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高校生のテレビ接触行動に関する実証的研究

1．研究の背景と目的

和田正人

阿久津喜弘

高校生のマス・メディア接触において、テレビ接触は他のメディアに比べて圧倒的に多く

なっている。例えば1990年度の国民生活時間調査（表1)において、テレビに日曜日は

93.8％の者が接触し、その接触時間は3時間29分であり、平日でも91.6%の者が接触し、接触

時間は2時間23分となり、他のメディアにくらべて接触率も接触量も多い(NHK放送文化研

究所,1991)。

この接触の実態に対して、今までの多くの研究は接触行動そのものを明らかにするよりも、

接触行動に関連する単一要因を明らかにすることで終わってしまっている。それは、これま

での実証的研究がモデルに基づくことなしに接触行動と要因との関係を解明しようとした

か、あるいは、研究の枠組みとしてモデルを利用したものの、モデルの要因の一部分を明ら

かにした研究が多かったためである。そのために、多くの研究がありながら、各々の研究が

独自に要因を設定し、多くの要因が析出されたにもかかわらず、要因間の関連が明らかにさ

れていない。したがって、接触行動のモデルを構築してその中で要因を検討していく必要が

ある。そこで、接触行動をモデルにより明らかにするために、高校生の接触行動について検

討する。

ここで、高校生について、接触するメディアを接触者の発達の観点から明らかにした

Schrammら(1961)のメディア行動の「転換点(turningpoint)」の現象から考察することに

する。転換点とは、10才～13才にかけて知能の高い児童と低い児童にとってテレビの役割が

大きく変化するということである。10才以前では、知能の高い児童は低い児童に比べてテレ

ビをよく見るが、読書能力が発達して一定の成熟段階に達すると、この関係が逆転して、知

能の高い児童は低い児童に比べて、テレビのみの接触から本や新聞という活字メディアへの

表1高校生のマス・メディア接触率と接触時間量

日曜日 平 日

メディア接触率接触者平均全体平均接触率接触者平均全体平均

テレピ

ラジオ

新聞

雑誌

本

％

93.8

17.6

17.7

8.5

28.0

時間分

3．29

1．43

．27

1．04

1．13

時間分

3.16

．18

．05

．05

．21

％

91.6

15.2

14.9

7．4

21．4

時間分

2．23

1．12

．25

．47

1．03

時間分

2．11

．11

．04

．03

．13

(NHK放送文化研究所,1991,193頁より作成）
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接触へ早く移行する。さらにこの時期にはテレビ番組の好みが分化することを明らかにして

いる。サン・フランシスコの子どもにおける調査では、小学校4年生はアニメや動物番組に

好みが集中していたが、6年生では西部劇やコメディーも好むようになり、高校1年生では、

西部劇やコメディーに加えて音楽番組と刑事物、さらには他の番組も好むというように好み

が分化している。またFuru(1971)は、転換点以前の8才（小学校4年生)、転換点の12才

(中学校1年生)、転換点以降の15才（高校1年生）と別々にマス・メディア接触を調査して、

3グループの接触の比較を行い、3グループの相違を明らかにしている。

したがって、高校生はテレビ番組への接触行動が分化する転換点以降の段階であると考え

られよう。

この転換点以降の段階にある高校生のテレビ接触行動の解明のためには、テレビ接触行動

について限定することが必要である。そうでないと、WebSterら(1985)が指摘するように、

テレビへの接触行動についてあいまいな点を残すことになる。

テレビへの接触行動について、Websterら(1985)は、(1)選択としての接触行動、(2)注目

としての接触行動、(3)選好としての接触行動があるとしている。本研究は、テレビへの接

触行動をモデルを用いて要因との関連から明らかにするのであるから、要因の関連性で異な

る接触行動が求められる。「注目としての接触行動」は、画面への注目度や心理的関与を測

定するものであるから、接触行動をより厳密に測定でき、「ながら視聴」から「専念視聴」

を取り出すときには便利である。しかし、視聴という行動そのものを問題とする本研究にお

いては、適切であるとはいえない。「選好としての接触行動」では、好きな番組を選ぶこと

で内容への接触行動をとらえてきた。しかし、好きな番組があっても実際にはそれを必ず視

聴するとは限らず、視聴そのものを問題とする本研究では適切とはいえない。「選択として

の接触行動」は、入手可能なメッセージから特定のメッセージを個人が選択する行為として

考えられている。この定義は、様々な番組の中から特定の番組を選ぶ研究(Salomonら,1978;

