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■はじめに
■メディア・リテラシーとは何か
最近、リテラシーの上に○○をつけた言葉が多く見受けられます。リテラシーには、
「識字能力」と「高度で優雅な教養」という２側面があるといわれますが、多くの場合
前者、つまり「読み書き能力」の意味で使われています。例えばコンピュータ・リテラ
シーといった場合、「コンピュータを上手に使う能力」「コンピュータの操作についての
能力」という意味で使われる場合が多いようです。では、メディア・リテラシーとは何
かですが、実は研究者の数だけ定義があるといって良いくらい幅広い概念ですが、一応
ここでは「主体的にメディアを活用して情報を獲得し、その内容を送り手・受け手の立
場やメディアの特性をふまえて批判的に読み解くとともに、自らも情報を作り出してコ
ミュニケーションする技能、知識、態度」である、としておきましょう。
■情報活用能力とメディア・リテラシー
これと混同されやすい概念が、おそらく「情報活用能力」でしょう。「情報活用能力」
はどちらかというと、問題解決の道具として各種の情報メディアをいかに活用するか、
という側面が強調されているように思います。問題解決は、問題の発見、仮説生成、デ
ータ収集と評価、得られた情報の再構成、そして公開といったプロセスをたどるでしょ
う。このときコンピュータや各種情報メディアを活用する能力が「情報活用能力」です。
この際、パソコンやインターネットといった電子メディア、本や新聞などの活字メデ
ィア、テレビや映画などの映像メディアが利用されることになります。このとき、メデ
ィアを道具としての利活用を強調するのが情報活用能力、メディアそのものを学習対象
としてとらえる立場がメディア・リテラシーといってもいいかもしれません。
■メディアは構成されている 批判的思考とメディア・リテラシー
当たり前のことですが、これらのメディアは「送り手」が生み出しているわけですか
ら、無色透明・完全中立・公平無私・直球一本な情報とはいえません。例えば、テレビ
のドキュメンタリーは演出と「やらせ」のギリギリの線で作られていると自ら告白して
いる制作者もいます。新聞の取材を受けた人なら、自分の発言のほんの一部、しかも場
合によっては枝葉末節しか紙面に載らないこともご存じでしょう。メディアは価値観や
イデオロギーを伝え、その背景には社会的、政治的なものがあるのです。
さらに深刻なのは、このようなメディアからの情報が、人々の考えに影響を及ぼすこ
とでしょう。政治的に微妙な関係にある国では、日本人が「よいこと」をしても新聞に
は載らず、
「悪いこと」をすると「それみたことか」とばかり大きく報道されるといいま
す。結果として、
「やはり日本人というのは○○だ」というイメージが増幅され、報道側
もそのイメージに答えるようなニュースを選びがちになります。そのような目で見ると、
我が国の報道もそのような面があるのに気づきます。良識のある一部の両国の人たちは、
このようなメディアの報道に憂えているわけです。このように、受け手と送り手を踏ま
えてメディアからの情報を鵜呑みにしないことが大切で、これを「批判的思考」と呼ん
でいます。

■メディア・リテラシー測定の必要性
「このような能力が必要だ」という議論はかなり以前からありました。しかし、
「ウチ
の子供たちはこのような能力がこの状態だから、学年末までに８割はここまでは上げよ
う」という具体的な話にはなってきませんでした。例えば算数なら九九ができなければ
割り算はできないというように、Ａという能力とＢという能力の間の関係は見えやすい
といえます。能力の測定は、その内容に即したテストによってなされます。メディア・
リテラシーについては、いかなる能力が下位の能力なのか、下位となる能力間の関係は
どうなっているのか（例えばコンピュータ利用能力が高い人は、批判的思考力も高いの
か等）よく分かっていないのです。メディア・リテラシーを測定する物差しができれば、
学年発達の特徴にあわせたカリキュラム作りや、評価の手助けになるでしょう。この研
究では、そのような測定のための物差し作りについて提案しています。
なお、本稿は 2004 年 10 月 17 日に関西大学で開催された日本教育メディア学会課題
研究Ⅰ「メディアリテラシーの理論と実践の批判的検討」における筆者の発表「デジタ
ル時代のメディア・リテラシーをいかに測定するか」の当日配付資料です。
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1. 背景と目的

