
｢子どもとメディア｣研究の課題と展望
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1．はじめに

子どもをとりまく環境を考える時，メディアの問題はしばしばとりあげられる。その背景

には，子どもにとってよりよい環境を与えるために，いかなるメディアが与えられるべきか，

という問題意識があると思われる。

第'0号の記念企画｢子ども社会研究の可能性｣では，山田により，歴史．メディア研究の

立場からの総括が行われている（山田2004)。山田は，メディア研究については，内容分析

研究は｢実証的アプローチ」にもとづくものが多く，受容研究は量的研究が多く行われてい

ることを指摘した上で，発信者・創作者に焦点を当てた研究の必要性,「実証的アプローチ」

にこだわらない内容分析・受容研究の必要性を課題として提示している。果たして，本学会

におけるその後の「メディア研究」は，これらの諸課題に対し，いかなる応答を示してきたか。

本稿では，第一に，第'0号以降本学会におけるメディア研究の展開はいかなるもので

あったかを概観する。その上で，近年の「メディア」研究の動向を踏まえつつ，今後，「子ど

も社会｣研究においていかなる「子どもとメディア｣研究の可能性があるか，現時点で筆者が

考える課題と展望を示す。

筆者にも，メディアの内容分析研究にかかわった経験がある。本稿は，筆者自身の来し方

を振り返る作業でもあった。

2．第10号以後の展開

(1)論文と自由研究発表の動向

結論から言うと，第10号以降の『子ども社会研究』において，メディアにかかわる研究は

それほど多くない。

とりわけ，「研究論文｣の割合は，山田論文で分析された第9号までに比べ，著しく減少し

ているといえる。第10号から第14号までの｢研究論文｣は,28編中3編(10.7%)にとどまる。

｢研究ノート」は6編中4編であるものの，両者をあわせたうちメディア研究に分類される論

文の割合は20.6％に過ぎない。

学会大会報告においても，類似の傾向が見受けられる。「メディア」もしくはそれに関連す

る自由研究発表を集計した(表参照)。第1回大会から第10回大会まで，メディア関連の発

表は16.4％を占めていたが，第11回から第15回までは，9.7％に過ぎない。

(ふじた・ゆみこ九州保健福祉大学）
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(2)背景

これらの数値をみる限りでは，「『メディア研究』は『低調』である」という結論が導かれる

ように思われる。しかし，果たしてそうであろうか。

表本学会大会の自由研究発表に占める｢メディア｣関連研究の割合

全体

第1回～第10回

第11回～第15回

自由研究発表（件）

653

427

226

メディア関連（件）

92

70

22

割合(％）

14.1

16．4

9．7

汪

1.各大会のプログラムにもとづき，自由研究発表数をカウントした。したがって，発表取り消し等は考慮に入れ

ていない。

2．「児童文化｣に分類されると思われる研究であっても，対象がメディアであるもの，メディア論からの分析につ

いては、メディア関連研究とみなし，「メデイア関連｣に含めた。また，「言説｣など，メディアを対象にしたこと

が読み取れる研究も同様に含めた。

メディア研究が減少傾向にある背景のひとつとして，メディア以外を扱った研究が増加し

ていることが考えられる。本学会では，近年，ライフヒストリー研究，エスノグラフィーな

ど，子ども自身あるいはかつて子どもであった者，およびかれらが生活する場を対象にした

質的研究が盛んに行われている(')。質的調査．分析の増加は,(社会)構築主義やポスト構造

主義など，近年の社会科学における研究方法論の動向に対応している。

したがって，「メディア研究｣論文の減少は，その｢低調」を示すように見えるが，一方で本

学会における投稿論文がより多様になったことを示しているとも解釈できる。すなわち，そ

れは，「子ども社会｣研究の深化を示すとも考えられるのではないか。

もうひとつの背景としては，子どもとメディアをめぐる議論において，新たな方向性を見

出しにくいことが挙げられる。メディア研究，とりわけ子ども向けメディアの研究において

は，メディアの｢効果｣あるいは｢影響｣に焦点が当てられがちである。内容分析研究におい

ても，メディア内容を明らかにした「その先｣が見通しづらいように思われる。

