をf矧3~しており、その可能性も拡大している。 むしろ変化に取り残されない有能な
ユーザーと して子どもをみつめていくべきだとしづ啓蒙的な立場である。

3. fメディアと子ども」論争の危うさ

こう した両派の言説は、それぞれの手I]'書集団とも密接に結びついている。例えば、宵定派の人々

の中には、 IT企業やソフト産業なと。の新興産業が関係しているし、 IT振興を促す寸王政機関もリテラ

シー形成に積極的に助成することになろう。 他方で、否定派の人身には、カウンセリンクーや医療の

立場から「引きこもりjなどの支援に関わる人々がおり、学校やPTA、青少年育成団体、教育行政

機関などさまざまな教育活動の担い手からの問題提起があろう。

いずれにしても、 こうした論議はさまぎまな立場の大人w・代を含みこむために、 またその指摘の

実統的な裏づけを提示することが依然図難だということもあり、いくつかの点で検討しなければな

らない基本的な謀題を抱えている。

まず第1に指摘しておきたいのは、 一口に「メディアJといっても、子どもの接するメディアに

は多様な種類があり、 またその特性も異なっている。この点に、エコロジカルな生活圏の視点から

着目していないということがある。 例えば、テレビはいまや伝統的な媒体となりつつあるが、 子ど

もの生活にはしっかりと根付いている。むろん、ザッピングやワンセグなと、モニタ一方法が変化す

ることで視聴態皮が多様化し、また年齢によって番組の選択など視Jim(内容も変化することはよく知

られている。ところが、 例えばテレビをよく見る子どもはインターネットとのかかわりがどう変化

するのかといったメディア相互の関係となると、十分な資料はない。-YIレチなメディア環境と子ど

もとの相互作用を組j昨しないと、論争の安誌に内実が｛半わなし、。

第2に、メディアと接触する状況や文脈を視野に入れないと、子ども自身のメディアへの意味づ

けやfq！偶Rに接近できない。例えば、メーノレを頻繁にする子どもは、 携帯電話を所有し、ユビキタス
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状態で使用するかもしれない。他)Jで、デスクトップからメーノレするなら、家庭などの設置場所に

