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第 1 章オランダにおける性表現が青少年に与える影響研究 
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－ 定義と背景 － 

 
1 「青少年」 の定義 

オランダ語圏のオンライン資料によると「青少年」については明確な定義はない。オランダ語の

Wikipedia では「青少年」の定義について「子供、まだ成熟していない時期の名称としているが、具体的

な年齢層は明確にされておらず生物学的成熟（人間の場合には平均 12才のころ）が幼年期の終わりを示し、

青年が大人になるのは、社会的に独立する時であるとしている。法律上では 18才から大人とされており、

オランダでは 18才から国政選挙への選挙権を有することから法的に大人とされている。なお 18才頃に、

青少年の多くは高校を卒業し、進学するか仕事を始める一方、初めて恋愛をする時期。」としている。 

他に、www.encyclo.nl〔オンライン百科事典〕には 12の定義が挙げられており、一例として「一般的

にはまだ成人になっていない、17才以下の年齢の人を指す」、「若い時期の事」、「若者・学齢期の子供」な

どとある。 オランダのもう 1つのオンライン百科事典である https://www.ensie.nl によると、「日常用

語では、青少年とは人生の若い時期で、子供から大人になる期間の名称であると示されている。一般的に

は若いというのは 0才～25才までと理解されているが、青少年の年齢層には決まりがない。法律では、法

定年齢である 18才に達している人は青少年ではない」と示されている。 

 

2 性表現についての社会全般の捉え方〔⋆〕 

金銭目的の性行為、グループセックスや輪姦などは現在、重要な課題である。メディア上の CMやビデ

オクリップなどで見られる性表現がそれとどう関連しているかは明らかにされていない。メディアには、

正と負の側面があり、私たちが物事についての判断や特定の動作・思想に影響を与える力がある。例えば、

メディア上でモデルや女優の性行為が肯定的に表現れる事により、視聴者はその行為は楽しいものとして、
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一般的に容認してしまい、その行為を正当化してしまう可能性が認められる。 

又、インターネットの出現により性的表現へのアクセスの機会が著しく増加し、性行為とエロティシ

ズムは、今やインターネットを介し誰でも様々な情報にアクセスが可能となっていることから、インター

ネット上の性表現の膨大さに対する懸念も一般的に高まりつつあるのが現状である。 

性表現の範囲は非常に幅広く、ポルノ、エロティシズム、恋愛、ヌードなどを見せるメディアコンテ

ンツは多様であり、それぞれの性表現により視聴者は性的興奮を掻き立てられる可能性がある。なお、メ

ディア上の性表現においては、男性と女性の扱い方について現実とかけ離れた表現がなされている。視聴

者のコンテンツに対する価値観は、その受け止め方にもよるが、非現実的な性表現は性に関する誤ったイ

メージを与える場合もある。例えば、ポルノは、社会的に認められている「家族の価値観」に合わないと

されるのが一般的な捉え方である。 

メディアに現れる性表現は明らかに現実とは違い、メディアに登場する男性と女性のイメージは現実

と大きく違いがある。例えば、テレビで裸の映像が流されるのは女性の方が多く、男性の約 4倍となって

いる。通常、男性は逞しく女性は従属的な役割を演じ、エロやロマンチックなシーンで女性の方が挑発的

な態度を示す。 つまり、女性は男性のための「セックス・オブジェクト」としてメディアで表現されて

いることが多くなっている。    

メディアで表現されている性的な行為を行う者は、お互いに恋愛感情は持ち合わせておらず、若くてス

マートで、社会的な地位を得ている者として描かれている。セックス行為者は、それを愛の表現としてで

はなく、常に性的快楽のための行動として、意識的に安全なセックス（コンドームの使用など）や性行動

の負の結果（望まない妊娠、性感染症、良心の呵責・後悔など）などについては殆ど表現されていない。

このような、メディアの性表現と現実の違いはテレビだけでなく、特にＣＭ、雑誌、ビデオゲーム、青少

年向けのドラマとミュージッククリップなどにおいても同様である。 

 