Websterら,1983)において適しているのみならず、接触パターンの研究(Genschら,1980;

Goodhardtら,1987)や選択的接触の研究(Atkinら,1979;Bryantら,1984;Freedmanら,1965;

Zillmannら,1980)において、接触の操作的定義としても用いられている。本研究は、利用し

得る限りの番組のなかから特定のテレビ番組を選び、それを視聴することを問題としている

ので、視聴番組の選択度と要因の関連性を検討できるという大きな利点がある。

ただし、接触行動には選択的なものばかりではないことは明らかで、非選択的な接触行動

が指摘されている(McQuail,1987)。非選択的接触行動として番組の継続接触行動が低いも

のがあることが指摘されており、例えば、Goodhardtら(1987)はロンドンの主婦の1971年の

3月と4月のテレビ番組の視聴は、特定の連続番組を1週間後には55％しか見ていないことを示

し、さらにBarwiseら(1988)はアメリカ合衆国の1985年のプライムタイムにおける種目別の

1週間後の継続視聴が平均で25％になっていることを指摘している。またMcQuail(1983)は、

テレビの放送内容にかかわらず、人々がある一定時間の接触行動を行なっていることを示す

多くの指標の存在をあげている。以上のことを考えると、非選択的接触行動は、特定の番組

への選択度が低いので、テレビにメディアとして接触行動を行なっていると考えることがで

きよう。また、このような非選択的接触行動について、池田（1988）は、生活の構造の中に
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組み込まれたメディア接触行動と動機づけからもたらされたステレオタイプ化されたメディ

ア接触行動のふたつの側面から説明している。

そこで、接触行動を「選択としての接触行動」と限定した上で、選択的接触行動として、

番組としてのテレビへの接触行動（番組接触行動）と、非選択的接触行動として、メディア

としてのテレビへの接触行動（メディア接触行動）の両方が構築したモデルによって実証的

に明らかにされねばならない。

1980年代になって一般行動のモデルをマス・メディア接触行動の解明に役立てる試みが、

Palmgreenら(1982)による期待一価値(expectancy-value)モデルの提唱として現れてきた。

このモデルは、行動は期待と価値の関数で表されるというものであり、これを使うことによ

り、マス・メディア接触行動を一般的な「行動」とみなし、さまざまな研究成果があらわれ

ている。しかし、これらの研究の多くが、Fishbeinら(1975)のモデルに基づき、「期待」と

｢価値」の2要因のみでマス・メディア接触行動を説明してきたために、今までのマス・メデ

ィア接触行動研究でとりあげられてきた諸要因、例えば接触行動と関連する要因としての準

拠集団や習慣との関連が明らかにされていない。

したがって、より一般的な行動のモデルとしてのTriandis(1980)モデルを利用することが

考えられる。このモデルは、Tnandisが比較文化研究において、行動に関連する要因を因子分

析により求めて、実証的研究で明らかにしたもので次の式(1)(2)で表されている。

Pa=(wHH+wll)P.F…･…………(1)

I=wSS+WAA+WCC･･……･…･…(2)

Pa:行為が起こる確率(probabilityoftheact)

H:習慣(habits)

I:行動意図(behavioralintentions)

P:生理的覚醒(physiologicalarousal)

F:促進条件(facilitanngconditions)

S:社会的要因(socialfactors)

A:感情(affect)

C:結果の価値(valueofmeperceivedconsequences)

wH,wl,wS,wA,wC:それぞれの要因の重み

これは、ひとつの行為がおこる確率(probabilityoftheact)は、習慣(habits)と行動意図

(behavioralintentions)を加えたものに、生理的覚醒(physiologicalarousal)と促進条件

(facilitatingconditions)を乗じた関数で表され、行動意図は、社会的要因(socialfactors)と

感情(affect)と知覚された結果の価値(valueoftheperceivedconsequences)の関数で表され

るというものである。テレビ接触行動については、このモデルの要因の一部を研究したもの

があり(Babrow,1989)、このモデルを基礎にして構築したテレビ接触行動モデルを使うこと

で、選択的接触行動も非選択的接触行動もともに要因の関連性の相違で明らかにできよう。
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そこで、このTriandisモデルを基礎として、まず、式(1)の「Pa:行為が起こる確率」を広