1.4 目的
デジタル時代のメディア・リテラシーを
いかに把握し、デジタル時代のメディア・
リテラシーの発達の特性を明らかにするの
か。この問題意識から、筆者らはメディア・
リテラシー尺度の作成に取り組んできた
(Gotoh&Ikuta2004)。
この中で、特にメディアに対する批判的
思考尺度の信頼性・妥当性の問題、小学生
から大学生、成人を対象とした調査におけ
る映像活用の可能性、メディアから情報を
分析し真偽の程度を捉える分析の力量を測
定し得る尺度の必要性が指摘された。前者
は、以上を踏まえ、本研究は次の２点を目
的とする。
① 技能・態度・批判的思考を下位尺度
とするメディア・リテラシー尺度を
作成し、その妥当性を検討する。
② ウェブ情報を分析する尺度を作成し、
信頼性及び妥当性を検討する。

2. スキル,態度,批判的思考の尺度
2.1 項目の作成
本研究ではメディア・リテラシーを図１
のように捉える。
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図 1 メディア・リテラシー
すなわち、メディア・リテラシーを「メ
ディア・操作スキル」、「メディアに対する
批判的思考（傾向性・技能）」、
「メディアに
対する主体的な態度」の３つの下位尺度に
分けて測定する。
尺度の作成にあたっては、鈴木ら(1992)、
電通総研(1999,2000,2001,2002)、ＮＨＫ放
送文化研究所、宮田(2001)、小池(2004) 、
鈴木ら(1992)、高比良ら(2001)などの項目
を参考に作成した。
2.2 批判的思考の構成要素
メディアにおける批判的思考を考える前

に、一般的な批判的思考の研究成果をレビ
ューする。Ennis(1987)は批判的思考の構成
要素を態度や情意的な傾向性(disposition)
と、認知的側面である能力(ability)とに分
けて整理している。
「信頼性のある情報源を
使おうとする態度」と「情報源の信頼性を
検討するための視点をもち、使う能力」を
区別される。批判的思考能力の測定も、こ
の２つに分けて行われている。
2.3 批判的思考の測定
批判的思考の能力を測定する尺度の代表
は Watson-Graser のテストで、推論課題、
演繹的推論課題、議論評価課題などにより
構成されており、多くの先行研究で利用さ
れている。我が国にも久原ら(1993)によっ
て紹介されている。態度の代表的な尺度と
してはカリフォルニア批判的思考態度尺度
（Facione&Facione,1992）があり、知的好
奇心、開かれた心、分析的、真実の追究な
ど７因子から構成されている。この他に自
由記述式の尺度もあるが、処理の煩瑣さや
一律の基準で評価しにくいという問題から
多肢選択法が大半である。平山(2004)によ
れば、これらの研究の結果、能力について
言語能力と非言語能力を対象としてそれら
を測定する知能検査と課題成績が関係する
ことが明らかになっている。
2.4 メディアに対する批判的思考
これに対してメディアからの情報をいか
に批判的に読み解くかという批判的思考能
力の測定に関する研究はほとんど扱われて
いない。
批判的思考に関わる調査として NHK 放
送文化研究所調査があり「専門的なテレビ
の見方」として「同じ問題でもキャスター
や番組によって伝え方が違うと思う」など
の項目を調査している。また小池(2004)は
メディア・リテラシー講座の前後にオンタ
リオ州の定義に基づいて質問項目を作成し、
講座の事前・事後に調査を行い、事後に批
判的思考が高まったと報告している。
2.5 メディア・リテラシー尺度の必要性
これまで見てきたように、メディア・リ
テラシー測定における「批判的思考」の測
定は、その重要性のわりには進んでいない