3 性表現についての青少年の影響の社会全般の捉え方〔⋆〕 

メディアによる性表現は、青少年の性的行動や健全性への影響について、一般論では否定的に評価さ

れる傾向がある。ここ数十年にわたり、「青少年とメディア」の分野で行われた研究が仮に数千あったとし

ても、青少年のメディア利用、嗜好や影響に関する科学的な知識に関しては、まだ初期の段階にとどまっ

ていると思われる。それは、メディアの極めて急速な発展に比べ、青少年を対象とした調査は非常に難い

ターゲットグループであるためである。またテレビなどと比べると、携帯やインターネットは個人的に使

用されることから、青少年のメディア利用の実態が親の目の届かないところで行われているので、その利

用に対して把握は難しいと言われている。 

西洋的な研究では、青少年は、不適切な性的行動に関しては、メディアの影響を受けている事が様々

なアンケート調査から判明しており、メディアの性表現は青少年に悪影響を与えるリスクが存在している

ことを示唆している。例えば、青少年向けの一般雑誌や音楽雑誌は最近、ロマンス、恋愛関係やセクシュ

アリティと関連する文章や写真が多く掲載されている。自分の性的アイデンティティを探しているティー



3 
 

ンエイジャーは多くの場合、メディアを通じて性的なコンテンツを探し求めるが、その性的メディアコン

テンツを正しく理解されていない。最近では、多くの研究者は、メディアが提供する情報を青少年が単に

受動的に受け止めているものではないと見ている。青少年はメディアの性表現を都合よく理解し、自分の

行動をそれに合わせようとしている。 

〔⋆〕参考文献：Nikken（2011、2009）・Valkenburg（2008 [2002]）・E-quality Literatuurstudie（2007） 
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4 以下にオランダにおける青少年の性表現による 3件の影響研究の概略を取り上げる。 

4.1. VANDENBOSCH Laura、VAN OOSTEN Johanna、PETER Jochen （2015）. The Relationship  
Between Sexual Content on Mass Media and Social Media: A longitudinal Study. 
A．タイトル（蘭・和訳） The Relationship Between Sexual Content on Mass Media and Social Media: 

A longitudinal Study. 

