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中高生のテレビ番組に対する行動・意識の関連要因 

－2017年度 BPO 青少年委員会『青少年のメディア利用に関する調査』－ 

 

お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系 

教授 菅原 ますみ 

 

放送倫理・番組向上機構［BPO］の放送

と青少年に関する委員会（青少年委員会）

では、多様なメディアに囲まれた環境で育

つ現代の青少年のメディア利用の実態を把

握するとともに、テレビ視聴行動や番組に

対する意識の形成に関連する要因について

検討することを目的として、全国の中高生

とその保護者を対象に『青少年のメディア

利用に関する調査』を実施した。調査を通

して見えてきた中高生のテレビに対する行

動と意識のいくつかの特徴について報告す

る。 

１．調査の目的 

若者の“テレビ離れ”が言われ始めて久

しい（荒牧・増田・中野, 2008; 鈴木・森

本, 2012; 岸本, 2014 など）。総務省の全

国の 13 歳から 69 歳までの男女 1,500 名を

対象とした日記式のメディア利用調査の結

果でも、過去５年間で 10 代・20 代のリア

ルタイムテレビの平均視聴時間は他の年代

に比較して減少が大きかったことが報告さ

れている（総務省情報通信政策研究所, 

2017）。2000 年前後に誕生した今の中高生

たちは、パソコンやタブレット、スマート

フォンといった新しいメディアの家庭内へ

の浸透度が高まっていくなかで育ち、平成

28 年時点での全国の 13 歳～19 歳のインタ

ーネット利用率によれば、98.4％とほぼ全

員がインターネット利用を開始するまでに

至っている（総務省平成 29年度情報通信白

書, 2017）。青少年たちの“テレビ離れ”は、

こうしたインターネットを利用した新しい

メディア利用への置き換えのなかで進行し

ているのだろうか。また、こうした状況の

なかでもテレビやラジオに親しんでいる青

少年たちは、その青少年自身や友人関係、

家庭環境にどのような特徴があるのだろう

か。 

全国の中高生を対象とした今回の調査

では、テレビを中心とした多様なメディア

の利用時間とその関連要因の測定を実施し、

若者のメディア利用実態を把握するととも

に、“テレビ離れ”現象に関する実証的な分

析を深めることを主な目的として行われた。

平日１日・休日１日の日記式のメディア利

用調査（テレビ、DVD、ラジオ、パソコン、

タブレット端末、携帯・スマートフォン）

と、テレビ視聴時間に関連することが予想

される諸要因（基本属性、多様なメディア

の利用状況、塾・クラブ等の家庭外での活

動状況、メディア・リテラシー、パーソナ

リティ、テレビに対する効用感、家族や友

人とのテレビの共有状況、読書活動など）

を測定するアンケート調査で得たデータよ

り、以下の３点について検討することを目

的として分析が行われた。 
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調査の目的と分析の視点 

(1) 青少年の“テレビ離れ”の現状はどうなっているのだろうか 

目的１：全国の中高生のテレビを中心としたメディアの利用実態を探る  

(2) 誰がテレビをよく見ているのだろうか 

目的２：中高生の多様な特徴（属性、心理的要因、環境要因等）とテレビ視聴 

時間との関連について検討する 

(3) 青少年はテレビ番組についてどんな意見を持っているのだろうか 

目的３：番組に対する意見や放送倫理観の実態を把握する 

 

