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＜あらまし＞ ますます高度に情報化する社会を生き抜くために，子供たちが ICT 利活用

能力を身に付けさせることは必要不可欠である．また，それを指導する立場にある保護者

の意識を把握することは重要なことである．本研究では，小中高校生の保護者（4,800 名）

を対象にした Web 調査を行い，子供に身に付けさせたい能力の例を 20 個提示し，それら

に対する必要度について集計した．20 個の能力について因子分析をした結果４つの因子が

抽出され，各因子について子供の学齢，保護者の性別等の違いについて分析を行った． 

＜キーワード＞ ICT 利活用能力  情報活用能力  保護者の意識  情報教育  因子分析 

1. はじめに 

情報化の進展はますます著しくなる傾向に

ある．そのような中，2013 年 6 月に「世界

最先端 IT 国家創造宣言」(首相官邸 2013a)
が閣議決定され，その中で「2020 年までの

目標として，学校の高速ブロードバンド接

続，１人１台の情報端末配備，電子黒板や

無線 LAN 環境の整備」について言及され

ている．また，今後の学習環境改善の必要

性が示唆されている． 
2013 年 10 月には「IT 総合戦略本部・新

戦略推進専門調査会」が設置され，前述の宣

言に基づいた具体的な計画の検討が開始さ

れた．その下に設けられた「人材育成分科

会」では，2013 年 12 月に「創造的 IT 人

材育成方針～IT とみんなで創る豊かな毎

日～」を策定した（首相官邸 2013b）． 
この方針の大きな柱は，「国民全体の IT 利

活用力の向上」と「高度 IT 人材の創出」で

ある．特に前者については，国民が安心して

安全に IT の利便性を享受して生活できる社

会を構築するにあたり，全ての国民がそれぞ

れの年齢や立場などに応じて必要な情報利活

用の能力を身につけることが重要であるとい

うことから，それぞれに求められる能力が明

確にされた．そして，「全ての国民が身につけ

るべき能力」の具体として，次の４つの能力

要件が示された． 

① 情報の読解・活用力 

② 情報の創造・発信力 

③ 情報安全に関する知識・技能 

④ 情報社会における規範に関する知識・

態度 

また，この方針では，子供の ICT 利活用能

力の習得には教員と保護者の指導力の向上が

重要な鍵となることが述べられている．しか

し，保護者の指導力についてはこれまで明確

な検討がなされてこなかった． 

そこで，本研究では，小中高校生の保護者

に対してアンケート調査を行い，自分の子供

の ICT 利活用能力についてどのような考え

方を持っているかを定量的に評価した．そし

て，子供が習得すべき能力に関する保護者の

回答を因子分析し，抽出された各因子に関す

る保護者意識を明らかにすることにした． 

分析の結果，上記の①から④に相当する４

つの因子が抽出され，各因子に対する必要度

を比較検討することができた． 

 

2. 調査の方法と回答者 

2.1. 調査の方法と調査項目 

本研究においては，わが国の情報通信行政



が今後教育のあり方にどう係わるかについて

検討する目的で，保護者を対象として Web 調

査によるアンケートを実施した． 

アンケート調査票では，子供に身に付けさ

せたい能力の例を示し，自分の子供に求める

能力の必要性を，次の①～④で回答してもら

った（択一式）． 

① わりに必要であると思う 

② やや必要であると思う 

③ あまり必要であるとは思わない 

④ ほとんど必要であるとは思わない 

ここで，①を４，②を３，③を２，④を１

と数量化することで，能力に対する必要度を

定義した． 

本研究で検討する能力は以下に示す２つの

グループに分けることができる． 

(1) 情報の収集・処理・発信に関する能力 

平成９年に文部省(当時)の協力者会議によ

り定められ，現在も初等中等教育段階の情報

教育の目標となっている「情報活用能力」に

は 3 つの能力態度があるが，そのうちの一つ

である「情報活用の実践力」に属する 10 個

の具体的な能力項目に対する必要性を回答し

てもらった． 

(2) 情報の安全・モラルに関する能力 

 従来から指導されている情報モラルに関す

る能力に，最近社会的問題となっている情報

安全に係わる能力として，情報セキュリティ

を含む情報の安全・安心に関する知識・技能

を加えた 10 個の具体的な能力に対する必要

性を回答してもらった． 

また，回答者の属性として，回答者の性別，

回答の対象とした子供の性別，仕事における

ICT の利活用状況，情報端末に関する使用状

況（共用・子供の占用）等についても回答し

てもらい，それらの属性と因子分析の結果得

られた各因子の必要度との関係を分析した． 

 