といえる。批判的思考能力テストにおいて
は、態度と能力を区別し、それぞれに尺度
を開発し研究を蓄積してきた経緯がある。
メディア・リテラシーにおいても、この知
見を生かし、尺度を開発する必要がある。
2.6 対象
新潟市内の高校生 401 名を対象とした。
調査時期は 2004 年 6 月である。
2.7 方法
2.7.1 メディア操作スキルに関わる項目
「自分の好きなホームページをお気に入りに
入れる」、「写真やビデオをコンピュータに取
りこみ、文書にはりつける」といった項目に
ついて「できるし、よくする」「できる」「で
きない」
「何のことか分からない」の４つから
１つだけ当てはまるものを選択してもらった。
これを「できるし、よくする」を４点、
「でき
る」３点、「できない」２点、「何のことか分
からない」１点というように得点化した。
2.7.2 批判的思考・傾向性の項目
批判的思考の研究では批判的思考の構成要
素を態度や情意的な傾向性(disposition)と、
認知的側面である能力(ability)とに分けて
考えている(Ennis1987)。ここでいう批判的
思考は傾向性に関わるもので、メディアに
対する情報を「構成されたもの」であると
してみているかどうかを自己評価してもら
う。「新聞記者はたくさんの情報を集めるけ
れども、新聞記事になるのはその一部の情報
である。」「知りたいと思う情報を得るにはテ
レビで十分だ＊」といった項目について、
「そ
う思う」「ややそう思う」「どちらでもない」
「あまりそう思わない」
「そう思わない」の５
つのうち一つだけを選択してもらった。
「そう
思う」が４点、「ややそう思う」３点、「あま
りそう思わない」２点、
「そう思わない」１点
と し て 得 点化 し た 逆 転項 目 (＊ )に つ い て は
「そう思わない」が４点になるように得点化
した。
2.7.3 主体的な態度に関わる項目
デジタル時代のメディア・リテラシーは、
メディアからの情報を漫然と受容するだけ
ではなく、自ら進んで情報を求めたり、疑
問点があったら複数のメディアにあたって
情報を収集したりする主体性が必要である。

主体的な態度として「 知りたいと思ったこと
は人に聞くより本やインターネットでさがす
方だ」といった項目について批判的思考と同
様に得点化した。
2.7.4 メディアに対する知覚
妥当性を検討するために、メディアに対
する知覚を測定した。これは、
「インターネ
ット」、「本」、「新聞」、「テレビ」の４つに
ついて「情報が新しいと思う順番」、「情報
が正しいと思う順番」、「好きな順番」、「簡
単に情報が得られると思う順番」の順位を
つけてもらうものである。これを１位４点
以下４位１点になるように得点化した。
2.7.5 信頼性の検討
作成された尺度の信頼性を検討するため
に尺度と各項目間の相関係数のＩＴ相関分
析、ＧＰ分析を行った。
2.7.6 妥当性の検討
「技能」、「態度」、「批判的思考・傾向性」
の妥当性を検討するために、それぞれの上
位・下位群ごとのメディアに対する知覚の違
いを検討する。
2.8 結果と考察
2.8.1 項目の検討
作成した 42 項目について確認的な因子分
析を行い、 スキル、態度、批判的思考とい
う構造が得られるか、批判的思考の項目間
の関係はどうなっているかを確認した
(SPSS11.5J を使用)。結果としていかに説明
する７因子を抽出した。
第一因子は「自分の好きなホームページを
お気に入りに入れる」、「写真やビデオをコン
ピュータに取りこみ、文書にはりつける」、
「イ
ンターネットや CD の百科事典を使って調べ
る」などメディア操作に関わる項目が多いの
で、「メディア操作スキル因子」と命名した。
第二因子は「新聞記者が集めた情報は、全
てが記事になる」、「同じ番組は、だれが見て
も同じように理解される」、「テレビの同じ場
面で、音楽（ＢＧＭ）が変わっても受ける感
じはそれほど変わらない」などで「メディア
の構成に関する因子」と命名した。
第三因子は「知りたいと思う情報を得るに
はテレビで十分だ＊」、「新しい知識を得るの
にテレビだけでなく新聞や本も役立ててい