２．調査の概要 

全国に在住の中学１年～高校３年相当

の６学年の青少年を持つ世帯を対象とし、

当該の青少年１名およびその保護者１名に

調査を実施した。調査地点数は全国 50 地点

で、青少年のみ 2000 人（１地点 40人）を

住民基本台帳を用いた層化二段無作為抽出

法によって抽出した。調査期間は 2017 年９

月～11 月で、郵送による配布・回収をおこ

なった。 

調査票は、青少年記入版調査票、保護者

記入版調査票、および青少年記入によるテ

レビ・ラジオ・パソコン・タブレット端末・

携帯/スマートフォンによるテレビ番組視

聴に関する 24時間の日記票（平日・休日各

１日）の３冊子から構成されている。回答

いただいた世帯は 517世帯（回収率 25.85％）

であった。青少年票の回収は 512 票で、回

答した青少年（以下、中高生と表記）の平

均年齢は 14.91歳（12～18歳）で、性別は、

男子 257名（50.2％）、女子 255 名（49.8％）

で、その他の属性は表１～３の通りである。

保護者版は概ね母親によって記入され

（82.3％）、平均年齢は 46.26 歳（29～69

歳）であった。回収率は低めであったが、

回答者の属性分布に大きな偏りは観察され

ず、一定の属性上の代表性は担保されてい

るものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２　保護者版記入者の学歴

保護者（回答者）の学歴 %

中学卒 0.8%

高校卒 35.7%

短大／高専／専門学校卒 38.6%

大学（４年制）卒 22.5%

大学院卒 1.9%

無回答 0.4%

表３　青少年の居住地域とその人口規模

居住地域 % 居住地域の人口規模 %

北海道・東北 14.3% 大都市（23区含む） 25.2%

関東 31.1% 人口10万人以上の市 41.6%

北陸・東山 10.3% 人口10万人未満の市・郡部 33.2%

東海 9.5%

近畿 12.4%

中国・四国 11.2%

九州・沖縄 11.2%

表１　青少年の学年

学年 %

中学１年生 15.8%

中学２年生 19.5%

中学３年生 19.7%

高校１年生 16.8%

高校２年生 14.5%

高校３年生 13.5%

その他 0.2%
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３．中高生のメディア機器の保有率 

メディア機器の保有状況をみると（表

４）、自分専用のテレビやパソコンの保有は

１割前後と中高生ともに低く、家族と共有

している者が大多数を占める。スマートフ

ォンの保有は中学生 42.2％に対して高校

生は 92.5％と大差があった。高校入学を機

に使用を認める家庭も多いということだろ

う。携帯音楽プレーヤーとスマートフォン

の保有は女子により多い。ゲーム機は男女

合わせて５割以上が専有しているが、男子

は７割近い高率である。対象の中高生たち

は、幼い頃からゲーム機に慣れ親しみ、青

年期に至った現在でも、自分専用のゲーム

機器で遊び続けている者が多いことを示す

結果といえよう。

 

表４ 自分専用のメディア機器の保有率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** p < .01; * p < .05 

 

４．中高生のテレビ視聴時間の実態とその

関連要因 

平日１日・休日１日の各 24 時間のテレ

ビ・ラジオ・携帯/スマートフォン・パソコ

ン・タブレット端末の利用に関する日記票

の記載を中高生自身に求めたが、自宅・学

校・移動中を含めどこにおいてもリアルタ

イムでのテレビ番組の視聴がなかった者が、

平日で 25.6％・休日で 31.4％存在していた

（図１・図２）。2016 年に実施された前述

の総務省調査でも、13歳～19 歳の青少年層

（140名）において平日 30.7％・休日 22.9％

にリアルテレビ視聴がなく、類似した結果

が報告されている。今回の調査において、

他の媒体（タブレット端末・携帯/スマート

フォン・パソコン）でのリアルタイムでの

テレビ番組視聴が全体でほとんどなかった

（0.4％～1.6％）ことも併せて考えると、

普段の生活のなかで“リアルタイムのテレ

ビ番組に接触しない日”のある若者層が２

～３割いることは確かなことと言えよう。

今回の調査で、平日・休日の２日間ともに

リアルタイムおよび録画・オンデマンドい

ずれでもテレビ視聴がなかった者が全体の

13.4％存在していたが、この者たちが他の

曜日にも同様にテレビ接触がなく、本当に

“テレビ離れ”した生活を送っているかど

うかは、より長期の日誌研究で検討する必

要がある。 

一方で、“リアルタイムでテレビを見た”

７割前後の行為者の平均視聴時間は、平日

２時間以上・休日３時間以上で（図１・２）、

男子 女子 中学生 高校生

テレビ 8.0% 10.1% 5.9% 6.0% 10.1%

パソコン 10.3% 13.0% > 7.5% * 6.0% < 15.0% *

タブレット端末 15.7% 18.5% 13.0% 15.7% 15.9%

携帯電話 17.0% 17.2% 16.7% 17.7% 15.9%

携帯音楽プレーヤー 36.5% 29.0% < 43.9% ** 36.5% 36.6%

ゲーム機（携帯ゲーム機を含む） 55.6% 66.8% > 44.4% ** 61.8% > 48.5% **

スマートフォン 66.2% 58.0% < 74.5% ** 42.2% < 92.5% **

全体
性別 学校
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平均： 93.7 分 （行為者率：74.4%, 行為者平均：125.9分）