2.2. 調査対象と回答数 

本研究では，小学校 1 年生から高等学校 3

年生の児童生徒の保護者を対象にし，各学年

の児童生徒が男子 200 名，女子 200 名になる

ように回答者を設定し，合計 4,800 名とした．

保護者に複数の子供がいる場合は，第一子(長

男か長女)について回答してもらった．この 

表 1 回答者の数 

回答者 男子 女子 計 

父親 1,392 1,390 2,782 

母親 1,008 1,010 2,018 

計 2,400 2,400 4,800 

 

Web 調査は， 2014 年２～３月に実施した． 

表 1 の回答者数の一覧から分かるように，

本調査の回答者数は父親が母親より多い．そ

こで，子供の性別と回答者の性別との違いを

χ2 検定したところ５％の水準では有意な差

は認められなかった． 

 

3. 因子分析の結果 

 情報の収集・処理・発信に関する具体的

な能力項目（10 項目）に関する因子分析と，

情報活用の規範・安全に関わる具体的な能

力項目（10 項目）に関する因子分析を行っ

た．ここで，両者ともに，因子抽出の方法

は最尤法を用い，回転法としてしては

Kaiser の正規化を伴うプロマックス法と

した．また，因子負荷量が 0.45 以上の値と

なる能力項目を因子として採用した． 

 

3.1. 情報の収集・処理・発信に関する能力 

情報の収集・処理・発信に関する 10 項目

の能力を因子分析した結果，表２と表３に示

す２つの因子が抽出された．これらの表には，

各因子に属する能力項目と，その因子負荷量

を示している．また，信頼性係数（α係数）

を各表の下に記すように，因子１と因子２の

α係数は，それぞれ 92.5％，89.5%といずれ

も高い値が得られた．さらに，寄与率の合計

を算出した結果，71.0％と高い値が得られた．

以上から，因子分析の結果は妥当であると判

断した． 

ここで，表２に示す能力項目を見ると，情

報選択，検索，読み解き，利用に関する能力

が並ぶので，因子１は創造的 IT 人材育成方

針に書かれている「情報の読解・活用力」に

相当するものと考えられる． 

 一方，表３に並ぶ能力項目は，自分の考え

等の創造や伝達，表現・発表，情報発信に関

する能力であるため，因子２は「情報の創造・



発信力」に相当するものと考えられる． 

なお，分析結果を説明する際には，因子１を

「読解・活用」，因子２を「創造・発信」と略

称する． 

 

表２ 因子１：情報の読解・活用力 

（略称：読解・活用） 

 
能力項目 

負荷

量 

1 集めた複数の情報から目的に合った

情報を選ぶことができる 

.985

2 集めた情報を別の情報あるいは他の

情報源から得た情報と比較して信用

できるものを選ぶことができる 

.959

3 必要な情報をインターネットで探す

ことができる 

.853

4 集めた情報から統計的な見方により

傾向や特性などを合理的に読み解く

ことができる 

.732

5 課題を解決するために必要な情報を

集めて解決策の創出に利用できる 

.528

α＝92.5% 

 

表３ 因子２：情報の創造・発信力 

（略称：創造・発信） 

 
能力項目 

負荷

量 

1 Web ページなどの情報発信サービス

を利用して自分の考えやアイデアを

伝達したり共有したりできる 

.979

2 電子メールなどの情報発信サービス

を利用して自分の考えやアイデアを

伝達したり共有したりできる 

.928

3 情報の受信者や社会への影響を考慮

して情報発信ができる 

.687

4 集めた情報からグラフを作ったり資

料を作成したりプレゼンテーション

ソフトでスライドにしたりすること

でわかりやすく表現・発表すること

ができる 

.558

5 複数の情報を整理統合して新たな考

えやアイデアを創造することができ

る 

.468

α＝89.5% 

3.2. 情報の安全・モラルに関する能力 

情報の安全・モラルに関する 10 個の能力に

対する回答を因子分析した結果，表４と表５

に示す２つの因子が抽出された．ただし，前

節に述べた２つの因子と区別するために，こ

こでは因子３，因子４と呼ぶことにする．寄

与率の合計は 75.7%であり，因子３と因子４

の信頼性係数は，それぞれ 95.3%，91.1%で

ある．したがって，この因子分析の結果は妥

当であると判断した． 

表４に示す能力項目を見ると，無責任な発

信や有害なサイトへのアクセス，改ざんする

ことを自制できる，適正な行動や健康への影

響やネット依存等に対する注意といった能力 

 