（マスメディアとソーシャルメディアにおける性的コンテンツ間の関係: 縦断

研究） 

B・著者名（および著者

の所属） 

VANDENBOSCH Laura、VAN OOSTEN Johanna、PETER Jochen。三者ともアムステル

ダム大学 / ASCoR （Amsterdam School of Communication Research） 所属

（本研究は、PETER氏に与えられた、オランダ科学研究機構（Netherlands 

Organisation for Scientific Research （NWO））の助成金によるものである） 

C・書誌情報（雑誌名、

巻、号、ページ数）、イ

ンパクト  ファクター 

Cyberpsychology, Behavior, and Soci 

al Networking（サイバー心理学、行動とソーシャネットワーキング）, Volume 

18（第 18巻）, Number 12（第 12号）, 2015 年 12月（697-703）[ページ数：

7] （DOI: 10.1089/cyber.2015.0197） インパクト  ファクター：2.182 

（2014/2015） 

D・アブストラクト（論

文に記載されているも

のを翻訳） 

本研究の目的は、性的リアリティ番組とインターネット・ポルノグラフィー（以

下 IP）に対する接触がソーシャルメディアでの性的自己提示と関連しているか

どうかを調査することであった。13 才～17 才の 1765 人の青少年に対する 2 波

パネル研究に基づいて、性的リアリティ番組は青年に自分自身の性的画像を作

成し、ソーシャルメディア上で配布するよう刺激し、逆にソーシャルメディア

上での性的自己提示は、青年が性的リアリティ番組を、より頻繁に見るように

導いていることが示された。この関係は、男女とも類似していた。IPの閲覧と、

ソーシャルメディア上での性的自己提示の相互関係は見つからなかった。この

結果は、主流マスメディアにおける性表現が青年のソーシャルメディア上での

性的行動を予測すること、及びその逆を示唆している。又、青年がネットにお

ける自分の性行動に性的メディアの表現を取り入れる時、性表現の種類（主流

マスメディアレベルか、より露骨な性表現か）を区別しているように思われる。 

E・研究の目的（仮説も

含む） 

本研究の目的は、性的リアリティ番組とインターネット・ポルノグラフィー 

（IP） の閲覧は、ソーシャルメディア上での性的自己提示に関連があるかどう

かを調査することであった。 

以前の研究は、若年者のさまざまな性関連行動がマスコミの性表現への接触と

関連する事を示してきたが、性表現への接触がソーシャルメディアにおける性

的自己提示と関わるかどうかは知られていない。そこで、本研究は、性的リア

リティ番組とIPの閲覧はソーシャルメディア上での性的自己提示を予測すると

いう仮説を検討する。 

マスメディアの閲覧とソーシャルメディアの個人使用とは関連があるが、それ

と逆のプロセスも考えられる。つまり、ソーシャルメディア上での性的自己提

示は性的リアリティ番組・IPの閲覧を増加させると仮説する。 

又、性別で、性的リアリティ番組・IP の閲覧とソーシャルメディア上での性的

自己提示との相互関係が変化するかどうかも調査する。 

F・対象者の特性（性別、

年齢、所属、） 

調査期間） 

性別記述無し、年齢：13才～17才（第 1回 2137人・第 2回 1765人、attrition 

rate〔減少率〕 = 17.4％）、 

調査期間： 2013年 5月と 10月 

G・方法論（実験、相関

研究、縦断研究、影響の

自己報告など） 

＋方法の概略 

方法論：2波縦断研究（本調査は 3波プロジェクトの中の最初の 2波データを使

用したものであり、研究時期に、オランダで人気の高い性的表現を多く含む番

組が 2つ放送されていたので、その 2波が材料として選択された） 

方法の概略：サンプリングとフィールドワークに関しては、Veldkamp というオ

ランダの調査機関によって行われ、サンプルはそれによって運営されているオ

ンラインパネルから抽出された。参加者は自宅で約 20分かかるオンラインアン

ケートを記入し、完了した参加者は 5ユーロの報酬を受け取るという形だった。 

参加者は自宅で約 20分かかるオンラインアンケートを記入し、完了した参加者

は 5ユーロの報酬を受け取るという形だった。 

年齢・性的指向・性別・テレビ上の性表現の閲覧、IP の閲覧・性的自己提示に
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関して、第 1 波のデータを分析したところ、第 1 波のみに参加した対象者と、

第 2波共に参加した対象者の間には有意な差は見られなかった。 

H・影響を与える変数（性

表現に関する変数）＋測

定方法 

1. 性的リアリティ番組の閲覧 

対象者は、7 段階のリッカート尺度によって、調査前の 6 ヶ月間、2 つのリ

アリティ番組（⋆）をどのくらいの頻度で見たかを測定した。〔（⋆）MTV の

「Jersey Shore」と「Geordie Shore」〕 

2. IP の閲覧 

対象者が、7段階のリッカート尺度によって、インターネット上で （a） は
っきり露出した性器の画像、 （b） はっきり露出した性器のビデオ、 （c）

セックスしている人の画像、 又は（d） セックスしている人のビデオを意

図的に見る頻度を測定した。 

その他の変数: 

人口統計学的な情報（年齢、性別） 

I・影響を受ける変数（対

象者の行動、態度（特に

異性に対する意識）パー

ソナリティ等） 

ソーシャルメディア上の性的自己提示 

ソーシャルメディアを利用している対象者は、7 段階のリッカート尺度によっ

て、過去 6ヶ月間、自分自身の（a） セクシーな目つきを見せている画像、（b） 

セクシーな佇まいを見せている画像、（c） 肌の露出が高い服を着ている画像、

及び（d） セクシーな姿勢を見せている画像をアップロードした頻度を示すよ

うに求められた。 

J・影響に関する結果の

概要（箇条書き） 

1. 1時点目の性的リアリティ番組の閲覧は2時点目のソーシャルメディア上の

性的自己提示を正に予測した。 

2． 1 時点目の IP の閲覧は 2時点目のソーシャルメディア上の性的自己提示と

関連しなかった。 

3.  主流マスメディアやIPにおける性表現への接触が性的自己提示に及ぼす影

響と、その逆方向の影響を一括して分析したところ、性別によって影響力

に違いはなかった。 

K・その他の結果の概要

（箇条書き） 

1. 1時点目のソーシャルメディア上の性的自己提示は2時点目の性的リアリテ

ィ番組の閲覧を正に予測した。 

2. 1 時点目の IP の閲覧は 2 時点目のソーシャルメディア上の性的自己提示と

関連しなかった。 

3. 主流マスメディアや IP における性表現への接触が性的自己提示に及ぼす影

響と、その逆方向の影響を一括して分析したところ、性別によって影響力に

違いはなかった。 

 

 

補足 
 

本研究は、マスメディアの性表現の閲覧と、青少年のソーシャルメディア（以下「SM」）での性的自己提

示の傾向との関係を検討した最初の研究である。本研究で、主流マスメディアの性表現が青少年のオンラ

イン上での性的自己提示をどの程度刺激しているかが示されている。SM上の性的自己提示は性的リアリテ

ィ番組の閲覧との相関関係はあったが、インターネットポルノ（以下「IP」）の閲覧との相関関係はなかっ

た。但し、強い刺激を求める青少年、逞しい青年及び初期思春期の青少年は、IPの影響をより受けやすく、

IP を閲覧する可能性が高いグループに属すると考えられ、相関関係が発生すると考えれている。従って、

今後の研究において重要な調査対象とされている。 

 

主流マスメディア（性的リアリティ番組）は青少年が性的自己提示を作成し、配布するように刺激する

影響力があり、主流マスメディアの性表現は、性的自己提示をする SMユーザーに特に影響を与えるようで

ある。従って、主流マスメディアの性表現と SM上の性的行動との相関関係に関する知識を深める必要があ

る。 

 