男子平均： 79.8 分 （行為者率：68.7%, 行為者平均：116.1分）

女子平均： 107.4 分 （行為者率：80.0%, 行為者平均：134.2分）

中学平均： 95.3分 （行為者率：74.5%, 行為者平均：127.9分）

高校平均： 92.0分 （行為者率：74.5%, 行為者平均：123.4分）

<

**

** p<.01

平均： 126.8分 （行為者率：68.6%, 行為者平均：184.9分）

男子平均： 120.6 分 （行為者率：63.8%, 行為者平均：189.0分）

女子平均： 133.0分 （行為者率：73.1%, 行為者平均：181.3分）

中学平均： 126.4分 （行為者率：67.5%, 行為者平均：187.1分）

高校平均： 127.6分 （行為者率：69.7%, 行為者平均：183.1分）

中高生間でも大差はなく、女子のほうが平

日は 27.6 分長かった。テレビを一定時間し

っかり見ている多数派と、ほとんど/まった

く見ない少数派が二極化して混在している

といえるが、今後、テレビに接触しない層

がさらに拡大していくのかどうか推移を見

る必要があるだろう。 

 

図１ リアルタイムでのテレビ視聴時間（分）：平日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ リアルタイムでのテレビ視聴時間（分）：休日 
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平日と休日それぞれのテレビ視聴時間

（リアルタイムテレビ時間＋録画テレビ時

間）の多さと関連する要因について検討す

るため、個人の特性に関する変数（性別、

在住する地域の都市規模、世帯収入、性格

的特徴）、テレビを見る時間と競合すること

が予想される自宅外での活動時間（クラブ

活動、塾・図書館での学習時間）、テレビを

視聴することの動機づけとなることが予想

されるテレビに対する効用感の強さ、他者

とのテレビ番組の共有度（親、友人）の４

つのカテゴリ－の変数を投入した重回帰分

析を行った。 

解析の結果、平日でのテレビ視聴時間の

多さには、性別（女子であること）・都市規

模（大都市在住者である）・世帯収入（低

い）・性格（物事に対する柔軟性があり新し

い経験に対する好奇心が強い）といった個

人的な特徴に関する変数と、クラブ活動や

塾等の自宅外での活動時間が短いこと、テ

レビの様々な機能に関する効用感が強いこ

と、また友人・親とのテレビ共有度が高い

ことといった多くの変数が関連することが

明らかになった（図３）。一方、休日のテレ

ビ視聴時間については、家庭外での活動時

間の短さと親・友人との共有の多さの３変

数のみが関連しており、休日については、

青少年が外出せずに在宅していることと、

番組を一緒に共有してくれる人（親につい

ては共有視聴、友人については内容につい

て会話できること）がいることが、テレビ

視聴の多寡に関連することが示された（図

４）。 

 

図３ 平日のリアルタイムおよび録画テレビ視聴時間に関連する要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日のリアルタイムおよび
録画テレビ視聴時間

平日のリアルタイムおよび録画テレビ視聴時間に関連する要因
(N=397)

性別（女子）

世帯収入（税込）の多さ

クラブ活動時間の長さ

性格：開放性（柔軟性、好奇心の強さ）

塾・図書館などでの学習時間の長さ

都市規模（大都市在住）

注１） 子どもの年齢、保護者の学歴は統制済み 注２）太実線は1％以下、破線は5％以下の有意なパスを示す
注３） 性格については、「開放性」「勤勉性」「外向性」「協調性」「神経症傾向」の5特性について測定した

友だちとのテレビ共有度

テレビに対する効用感の強さ

親子でのテレビ番組共有度

自宅外での

活動時間
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図４ 休日のリアルタイムおよび録画テレビ視聴時間に関連する要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他の媒体の使用について 