表４ 因子 3：情報社会における規範に 

関する知識・態度（略称：規範意識） 

能力項目 
負荷

量 

1 SNS やブログなどでインターネット

に書き込みをする際に人を傷つける

発言や無責任な発言を自制すること

ができる 

.882

2 インターネット上の不適切なサイト

や有害なサイトへのアクセスを自制

することができる 

.859

3 人が写真や文章など（の著作物）を

創作する際に発生する権利（著作権）

の大切さを理解し，無断でそれらを

コピーしたり，改ざんしたりするこ

とを自制することができる 

.745

4 インターネットで行う契約の仕組み

を理解し，安易な判断による契約を

避けることができる 

.741

5 無断で人の写真を撮影したり安易に

インターネットで公開したりするこ

との問題を理解して適正な行動をと

ることができる 

.673

6 コンピュータやスマートフォンなど

を長時間連続して利用することによ

る，視力への影響やネット依存傾向

に対して意識的に注意することがで

きる 

.531

α＝95.3% 



表５ 因子 4 情報の安全に関する 

知識・技能（略称：安全安心） 

 
能力項目 

負荷

量 

1 IDとパスワードの組み合わせによる

個人認証の機能や役割を理解してこ

れらを適切に管理できる 

.852

2 自分や他人の個人情報などの重要な

情報の扱い方を理解してインターネ

ットを利用できる 

.747

3 アプリケーションソフトをダウンロ

ードしたりインストールしたりする

にあたって，その製造元や配布元が

明らかであることを確かめる心構え

を持つ 

.685

4 ＳＮＳを利用する際に，相手の見え

ないコミュニケーションの危険性を

理解して情報の受発信を行うことが

できる 

.536

α＝91.1% 

 

となっており，これらはネット社会で厳守す

べき能力と考えることができる．このため，

因子３は IT 総合戦略本部で作成された「創造

的 IT 人材育成方針」にある「情報社会におけ

る規範に関する知識・態度」と考えることが

でき，ここでは「規範意識」と略称する． 

表５に示す能力項目を見ると，ID・パスワ

ード，個人情報，ソフトのダウンロード，コ

ミュニケーションにおける危険性に関する能

力となっている，このため，因子４は，因子

３と同様に，「情報の安全に関する知識・技能」

と考えることができ，ここでは「安全安心」

と略称する． 

 

4. 各因子の比較 

 因子分析をした結果得られた４つの因子を

略称で示すと，「１読解・活用」，「２創造・発

信」，「３規範意識」，「４安全安心」となる．

そこで，これらの各因子に含まれる具体的な

能力項目の必要度の平均を，その因子の必要

度と見なすことにより，各因子の必要度につ

いて検討した． 

 