い意味でとらえて「接触行動」とした。さらに「P:生理的覚醒」は、「F:促進条件」と同様

に接触行動に直接関連する要因であることより「覚醒条件」とした。また、式(1)のIと式

(2)のIは同じ要因であり、全てを接触行動に関連する要因として考えるためには、式(1)と

式(2)を合成する必要がある。そこで式(1)のIに式(2)を組み込んで次のテレビ接触行動モ

デルを構築した。これは、接触行動は意図と習慣の要因が関連し、さらに促進条件と覚醒条

件が関連し、意図には社会的要因と感情と結果の価値がそれぞれ関連するモデルである。

社会的要因一

感 情 一

結果の価値一

習慣

ト
レ意図

促進条件

覚鯉条件

テレビ接触行動モデル

接触行動

接触行動とモデルの要因の関連を考えると、選択的接触行動をしている接触者は、特定の

テレビ番組を欠かさず見ており、明確な意図を持って見続けると考えられる。そして見てい

る時の覚醒があることも接触行動と関係していると思われる。逆に、非選択的接触行動をし

ている接触者は、特定の番組に接触する意図は低く、テレビというメディアに接触すること

が日常行動のひとつとして習慣化していると考えられる。したがって非選択的接触行動は、

習慣の要因が意図の要因よりもより大きく関連すると考えられる。また多くの番組からいろ

いろな番組を視聴する手段として、促進条件も関連すると考えられる。したがって次の仮説

が設定できる。

仮説l:選択的テレビ接触行動は意図の要因の関連が習慣の要因の関連よりも大き

く、覚醒条件が促進条件よりも大きく関連する。

仮説2：非選択的テレビ接触行動は習慣の要因の関連が意図の要因の関連よりも大

きく、促進条件が覚醒条件よりも大きく関連する。

この仮説を、検証することが、この研究の目的である。

2．方法

調査対象は東京都区部の都立全日制高校と多摩地域の都立全定併設高校の2校において、1

年生および2年生とした。調査の時期と対象は、1993年6月中旬に全日制の高校1年生7クラス

および定時制4クラス335名、同年9月上旬に全日制高校2年生7クラスの280名、合計615名で

あった。調査は質問紙調査として質問票は、l)よく見る番組を3つまで記入して、接触の選

択度を4点尺度で記入し、2)それぞれの番組について30の質問項目に同意するかどうかを5点

尺度で回答するというものである。30の質問項目は、要因に関する調査結果より作成したも
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のである。

要因に関する調査の一次調査では、高校生58名の自由記述からKJ法により調査票作成のた

めの項目を選び出した。二次調査として要因ごとの調査を4回に分けて高校生のべ311名を対

象として実施し、因子分析を行なった。

その結果、モデルの6要因各5項目を次のように決定した。

[社会的要因］

1.ボーイ（ガール）フレンドがほしいから

2.学校の先生がすすめたから

3.番組について友人と話し合うから

4.友人が同じテレビ番組が好きだから

5.やりたいことはあるがも時間やお金がないので

同じ様なことをする番組を見てすませるため

[結果の価値］

11.世の中の出来事やニュース（スポーツ

も含む）を知るから

12.自分の趣味に関係するものを見るから

13.自分の知らないことを知るから

14.勉強になるから

15.自分の手本となるから

[促進条件］

21.大型テレビで見るから

22.この番組を最初から最後まで見るのではなく、

ときどき他の番組も見ながら見るから

23.CMの時は他の番組にするが、それ以外は

最初から最後までずっと見続けるから

24.録画してCMを早送りして見るから

25.時間があるのでこの番組を見るから

3．結果と分析

[感情］

6.その番組がおもしろいから

7.番組内容が好きだから

8.出演者が好きだから

9.かっこいいから

10.内容にうっとりするから

[習慣］

16.いつも見ているから

17.1日の決まった時間にスイッチ

を入れているから

18.シリーズ番組なので以前から見て

いるから

19.続きがどうなるかを見たいから

20.新聞の番組欄で見たから

[覚醒条件］

26.見ていると目がさめるから

27.スッキリするから

28.気分転換になるから

29.ワクワクして楽しいから

30.興奮するから

615名の対象者のうち、視聴番組の回答がなかった26名を除く589名が分析の対象となり、

回答番組の総数は1592であった。

表2は、よく視聴されている番組とその度数をまとめたものである。なお、ひとりにつき

3つまで番組をあげさせているので、番組の総数は、分析対象の数とは一致しない。

接触行動は、よく見るテレビ番組を3番組まで記入させて各々の番組について「4毎回必ず

見る」「3.ほぼ毎回見る」「2.2回に1回は見る」「1時々見る」の4点尺度で測定している。そこ

で選択的接触行動は、3番組に4-4-4,4-4-3,4-3-3,3-3-3の組み合わせで回答した者の行動と
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表2よく視聴されている番組とその度数

