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第１章 多メディア時代における青少年のテレビ視聴 

 

東京大学大学院情報学環 教授  橋元 良明 

 

 

要旨 

 本章では，（１）テレビ視聴時間と他メディア利用との関係，（２）テレビ視聴時間を規定する諸要因

の分析，（３）テレビ長時間視聴の影響としての攻撃的傾向，脱感作作用について分析した。また，（４）

テレビ視聴時間と携帯電話･PHS（以下「携帯電話」という。）のインターネット利用時間から四つのタイ

プを構成し，パソコンやゲームの利用時間，親友との交友スタンス，情報処理能力や社会的コミュニケ

ーション能力，異世代とのふれあいやボランティア活動への参加との関連を分析した。 

 まず，（１）に関して，テレビ視聴時間の長い人は雑誌，マンガ，ゲーム，携帯電話のメール（以下「携

帯メール」という。），携帯電話の情報サイト（以下「携帯サイト」という。），携帯電話によるインター

ネット（以下「携帯ネット」という。）の利用時間（または利用頻度）が長かった（高かった）。 

（２）に関して，テレビ視聴時間は，重回帰分析（1）の結果，有職者より無職の人，専用テレビをもつ人，

既婚者，塾に通っていない人，男性より女性において長い傾向がみられた。 

（３）に関して，テレビを長時間見る人ほど，日常の攻撃的傾向が強い結果が示された。脱感作効果に

関しては明瞭な関連はみられなかった。 

（４）に関して，テレビ視聴時間も携帯ネット利用時間も短い人(タイプ１），テレビ視聴時間は長いが

携帯ネット利用時間が短い人(タイプ２），テレビ視聴時間は短いが携帯ネット利用時間が長い人(タイプ

３），テレビ視聴時間も携帯ネット利用時間も長い人(タイプ４）に分けた場合，テレビ視聴時間の長い

タイプ２及びタイプ４においてゲームで遊ぶ時間やマンガを読む時間が長く，携帯ネットの利用時間の

長いタイプ３，４において自宅でのパソコンによるインターネット（以下「自宅PCネット」という。）

の利用時間が長かった。また，携帯ネットの利用時間の長いタイプ３及びタイプ４において親友と深い

つきあいを好む傾向がみられた。さらに，テレビ視聴時間が短く，携帯ネット利用時間が長いタイプ３

において情報処理能力が高く，テレビ視聴時間が長く，携帯ネット利用時間の短いタイプ２において社

会的コミュニケーション能力が低い傾向が示された。一方，テレビ視聴時間も携帯ネット利用時間も短

いタイプ１が最も異世代とのふれあいが活発で，また携帯ネットの利用時間の短いタイプ１及びタイプ

２においてボランティア活動への参加に積極的であった。 

 

 

第１節 テレビ視聴時間と他メディア利用 

                             
（１）目的変数Yを，複数の説明変数（X１ …… Xｐ）によって説明したり，予測をするための統計的分析。重回帰モデル 

  は，Y=α+β１X１+ ……βｐXｐであらわされる。ここで，βは「偏回帰係数」と呼ばれ，各変数のYに対する影響力の指 

  標となる。 
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 今回の調査によれば，青少年の平日１日のテレビ視聴時間の平均は165.1分であった（青少年Q１ア）。

ここではまず，青少年において，テレビ視聴時間と他の諸メディアの利用時間はどのような関係にある

かを相関分析によって考察する。 

 

表Ⅲ―１―１ テレビ視聴時間と他メディア利用の相関分析 

 青1ウ 新聞 青1 エ 本 青1オ 雑誌 青1 カ マンガ 青1 キ ゲーム

N 2,468  2,468  2,468 2,468 2,468 

相関係数 0.004 -0.046 0.121 0.133 0.154

有意水準 n.s. * *** *** ***

 

 携帯通話頻

度(青7 逆

転） 

携帯メール

頻度(青9 逆

転） 

携帯サイト

頻度(青11

逆転） 

青13 

携帯ネット 

時間 

青17 ア 

自宅PC ネット

時間 

青17 イ  

自宅外PC

ネット時間 

動画サイト頻

度(青27 イ逆

転） 

N 2,008  1,949  1,432 1,913 1,460 710  1,120 

相関係数 0.017 0.07 0.093 0.156 0.026 -0.105 -0.024

有意水準 n.s. ** *** *** n.s. ** n.s.