る」、
「テレビではニュースや報道番組も見る」
といった項目が多く、
「 マスメディアに対する
主体的受信態度」と命名した。
第四因子は「コマーシャルでは、よく売れ
るように商品のイメージを強調している」、
「テレビで放送されたことが、新しい流行に
なることがある」、「テレビや新聞がどう情報
を伝えるかによって、人々のものの考え方は
大きく変わる」といった項目が多く、
「メディ
アの社会への影響因子」と命名した。
第五因子は「写真やビデオをコンピュータ
に取りこみ、文書にはりつける」、「ホームペ
ージを作る」、「前にパソコンに保存した文書
をよびだして直す」
「ワープロ・ソフトで文書
を作る」といった項目であり、
「発信メディア
の利用スキル因子」と命名した。
第六因子は「テレビや新聞をみていて伝え
方が公平ではないと思うことがある」、「テレ
ビをみていて、大げさな表現をしていると感
じるときがある」などであり、
「メディアの誇
大表現への防御因子」と命名した。
第七因子は「自分の好きなホームページを
お気に入りに入れる」、「知りたいと思う情報
を得るにはテレビで十分だ＊」、「知りたいと
思ったことは人に聞くより本やインターネッ
トでさがす方だ」などであり、
「複数メディア
による主体的受信因子」と命名した。この因
子は、スキル的な項目と主体的態度の項目が
共に含まれているところが特徴である。
主体的な態度については、
「マスメディア
に対する主体的受信態度」と「複数メディア
による主体的受信因子」があり、いずれもメ
ディアからの情報を主体的に受信しようとす
る態度に関わる因子である。
批判的な思考については、メディアは構成
されたものであり、制作者によって作られた
ものであるという「メディアの構成に関する
因子」、メディアが社会に影響を与えていると
いう「メディアの社会への影響因子」、マスコ
ミからの情報はイメージを強めるために作ら
れているという「メディアの誇大表現への防
御因子」に関わるものである。
以上から、 作成した尺度から抽出した因
「メディア操作スキル因子」
子をまとめると、
と「発信メディアの利用スキル因子」は、ま

とめて メディア操作スキルに関わる因子と
見ることができる。作成した尺度は想定した
因子の構造を持っていることが分かった。
項目の分布について見たところ「批判的思
考・傾向性」については天井効果が現れてい
る項目があったものの、一応残すことにした。
従って、
「批判的思考・傾向性」は暫定的な尺
度である。技能 10 項目、態度 8 項目、批判
的思考・傾向性 10 項目を採用し分析対象と
した。
2.8.2 信頼性の検討
尺度と各項目間の相関係数は「メディア操
作スキル」では 9 項目で.5 から.7、
「批判的思
考・傾向性」では 9 項目で.4 から.5、
「主体的
態度」では７項目で.4 から.6 であり、高い相
関を示している。
表 1 IT 相関分析（スキル）

メディア操作スキル総和

メディア操作
1

ワープロ・ソフトで文書を作る

.508(**)

パソコンや携帯でメールをやりとりする

.315(**)
ヤフー(yahoo)やグー(goo)などで必要な情
.645(**)
報を見つける
自分の好きなホームページをお気に入り
.705(**)
に入れる
写真やビデオをコンピュータに取りこ
.724(**)
み、文書にはりつける
インターネットやCDの百科事典を使って
.684(**)
調べる
テン プ
電子メールにファイルを添付して（つけ .600(**)
前にパソコンに保存した文書をよびだし
.605(**)
て直す
ホームページを作る
.605(**)
ケイタイ

携帯電話でニュースを読んだり、時刻表
を調べたりする

.511(**)

表 2

IT 相関分析（主体的態度）

メディア操作スキル：ＧＰ分析
skill2パソコン・携帯のメール
skell3ヤフーやグーで情報検索
skell4お気に入り利用

主体的態度
主体的態度総和
1
知りたいと思ったことは人に聞くより本
やインターネットでさがす方だ
.508(**)

skill8保存文書呼び出し
skill7ファイルの添付
skill6ネットやＣＤ百科事典
skill1ワープロで文書
skill5写真・ビデオ入り文書作成

高メディア操作スキ
ル群２５％
低メディア操作スキ
ル群２５％

skill10携帯でニュース時刻表

テレビではニュースや報道番組も見る
.459(**)
調べものをするとき、本や新聞、イン
ターネットのどれで調べたらいいかまず .478(**)
知りたいと思う情報を得るにはテレビで
十分だ
.610(**)
新しい知識を得るのにテレビだけでなく
新聞や本も役立てている
.578(**)
必要な情報を得るためなら、多少のお金
がかかってもかまわない
.489(**)
自分の好きなことや興味のあることで知
らないことがあると気になる
.412(**)
テレビの情報でもそのまま信じるよりも
他のテレビ局の番組や新聞、インター
ネットで確かめた方がよい
.324(**)