「効果｣｢影響｣については，とりわけ子どもを対象にしたメディアの場合,「よりよい」メデ

ィアの提供を是とした議論に陥る傾向にある。「暴力｣｢性役割｣｢ジェンダー｣｢セクシユアリ

ティ」といった問題について，「図書｣｢テレビ｣｢マンガ｣「コンピュータ」といったメディアの

影響は，「有益｣か｢有害｣か。いかなる内容のものが「よい」か。それらの議論には，「その先」

へと踏み込むことへのためらいもあるように思われる。

子ども，ジェンダー，など様々な問題を設定し，メディア内容の描写傾向を示した後,「そ

の先」にいかに進むか。たとえば，どのような内容のメディアを子どもに与えるべきか。あ

るいは，そもそもメディアを「与える」という考え方には問題はないのか，‐等。

メディアと子どもの関係について，従来の影響関係のみを念頭に置くことには限界がある。

すでに1990年代には，メディアの影響研究は行き詰まっているという指摘もみられる(2)。さ

らに，この10数年ほどの間に急速にインターネットや携帯電話が普及し，2011年の地上デ

ジタル放送への完全移行など，テレビなど従来のメディアも双方向通信へと変化しようとし
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ている。このようなメディア環境をめぐる状況の変化を考えれば，子どもを単なる「受け手」

としてのみ捉えることには限界があるだろう。

「子どもとメディア」というテーマは，急激な変化を遂げつつあるメディア状況にあって，

今後も本学会の課題でありつづけるだろう。近年の学会大会の公開シンポジウムやワークシ

ョップ，ラウンドテーブルで，メディアはしばしばとりあげられている（第14回大会公開シ

ンポジウム「電子メディア社会の子どもたち｣，第15回大会ワークショップII｢子ども社会と

メディア研究｣)。したがって，これまでのメディア研究における「手詰まり」状況はいかに

すれば乗り越えられるのか，考える価値はあるだろう。

以降では，近年のメディア研究あるいはその関連研究の動向を概観したのち，本学会にお

ける新たな展開の可能性について，課題を提示する。

3．近年のメディア研究の動向より

(1)｢影響／効果｣への着目

本学会において今後｢子どもとメディア｣研究はいかに展開されうるか，課題と展望を提

示する前に，近年の学界内外でのメディアをめぐる議論を概観することにしよう。

近年の子ども向けメディア関連論文の動向を探る手がかりとして，必ずしも正確な動向

を示すものではないが，ウェブ上の論文データベースを検索し，ヒット数を調べてみた。

CiNii(NII[国立情報学研究所〕論文情報ナビゲータ）で,2001年以降の論文を対象に’「子ど

も。r子供。r児童(3)」と「メディア」でフリーワード検索を行った(4)結果，合計593編の論文が

検索された。これらの論文のうち，メディアの｢影響｣｢効果｣(5)に注目した論文は85編であり，

比較的多い。一方,「受容｣｢読み取り」に関する論文は8編であり，「解釈｣｢ディスコース｣｢言

説｣に関する論文は9編と少ない。

(2)電子メディアをめぐる議論

メディア研究においては，過去半世紀ほどにわたり，テレビへの注目が顕著であった。テ

レビは，映像を含んだ情報を，一律に多くの人々に伝えるという特質を持っている。そのた

め，長年にわたり，子どもに対する影響や効果に焦点が当てられてきた。

しかし，ここ20年足らずの間に，メディアをめぐる環境は激変した。この間，コンピュ

ータやゲーム機が家庭に普及した。また，携帯電話や携帯ゲーム機は多くの個人によって所

有されるようになった。電子メディアに関する近年の議論を簡単にまとめた。

I)携帯およびインターネット

無視できない数の子どもたちが,「ケータイ依存」または「ネット依存｣状態にある，といわ

れる。文部科学省が2008年11月から12月にかけて無作為抽出で選ばれた小6･中2．高2

の児童生徒およびその保護者，全国の学校を対象に調査を行った結果，携帯に依存すると思

われる子どもの割合は高学年ほど高い傾向にあることが示されている。たとえば，一日平均

30件以上メール送受信を行う子どもの割合は，小6で7.1%,中2で33.4%,高2で27.7%

である（文部科学省2009b)。
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携帯やネットへの依存は，子どもの生活にも影響をもたらすおそれがある，といわれてい