  Ｎは分析母数 中段数値は相関係数      

  有意水準 ***:p<.001  **:p<.01  *:p<.05 n.s.:５％未満の危険率で有意な関連なし 

 

 表Ⅲ―１―１の上表に示されるとおり，テレビ視聴時間は「雑誌を読む時間（青少年Q1オ）」，「マン

ガを読む時間（青少年Q1カ）」，「家庭用テレビゲームやパソコンのゲームソフトで遊ぶ時間（青少年Q1

キ）」と危険率0.1％未満の水準で有意な正の相関関係があり，「本を読む時間（青少年Q1 エ）」とは危

険率５％未満の水準で負の相関がみられた。「新聞を読む時間」とは，有意な関連がみられなかった。 

 また，下表に示されるとおり，「携帯メールの利用頻度（青少年 Q9）」(１％未満の水準)，「携帯サイ

ト利用頻度（青少年Q11）」(0.1％未満の水準)，「携帯ネット利用時間（青少年Q13）」(0.1％未満の水準)

と有意な正の相関関係があり，「自宅以外でのパソコンによるインターネット（以下「自宅外PCネット」

という。）利用時間（青少年Q17イ）」(１％未満の水準)とは負の相関関係が示された。「携帯電話の通話

頻度（青少年Q7）」，「自宅PC ネット利用時間（青少年Q17 ア）」，「動画サイトの利用頻度（青少年Q27

イ）」とは有意な関連がみられなかった。 

 以上をまとめれば，テレビをよく見る青少年は，同時に雑誌，マンガ，ゲームの利用時間が長く，ま

た携帯メール，携帯サイトの利用頻度も高い。ただし，自宅PCネット利用時間に関しては，テレビ視聴

時間とは有意な関連を持たなかった。 

 一方で，テレビをよく見る青少年は本を読む時間が短く，また自宅外PCネット利用時間とは負の相関

関係があった。後者に関しては，さらに母数を限定した分析の結果，在学者では有意な関連がなく，有

職者において有意な負の相関があったことから(在学者の場合，テレビ視聴と自宅外PCネット利用時間

とは，相関係数0.013で有意な関連がなく，有職者の場合，相関係数-0.107で１％未満の水準で有意な

負の相関)，直接的因果関係があるというよりは，職場で長時間パソコンを使う有職者において在宅自由

時間が短くなりがちで，その結果，テレビ視聴時間が短くなる，と解釈すべきであろう。 
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第２節 テレビ視聴時間を規定する属性的要因 

 今回の調査で質問した項目のうち，単相関分析で「自分専用のテレビがある（青少年Q3ア）」，「塾に

通っている（青少年Q38-2）」等の要因がテレビ視聴時間と有意な関連があることが判明している（表Ⅲ

－１－２)。また，性別や「職の有無」，「既婚／未婚」等の人口統計学的要因もテレビ視聴時間と強い関

連を持っていた（表Ⅲ－１－２参照。男性より女性，無職，既婚者ほど視聴時間が長い）。では，そうし

た要因でテレビ視聴時間に最も大きな影響を及ぼす要因はどれであろうか。 

 

表Ⅲ―１―２ テレビ視聴時間と性・年齢，他の付帯的要因との相関分析 

 青3 

専用テレビの

有無 

青38 

通塾の有

無 

青F1 

性別 

青F2 

年齢 

青F3 

在学／非在

学 

青F4 

職の有無 

青F6 

結婚の有無

N 2,468  2,410  2,468 2,468 2,468 2,468  2,455 

相関係数 0.053 -0.068 0.078 -0.029 0.003 -0.099 -0.089

有意水準 ** *** *** n.s. n.s. *** ***

  Ｎは分析母数 中段数値は相関係数      

  有意水準 ***:p<.001  **:p<.01  *:p<.05 n.s.:５％未満の危険率で有意な関連なし 

 