skill9ＨＰ作成
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GP 分析（スキル）
批判的態度：ＧＰ分析

k4ＣＭはイメージを誇張
k3テレビ・新聞は人の考えを変える
k2同じ番組でも見る人により解釈異なる
att5ＴＶおおげさ
K11 TVが流行を作ることもある
k12新聞記者の記事は構成されたもの
K9 BGMで印象は変わる
att6ＴＶ新聞公平でない
K13 ニュースも見ている人を楽しませるしか
けあり
att7本大げさ

表 3

IT 相関分析（批判的思考）

高批判的思考２５％
低批判的思考２５％

1

図 3
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GP 分析（批判的思考）
主体的態度：ＧＰ分析

批判的思
考総和
批判的思考総和
新聞記者が集めた情報は、全てが記事に
なる
テレビの同じ場面で、音楽（ＢＧＭ）が
変わっても受ける感じはそれほど変わら
ない
ニュースを作る人は、見る人を楽しませ
ることは考えていない
同じ番組は、だれが見ても同じように理
解される。
コマーシャルでは、よく売れるように商
品のイメージを強調している
テレビで放送されたことが、新しい流行
になることがある
テレビや新聞がどう情報を伝えるかに
よって、人々のものの考え方は大きく変
わる
テレビをみていて、大げさな表現をして
いると感じるときがある
テレビや新聞をみていて伝え方が公平で
はないと思うことがある
本に書いてあったことでおおげさだと
思ったことがある

att18知らないことがあるときになる

att11ニュース報道番組見る

1

att15情報収集はテレビだけでなく本・新聞も

att13知りたい情報はテレビで十分

k5ＴＶ情報も他メディアでの確認必要

.574(**)

att12適したメディアを考える

att10知りたいことは本やネット

.512(**)
.416(**)
.540(**)
.469(**)
.374(**)
.445(**)
.418(**)
.468(**)

att17必要な情報にはコストがかかる

1

2

3
主体的態度高位25%
主体的態度低位２５％

4

5

図 4 GP 分析（主体的態度）
2.8.3 妥当性の検討
メディア操作スキルでみると「スキルが高
いほどインターネットの情報が新しく、簡単
に使え、好んで」いる。その一方ではインタ
ーネットの情報はマスメディアに比べると
「信頼性は低い」と気づいてもいる。これに
対して、スキルが低いほど「テレビを好み、
正確で、好んで」いる（図 5）。
操作スキルによる知覚の違い

.413(**)

†簡単新聞
**簡単ネット
簡単本
**簡単テレビ

またＧＰ分析の結果、全ての項目で上位群
と下位群の平均値差に 1%水準の有意差が見
られた。以上から、尺度の信頼性は高いと思
われる。

**好き新聞
**好きネット
好き本
**好きテレビ

高メディア操作スキル群２５％
低メディア操作スキル群２５％

情報正確新聞
*情報正確ネット
情報正確本
†情報正確テレビ
**情報早い新聞
**情報早いネット
情報早い本
情報早いテレビ
1

図 5
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メディア操作スキルによる知覚の差

スキル、批判的思考、主体的態度の高低に
よる知覚の差異を検討するために、平均値の
差の検定を行い、有意差のある項目を書き出
したのが表 4,5,6 である。主体的な態度でも
同様で、
「高主体性群はインターネット、低主
体性群はテレビ」という図式である。
表 4 知覚とスキル
高スキル群
低スキル群