性的リアリティ番組の閲覧と IP の閲覧では、SM 上で性的自己提示をする青少年は、特にテレビの性的



6 
 

メディア表現を求めている事が判る。青少年にとって、性的リアリティ番組は「信頼できる」又は「気に

入っている」人や状況情報を捜すために、特に好まれているようである。しかし、IP の閲覧と SM 上の性

的自己提示は無関係である可能性がある。それは、IPは露骨な性表現であるのに対し、SM上の性的自己提

示の特徴は、暗示的な表現だからである。青少年は、IPの俳優や女優を不適切な手本として認識している

と考えられる。特に女子は自らのオンライン自己提示は、「ふしだら」と見なされない様に意識している。 

感受性要因として、特定の感受性要因（個人差よる）は、青少年を含む一般的なメディアユーザーへの

影響を強化したり、弱めたりする事が可能な要因である。本研究の結果は、SM上の性的自己提示と性的リ

アリティ番組又は IPの閲覧との相関関係には、性別は重要な感受性変数でない事を提示している。但し、

他の感受性変数はこの関係に影響を及ぼす可能性が十分ある。 

 

本研究は、青少年が SM上で性的自己提示をしている事を提示しているが、それを（具体的に）どのよう

に行っているかに関しては限られた情報しかない。また性的リアリティ番組の閲覧と、性的自己提示との

相関関係がある事は、以前のメディア研究の結果と一致しているが、影響は小さかった。但し、性的リア

リティ番組の閲覧と性的自己提示の関係は生じており、この影響は今後さらに強くなる可能性があるので、

このテーマに関する研究は今後も重要である。 
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4.2. NIKKEN Peter, DE GRAAF Hanneke. Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een 
onderzoek met twee metingen. 
A．タイトル（蘭・和訳） Seks in de media: wat doen jongeren ermee?（メディアの中のセックス: 青

少年はどう処理するか） 

サブタイトル：“Een onderzoek met twee metingen”（2波縦断調査）  

B・著者名（および著者

の所属） 

NIKKEN Peter（Department of Media and Communication,Erasmus University 

Rotterdam; Department of Pedagogy, Windesheim University of 

Applied Sciences; Netherlands Youth Institute 

(NJi）,Utrecht）. 

DE GRAAF Hanneke （Rutgers WPF）. 

C・書誌情報（雑誌名、

巻、号、ページ数）、i.f. 

Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut/Rutgers WPF（ユトレヒト: オランダ青

少年研究所・ルトヘルス世界人口基金会）。2011年。 

D・アブストラクト（論

文に記載されているも

のを翻訳） 

本研究では、青少年のメディア利用がその後の性行動や、性と容姿に関する

思考に影響を与えているか、逆に青少年の性行動や思考がメディアの選択を決

定しているのかが中心に調査された。 尚、オランダでは過去に殆ど調査され

ていなかった、親・友人、他の要因も影響を及ぼすかについても調査項目に含

まれている。 

オランダ青少年研究所（NJi）がルトヘルス世界人口基金会との協力で 2波縦

断調査を行い、2008年春と 2009 年秋に 601人の 12才～18才の青少年がメディ

ア利用と性的体験に関するアンケート調査に参加した。 

本研究では、調査されたメディアの種類の利用が、青少年のより常軌を逸し

た性行動につながらないとし、性行動に対する影響は、主にその青少年の個人

の気質によるものと示している。 

特徴として、男子と女子の間には多くの違いがある。女子の方が男子より、

殆どのテレビのジャンルを頻繁に見る、雑誌を多く読み、インターネット上の

プロフィールサイトを活発に利用している。又、メディア上で見られる人と自

分を比較し、自分の容姿を気にする傾向にある。 

一方、男子の方が女子より、ポルノを観たり、友人にメディア上の性表現を観

るように誘われている。男子の方が性に興味がある。 

本研究の結果は、青少年に特定のメディア利用を禁止する理由は見つからな

い。常軌を逸した性行動をする青少年が常に利用するステレオタイプ化された

メディアの性表現については、彼らと議論することでその影響について、検討

することが出来ると考える。 

E・研究の目的（仮説も

含む） 

本研究では青少年の、ジャンル別のメディア利用と、彼らの性行動・性に関す

る認識の縦断関係を調査し、次の重要調査項目が挙げられた。 

・青少年の性行動及び性や容姿に関する認識は、彼らのメディアの性表現の視

聴率によって予測できるのか。 

・青少年のメディアの性表現の視聴率は、彼らの性行動及び性や容姿に関する

認識によって予測できるのか。 

・これらの関係は、青少年の人口統計学的特徴、メディアの性表現に関する彼

ら自身の認識と、性、容姿、メディアに関する友人の思考、及び 

親の性教育とメディア教育という要因も含めて考察するならば、どの程度ま

で影響を与えているのか。 

F・対象者の特性（性別、

年齢、所属、） 

調査期間） 

・年齢（性別無し）：第 1波で 12才～18才（その 55％は 14才以下）、第 2波で

13,7 才～20才（SD〔標準偏差〕=1,66） 

・調査期間：2008年春、2009 年秋 

その他の特性： 

教育レベル：対象者の 51%は VMBO〔職業的中等教育〕（「教育レベルが低い」

とされている）と MBO〔中等職業教育〕（「教育レベルが低い」とされている）の

教育レベルで、その他の 49％は HAVO〔高等一般教育〕（「教育レベルが高い」と

されている）、VWO〔大学準備中等教育〕（「教育レベルが高い」とされている）、

HBO〔高等職業教育〕（「教育レベルが高い」とされている）と大学の教育レベル

（「教育レベルが高い」とされている）であった。（民族性や性的指向の異なる

対象者は非常に少数の為、分析には考慮されていない。） 

G・方法論（実験、相関 方法論：縦断研究 
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研究、縦断研究、影響の