 ここでは，目的変数を「テレビ視聴時間(青少年Q1ア）」とし，説明変数として単相関分析でも関連の

強かった「自分専用のテレビの有無(青少年Q3ア）」，「通塾の有無（青少年Q38-2）」，「性別（青少年F1)」，

「職の有無（青少年F4）」，「結婚の有無(青少年F6)」の５項目を用いて重回帰分析を試みた。なお，「職

の有無」については，「F4」の選択肢１から５までを「有職（値として１）」，「児童・生徒・学生」，「専

業主婦・主夫」，「無職」を「無職(値として０）」とした。 

 なお，今回「年齢」は単相関分析でテレビ視聴時間と有意な関連は示されなかった。また，重回帰分

析の説明変数としても用いなかったのは，「職の有無（青少年F4）」，「結婚の有無（青少年F6）」の両者

と「年齢（青少年F2）」が強い相関関係にあり，多重共線性（２）の問題が生じるからである。 

 

      表Ⅲ―１―３ テレビ視聴時間を規定する要因に関する重回帰分析 

 偏回帰係数 標準偏回帰係数 T 値 ｐ値 判定 テレビをよく見るのは 参考：単相関

定数項 222.8        0   15.17  <.0001 ***   

専用TV の有無 26.5  0.1252 ② 5.71  <.0001 *** 専用テレビがある人   0.053** 

通塾の有無 -24.6  -0.0893 ④ -4.22  <.0001 *** 塾に通っていない人  -0.068*** 

性別 16.0  0.0789 ⑤ 3.90  <.0001 *** 女性   0.078*** 

職の有無 -41.8  -0.1965 ① -8.65  <.0001 *** 無職の人  -0.099*** 

結婚の有無 -39.1  -0.1245 ③ -5.83  <.0001 *** 結婚している人  -0.089*** 

 

                                 ***:p<.001  **:p<.01  *:p<.05  R2=0.047 

 

 表Ⅲ―１―３に示されるとおり，いずれの項目も重回帰分析においても有意な関連を持ち，その中で

最も標準偏回帰係数が大きかったのが「職の有無」であった。すなわち，この分析に投入した項目に関

する限りでは，「職の有無」がテレビ視聴時間に最も大きな影響を持ち(無職の方が視聴時間が長い。），

                             
（２）重回帰分析で，説明変数に互いに強い相関関係を持つ変数を同時に投入すると，結果が不安定になること。 
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以下，「専用テレビの有無（専用テレビを持つ方が長い。）（青少年Q3ア）」，「結婚の有無（既婚者の方が

長い。）（青少年F6）」，「通塾の有無（塾に通っていない方が長い。）（青少年Q38-2）」，「性別（女性の方

が長い。）（青少年F1）」の順で影響力が大きいことが示された。 

 

第３節 テレビ視聴の影響 

 テレビ視聴が青少年に及ぼす影響として，「攻撃的傾向の増加」，「脱感作」がしばしば議論されている

(例えば，佐々木1996）。前者の「攻撃的傾向」については，テレビに登場するドラマやバラエティー番

組の暴力シーンに頻繁に接することにより，攻撃的傾向が助長されるという議論であり，後者の「脱感

作」は，テレビの暴力シーンに頻繁に接するうちに，周辺の暴力的場面に遭遇しても何も感じなくなる(鈍

感になる。），という議論である。 

 今回の調査では，青少年Q42において，この両者に関連する質問を設けた。 

 すなわち， 

＜脱感作関連質問Ａ―周辺の暴力的場面に対する鈍感化＞ 

 青少年Q42-1 近くでどなりあいをしている人がいても，気にならない 

 青少年Q42-4 いじめられている人がいても，自分に関係がなかったら放っておく 

 

＜脱感作関連質問Ｂ―テレビにおける性的場面や暴力的場面に対する鈍感化＞ 

※質問はいずれも逆転項目になっており，選択しなかった方が鈍感化していると解釈する。 

 青少年Q42-5 本人が納得していても，援助交際はいけないと思う 

 青少年Q42-6 テレビには犯罪や暴力に関する場面があってはならない 

 青少年Q42-7 テレビには裸の場面があってはならない 

 