長時間］滞在しなくてはならなし、。そうした状況の違いは、メディア接触のあり方に結びつき、同H寺

にメディア特性にJ'!IJ応したメッセージの形式性も要請してして。し、かなる場（ピレッジ）に住むか

で、メディア活用の方法も情報の質も大きく異なる。こうした場の選択は、子どもの生活スタイル

と述却Jしているので、家庭や学校などにおける子どもの関与のあり方をた右していくことも多い。

第：1に、このようなメディア接触の背景に、家庭の社会経済条例ニや学校施設の状況など、メディ

アのインフラ基盤が大き く関わってくる。例えば、後述する調査の結果によれば、地方地域の方が

学校で也パソコンと接する機会が多くなっているが、これは家庭での普及の遅れに対処しようとする

学校のアファーマティブな実践の影響かも しれない。いし、かえれば、社会階層や地域性といった諸

条件がメディアの供給と筏接であるため、子どものメディア対応を変える可能性がある。

以上のように、メディア論争の危うさを少しでも克服する実証的な試みがないと、情報消費社会

が子どもの生活様式の何を変え、また、その結果、子どもについての言説がし、かなる歪みを抱える

ことになっているのか、という課題が不明のままになってしまう。

社会学者ベスト， J.らはアメリカの 80年代の子ども問題を分析し、出来事や事件に対するエモ

ーショナノレな諮りが多くの大衆の支持を集め、「歪んだ干どもJとし、う解釈が構築されてし、く経緯を

怖いてし、る （"Troubling Children11 1994）。そこに拙かれているメディアの影響に関する言説は、

今日の日本とも共通するところがきわめて多い。

そこで、データの制約はあるものの、木稿ではメディア社会における「小さな大人j言説の脱構

築的な作業に、アンケー 卜調査の結果からllj(り組んでみたいと思う。

4. 『子ども生活実態基本調査』 のねらいと方法

そこで、2004年に全｜習の小学4年生から高校2年生まで、約 15,000名を対象に実施された『子

ども生活実態基本調査』（ベネッセ教育研究開発センタ一、筆者は研究企画・ 分析メンバーとして参

力II）の結果から、メディアと子どもとの関わり合いの勤伏を分析してみることにしたい。

この調査は、子どもの毎日の牛活スタイ／レ、親や友だちとの社会関係、 学習の行動、将来展望な

ど，子どもたちの生活全般の意識や実態を総合的にとらえることを目的としている。対象となる小 ・

中学生は、大都市から地方郡部まで人口規模に応じた市区間T村を選択し、その地域の学校をランダ

ムに抽出するとしづ有意抽出法によって選ばれている。また、高校生については、この方法に、学

校の積月IJや偏差｛即冒も加味して選択している。

メディアとのかかわりに関する具体的な設問項目としては、「テレビ ・ビデオ（DVD）の視聴」、

「テレビゲームの使用j、「パソコンの利用j、「携帯電話の利用Jなどについて尋ねている。各項目

は、ワーデイングはやや異なるものの、小 ・中・高校生にほぼ同一の質問項目で尋ねている。その

ため、 地域差を加味しながら、学年や学校段階の上昇によるメディア利用実態の変化が把握できる

という特徴がある。また、子どもたちのプロフィール項目において、 性別、 11X,綴 （5教科）の自己

評価（高校では、偏差値層）なども尋ねているので、これらの諸特性に応じた利用実態の変化も把
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娠できる。

質問項目の設定にあたっては、既イ字調査（東北大学教育文化研究会『教育と社会に対する高校生

の意識』 第4次調査、筆者も調査メンバーと して参力日）の結果から、仮説的な方向性を想定してお

いた。この調査では、 仙台闘の高校生に、パソコンと携帯霞話の利用の有無を尋ねている。その利

用実態を分析してみると、偏差値！替の高い高校の生徒で、かっ男子で、あると、パソコンの利用が多

くなった。また、偏差値j酉の低い高校の生徒で、女子であると、携帯電話の利用が多くなっていた。

この結果を価値意識項目などと関連づけてみると、 rpcユーザータイプJ（＝パソコン多利用者）

は、学習の自己決定性が高く 、友人関係が限定的で、生活スタイノレが規則的て、あるといった特徴が

ある程度認められた。一方、「ケータイユーザータイプJ（＝携帯多利用者）は、学習の他者依存傾

向が強く、友人関係が広範で、生所スタイノレが状況依存的であるといった特徴を認めることができ

た。高校の偏差値層やジェンダーに依拠したライフスタイルの差異に伴って、メデ‘ィア接触の内実

が大きく異なっていることが推察された。

とはいえ、 高校生では、 個々人の選択意思によってメディア接触が異なるとみられるが、 小 ・＇－I'

学生にまで先の仮説をあてはめることができるかは不明である。また、 地域性などによってメディ

アの普及状況にも相違があり、年齢だけの問題では理解できないことも多い。この点で、今回の『子

ども生活実態基本調査』は基木的なデータを獲得できるといえる。

5. 学校段階別・性別にみたメディアf妾触の現状

早速、 調査結果の概要を見ていくことにしたい。まずは、学校段階別にみたメディア活用の実態

を把握しておく必要がある。ここで取り上げるメディアの4つの種別と学年との問には、それぞれ

異なった関連性が見出せる。

( 1）テレビ・ビデオ（DVD）の視I隠II寺問

ほとんどしない 1時間未満（15分＋JO 1時間，，時間m 三時問。又時間30 3時間白1時閣30

封〈らい 分〈らい 分〈らい
無回菩・不明

24.1 

」「
呼コ寺色盆三 15.0 15.3 19.1 28.7 40.5° 

薄耳金支坐三 I o .o I a 3 I 2e.9 31.0 

0% 2°'r. 40% 60% 80% 100% 

［図表1 テレビ視聴時間］
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図表 1をみてみよう。小学生で平均視聴時聞は、 2時間 01うれ中学生で、 2時間 15分。高校生