日記票で測定したその他の媒体の利用

時間について簡単に報告する。ラジオ利用

者の割合は、リアルタイム利用と『Radiko』

『らじるらじる』での利用を合わせて平

日・休日ともに５％前後（平日 6.5％・休

日 3.9％）と少数だが、行為者の平均は 45

分～82.5分であり、番組単位での利用を伺

わせる長さであった。 

携帯・スマートフォンでテレビ番組を視

聴した者は、リアルタイムと録画/オンデマ

ンドを合わせて平日 2.6％・休日 2.4％と少

数だった。一方、Youtube 等の動画投稿・

共有サイトの閲覧に利用した者は３割程度

で、高校生では４割を超え、休日の利用時

間は２時間半以上に達している。ゲームに

利用した者も高校生では両日ともに３割を

超え、休日の行為者平均は２時間 44 分と長

い。スマートフォンでの“長時間ゲーム・

プレーヤー”が少なからず存在しているこ

とが伺われる。 

リアルタイムでテレビを視聴しながら

同時に携帯・スマートフォンを利用したこ

とのある者は 63.7％で、携帯・スマホを手

にしながらのテレビ視聴も定着しているよ

うだ。特定のテレビ番組について SNS など

で情報を収集したり他人の感想や評価を閲

覧したりするのは１～２割で、放送中ある

いは事後に書き込みを行う中高生も、番組

の最中 5.7％・事後 6.3％と少数ながら存在

していた。 

調査期間中に DVD/ブルーレイ/ビデオを

視聴した中高生は、平日 4.9％・休日 8.0％

と１割以下であった。タブレット端末では、

動画の閲覧やゲームでの利用が 15％前後

にみられたが、ここでもテレビ番組の視聴

は１％未満だった。パソコンでのテレビ番

組視聴も 0.4％未満と非常に少ない。総じ

て、テレビ以外の媒体によるテレビ番組視

聴は、中高生の日常生活のなかでは未だ極

休日のリアルタイムおよび
録画テレビ視聴時間

休日のリアルタイムおよび録画テレビ視聴時間に関連する要因
(N=374)

クラブ活動時間の長さ

塾・図書館での学習時間の長さ

親子でのテレビ番組共有度

注１） 子どもの性別・年齢、保護者の学歴は統制済み
注２）太実線は1％以下、破線は5％以下の有意なパスを示す

自宅外での

活動時間

ー

＋
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めて限定的なものであるといえよう。 

 

６．家族とのテレビ共有 

今回の調査でもうひとつ興味深い結果

だったのが、家族と一緒にテレビ視聴を楽

しんでいる中高生が多数を占めていたこと

である。思春期・青年期といえば、精神的

自立を求めて強く自己主張したり対立した

りといった“疾風怒濤”の時期であり、家

族のなかにあってもプライベートな時間を

大切にし、親とも疎遠になりがちなイメー

ジが強い。自分の見たい番組をひとりで楽

しむ時間はむしろ、スマートフォンやパソ

コン、タブレット端末等の新しい媒体によ

って増え、親子で共有するテレビ時間はそ

れほど多くはないのではないかと予想する

こともできよう。 

しかし今回の調査で、家族とのテレビ視

聴の共有の程度について中高生に尋ねたと

ころ（表５）、60.6％が「ほとんど」「たい

てい」家族といっしょに見ると回答し、「半

分くらい」以上では 83.6％と高い割合を示

した。平日１日・休日１日のテレビ視聴に

関する日記票においても、視聴全体の平均

時間に対する親・家族と一緒にみた平均時

間の割合を算出すると、平日のリアルタイ

ム視聴で 71.9％・録画/オンデマンド視聴

で 47.6％、休日のリアルタイム視聴で

64.9％・録画/オンデマンド視聴で 42.6％

であり、録画/オンデマンドでは半数以上が

ひとりで視聴していたが（先述のとおり、

録画/オンデマンドの行為者率は２割～３

割弱と少数である）、リアルタイム視聴では

家族と一緒にテレビを共有していた中高生

が６～７割と多数であったことが実態とし

ても確認できる。保護者記入版調査票にお

いて、「親子でテレビを見て一緒に笑ったり

する」に「いつも」「時々」と回答した保護

者も 93.4％と高率であり、中高生のいる多

くの家庭で、テレビは家族のコミュニケー

ションを円滑にする役割を担いながら共有

されていることが伺える。図７にあるよう

に、“見たい番組”として“家族一緒に楽し

めるような番組”を挙げた者が７割以上で

あったことも、現在の中高生の家族視聴志

向の強さを表すものといえよう。 

 

表５ 家族とのテレビの共有頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族でのテレビ共有度の高さと中高生

の生活満足感（楽しい毎日をおくっている、

自分の生活に満足している等の７項目）と

の関連を分析したところ（図５）、家族とテ

レビを共有している群のほうが共有してい

ない群よりも、統計学的にも有意なレベル

で生活満足度が高い傾向が見られた。思春

期・青年期にあっても親子一緒にテレビを

楽しめることは、親にとってはうれしいこ

とに違いないと思われるが、子ども自身に

とってもポジティブな意味合いを持ってい

ると推察される。家族のテレビ共有度の高

さの原因として、“一家に一台の大型テレビ”