＜攻撃的傾向の助長関連質問＞ 

 青少年Q42-2 嫌いな人がそばにいると，頭にくる 

 青少年Q42-3 頭にくると，つい乱暴な言葉づかいになる 

 

        表Ⅲ－１－４ テレビ視聴時間と脱感作効果，攻撃的傾向の相関分析 

 脱感作Ａ 脱感作Ｂ 攻撃的傾向 

質問番号  青42-1  青42-4  青42-5  青42-6  青42-7   青42-2   青42-3 

相関係数 -0.012 0.003 0.049 0.022 -0.010 0.053 0.052 

有意水準 n.s. n.s. * n.s. n.s. ** * 

  ＮはいずれもQ42で無回答者を除いた2,455       

  有意水準 ：***:p<.001  **:p<.01  *:p<.05  n.s.:５％未満の危険率で有意な関連なし 

 

 青少年Q42の各質問項目とテレビ視聴時間（青少年Q1ア）とを順位相関分析した結果を示したのが表

Ⅲ－１―４である。表に示されるとおり，「脱感作」に関してはほとんどの項目でテレビ視聴時間と有意

な関連がみられなかった。「本人が納得していても，援助交際はいけないと思う（青少年 Q42-5）」につ
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いては，５％未満の水準で有意な関連がみられたが，この質問は逆転項目の形をとっており，選択しな

かった場合(値としては０）に「脱感作効果」がみられたと解釈でき，もし効果があれば負の相関を示す

はずだが結果は正の相関，すなわちテレビをよく見る人ほど「援助交際はいけない」と思う傾向が示さ

れており，脱感作効果とは全く逆の結果になっている。 

 「攻撃的傾向」に関しては，設定した２項目とも，テレビ視聴時間と有意な正の相関がみられた。 

 

0.499 
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0.000  0.100  0.200  0.300  0.400  0.500  0.600  0.700 

0‐120分未満(N=617)

120‐180分未満(N=598)

180‐220分未満(N=635)

220分以上(N=605)

 

図Ⅲ－１―１ テレビ視聴時間と攻撃的傾向 

                      Pr>F :0.0031(F検定（３））なお，Tukeyの多重範囲検定（４）では，220分 

                      以上の視聴者と，180分未満の視聴者との間に５％未満の水準の有意差 

 

 ここで青少年Q42-2と青少年Q42-3 の回答の合計値を「攻撃的傾向スケール」とし（最大値２，最小

値０），一方で，テレビ視聴時間に応じて調査対象をほぼ同数になるよう四つに分け，（１）０分～120

分未満，（２）120分～180分未満，（３）180分～220分未満，（４）220分以上として攻撃的傾向スケー

ルの値を比較したのが図Ⅲ－１―１である。図に示されるとおり，テレビ視聴時間が長いほど，攻撃的

傾向が強い傾向が示されている。相関分析によっても，「テレビ視聴時間」と「攻撃的傾向スケール」と

には，危険率１％未満の水準で有意な正の関連がみられた(相関係数0.062）。 

 テレビを長時間見るから攻撃的傾向が助長されるのか，あるいはたまたま攻撃的傾向の強い人がテレ

ビを長く見るのか，因果の方向性は不明であり，また他の媒介要因が介在する可能性もあるが，本調査

結果からは，テレビ視聴時間と攻撃的傾向とには有意な関連がみられた。 

 なお，本節の分析趣旨とははずれるが，「マンガを読む時間（青少年Q1カ）」，「家庭用テレビゲームや

パソコンのゲームソフトで遊ぶ時間（青少年Q1キ）」と，「攻撃的傾向スケール」とは，いずれも危険率

0.1％未満の水準で有意な正の相関関係があり(相関係数「マンガ」が0.104，「ゲーム」が0.120），また，

「ゲーム」は脱感作関連Ａ質問の合計値と危険率 0.1％未満の水準で有意な正の相関関係(相関係数

0.093)があった。 

                             
（３） 統計的仮説検定の手法の一つ。分散分析においては，多群の平均の差の検定や２群の標本の分散の比の検定に利用 

   される。 

（４） F検定では，いくつかの平均値が異なることはわかっても，具体的にどの値とどの値が有意に異なるのかはわから 

     ない。そこで，このために個々の群間の差の分析として多重比較が行われる。分散分析における多重範囲検定には幾 

     つかの方法があるが，ここではTukeyが発展させた手法を用いている。 
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第４節 テレビ視聴と携帯ネット利用をもとにしたタイプ分けとその諸特性 