自己報告など） 

＋方法の概略 

方法の概略：2つの時点で測定を行ったアンケート調査。対象者の募集には、オ

ランダで 25000 名以上が協力し、Intomart GFk（マーケッティングリサーチ企

業）のインター ネットパネルが利用された。 

第 1波の調査の結果はレポート「Seksualisering: reden tot zorg?〔性愛化

は懸念の原因になっているか〕 （De Graaf et al., 2008） 」に報告されてい

る。第 2波の調査は、第 1波（2008年）の調査で再び関わりたいとした回答者

に依頼した。親を介して集められた 1114 人の青少年のうち 601 名（53,9%）が

アンケートに回答した。 

H・影響を与える変数（性

表現に関する変数）＋測

定方法 

メディアの利用： 

・テレビ（対象者は、5 段階の尺度によって、調査前の 6 ヶ月間、31 のテレビ

番組（⋆）をどのくらいの頻度で見たかを測定した。） 

〔（⋆）4つのジャンル別テレビ番組：音楽番組、青少年向け番組、美容系番組、

連続テレビドラマ〕 

・雑誌（対象者は、5段階の尺度によって、調査前の 6ヶ月間、17種の雑誌（⋆）

をどのくらいの頻度で読んだかを測定した。） 

〔（⋆）3つのジャンル別雑誌：美容系雑誌、女性誌、男性誌〕 

・ウェッブサイト（対象者は、調査前の 1ヶ月間、15のウェブサイト（⋆）をど

のくらいの頻度で閲覧したかを測定した。） 

〔（⋆）2つのジャンル別サイト：プロフィールサイト、センセーショナルな情報

が映るサイト〕 

・ポルノ（対象者は、5段階の尺度によって調査前の 6ヶ月間、露骨な性表現を

含むメディア（⋆）をどのくらいの頻度で閲覧したかを測定した。） 

〔（⋆）5つのジャンル別性表現：ポルノ雑誌、テレビのポルノ動画、ポルノのビ

デオや DVD、露骨な性的ビデオクリップ、ポルノサイト〕 

メディア表現の認識： 

・メディアの登場人物（俳優、歌手など）との一体化 

・メディア表現と現実との比較及び判断力 

その他の変数: 

・親からの性教育、メディア教育 

・性表現を閲覧するように、友人から誘惑される事 

・性や容姿に関する交友範囲での基準 

・容姿に関する友人からの批評 

・性に関する友人同士の会話 

・人口統計学的な情報（年齢、性別） 

I・影響を受ける変数（対

象者の行動、態度（特に

異性に対する意識）パー

ソナリティ等） 

メディアの性表現に関する懸念は、世論では次の 5点に纏められる。 

・性的な興味：性への興味が刺激される事 

・性的な体験：より若い年齢で性交へ誘導される事 

・常軌を逸した性的行動や不適切な性的行動の許容：常軌を逸した性行動（交

換セックス、サイバーセックス、愛のないセックス、婚前セックスなど）や

不適切な性的行動（見知らぬ女性への性的接触・強制的な性的行動）につい

て安易に考える事 

・自分の容姿像：自分の容姿に対して不安になる事 

・容姿の認識：自分の理想的な容姿に関して夢中になる事 

J・影響に関する結果の

概要（箇条書き） 

メディア利用と影響の関係 

ポルノ閲覧に関する主な影響： 

・教育レベルの低い男子と 14才以下女子のポルノ閲覧は、彼らの性的興味の増

加と関連する。 

・14 才以下男子と教育レベルの高い女子のポルノ閲覧は、彼らの性的体験と関

連する。 

・15 才以下男子のポルノ閲覧は、性的興味、性的体験の原因となっているが、

性的体験との関連は薄い。 

・教育レベルの高い男子と教育レベルの低い女子のポルノ閲覧は、性的興味の

増加と関連し、教育レベルの低い男子の場合は、性的体験の増加と関連する。 

・教育レベルの低い男子と 15才以上女子の場合は、常軌を逸した性行動や不適

切な性的行動はポルノ閲覧の増加と関連する。 
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・教育レベルの低い男子と 15才以上男子の場合は、ポルノ閲覧は自分の容姿へ