の普及という物理的な要因の影響も想定さ

れるが、リビングの大型テレビを共有する

なかで家族のコミュニケーションが活性化

し、そのことが“家族と一緒にテレビを見

たい”という青少年の動機づけを高めるこ

％

ほとんど家族と一緒に見る 25.8%

たいてい家族と一緒に見る 34.8%

半分くらいは家族と一緒に見る 23.0%

あまり家族と一緒に見ない 10.0%

ほとんど家族と一緒に見ない 2.5%

テレビは見ない 2.1%

無回答 1.8%
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とにつながることも考えられる。思春期・

青年期での家族関係とテレビを媒介とした

コミュニケーションとの関連の因果性につ

いては、継時的な研究で明らかにされるべ

き課題であろう。 

 

 

図５ 中高生の主観的幸福感と家族とのテレビ共有度との関連 

（主観的幸福感の得点平均値に関する差の t-検定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．中高生の“見たい番組”とは 

普段よく見ているテレビ番組の種類に

ついて複数選択で回答を求めたところ（図

６）、バラエティを選択した者が８割近くと

圧倒的に多く、次いでアニメとドラマが５

割台だった。歌番組・音楽番組、ニュース

報道番組、映画、クイズ・ゲーム番組が４

割前後となり、ドキュメンタリー番組や語

学等の教養系の番組は１割以下だった。 

 

図６ よく見る番組のジャンル（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9%

3.1%

5.5%

8.2%

14.6%

26.2%

28.1%

37.7%

40.8%

43.9%

43.9%

53.1%

53.7%

77.9%

幼児・子ども向け番組

語学や教育番組

旅・料理・暮らしなど生活情報

ドキュメンタリー・社会派番組

ワイドショー・情報番組

スポーツ番組

天気予報・気象情報

クイズ・ゲーム番組

映画

ニュース・報道番組

歌番組・音楽番組

ドラマ

アニメ

バラエティ番組

注）「非共有群」：家族と一緒にテレビを「あまり」・「ほとんど」一緒に見ない；
「共有群」 ：「ほとんど一緒に」・「たいてい一緒に」家族とテレビを見る

** p<.01
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 ＢＰＯ青少年委員会で毎月実施している

中高生モニターの番組レポートのなかで、

高い評価を得たり、“こんな番組が見たい”

というリクエストとして記載されることの

多い番組コンテンツについて、図７の５項

目を作成して今回の調査で尋ねたところ、

「家族一緒に楽しめる番組」が７割以上と

高い支持を得た。ロールモデルに関する番

組や、知識欲求を満たす番組も４割以上が

支持している。 

 

図７ 積極的に見たい番組：「ぜひ見たいと思う」＋「見たいと思う」の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この他にも、この項目の自由記述欄に

“見たい番組”として多くの記載があった

（記載総数 125名）。『何も考えなくていい、

ただただ笑える番組が見たい。』、『老若男女

だれもが楽しめるテレビ番組』、『みんなで

共有できる番組』、『見てて幸せになるドラ

マ。』、『今の人口が抱えてる現実がリアルに

表現されているドラマ。』、『世間の評価や流

れに縛られないニュース』、『時間をかけて

つくりこんだことが分かる面白い番組』、

『人の心が少しでもずれた時に、心をもど

してくれるような番組』、『どん底からはい

上がってくるような内容』、『昔のようなエ

ロくて、下品な番組』等多彩な意見がみら

れ、なるほど、と共感するものも多かった。

こうした青少年たちのニーズを掬い上げて

いく作業も、テレビと青少年の距離をもっ

と近いものにするために有効なのではない

かと思われる。 

 

６．放送倫理に対する青少年の意見 

青少年が放送倫理についてどのような

意見を持っているか知るために、民間放送

連盟放送基準から中高生にも回答可能と思

われる設問を作成して尋ねた（図８）。各項

目について、「そう思う」「まあそう思う」

と回答した者の割合は、概ね６割以上が基

準遵守の方向を肯定しているが、「青少年向

けの教育番組は社会人になるために役立つ

知識や資料などを放送すべきだ」といった

教育的方向づけの項目では肯定群は５割台

であり、「子どもが起きていない時間帯でも

青少年に十分配慮した番組を放送するべき

だ」という子どもの時間帯と大人の時間帯

の切り分けに関する項目でも肯定群は３割

にとどまっている。「事実の報道であっても

むごたらしい場面の細かい表現は避けるべ

きだ」という事実報道に関する残虐性につ

いても肯定は５割台であり、若干意見が分

かれている。 

72.3%

49.2%

46.1%

42.4%

28.3%

家族一緒に楽しめるような番組

将来の職業や生き方を考えるときに

モデルとなるような人が出てくる番組

受験など、勉強の役に立つ番組

子どもにもわかるような親切な解説のついた

ニュースや歴史、時事問題などの番組

どこにでもいるようなふつうの青少年の姿や

気持ちを描いた番組
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男女の比較では、女子のほうがやや肯定