１ タイプ分け 

 今回の調査によれば，調査対象の青少年が最も時間を費やしている情報行動は「テレビ視聴（青少年

Q1ア）」と「携帯ネット利用（青少年Q13）(平均71.5分）」である。この場合，「携帯ネット」とは，携

帯メールと携帯サイト利用を合わせた数値となる。 

 そこで両者の組合せから四つのタイプを設定した。サンプルの分布からテレビ視聴は四つに（それぞ

れがほぼ25％），携帯ネット利用も四つに分割し，そこから次の四つのタイプを構成した。 

 なお，本節の分析は，青少年調査の調査対象者全員を対象とするものであり，サンプルの分布を考え，

携帯電話非利用者と30分未満の短時間利用者で一つのカテゴリーを構成している。携帯サイト利用に関

しては，「利用時間60分」と答えた回答者が428人おり，その結果，「60分以上」に属するサンプルが，

他のカテゴリーに属するサンプルより構成比率がやや高くなっている。 

携帯ネット利用（M )  

短 長 

短 タイプ１ タイプ３ テレビ視聴（T) 

長 タイプ 2 タイプ４ 

 それぞれの具体的内訳は次のとおりである。 

 

        表Ⅲ－１―５ テレビ視聴時間と携帯ネット利用によるタイプ分け 

青13 携帯ネット利用  

携帯電話非

利用 

0～30 分 

未満 

30～60 分 

未満 

60 分 

以上 

横合計 

108 203 103 203 617 ～120 分未満 

4.4 8.2 4.2 8.2 25.0  

126 180 108 187 601 120～180 分未満 

5.1 7.3 4.4 7.6 24.4  

103 161 119 257 640 180～220 分未満 

4.2 6.5 4.8 10.4 25.9  

114 145 84 266 609 220 分以上 

4.6 5.9 3.4 10.8 24.7  

451 689 414 913 2467 

 

 

 

 

青１ア 

テレビ 

視聴時間 

 

縦合計 

18.3 27.9 16.8 37.0  100.0  

            各セルの上段イタリックはサンプル数，下段は全体サンプルに対する構成比率(％） 

  
上表から各タイプのサンプル分布は次のとおりである。 

 N ％ 平均年齢 男性率 有職率 

タイプ１ （T 短M 短） 617 25.0 18.6 0.51 0.35 

タイプ２ （T 長M 短） 523 21.2 18.2 0.49 0.28 

タイプ３ （T 短M 長） 601 24.4 20.9 0.49 0.43 

タイプ４ （T 長M 長） 726 29.4 20.4 0.43 0.35 

合計 2467 100.0 19.6 0.48 0.35 

       母数合計が2,467となっているのは携帯利用の有無の質問(青少年Q5)で無回答者が１人いる 

       ため。男性率は男性１，女性０，として計算した値で１に近いほど男性が多いことを示す。 



 

 201

 

２ ゲーム，マンガ，自宅PCネットの利用時間 

 

       

図Ⅲ―１―２ テレビゲーム／PCゲームで遊ぶ時間 (分)          図Ⅲ―１―３ マンガを読む時間(分) 

 

 図Ⅲ―１―２は，第４節１で述べたタイプ分けに従って，「テレビゲームやパソコンのゲームソフトで

遊ぶ時間（青少年Q1キ）」の平均値を示したものである。図に示されるとおり，タイプ４及びタイプ２，

すなわち，携帯ネット利用時間にかかわらず，テレビ視聴時間の長い人ほど，ゲームで遊ぶ時間が長い

（分散分析 F 検定で 0.1％未満の水準で有意。タイプ４及び２と，タイプ３及びタイプ１とは，Tukey

の多重範囲検定で，５％未満の水準で有意な差）。 

 また図Ⅲ―１―３に示されるとおり，「マンガを読む時間（青少年Q1カ）」もゲームと全く同様の傾向

が示された。 

 「テレビ」と「ゲーム」と「マンガ」は，単相関でも強い相関が示されていたが，いずれも画像・映

像と関連しており，この三つを同時に愛好する青少年は一つのクラスターを形成している。 

 