番組名（度数）

1笑撃的電影箱(71）

2ひとつ屋根の下(64）

3Jリーグ(56)

4ニュースステーション(56）

5生でダラダラいかせて(43）

6ズームイン朝(41）

7プロ野球(39）

8ミュージック・ステーション(38）

9天才･たけしの元気が出るテレビ(37）

10誰にも言えない(32)

1lごっつええ感じ(31)

12プロ野球ニュース(29)

13ウゴウゴ・ルーガ(27)

14世界まる見え1テレビ特捜部(26）

15じゃじゃ馬ならし(23)

16笑っていいとも増刊号(21)

17クレヨンしんちゃん(20）

18MJ(20)

表3番組の度数と恵図・習慣・促進条件・覚醒条件の平均(SD)

度数接触行動意図 習慣促進条件覚醒条件

選択的

接触行動

非選択的

772

ｊ
・

５
５
．
３

３
ｌ
ｗ
１

、
■
Ｊ
〃
Ｐ

５
６
叩
９

８
０
印
３

３
１
ｍ
３

〃
Ｊ
６
，
０

13，8

(5.0）

11．4

9．4

(3.9）

10.1

14.0

(5.8）

12．085

接触行動 (､5）（10.2） (5.2） (3,4） (5.5）

表4接触行動と意図･習慣の重回帰分析結果及び接触行動と促進条件､接触行動と覚醒条件の相関分析

意図習慣 行動×促進行動×覚醒R F

選択的

接触行動

非選択的

接触行動

176*＊ 、149*＊ 、27130.56*本 056 167*＊

001348**.3475.6 9 * * 284*＊ 186

(R:重相関係数、意図・習慣の数値は標準偏回帰係数、行動×促進、行動×覚醒の数値は相関係数**p<.01)

し、非選択的接触行動は3番組に1-1-1,1-1-2,1-2-2,2-2-2と回答した者の行動とした。また

'番組と2番組しか記入していない者の回答は分析から除いた。

意図については、社会的要因・感情・結果の価値の各5項目をあわせた15項目の合計（15

～75点）を意図の値とした。習慣、促進条件、覚醒条件については、それぞれ5項目の合計

(5～25点）を各要因の値とした。

この選択、非選択的接触行動の番組度数、接触行動、意図、習慣、促進条件、覚醒条件の

平均値はそれぞれ表3の結果となった。

さらに接触行動と意図．習慣の関連は重回帰分析を行い、接触行動と促進条件、接触行動

と覚醒条件の関連はそれぞれ相関分析を用いた。結果は表4となり、図示したものが、図1，

2である。

さらに、選択的接触行動において、接触行動に関連する意図と習慣の要因がともに有意で

あったことより、どちらの要因が接触行動により関連するかを調べるために、ステップワイ

ズ法の重回帰分析を行なった（表5)。

この結果、第1ステップにおいて、意図の標準偏回帰係数が.236で有意性が最も大きく(F

(1,771)=45.35,p<.01)、次に第2ステップで習慣の標準偏回帰係数が.149で有意性が続いた
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表5選択的接触行動と意図・習慣のステップワイズ法による菫回帰分析結果

ステップ予測変数 FRβ

意図

習慣

６
１
３
７
２
２

45.35*＊

30.56*＊

236

149

1

2

(R:重相関係数；β：標準偏回帰係数;**p<.01)
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：、056n.s社会的