る。前述の文部科学省調査によれば，小学6年児童で午後11時までに就寝する割合は，一

日平均30件以上メール送受信を行う子どもでは36.6%にとどまり，同30件未満の子どもの

73.9％，携帯電話を持たない子どもの82.9％よりも少ない。この傾向は，中学生・高校生で

も同様の結果である。

「学校裏サイト」や「ネットいじめ」は，最近，重要な教育問題のひとつとなっている。教

育再生懇談会でも，第一次報告より，「有害情報」から子どもを守ることが盛り込まれた。

2009年1月30日の文部科学省初等中等教育局長名通知｢学校における携帯電話の取り扱い等

について」では，小中学校では携帯電話の持ち込みを原則禁止，高等学校では使用制限もし

くは持ち込み禁止とすること，学校における情報モラル教育の取り組みや「ネットいじめ」

に関する取り組みの徹底等が求められている（文部科学省2009a)。

教育政策にかかわって，電子メディアについても「子どもを守る」ために｢有害情報｣への

接触を制限すべきという議論が行われていることは興味深い。「ネットいじめ」の問題では，

子どもたちがメディア内容をつくり利用しているという側面があるにもかかわらず，この議

論においては，子どもは，情報の｢受け手」として把握されている。このこと自体，これま

での｢子どもとメディア」問題において，メディアの種類を変えつつも繰り返し論じられて

きたものである。

2）コンピュータゲーム

コンピュータゲームをめぐっては，その影響に関する議論が盛んである。とりわけ，『ゲ

ーム脳の恐怖』(森2002)の刊行により，「ゲームの子どもの発達への影響」に問題が投げか

けられ，議論が行われている。一部ではコンピュータゲームの効用も論じられている(浜村

2007,湯地2004)(6)ものの，多くの議論は，コンピュータゲームの｢有害｣説に与しているも

のと思われる。

コンピュータゲームをめぐる議論もまた，テレビの暴力場面の影響をめぐる議論コミ

ックの性描写をめぐる議論(いわゆる「有害コミック」問題）と相似形である。コンピュータ

ゲームのメディア特性に伴う遊びの有害性一たとえば｢創造性｣が育ちにくいとする議論，

生理学的な影響一脳波への影響に関する議論は記憶に新しい－に関する議論これらは，

これまでにもテレビやマンガといった新しいメディアが登場するたびに論じられてきた。

(3)議論の｢相似性｣を乗り越えるために

「ケータイ」やネット，そしてコンピュータゲームをめぐる議論は，主として，新しいメ

ディアの普及にともなう，子どもたちの社会的諸関係の変化とその影響に焦点が当てられて

いる。その議論には，「ケータイ」を媒介にした人間関係の構築，あるいは｢仮想現実｣への没

入により，「生身の人間どうし」による言語的・非言語的コミュニケーション，五感による「生

きた経験｣などが不足し，その結果として人間としての社会生活に必要な諸能力が育たない，

という危倶が垣間見える。

しかし，そのような子どもの発達への問題視は，大人世代が理想として抱く「子ども像」

にもとづいていることによる，ともいえる。これは，かつて新しいメディアが登場した時に
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その当時の子どもたち・大人たちが直面した問題である。たとえば，現在では大人も対象に