速報性
正確性
好み
簡便性
インターネット インターネット インターネット インターネット
新聞
テレビ
テレビ・新聞 テレビ

表 5
速報性

高主体的態度群
低主体的態度群

新聞

表 6
速報性

高批判的思考群
低批判的思考群

知覚と主体的態度
正確性
好み
簡便性
インターネット インターネット インターネット
テレビ
テレビ
テレビ

知覚と批判的思考
正確性

好み

テレビ

テレビ

簡便性

尺度間の相関を見ると有意な相関があるこ
とから（表 7）、メディア・リテラシーが高い
ほど複数メディアを利活用し、スキルも高い
のに対し、低いほどテレビに依存する傾向が
顕著である、といえる。これは経験的な知識
とも合致するもので、作成した尺度の妥当性
が示唆されたといえる。
表 7 尺度間の相関係数
批判的思
考

メディア操作
スキル
批判的思考
1 .153(**)
メディア操作スキル .153(**)
1
主体的態度
.374(**)
.316(**)

主体的態
度
.374(**)
.316(**)
1

3. ウェブ情報の読みとり（批判的
思考・技能）の尺度
3.1 項目の作成
次に、デジタル時代のメディアの主要な
テクストであるインターネットの情報につ
いての読みとり（批判的思考・技能）の能
力を測定する尺度について述べる。ウェブ
の情報を分析する視点をどの程度有してい
るかを測定する尺度を Harris(1997)のイン
ターネット上の情報源の評価観点を参考に
項目を作成した。具体的には
z 「ホームページを作った人は誰か（作
成主体）」
z 「いつ頃作られたホームページか（作
成時期）」
z 「ホームページのドメイン(co,ac,go な

ど)はどこか（ドメイン）」
「ホームページに作った人の住所や連
絡先が書いてあるか（連絡先の明記）」
z 「何のために作られたホームページな
のか（作成目的）」
z 「企業や官庁など団体が作ったものか、
個人が作ったものか（作成主体の属
性）」
について、
「とても気になる」、
「少し気にな
る」、「あまり気にならない」、「全く気にな
らない」の４件法で選択してもらい、
「とて
も気になる」が４点、「全く気にならない」
が１点になるように得点化し、6 項目の合
計点を尺度値とした。
3.2 対象
現職教員 38 名を対象とした。調査時期は
2004 年 6 月である。
3.3 方法
3.3.1 信頼性の検討
作成された尺度の信頼性を検討するため
に尺度と各項目間の相関係数の分析、ＧＰ
分析、分布の確認、信頼性係数の算出を行
った。
3.3.2 妥当性の検討
ウェブからの情報(表 8)を確認するため
に必要な情報とその情報源は何かについて
自由記述式で回答してもらい、得点上位群
と得点下位群の記述内容を比較・検討した。
時間は 20 分程度で、書けなくなった時点で
終了してもらった。
表 8 自由記述問題の状況設定
z

あるホームページでダイエット食品が紹介され
ていた。ホームページでは、ある医学者の紹介文
として「この食品は非常に手の込んだ方法で作ら
れているため高価だが、効果もある」と書いてあ
った。さらに実際にこの食品でダイエットに成功
した３人の体験談ものせられていた

3.4 結果と考察
3.4.1 信頼性の検討
相関分析について、尺度と各項目間の相
関係数は.511 から.718 と高い相関を示して
いた。ＧＰ分析においては得点分布から得
点上位 25% (8 名)と得点下位 25%(７名)を
抽出し、得点上位群と得点下位群の平均値
差を比較した（図３）。結果として全ての項
目において 1%水準で有意であった。

作成主体は企業・官庁・団体・個人か

作成目的は何か

作成時期はいつか

高得点群
低得点群
作成者は誰か

作成者の連絡先の記載はあるか

ドメインはどこか

1

2

3

4

図 6 ＧＰ分析
これを見ると、上位群と下位群の差が際
だっているのが作成主体であり、下位群で
はインターネットの情報の作成主体が企
業・官庁・団体・個人のどれであるかを殆
ど気にせずに利用していることが伺える。
また、作成者は誰か、作成時期はいつかと
いったことについてもそれほど関心を払っ
ていない。これらはマスコミ情報であれば
一目瞭然で分かる内容であろう。誰もが自
由に情報を提供でき、だからこそより批判
的な見方が必要なインターネットといえる
が、下位群にあってはそういったことが意
識化されず、インターネットに接している
ともいえるだろう。
次に分布について、表 9 は「ホームペー
ジを作った人は誰か」についての反応をま
とめたものである。全体としては「あまり
気にならない」
「少し気になる」を中心に分
布しているものの、下位群においては「あ
まり気にならない」を中心に分布し、上位
群では「少し気になる」「とても気になる」
を中心に分布している。6 つの項目全てに
おいて表 2 のような分布が得られており、
カイ自乗検定も有意か有意傾向であった。
表 9 群毎の反応の比較（単位・人）
下位
25%群