十
要因

感情

結果の
価値

1＊＊ ＝？

←接触行動

↑167*＊
176*＊

覚醒条件

図1選択的接触行動

習慣促進条件

鷲鋼,"蝉←社会的

上緬.001n.s.:.186n.s.
要因

感情

接触行動

擁の」覚醒条 件
図2非選択的接触行動

(F(1,771)=30.56,p<.01)。

4．考察

ここでは、調査の結果得られた接触行動と要因の関連を示した表4，5を分析することで、

仮説の検証を行なう。

選択的テレビ接触行動を目的変数、意図と習慣を予測変数として重回帰分析した結果、意

図の標準偏回帰係数は.176で有意であり（両側検定:t(770)=4.667,p<.01)、また習慣の標準

偏回帰係数は.149で有意であった（両側検定:t(770)=3.943,p<.01)。このときの回帰式の重

相関係数R=.271であり有意であった(F(2,770)=30.56,p<.01)(表4)。このことより、選択

的テレビ接触行動には意図の要因も習慣の要因も関連するといえる。さらに、ステップワイ

ズ法の重回帰分析を行なった結果、第1ステップにおいて、意図の標準偏回帰係数が.236で

有意性が最も大きく(F(1,771):5.35,p<.01)、次に第2ステップで、習慣の標準偏回帰係数

が.149で有意性が続いた(F(1,771)=30.56,p<.01)(表5)。これは、選択的テレビ接触行動

には意図の要因の関連が習慣の要因の関連よりも大きく働いていることを示している。

また選択的テレビ接触行動において、接触行動と促進条件との相関係数は.056で有意では

なかった（両側検定:t(770)=1.568,n.s.)。一方、接触行動と覚醒条件との相関係数は.167で

有意であった（両側検定:t(770)=4.709,p<.01)(表4)。これは、選択的接触行動には、覚

醒条件の方が促進条件よりも関連が大きいことが示された。
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テレビ番組視聴調査年組氏端
この調査は、君たちがよく見るテレビ番組をどんな理由で見ているのかを調べるためのものです。成績と

は関係ありませんので、思ったままを答えて下さい。

1．あなたがよく見る番組3つを[1}[2]{3]の〔〕に記入し、その番組を「どのくらい見るか」を4～1
で週んでください。

＊よく見る番組名・…・‘.…・‘…‘‘・・･.･･･[11(][2][]13}()

＊どのくらいよく見るか..

(番号ひとつに○をつける）
･4.毎回必ず見る4.毎回必ず見る

3.ほぼ毎回見る3.ほぼ毎回見る

2.2回に1回は見る2．2回に1回は見る
1.時々見る1.時々見る

4.毎回必ず見る

3．ほぼ毎回見る

2.2回に1回は見る

1.時々 見る

2．［1][2]【3]の番組を見る理}h5432154321

について、下の1)～30)の質問で全大どあ全全大どあ全

「全くその通り」なら5に○を、く体ちまくく体ちまく
「全くちがう」なら1に○を、そそらりちそそらりち
それ以外なら、432のうちどれかにのうでそがのうでそが
○をつけてください。通↓も うう通↓もうう

り↓なで↓り↓なで↓

［1][21{3]のそれぞれの番組について↓↓いな↓↓↓いな↓
☆1)～30)全部に、↓↓ ↓い↓↓↓↓い↓
5から1までのどれかに○をつけてください↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

1)ボーイ（ガール）フレンドがほしいから.，・・・･→(54321)--(54321)--
2)学校の先生がすすめたから．…･･･……･･･→（54321）‐‐（54321）‐‐
3)番組について友人と飴し合うから・‘･･･…･･･→（54321）‐‐（54321）‐‐
4)友人が同じテレビ番組が好きだから｡････…･･→(S4321)--(54321)--
5)やりたいことはあるが、時間やお金がないので｜lllIIllll
同じ様な事をする番組を見てすませるため…･→（54321）‐‐（54321）‐‐

6)その番組がおもしろいから･･･……・…・・・・･→（54321)-‐（54321）‐‐
7)番組内容が好きだから．･･･．．…･･･…．．…･･→（54321）‐‐（54321）‐‐
8)出演者が好きだから．････…･･･…･･…･････→（54321）‐‐（54321）‐‐
9)かっこいいから…・・・…････…・・・・･……･→（54321）‐‐（54321）‐‐
10)内容にうっとりするから．…･…･…･…・…→（54321）‐‐（54321）‐‐
11)世の中の出来事やニュース（スポーツも含む）をllllllllll
知るから．・・・・･･･・……・・・・.・・・….….・・・→(54321)--(54321)--