の関心低下の原因となる。 

音楽放送番組の視聴に関する主な影響： 

・より多くの性的興味を持ち、性的体験をし、常軌を逸した性行動や不適切な

性的行動について肯定的に考える男子は、より頻繁に音楽放送番組を視聴す

るようになる。 
・MTV と TMF をよく視聴する教育レベルの低い女子は、自分の容姿をより肯

定的に見るようになった。 
15 才～35 才位の視聴者向け情報番組〔※〕（以下「BNN 番組」）の視聴に関する

主な影響： 

・14才以下男子の BNN番組の視聴は性的興味の増加と関連する。 

・より多くの性的興味を持ち性的体験をした 14才以下女子と教育レベルの低い

女子は、より頻繁に BNN番組を閲覧する。 

・青少年向け番組をよく閲覧した教育レベルの高い女子は、自分の容姿へ 
の関心が低下した。 

・自分の容姿についてあまり満足していない 12 才～14 才男子と教育レ 
ベルの低い男子は、BNN番組をより頻繁に閲覧する。 
（〔※〕性や麻薬などをテーマに取り上げられる番組） 

プロフィールサイトの利用に関する主な影響： 

・1時点目にプロフィールサイトを頻繁に利用していた 12才～14才女子と教育

レベルの高い女子は、2時点目にはより性に興味を示している。 

・1 時点目にプロフィールサイトを頻繁に利用していた教育レベルの高い女子

は、2時点目に性的体験があった。 

K・その他の結果の概要

（箇条書き） 

メディア表現の認識： 

・現実の認識とアイデンティフィケーション（自分をメディア表現と比較 

する事）現実の認識とアイデンティフィケーションは間接的な影響を与える

変数として結果をもたらしている。 

青少年は、メディアの性表現が現実的だと思い、自身をメディア表現と比較

した場合、性に対する態度がより自由に考える傾向になると予測されていた

が、本調査の結果では必ずしも適合しない。例えば、1時点目にメディアが現

実的だと思っていた教育レベルの低い男子は、メディアに対してより批判的

だった男子より、2時点目にはむしろ性的体験をしていない。これは自分をメ

ディア上のモデルと比較する、15才～17才の女子と類似している。 

・メディア利用と性表現の影響は、 

メディアが現実的だと考える青少年の場合により強い。特にポルノや音楽放

送番組などの強い性表現のあるメディアを利用している青少年の場合に多く

確認されている。メディア表現を現実として視聴している青少年の場合だけ、

ポルノ閲覧や音楽放送番組の視聴が彼らの後の性的興味と性的体験を予測す

る事が出来る。逆方向からも同様な結果として、より性的興味を持ち、より

多い性的体験をし、性に対して寛大な感覚を持ち、メディアが現実的だと思

っている男子は、より頻繁にポルノを閲覧するようになると結論づけている。 

メディアが現実的だと考え、音楽放送番組をよく視聴する女子は、より多く

性的体験をするようになる。メディアの性的表現が現実だと思っている女子

の場合には、BNN番組によって常軌を逸した性行動や不適切な性的行動をより

肯定的に考えるようになる。 

メディアが現実的でないと考える青少年の場合にも、同様に、BNN番組によっ

て常軌を逸した性行動や不適切な性的行動をより肯定的に考えるようにな

る。但し、メディアの性表現が非常に現実的だと思っている青少年と比較す

るとその影響は弱い。 

友人との関係： 

・15才～17才の女子と、教育レベルの高い女子は、友人と性について会話をす

る場合に、性的な興味が増加する。12才～14才の女子と、教育レベルの低い

女子は、グループに入る為に性的体験が必要だと考えた場合に、性的興味が

増加する。 
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・教育レベルの高い男子と女子、教育レベルの低い女子と 15才以上女子の場合

に、友人と性について会話する事により、性的体験が増加する。  

15 才以上男子と教育レベルの高い男子の場合は、友人と性について会話する

事により、常軌を逸した性行動や不適切な性的行動のことを、より肯定的に

考えるようになる。15 才以上女子の場合に、友人と性について会話する事に

より、常軌を逸した性行動や不適切な性的行動を、より否定的に考えるよう

になる。 

親とメディア教育： 

・メディア教育は主に女子の性教育に役割を果たしている。親がより頻繁にメ

ディア教育をした場合は、どの年齢、どの教育レベルの女子で 

も、常軌を逸した性行動や不適切な性的行動のことをより否定的に考えるよ

うになる。又、15才～17才の女子と教育レベルの高い女子は、 

メディア教育によって、性的興味が減るようになる。（メディア教育は男子の

場合には、性的行動と関連しない） 

親と性教育： 

・親の性教育（性に対して、強く否定したものでは無い、性に関する会話）は、

青少年の性的興味、性的体験や性に関する思考と殆ど関連しない。15 才～17

才の男子と 

・教育レベルの高い女性のグループだけは、親の性教育（性に対して、強く否

定したもでは無い、性に関する会話）により性体験は少し増加した。 

  

 

  



11 
 

4.3. PETER Jochen & VALKENBURG Patti （2006）. Adolescents’Exposure to Sexually Explicit 
Online Material and Recreational Attitudes Toward Sex. 
A．タイトル（英・和訳） Adolescents’Exposure to Sexually Explicit Online Material and Recreational 

Attitudes Toward Sex. 