4.1. 学齢の違い 

子供の学齢を次の４段階に分けて，各因子

の必要度を図示した結果が図１である． 

① 小学校１から３年生（小 123 年と表記） 

② 小学校４年から６年生（小 456 年と表記） 

③ 中学生（中学と表記） 

④ 高校生（高校と表記） 

この図から分かるように，学齢が高くなる

にしたがって全ての因子の必要度が高くなっ

ている．また，因子２「２創造・発信」の必

要度が他の３つの因子と比較して低い．子供

たちの SNS の利用が注目されている中，保護

者は，アイデアの伝達・共有やツールを用い

た情報の創造・表現に関する能力については，

他の能力ほど必要性を認めていない． 

この図において，因子の略称の横に p<.01

と記しているが，これは一元配置分散分析を

した結果，１％水準で有意であったことを示

している．したがって，４つの全ての因子に

ついて，学齢間に有意な差が認められた． 

次に，Tukey 法によって４つの因子につい

て多重比較したところ以下の結果が得られた． 

・ 全ての因子について，中学の必要度と高

校の必要度の間には５％水準で有意差は

認められない． 

・ 全ての因子について，中学と高校の必要

度が，いずれも小 123 年と比較して１％

水準で有意に必要度が高い． 

・ 全ての因子について，小 456 年の必要度

が，小 123 年と比較して１％水準で有意

に必要度が高い． 

・ 「１読解・活用」，「２創造・発信」，「４

安全安心」の三つの因子については，中

学と高校の必要度が，小 456 年と比較し

て１％水準で有意に高く，「４規範意識」

については５％水準で有意に高い． 

・ 「２創造・発信」については，小 456 年

の必要度が小 123 年の必要度と比較して

５％水準で有意に高く，その他三つの因

子については１％水準で有意に高い． 

 この結果から，小学校 123 年生，小学校 456

年生，中学生と学齢が上がるにしたがって全

ての因子の必要度が有意に高くなるが，中学

生と高校生の必要度の間には有意な差が認め

られないことが分かった． 
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図１ 学齢に対する各因子の必要度 

 

4.2. 回答者の性別による必要度の違い 

 各因子について，回答者の性別（父親，母

親）による必要度の違いについて検討した． 

 まず，父親と母親が回答した各因子の必要

度を比較した結果を図２に示す．「２創造・発

信」については，父親の方が母親より５％水

準で必要度が高いと回答している．この因子

そのものは前述したように，他の因子と比べ

て必要度は低いものの，比較的仕事に従事し

ている確率の高い父親の方が，アイデアの伝

達・共有やツールを用いた情報の創造・表現

等，仕事に必要な能力についての必要性を高

く評価していると推測される． 

これに対して，「３規範意識」と「４安全安

心」については１％水準で，いずれも母親の

方が父親より有意に高い必要度が認められた．

これらの因子は，子供がネット社会で不適切

な情報に接したり，事件に巻き込まれたりす

ることから回避するための能力に関わるもの

で，日常的に子供に接していることの多い母

親の方が高い必要性を認めている結果だと推

測される． 

なお，「１読解・活用」については，父親と

母親の必要度の間に有意な差は認められなか

った． 

自分の子供が男子の場合と女子の場合とで

は，父親と母親の能力に対する必要度が異な

ると考えられる．そこで子供の性別（男子，

女子）ごとに，父親と母親の必要度の違いを

比較したところ，図３に示す結果が得られた． 

親の性別による有意差が認められた因子は，

「３規範意識」（男子および女子）と「２創造・

発信」（女子のみ）である．「３規範意識」に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 回答者の性別の違い 

図３ 子供の性別に対する回答者の違い 

 

ついては，母親の方が父親に比べて，有意水

準 1%で必要度が有意に高い．この理由とし

て，4.2 でも述べたように，比較的に日常的

に子供に接している時間の長い母親の方が，

子供の性別とは無関係に，ネット利用の際に

規範意識を持つことの必要性を高く評価して

いることが考えられる．「２創造・発信」につ

いては，女子の父親の方が女子の母親に比べ

て，有意水準 5%で必要度が有意に高い．こ

の背景には 4.2 で述べたような事情が考えら

れる． 

 子供の学齢ごとに，回答者の性別による必

要度の比較をした結果が図４である．この図

から，父親が母親より有意に必要度を高く回

答した因子は，小学校 123 年生の「２創造・

発信」である．この結果と図４の結果を総合

すると，父親が女子の子供の「２創造・発信」

を必要だと思っている時期は，主として小学

校 123年生であることが分かる．これ以外で，

保護者の性別による必要度に有意差が認めら

れた因子は，小学校 456年生の「３規範意識」，

「４安全安心」，中学生の「３規範意識」， 
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図４ 学齢別にみた回答者の違い 

 

高校生の「１読解・活用」，「３規範意識」，「４

安全安心」で，いずれでも母親の方が父親よ

り必要度が高い． 

 以上のことから，父親は「２創造・発信」

の能力について，小学校前半の女子に対して

母親より高く必要性を意識しているものの，

小学校後半以降は，母親より高い必要性を意

識している能力はほとんどないと考えられる． 

一方，母親は小学校後半から「情報の安全・

モラルに関する能力」の必要性を父親以上に

認めるようになり，それは高校生まで続き，

高校生には「１読解・活用」の必要度も父親

を上回ること．子供の生活面でも学習面でも

日常的に関わる確率の高い母親が，学齢が進

むにつれた総合的な能力の必要性を，父親以

上に認める傾向にあることがわかる． 

 