25〜
50%群

50%〜
75%群

上位
25%群

全く気にならない

1

0

0

0

1

あまり気にならない

5

4

0

0

9

少し気になる

1

6

10

4

21

とても気になる

0

0

2

4

6

合計

7

10

12

8

37

作成者は誰か

る情報の有無）に従って分類した。得点上
位群と得点下位群の記述内容を比較したと
ころ、次のような特徴が認められた。
まず記述量であるが、得点上位群の自由
記述は量が多く、４つのカテゴリーを網羅
する形で記述されていた。
次に、記述内容であるが、下位群の記述
内容が項目のみを示すものが多いのに対し
て、上位群の記述は「判断を下すためにど
んな情報が欠けているか」、「代わりにいか
なる情報が必要で、どう収集したらよいか」
まで言及している点が特徴である。
例えば①情報源の確実性のカテゴリーに
おいて、下位群では記述そのものがない、
あっても単に項目のみのレベルに留まるも
のが多いのに対し、上位群はというレベル
まで踏み込んだ記述が多く見られた（表
10）。
表 10 自由記述の例
下位群
上位群

医学者についての情報
確認事項−ある医学者。
確認内容−栄養（に関する・筆者加
筆）学会での信頼と実績はあるか。
手段−学会機関誌・業界の人。

単に医学者についての情報が得られたと
しても、それは情報源の確実性を保証する
ことにはならない。言及している内容がそ
の人の専攻分野やその領域における周囲の
評価と整合していなければ、いかに著名な
人間の発言でも情報源の確実性を保証した
ことにならないからである。限られたサン
プルからの知見でしかないが、尺度の妥当
性は高いことが示唆されたといえる。

合計

信頼性係数を算出したところ.766 であっ
た。以上から、作成した尺度の信頼性は高
いことが示唆された。
3.5 妥当性の検討
自由記述作文の記述内容を Harris(1997)
のカテゴリー（①情報源の確実性、②情報
の正確さ、③情報の理性度、④サポートす

4. まとめと今後の課題
4.1 まとめ
作成した「スキル」「態度」「批判的思考・
傾向性」に関する尺度は高い内的一貫性が認
められた。また、尺度とメディアに対する知
覚を検討したところ主体的態度や技能が高い
群ほどインターネットを好み、有用であると
知覚しているのに対して、そうでない群ほど
テレビに依存しているといったように経験的
な知識と合致する結果が得られた。以上から、
作成した尺度は一定の信頼性・妥当性が確保

されたものと考えられる。
また、ウェブ情報の読みとりに関する尺度
は「批判的思考・技能」の一側面を簡便に測
定できることが示唆された。自由記述は時間
もかかり処理も煩瑣であるため、簡便な尺度
は実用上も有用であると思われる。
4.2 今後の課題
メディア・リテラシーの評価においては
標準化されたテストだけでなく、観察等の
あらゆる情報を収集して行われることが推
奨されている(Christ1997)。質問紙調査はそ
の一側面を切り取ることしかできないのであ
り、量的アプローチと質的アプローチとの併
用が必要である。
またデジタル時代の主たるテクストである
映像について、その真偽や情報や構成された
背景をについて、例えば 短いビデオクリップ
による映像視聴を行い、その分析と解釈を
求めるタイプの尺度を開発する必要がある。
(付記：本発表の 2.の一部は Gotoh & Ikuta(2004) A
Study of Children’s Media Literacy in Japan,
Paper presented at British Educational Research
Association2004, University of Manchester
Institute of Science & Technology, UK.に加筆・修
正を加えたものである。）
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