（青少年のネットの過激な性表現への接触と性に対する興味） 

B・著者名（および著者

の所属） 

PETER Jochen & VALKENBURG Patti （The Amsterdam School of Communications 

Research, University of Amsterdam）（本研究は、オランダ科学研究機構

（Netherlands Organization for Scientific Research （NWO））の助成金によ

り行われた。）  

C・書誌情報（雑誌名、

巻、号、ページ数）、イ

ンパクト  ファクター 

JOURNAL OF COMMUNICATION, Volume 56, Issue 4（639-660）, 2006. [Blackwell 

Publishing Inc] 

Impact factor: 2.45  （DOI: 10.1111/j.1460-2466.2006.00313.x） 

D・アブストラクト（論

文に記載されているも

のを翻訳） 

従来の研究は、ネットの過激な性表現への接触による青少年の性的好奇心への影

響を殆ど無視してきた。 

本研究では、青少年がネットの過激な性表現への接触と性に対する興味が関連し

ているかを研究するために、13才～18才のオランダの青少年 471人にオンライン

調査を実施した。 

「オリエンテーション 1- 刺激 - オリエンテーション 2 –反応（O1-S-O2-R）」モ

デルに沿って、複数の媒介関係が見えてきた。 

女性より、男性（01）の方がネット上の過激な性表現（S）に多く接触し、その性

表現をより現実的に認識すること（O2）につながった。現実的に認識すること（O2）

は、逆に、ネット上の過激な性表現への接触（S）と、性に対する興味（R）との

関係を明らかにした。 

更に、ネット上の過激な性表現への接触は性に対する興味と関連付けられている

が、この関係は青少年の性別により異なり、彼らがネット上の性表現をどの程度

現実と受け取るかによるものである。 

E・研究の目的（仮説も

含む） 

本研究の目的は、青少年のネット上の過激な性表現への接触と、彼らの性に対す

る興味との関係を調査する事である。 

これまで体系的な研究は非常に少なく、その殆どは過激な性表現への接触の疫学

的関係だけである。その為、青少年の性的な成長情緒的な面は殆ど調査されてい

ない。 青少年がネット上の過激な性表現への接触と、彼らの性への興味との関係

は多くの場合、青少年が単にネット上の過激な性表現を真似るという、無意識的

な刺激-反応モデルに基づいていると思われる。 

このようなモデルは、青少年のネット上の過激な性表現への接触が、彼らの社会

的背景や成長の段階を反映する様々な要因によるものであると言うことは十分説

明出来ない。又、その刺激-反応モデルは、ネット上の過激な性表現への接触と性

への興味との関連が直接的で無いと考慮していない。 

本研究は「オリエンテーション 1- 刺激 - オリエンテーション 2 –反応

（O1-S-O2-R）」モデルを使用し、ネット上の過激な性表現への接触が彼らの性へ

の興味とどのように関連しているか調査する。 

本研究では以下の 5つの仮説を立てた。 

1. 青少年がネット上の過激な性表現への接触は、彼らの性への興味と正の関連

がある。（O1-S-R コンポーネント） 

2. ネット上の過激な性表現への接触をモデルに当てはめると、性別・年齢と性

への興味との関係は無い。（O1-S-R コンポーネント） 

3. ネット上の過激な性表現への接触の多さは、そのような性表現をより現実の

ものとして捉える事と関連する。（S-O2-R コンポーネント） 

4. 青少年が性表現を現実として捉える事は、彼らの性への興味と正の関連があ

る。（S-O2-R コンポーネント） 

5. ネット上の過激な性表現が現実のものとして捉えられた場合、ネット上の過

激な性表現への接触と性への興味との関係が無くなる。 （S-O2-R コンポーネ

ント） 

F・対象者の特性（性別、

年齢、所属、） 

調査期間） 

性別記述無し、年齢：13才～18才（オランダの青少年 471 人）、調査期間： 2005

年 3月～4月 



12 
 

G・方法論（実験、相関

研究、縦断研究、影響

の自己報告など） 

＋方法の概略 

方法論：相関関係の調査 

方法の概略：2ヶ月間、相関を調査した。 

2005 年春、13 才～18 才のオランダ人の青少年 745 人を対象にオンライン調査を

行った。 

回答者の一部はオランダのメディア研究所が管理する既存のオンラインパネルで

募集した。 

研究者は、機関、親及びその青少年の同意を得て調査を実施した。 

アンケート調査では合計 745 人の青少年を対象とした。その内 690 人が回答し、