では、 1時間 56分。男女の違いはほとんどないが、学習時間や成績自己評何などとの関連はある。

中学生に 311寺聞を越える長崎問視聴の子どもが多くなるという特徴があるものの、概してどの学校

段l皆でも類似した視I聴時間の傾向が見いだせる。

つまり、依然としてテレビは、 j則容番組の差異などは別として、どの子どもたちにも視聴、可能な

「一般的メデ？イアj とし、える。

(2）テレビゲームの利用H寺間

ほとんどしない 1時間未満（1'分＋30 1時間＂時間30 2時間，，時間30 3時間』3時間10

分，45分〈らいの綿十） 分くらい 分〈らい 分くらい
無回署不明

〆』、専主主主

＂＂＇会＂＂ 主主三

Z曹司史主主

定3・ちら 20% 4仁》% 60% "100% 

［図表2 テレビゲームの利用H寺問］

テレビに比してテレビゲームは、現在では燐帯内政型ゲームも普及しているものの、小学生の利

用メディアであるといえる（図表2）。平均利用時間は、 小学生 lII寺／~rJ 02分。中学生の 1時間 00分、

高校生の 33分とは大きな差がある。しかも、性差が関連し、小学生でも男子は1時間 22分なのに

対して、女子・は40分と大きな差がある。こう した傾向は、中・高校生にもみとめられる。

つまり、テレビゲームは、男子小学生中心の、 性・ 学年に応じた「限定的メディアJなのである。

(3）パソコンの使用頻度

このようにメディアには、子ども誰にも共通にアクセスしやすい「一般的メディアJと機器や技

能などの条件に影響される「限定的メディア」とがあり、後者では、テレビゲームの場合のように、

学年が上昇すると “卒業”して~I t脱するメディ アもある。それでは、パソコンと携帯電話の場合は
どうであろうかの

パソコンは、教育機穏としてザニ校でも使用されている。データは示さないが、 小・中学生の約2

割が「避に 1、2日j学校で使用していると回答し、また、高校生になると、それが一層僧加して、
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3割5分になる。反面で、小 ・中学生の約6割5分、また高校生の約5割5分と、半数以上が「ほ

とんど使わなしリと回答している。字社交によって、 利用の度合いが異なっており、学I交段階が進み、

高校生になると利用の割合が高くなるといえる。

ほとんど使わむい 劃ニ1～2日 週に3～4日 週！こ5日以上 軍1:1主主い

無図書・不明

小学生 22.5 I 11.0 I 9.2 I 註i.9 ~ 

中学生｜ 32;2 20.0 12.3 17.3 』J

22.0 ’0.3 14.0 ’H 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

［図表3 家庭でのパソコン使用頻度］

ところが、図表3にあるように、家庭でのパソコン使用は、学校段階に目flしていなし、。小・中・

高校生のいずれであっても、 「週に1～2日」 利用する者が約2害1／おり、「週3～4日」と回答する

者も約1害11し、る。「週に5日以上Jのヘビーユーザーは、むしろ中学生で最も多い（小9.2明、中 17.3問、

高 14.0判）。全体をみると、家にパソコンがあっても、高校生ではほとんど使わない者も多いが、 一

方で、パソコンがない状況の家庭が多くても、小学生はよく使用しているといえる。

つまり、学校での使用機会が多い高校生が、家でそれほどパソコンを多用せず、学校での使用も

少なく家庭に機探がないこともある小学生の方が、思いのほか家でパソコンをしているという、意

外な結果である。

そこで、「ほとんど使わなしリや「家になしリ としづ 回答は、週O日の使用。「週 1、2日Jは、

l. 5日の使用。また、「5日以上Jとしづ回答は、 6日の使用。 このように、大まかな換算日数をあ

てて、平均使用円数を言1算してみた。結果は、 小学生の男子でLl. 44目、女子で l.46日。中学生の

男子で l.95日、女子で l.91日。高校生の男子で 1.90日、女子で 1.45日となった。性差は、高校

生になると大きくなるが、小・ 中学生ではあま りなく、 中学生が最も多く利用しているとみられる。

パソコンの普及過程がより若い世代に有利であるということもあるが、さしあたり、パソコンは

性・ず校段階に限定されたメディアとはなっていないとみられる。では、パソコン使用者は何によ

ってデパイドされ、またどのようにそれを活用しているのか。後述したい。
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(4）携帯電話の所有
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