 

図Ⅲ―１―４ 自宅PCネット利用時間(分) 

 

 図Ⅲ―１―４は，タイプごとに「自宅PCネット利用時間（青少年Q17ア）」の平均値を示したもので

ある。図に示されるとおり，タイプ４及びタイプ３，すなわち，テレビ視聴時間にかかわらず，携帯ネ
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ットの利用時間の長い人ほど，自宅PCネット利用時間が長い（分散分析F検定で１％未満の水準で有意。

タイプ４と，タイプ２及びタイプ１とは，Tukeyの多重範囲検定で，５％未満の水準で有意な差。なお，

この分析では設問の関係上，パソコンの非利用者は分析サンプルには含まれていない。）。 

 

３ 友人との交友スタンス 

 青少年Q36では一番の親友との交友スタンス(つきあい方）を質問している。 

 この質問から「交友の深さスケール(FS)」を構成した。すなわち， 

（１）基準点として４点を与え（この基準点を設定するのは，スケールの値が負にならないための処理

である。）, 

（２）「深いつきあい」を好む方向性をもつ以下の質問に「あてはまる」とした場合に「＋１」を与える。 

  青少年Q36-1 同性の一番の親友とは何も言わなくてもわかりあえる 

  青少年Q36-2 同性の一番の親友とはお互いの性格の裏の裏まで知りあっている 

  青少年Q36-6 親しい友人グループの中で悩みごとの相談をする 

  青少年Q36-7 親しい友人グループの中ではお互いに悪いところは悪いと言いあえる 

（３）「浅いつきあい」を好む方向性をもつ以下の質問に「あてはまる」とした場合に「－１」とする。 

  青少年Q36-3 同性の一番の親友であってもあまり深刻な相談はしない 

  青少年Q36-4 同性の一番の親友であっても自分のすべてをさらけ出すわけではない 

  青少年Q36-8 親しい友人グループの中でもみんなにけっこう気をつかっている 

（４）以下の項目に「あてはまる」と答えた場合には「深さスケール」の値を「０」とする。 

  青少年Q36-9 親しい友人グループはない 

  青少年Q36-5 同性で親友といえる人はいない 

  ちなみに社会統計ソフトSASの処理では次のようになる。 

   FS=4+Q36_1+Q36_2+(-Q36_3)+(-Q36_4)+Q36_6+Q36_7+(-Q36_8) ; 

      if Q36_5=1 or Q36_9=1 then FS=0 ; 

 結果的に「交友の深さスケール（FS)」は，０から８までの範囲の値をとることになる。 

 この「交友の深さスケール」の平均値を第４節１で述べた４タイプに分けてみたのが図Ⅲ―１―５で

ある。 

 

図Ⅲ―１―５ 「交友の深さスケール」と４タイプ 
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  図に示されるとおり，携帯ネットの利用時間が長いタイプの青少年において，親友と深いつきあいを

好む傾向が示されている（分散分析F検定で0.1％未満の水準で有意。Tukeyの多重範囲検定でタイプ４

と，タイプ２及びタイプ１とは５％未満の水準で有意差）。少なくとも，携帯電話でインターネットを頻

繁に利用する青少年，すなわち携帯メールもよくする青少年は，友人と浅いつきあいを好むものではな

いことが示唆されている。テレビ視聴時間も携帯ネット利用時間も短いタイプ１の青少年は，親友とは

余り深いつきあいを好まないようである。 

 

