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＜要約＞ メディア・リテラシーを「メディア操作スキル」
「メディアに対する主体的な態度」
「批
判的思考（傾向性・技能）」に分け、測定する尺度を作成した。作成した尺度は内的一貫性が認
められた。また、尺度とメディアに対する知覚の関係を検討したところ、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。「批判的思考・技能」
についてウェブ情報の分析視点を測定する尺度を作成した。作成した尺度の内的一貫性は高く、
尺度値が高い者ほど情報源の確実性を保証するために必要な手段を指摘できるなど、妥当性も高
いことが示唆された。

＜キーワード＞
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1. 背景と目的
メディア・リテラシーは情報の受信と発
信に関わる複合的な能力であり、その定義
は様々である。水越・中橋(2002)はメディ
ア・リテラシーの構成要素をメディアの操
作、理解、読解・解釈・鑑賞、批判的理解、
表現、コミュニケーションとして整理して
いる。Christ(1997)はメディア・リテラシ
ー教育プログラムの評価観点として「技能」、
「知識」、「態度・情緒・価値」の３つを挙
げ、映像リテラシーやコンピュータ・リテ
ラシー、批判的思考、継続的に学び続ける
意欲や態度等を挙げている。以上に共通す
るのは「メディア操作スキル」、「批判的思
考」
、「主体的態度」であるといえる。
現在はデジタルメディアの賢い使い手と
してのリテラシーが重視される時代に突入
している。インターネットやコンピュータ、
携帯電話などの情報機器は多機能化・高度
化し「メディア操作スキル」や「主体的態
度」はますます要求される。デジタル時代
の情報発信の特徴は、誰もが送り手になる
ことができ、パソコンや携帯電話のディス
プレイを通してあたかも同じ価値を持つか
のように提供されることである。今まで以
上に情報を鵜呑みにしない「批判的思考」
が求められる。
デジタル時代のメディア・リテラシーを

態度

批判的思考

いかに把握するのか。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、質問項目の妥当性の問題と、メデ
ィアから情報を分析し真偽の程度を捉える
力量を測定し得る尺度の必要性が指摘され
た。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「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。
メディア操作スキル

傾向性
メディアリテラシー

メディアに対する批判的思考
技能

メディアに対する主体的態度
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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 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。
2.3 方法
2.3.1 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」といったについて「できるしよく
する」から「何のことか分からない」までの
４段階で選択してもらい、最高４点、最低４
点で得点化した。
2.3.2 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。具体的には「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。」といった項目につい
て、
「そう思う」から「そう思わない」の５つ
のうち一つだけを選択してもらい、得点化し
た。
2.3.3 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。
2.3.4 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。
2.3.5 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分析、ＧＰ
分析を行った。
2.3.6 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。
2.4 結果と考察
2.4.1 信頼性の検討
作成した 42 項目について確認的な因子分
析を行い、
「技能」
「態度」
「批判的思考」に関
する因子を抽出した。この中から技能 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。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。
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。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。
2.4.2 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 2）。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。尺
度間の相関を見ると有意な相関があることか
ら、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。

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

操作スキルによる知覚の違い
†簡単新聞
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**簡単テレビ
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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。
表１ 自由記述問題の状況設定

4

メディア操作スキルによる知覚の差

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「ホームペー
ジの作成者」、
「ドメイン」、
「作成時期」、
「連
絡先の明記」、「作成目的」、「作成主体（企
業・公官庁・個人）
」が「とても気になる」
から「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１)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

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
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図 3 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 2 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 2 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

合計

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。
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。

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
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 3）。 (付記：本発表の 2.の一部は Gotoh & Ikuta(2004) A
Study of Children’s Media Literacy in Japan,
表 3 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

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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