したメディアとみなされている「マンガ」は，筆者の中学生時代には学校への持ち込みが制

限される－たとえば貸し借りは紙袋に入れるなど中身が見えない状態で行うよう求められ

た－など，「好ましくない」メディアとみなされていたし，今も学校教育や｢健全教育｣の文

脈ではそのように捉えられている。

大人による理想の｢子ども像｣にしたがって子どものメディア生活の良し悪しを判断する

ことは，困難であると思われる。連続シンポジウム『．.ド・モ？』の「メディアがつくる

子どもたち」(1999年7月）で，本田和子は，多様なメデイアをあたりまえのものとして生ま

れ育ってきた子どもたちは，大人たちが考える「道具と遊具の区別｣｢仕事と遊びの区別｣｢現

実と虚構」といった二項対立の境界線が失われた中で成長している，と指摘し，一方をよい，

他方を悪い，と捉える考え方自体が不毛である，と述べている(連続シンポジウム『．.ド･

モ？』編集委員会編2001)。

そこで，「不毛」な議論から一定の距離を置きつつ，大人たちにとっての現実と対比的に，

子どもたちにとっての現実はいかなるものであるか，検討する必要があるだろう．

4．課題および展望

(1)新たな展開のきざし

近年の｢子どもとメデイア」に関する議論では，影響・効果への注目が優勢である一方,｢子

ども－メディア｣｢子ども－大人｣関係を問い直す必要性が示唆されている。これを踏まえ，「子

ども社会｣研究における「子どもとメディア｣研究の展望と課題を示したい。

山田(2004)は，内容分析や受容研究における「実証｣中心性を指摘していた。本稿では，

その背景にある「影響／効果｣仮説を指摘した。今後は，その背景にある「子ども－大人｣関係

の再検討も含め，議論が展開される必要があるだろう。

近年の『子ども社会研究』においても，数は少ないものの，これまでに指摘されてきたメ

ディア研究の課題を乗り越えようとする試みがみられる。たとえば，坂元は，子どもをめぐ

る文化政治の観点から，子どもたちによる表象の奪回とメディア・テクストの消費と抵抗に

ついて論じている。

また，元森は，生徒会誌の分析を行っている。生徒会誌というメディアについては，子

どもは｢受け手」にとどまらず｢送り手｣でもある。「子どもからみた学校」という分析視角は，

単なる「受け手」としての子どもというよりは，むしろ「文化の主体」あるいは｢学校をみる

主体」というように，「『主体』としての子ども」を視野に入れている。

上記の各論稿に示された子ども観は，従来のそれとは異なっているように思われる。それ

らは，「子ども－大人｣関係で従属的関係にある存在，あるいはメディアとの関わりでもっぱ

ら「受け手｣である存在としての子ども観とは異なる視角を提供しているといえよう。

(2)残された課題

今後，本学会における「子どもとメディア」研究はいかに展開されるだろうか。課題と展
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望を述べる。