４ 情報処理能力，コミュニケーション能力 

 青少年Q41では，情報処理能力や自己表現能力，社会的コミュニケーション能力に関する質問が取り

上げられている。この９問の回答を因子分析した結果(主成分解（５），バリマックス回転（６）），固有値（７）

１以上で２因子が抽出された(累積寄与率（８）41.3％）。 

 因子１について高い因子負荷がみられたのは以下の質問項目である。質問内容から因子１は，自分で

情報を収集・処理・伝達できる能力に関連していると考えることができ，これらの質問群から「情報処

理能力スケール」を構成した。 

 青少年Q41-1 自分の考えや意見を人前で話すことができる 

 青少年Q41-5 自分の考えでものごとを決めることができる 

 青少年Q41-7 自分が必要とする情報を集めることができる 

 青少年Q41-8 いろいろな情報をうまくまとめることができる  

 青少年Q41-9 いろいろな情報をうまく表現したり，他の人に伝えることができる 

  

 次に因子２について高い因子負荷がみられたのは以下の質問項目である。質問内容から因子２は，他

者との調整やコミュニケーションがスムーズにでき，行為を完遂する能力に関連していると考えること

ができ，これらの質問群から「社会的コミュニケーション能力スケール」を構成した。 

 青少年Q41-2 相手を思いやって話すことができる 

 青少年Q41-3 自分の意見と違ってもわかりあおうとすることができる 

 青少年Q41-4 年齢が離れた人とでもうまくコミュニケーションをとることができる 

 青少年Q41-6 困ったときでもあきらめずにがんばることができる 

 

 各スケールは，それぞれの質問群の回答値を加算して構成した（それぞれの質問に「あてはまる」と

                             
（５）因子分析には，因子抽出のためにいくつかの計算方法があり，各因子の因子寄与が大きくなるように解を求めるのが 

   主成分解である。 

（６）因子を複数個抽出した後に，解を解釈しやすいようにするためにされるのが軸の回転である。その中で，各因子ごと 

    に因子負荷量の２乗の分散が最大になるように因子軸を回転する方法がバリマックス回転である。 

（７）固有値は，因子ごとの各変数の因子負荷量の２乗和。 

（８）ある因子の，全体の分散に対する説明力の大きさの比率を「因子の寄与率」といい，第k因子までの寄与率の総和が 

   「累積寄与率」である。例えば，今回の青少年Q41の質問を因子分析した結果，第２因子までで全体の分散の41.3％ 

    を説明できる。 
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答えた場合に「１」を加算）。 

 この二つのスケールの平均値を４節１で述べた４タイプに分けてみたのが図Ⅲ―１―６と図Ⅲ―１―

７である。 

   

       図Ⅲ―１―６ 情報処理能力           図Ⅲ―１―７ 社会的コミュニケーション能力  

 

 図に示されるとおり，情報処理能力に関しては，テレビ視聴時間が短く，携帯ネット利用時間が長い

「タイプ３」が最も高く，テレビ視聴時間が長く，携帯ネット利用時間が短いタイプ２が最も低い傾向

が示された(分散分析F検定で0.1％未満の水準で有意。Tukeyの多重範囲検定でタイプ１，タイプ２，

タイプ３の間にはそれぞれ５％未満の水準で有意差）。 

 社会的コミュニケーション能力に関しては，テレビ視聴時間が長く，携帯ネット利用時間が短いタイ

プ２が低いことが示された（分散分析F検定で0.1％未満の水準で有意。Tukeyの多重範囲検定でタイプ

２とタイプ１，タイプ２，タイプ３の間には５％未満の水準で有意差）。傾向的に，携帯ネット利用時間

が長い青少年は社会的コミュニケーション能力が優れているという結果が示唆されている。 

 なお，携帯ネットの時間を尋ねた青少年Q13単独の質問では，そもそも携帯電話を利用していない青

少年が非該当になるため，青少年Q13の結果と「情報処理能力」，「社会的コミュニケーション能力」の

単相関分析を行った場合，前者のみ５％未満の水準で正の相関，後者は有意な関連が出ない。しかし，

本節の分析の方針に従って，携帯電話非利用者も携帯ネット利用時間０として処理すれば，二つの能力

と携帯ネット利用時間は危険率0.1％未満の水準で正の相関を示す。 

 