12)自分の趣味に関係するものを見るから･･…･･･→（54321）‐‐（54321）‐‐
13)自分の知らないことを知るから｡…････…･’･→（54321）‐‐（54321）‐‐
14)勉強になるから･･,…．．.・・・…･……｡．…･→(54321)--(54321)--
15)自分の手本となるから．．…・･･･…・….．・・・･→（54321）‐‐（54321）-
16)いつも見ているから．……・………・・・…･→（54321）‐‐（54321）‐‐
17)1日の決った時間にスイッチを入れているから→（54321）‐‐（54321）‐‐
18)シリーズ番組なので以前から見ているから.…→（54321）‐‐（54321）‐‐
19)続きがどうなるかを見たいから.．…．.…･…→（54321）‐‐（54321）‐‐
20)新聞の番組欄で見たから．・・・………･……→（54321）‐‐（54321）‐‐
21)大型テレビで見るから．….．……･･……･･→（54321）‐‐（54321）‐‐
22)この番組を最初から最後まで見るのではなく｜｜｜｜’｜｜｜｜｜
ときどき他の番組も見ながら見るから．･･･・…→（54321）‐‐（54321）‐‐

23)CMの時は他の番組にするが、それ以外はllllllllll
最初から最後までずっと見続けるから…････・→（54321）‐‐（54321）‐‐

24)録画してCMを早送りして見るから．････…･･→(54321)--(54321)--
25)時間があるのでこの番組を見るから･･･…････→（54321）‐‐（54321）‐‐
26)見ていると目がさめるから…,･･･…･･･…･･→（54321）‐‐（54321）‐‐
27)スッキリするから･･･････…････…･…･････→(54321)--(54321)-
28)気分転換になるから････…･･･………･…･→（54321）‐‐（54321）‐‐
29)ワクワクして楽しいから．．…･・・・･……･…→（54321）‐‐（54321）‐‐
30)興奮するから……・・・…・・・…･･･….．････→（54321）‐‐（54321）‐‐
※○が1つの番組に30コついているか、もう一度確認してください。
どうも御協力ありがとうございました。結果は後ほどお知らせします。

1ユ2

54321

全 大 ど あ 全

く体ちまく

そそらりち

の う で そ が

通↓もうう

り↓なで↓
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↓↓↓い↓

↓↓↓↓↓
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以上のことより仮説l「選択的テレビ接触行動は意図の要因の関連が習慣の要因の関連よ

りも大きく、覚醒条件が促進条件よりも大きく関連する」は支持されたといえる。

また、非選択的テレビ接触行動を目的変数、意図と習慣を予測変数として重回帰分析した

結果、意図の標準偏回帰係数は.001で有意ではなく（両側検定:t(83)=.005,n.s.)、また習

慣の標準偏回帰係数は.348で有意であった（両側検定:t(83)=2847,p<.01)。なお、このと

きの回帰式の重相関係数R=.347であり有意であった(F(2,83)=5.69,p<.01)(表4)。このこ

とは、非選択的テレビ接触行動には習慣の要因の関連の方が意図の要因の関連よりも大きい

ことを示している。また、接触行動と促進条件との相関係数は.284で有意であった（両側検

定:t(83)=2.660,p<.01)。一方、接触行動と覚醒条件との相関係数は.186で有意ではなかっ

た（両側検定:t(83)=1.725,n.s.)(表4)。このことは、非選択的接触行動には促進条件の方

が覚醒条件よりも関連が大きいことを示している。

以上のことより、仮説2「非選択的テレビ接触行動は習慣の要因の関連が意図の要因の関

連よりも大きく、促進条件が覚醒条件よりも大きく関連する」は支持されたといえる。

本研究では、高校生のテレビ接触行動について、テレビ接触行動モデルを構築して、選択

一非選択的接触行動を解明したが、非選択的接触行動が選択的接触行動へと変わることも有

り得よう。例えば、特に見たい番組がない時にテレビを見ていたところ、たまたま面白い番

組を見たのでその番組をよく見るようになったということもあるであろう。また、選択的接

触行動の中で、意図に基づいた行動であったものが習慣化することも考えられよう。初めは

面白いので毎回見ていくうちに、ある曜日のある時間になると見ている、特に長期間放送さ

れている番組を見ている場合にありうることである。それは、本研究で選択的接触行動に関

連する要因として意図も習慣も有意であったことにも表れている。このようなことを、構築

したテレビ接触行動モデルでどの様に取り扱うかが残された課題である。

（わだ・まさと国際基督教大学大学院／あくつ・よしひろ国際基督教大学）
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