者の割合が多めであったが、中高生間では

ほとんど差はなかった。放送倫理観は一方

向に収束するように加齢とともに発達変化

するのではなく個人差の大きいものであっ

て、中学生段階には既にその方向性が個人

ごとに定まっている可能性も考えられる。

放送倫理観の個人差にどのような要因が関

わっているのか、今回の調査の変数の範囲

においても分析を深めていきたいと考えて

いる。

 

図８ 放送倫理観：「そう思う」＋「まあそう思う」の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、今回の調査でも、圧倒的に多くの

中高生たちがよく見る番組としてバラエテ

ィ番組をあげているが、なかにはやや過激

な演出による暴力やいじめにつながるシー

ンもあり、視聴者意見や青少年モニターに

よるレポートにも危惧する意見が書かれる

ことがある。こうしたバラエティ番組の危

うさについて、青少年たちがどのような意

見を持っているか設問を設けて尋ねてみた

（図９）。 

「自分は不快に思わないが、不快に思う

人もいるだろうと思うシーンがある」に「頻

繁に感じる」「時々感じる」と回答した者が

57.4％、「小学生が真似すると危ないと思う

シーンがある」は 56.4％で、約半数の中高

生が一定の危うさを感じていることが示さ

れた。「テレビで放送するような内容ではな

いと思うことがある」「子どもがみたらいじ

めにつながると思うシーンがある」「不快に

感じるシーンがある」の３項目はいずれも

約４割弱であった。中高生のなかでも意見

が割れているが、面白さ・楽しさのなかに

も公共的な節度を求める中高生も少なくな

いといえよう。中学生より高校生のほうが

若干肯定者が多めであるが、男女差は認め

られなかった。 

36.9%

51.0%

53.1%

60.7%

61.3%

68.0%

68.2%

71.3%

74.2%

78.5%

79.9%

子供が起きていない時間帯でも、青少年に十分配慮した番組を放送するべきだ

事実の報道であっても、むごたらしい場面の

細かい表現は避けるべきだ

青少年向けの教育番組は、社会人になるために役立つ知識や

資料などを放送するべきだ

暴力行為の表現は、最小限にとどめるべきだ

子どもが起きていてテレビやラジオを見たり聴いたりできる放送時間帯には、

青少年に十分配慮した番組を放送するべきだ

性に関する事柄は、視聴者に困惑や嫌悪感を抱かせないように注意するべきだ

不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現は避けるべきだ

広告も、不快な感じを与えないように注意するべきだ

ニュースは市民の知る権利を第一に考え、事実に基づいて報道し、公正である

べきだ

人命を軽視するような取り扱いはするべきではない

ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、

名誉を傷つけたりしないように十分に注意するべきだ
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図９ バラエティ番組に対する意見：「頻繁に感じる」＋「時々感じる」の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上、昨秋に実施した調査結果の一部を

報告させていただいた。詳細な報告書は現

在、BPO 青少年委員会にて作成中であり、

当委員会のホームページに掲載を予定して

いる。青少年自身に加え、保護者の意識に

ついても限定的な内容ではあるが尋ねるこ

とができたこと、また平日・休日の２日間

について、どこで・どの媒体で・いつテレ

ビ番組に接したかがわかる日記票を実施し

たことが本調査の特徴である。今後の青少

年とテレビ・ラジオとのよりよい関係づく

りの基礎的な資料として関連機関等で活用

していただければ幸いである。 
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36.9%

38.3%

39.5%

49.2%

56.4%

57.4%

不快に感じるシーンがある

子どもが見たらいじめにつながると思うシーンがある

テレビで放送するような内容ではないと思うことがある

中学生・高校生が真似すると危ないと思うシーンがある

小学生が真似すると危ないと思うシーンがある

自分は不快に思わないが、不快に思う人もいるだろうと思うシーンがある