５ 異世代とのふれあい，ボランティア活動 

 青少年Q37アでは，家族以外の子どもやお年寄りなど世代の異なる人たちとのふれあいが，青少年Q37

イでは地域社会などでのボランティア活動やリサイクル運動などへの参加度が，それぞれ質問されてい

る。 

 設問では選択肢１が「よくある」，４が「まったくない」の数値になっているので，数値を逆転させ，

数字が大きい（４）ほど，それぞれ「よくある」，数字が低いほど「ない」に変換し，第４節１で述べた

４タイプに分けて平均値をみたのが図Ⅲ―１―８と図Ⅲ―１―９である。 
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          図Ⅲ―１―８ 異世代とのふれあい                     図Ⅲ―１―９ ボランティア活動 

   

 図に示されるとおり，「異世代とのふれあい（青少年Q37ア）」は，テレビ視聴時間が短く，携帯ネッ

ト利用時間も短いタイプ１において最も活発な傾向が示されている（分散分析F検定で５％未満の水準

で有意。Tukeyの多重範囲検定でタイプ１とタイプ４の間には５％未満の水準で有意差）。テレビや携帯

電話といったメディアを余り利用しない青少年の方が，世代を超えた直接的コミュニケーションをする

機会が多いようである。 

 また，「ボランティア活動やリサイクル運動への参加（青少年Q37イ）」は，テレビ視聴時間にかかわ

らず携帯ネットの利用時間が短い青少年において活発という傾向が示された（分散分析F 検定で0.1％

未満の水準で有意。Tukey の多重範囲検定でタイプ３及びタイプ４とタイプ１及びタイプ２の間には

５％未満の水準で有意差）。これも携帯ネットのような先進的情報メディアの利用と，ボランティア活動

のような現実世界との直接的かかわりは相反する傾向を示しているとみなせよう。 

 

６ テレビ視聴，携帯ネットによるタイポロジーと諸項目の関連のまとめ 

 以上，分析対象者をテレビ視聴時間，携帯ネット利用時間によって４タイプに分けた上で，諸項目と

の関連をみてきた。最後に，それぞれの項目を目的変数，「テレビ視聴時間」と「携帯ネット利用時間(非

利用者は利用時間０として計算）」を説明変数として重回帰分析を実施した（年齢の影響をコントロール

するため，説明変数として「年齢」も加えて計算している。）。その結果から，標準偏回帰係数の値を示

したのが表Ⅲ―１―６である。 
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表Ⅲ－１―６ テレビ視聴時間と携帯ネット利用を説明変数とした各項目の重回帰分析結果 

標準偏回帰係数  

テレビ 携帯ネット 

マンガ 0.126 0.023 

ゲーム 0.142 0.040 

自宅PC ネット -0.009 0.209 

交友スタンス 0.010 0.043 

情報処理 -0.144 0.088 

社会的コミュニケーション能力 -0.068 0.076 

異世代交流 -0.046 0.007 

ボランティア -0.030 -0.076 

                 

 さらにこの値を図示したのが図Ⅲ―１―10である。図では本章第４節で分析した結果とほぼ同様の傾

向が縮約的に反映されている。すなわち，ゲームやマンガを読む時間は，テレビ視聴時間と強い関連を

持ち，自宅PCネットの利用時間は携帯ネットの利用時間と強い関連を持つ。「友人との交友スタンス」

は，テレビ視聴時間にかかわらず，どちらかと言えば，携帯ネットの利用時間が長いほど深い交友を好

む傾向が示されている。また，情報処理能力，社会的コミュニケーション能力は，テレビ視聴時間が短

く，携帯ネット利用時間が長いほど高い傾向にある。異世代との交流は，テレビ視聴時間が短いほど活

発で，ボランティア活動は，携帯ネット利用時間が短い青少年ほど活発に行っている。 

 

   図Ⅲ―１―10 テレビ視聴時間，携帯ネット利用時間と各項目の関連(数値は重回帰分析による標準偏回帰係数） 

   ＊  なお，図中の「タイプ1」～「タイプ４」については，各象限が，第４節のタイプ分けと一致するわけではなく，方向性として   

       それぞれのタイプに似た傾向を持つことを示すに過ぎない。 
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