その内で 471 人が、性表現をどの程度現実のものとして捉えているかに関する 4

つの全ての測定項目に回答した。この 471人が本研究の対象である。 

H・影響を与える変数

（性表現に関する変

数）＋測定方法 

1. ネット上の過激な性表現 

研究者は次の質問を行った。 

「セックスサイトは、インターネット上で最も頻繁に閲覧されているサイト

の一つです。一部の青少年がそのサイトの性表現を行い、また一部青少年はそ

のサイトの性表現は行いません。あなたはこの 6ヶ月間に、インターネット上

で次の性表現を平均どの程度、閲覧しましたか。」 

 
全て匿名回答として、質問対象は、明らかに性器が見える画像、明らかに性

器が見える動画、セックスをしている画像、セックスをしている動画、性的

な出会い系サイトを挙げた。回答者は 1.（全くない）2．（月 1回以下）3．（月

1～3回位）4．（週 1回位）、5．（週数回）、6．（毎日）のいずれかを選択する。

回数が確定できない回答も含まれていた。  

2. ネット上以外の性表現の閲覧 

回答者は 3つの R指定〔＊〕されているテレビ番組 （番組名：Sexcetera, Sex 

Court, and Latin Lover）、ポルノ映画、成人雑誌の閲覧の頻度について質問。

回答は 1（全くない）～ 5（数回）の選択。〔＊〕R=Restricted（観覧制限）

の略号である。 

 

制御変数： 

1.  民族：回答者はオランダ人であるか否かの質問 

2.  青年期の発達段階：男子は体毛、音声の変化、成長期、および顔の毛に 

ついて、女子は体毛、乳房の変化、成長期、初潮についての質問 

3.  信仰：回答者は「信仰がある」に対して、1～5（1＝「全く該当しな 

い」5「該当している」）のスケールでの質問 

4. 友人の年齢：回答者の友人の年齢は自分と同じ（1）、1才以上年下（2）、   1

才以上年上（3）、の質問 

5.  男女関係の状況：回答者は「現在、恋愛していますか」の質問に「有」 

か「無」で回答 

I・影響を受ける変数

（対象者の行動、態度

（特に異性に対する意

識）パーソナリティ等） 

1.  ネットの性表現を現実のものとして捉えること（O2） 

回答者には、次の 4 つのケースに回答を求めた。「インターネット上のセッ

クスは現実的だと思う。」「インターネット上のセックスは、実際の生活の中

でのセックスに似ていると思う。」「インターネット上の性的な画像や性的な

映画はとても勉強になる。」「インターネット上の性的な画像や性的な映画を

閲覧により、性交する時にどのようにすれば良いかを学べる。」回答のカテ

ゴリーは 1（完全に不同意）～5（完全に同意）とした。「分からない」とい

う回答も可能。 

2.  性への興味（R） 

回答者には、次の 4 つのケースに回答を求めた。「セックスは第一に肉体的

なこと。」「セックスの主目的は自分自身が楽しい時間を過ごすこと。」「セッ

クスは男子と女子の間のゲームである。」「あなたが恋愛関係を望んでいない

相手に対し、誘惑しても罪の意識はない。」「セックスは、食事と同じで、肉

体的に必要なこと。」「数人のパートナーとの性的関係を持っても罪の意識は

ない。」回答のカテゴリーは 1（完全に不同意）～5（完全に同意）とした。 

3.  性的な体験 

回答者には、次の行為を行った事があるか質問した。「相互のオナニー」「オ
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ーラルセックス」「性交」回答者は「有」か「無」で回答。 

J・影響に関する結果の

概要（箇条書き） 

1. ネット上の過激な性表現・性表現を現実のものとして捉える事・性への興味

（S-O2-R） 

2． ネット上での過激な性表現への接触は性への興味と正の関連がある。 

3． ネット上での過激な性表現への接触はその性表現をより現実のものとして捉

える事にも正の関連がある。 

4.  ネットの過激な性表現が現実のものとして捉えられる事を刺激-反応モデル

に当てはめると、ネットの過激な性表現への接触と性への興味との関連は無

い。 

K・その他の結果の概要

（箇条書き） 

1. ネット上の過激な性表現をより現実のものとして認識する事は性に対する

更なる興味を関連づけた。 

2.   性的体験は、ネット上の過激な性表現への接触とその性表現を現実のものと

して捉える事との関連を和らげることには繋がらない。青少年の性的体験と

関係なく、ネット上で過激な性表現への接触した事がその性表現を現実のも

のとして捉えられる事は関連している。 

3.  男子は女子より性に対し興味を持っていた。男子が女子よりネット上の過激

な性表現をかなり多く見ていた。ネット上の過激な性表現への接触をモデル

に当てはめると、性別と興味との関連が無かったが、ネット上の過激な性表

現への接触は性への興味と関連した。 

 
 