l)｢実証主義｣を超える

まず，研究方法論としては，「実証主義｣を超えることが課題である。内容分析にせよ受容

研究にせよ，数量化が可能な｢実証研究｣が優勢である。

子どもたちは，それまでの生活経験を踏まえ，複雑な社会的文脈のなかでメディアを読み

解いている。内容分析によって示された「客観的」なデータ，受容研究において数量化され

たデータでは，個々の読み手にとっての｢生きられた現実｣があることを示すことは困難で

あろう。

そこで,「構築主義｣にもとづく「子どもとメディア｣研究は，今後とも行われる必要がある

だろう。山田(2007)は，調査者の経験の記述・分析をも視野に入れた「メディア・テクスト

のエスノグラフィー｣(p､20)を提示している。メディアをめぐる生の現実を，いかに示すか

について，この議論は示唆に富む。

子どもは，日常生活において，メディア内容(あるいはメディア・テクスト）をいかに消

費し，いかにメディアが提示する世界とかれらの現実世界と結びつけているか。かれらは，

いかにして一方的な大人からの｢子ども観｣の押しつけに抵抗しているか。これらの問題に

も注目することが求められる。

「客観的」に「対象」としてのメディアや読み手を抽出するのとは異なる研究方法論におい

ては，メディアの読み手による主観的な解釈も，研究の対象となりうる。この｢読み手」に，

研究者自身を含めること，すなわち，研究者自身によるメディアを読む経験そのものをも対

象にし，あるいは読み手としての研究者の視点(7)から，メディアおよびそれをめぐる諸事象

を分析することも可能となる。

2）｢子ども一メディア｣関係の問い直し

メディアは，子どもに何らかの影響を与えるエージェントである，という見解についても

問い直される必要があるだろう。坂元が提示した「メディアを利用する子ども」という視点

は，大人たちが自明視する「子ども一メディア」関係を浮かび上がらせている。

子どもたちは，日常世界のなかを生きる中で，巧みにメディアを消費し，利用している。

たとえば，筆者が幼稚園で観察調査を行った時，子どもたちは，カードやキャラクターをめ

く、る相互作用を通してジェンダー構築を行っていた(藤田2004)。

「主体としての子ども」観に根ざした｢子どもとメディア｣研究では，われわれが「自明」と

みなす｢子ども」観を相対化し，地道な記述作業を積み重ねることが求められるだろう。そ

れにより，メディア環境の変化による「大人｣対｢子ども」の二分法の不明瞭化の状況，ひい

ては｢"子ども”というリアル｣(野上1998)を明らかにすることができるのではないだろうか。

「子ども一メディア」関係の問い直しに関連して，「メディア創造・メディアづくり」への注

目も有用であろう。

誰がメディア内容をつくるのか，は，権力関係にかかわる問題である。1970年代以降の

フェミニズムの影響による「女性とメディア」研究では，送り手が男性に偏っていること，

女性の送り手によるメッセージは家庭的な内容に偏っていることなどが指摘された(井上・

上野・江原編1995)。

1，1
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フェミニズムによる「送り手｣へのまなざしは，「子どもとメディア｣研究においても参考に

なると思われる。誰が，何のために，そのメディアを作っているのか。それを明らかにする

ためには，たとえば，メディア制作にかかわった当事者によることば，たとえばインタビュ

ーや回想録などの分析・解釈が考えられるだろう。

なお，筆者は，「子ども社会｣研究を志向する本学会において，子どもや大人たちによる主

体的な「メディア創造・メディアづくり」そのものも，研究の対象とされてよいのではない

かと考える。ただし，「取り組み・実践｣が研究論文としての一定評価を得るためには，学界

全体におけるパラダイム転換が求められよう。

上記のほかにも，「子どもとメディア｣研究の課題は多いと思われる。本稿の内容は，筆者

の研究領域｢教育社会学｣に偏っていることを認めざるを得ない。

いずれにせよ，従来の｢子ども」と「メデイア｣研究を超えるためには，教育学・社会学・

心理学を含め，多様な分野の研究者・実践者による多様な視点からの論考が必要であると筆

者は考える。その蓄積により，本学会における「子ども社会｣研究の一領域として，「子ども

とメディア｣研究のさらなる発展が可能となるのではないだろうか。

注
川 たとえば，第15回大会のワークショップI「子どもの協同活動のビデオ観察と解釈」など，学会大

会での企画はいくつか行われている。

井上(1990)は，「メディアと性役割｣研究について，従来の心理学的・実験室的方法による影響研究

が行き詰まりをみせていると指摘した。

｢児童」は，児童福祉法において18歳未満の者を指すことから，本学会の｢子ども」概念に相当する

ものとして，検索語に含めた。

ただしこの条件では，発行者名に「メディア」を含むl誌の収録論文が，論文内容に関係なく検索

された。そのため，条件設定によりその誌名を除外した。

フリーワードとして，「『影響』『効果』の『いずれかを含む』」という条件を追加して検索を行った。以

下の語群についても同様。

湯地(2004)では，コンピュータゲームにはメディア．リテラシー形成や内発的動機づけの点で有

用な面があることが示されている。その一方，コンピュータゲームが男性中心主義であることや，

幼児には小学生以上の子ども以上に，与え方などに一定の配慮が求められることも指摘されてい

る。

子どもを扱ったものではないが，永井・橋爪(2003)は，メディアと人とのかかわりに関する研究

の可能性について示唆を与えている。この文献は，「南海ホークス」を手がかりに，野球ファン，と

りわけパ・リーグファンと野球チーム，スタジアム，応援，メディアのかかわりを分析している。

筆者たちが,「南海ホークス」のファンとして，ファンの視点より分析を行っている点は，メディア

研究にも有用な示唆を与える。

(2)

(3）

(4)

(5)

(6)

(7)
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