4.3. 保護者が在宅か留守かの違い 

 本研究では，「調査対象のお子様が帰宅する

時間に，保護者のどなたかが自宅にいますか．」

との質問をし，「ほとんど自宅にいる（子ども

帰宅時，平日週 5 日の在宅）」かの回答を求

めた．そこで，子供が帰宅時にほとんど在宅

であるか，不在の場合があるかの違いを検討

した． 

その結果を図５に示すように，「１読解・活

用」については５％水準で，「２創造・発信」

については１％水準で有意に，子供の帰宅時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 保護者がふだん在宅かの違い 

 

に不在の場合がある保護者の必要度が高い．

ただし，「３規範意識」，「４安全安心」につい

ては有意な差が認められていない． 

このことから，留守にしている保護者の方

が，そうでない保護者と比べると，子供が情

報を活用する力や情報を発信する力が子供に

必要であると考えていることがわかる． 

 

4.4. 子供の携帯端末保有の有無の違い 

 子供の携帯電話およびスマートフォンの保

有状況を確認し，その後，因子ごとに，これ

らの端末の有無の間に必要度の違いがあるか

について検討した．まず，携帯電話とスマー

トフォンの保有状況を図６に示す．ただし，

携帯電話からスマートフォンに変更している

場合が多いと考えられるため，「現在保有して

いる」，「以前保有していた」，「保有していな

い」の３段階で回答してもらっている． 

図６の上部に示した携帯電話については，

「現在保有している」と「以前保有していた」

の合計の割合（％）を数値で示している．ま

た，下部に示したスマートフォンについては， 

図６ 携帯電話とスマートフォンの保有率 
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現在の保有率（％）を数値で示している．こ

の図から分かるように，多くの子供が携帯電

話からスマートフォンに変更しており，特に

高校生の変更の割合が大きい． 

次に，携帯電話とスマートフォンについて，

現在保有していると子供，保有していない子

供の間で，その保護者が回答した各因子の必

要度に有意差があるかを t 検定した．その結

果を示したのが，図７である． 

携帯電話保有の有無による能力の必要度の

違いについては，「２創造・発信」のみ保有し

ている場合の方が 1%水準で有意に高いこと

が明らかになった．ところが，スマートフォ

ンについては，「２創造・発信」（有意水準１％）

と「読解・活用」，「安全安心」（いずれも有意

水準 5％）で，保有している場合の方が有意

に高いことが明らかになった． 

携帯電話についてもスマートフォンについ

ても，保護者は「２創造・発信」以外の必要

度はいずれも高く評価していることが分かる．

また，携帯電話にについて，主流がスマート

フォンに移行している中，その保有の有無で

必要度の間に違いが認められるということは

ないようである．逆に，スマートフォンにつ

いては，その所有の有無による違いが明らか

で，持っている子供の保護者の方が必要度を

高く評価していることがわかる． 

なお，分析結果の図を示していないが，以

下のことが明らかになった． 

・ 子供が携帯電話・スマートフォンを占有

しているか，家族との共有かの質問に対

して，占有させていると回答した保護者

の方が全ての因子で有意に必要度が高い． 

図７ 携帯電話とスマートフォンの 

保有の有無と各因子の必要度の違い 

・ 子供がスマートフォンの使用目的として，

①家族との通話・メール，②家族以外の

人との通話・メール，③ＳＮＳサイト，

④チャット，⑤情報検索，⑥ホームペー

ジやブログなどの閲覧，⑦オンラインゲ

ーム，⑧音楽・映像などの閲覧，⑨音楽・

映像などのダウンロードを挙げた保護者

は挙げなかった保護者と比較して，全て

の因子の必要度が１％水準で有意に高い． 

・ 携帯電話，スマートフォンを子供が使い

こなしていると回答した保護者の方が，

全ての因子の必要度が有意に高い． 

 

4.5. 子供に対する保護者の指導の違い 

 子供が情報端末を安全安心に，また創造的

に使いこなすに当たっては，子供に対する保

護の指導が重要である．そこで，各因子につ

いて，保護者の指導できる程度，実際の指導

の実態，実施した指導内容について調査した． 

 まず，子供にパソコンやインターネットの

使い方などの指導を行うことができるかつい

て質問した結果を学齢別に図８に示す．この

図に示すように，技術的なことを含めた指導

ができる保護者の割合はおよそ 50％である．

また，安全な使い方を指導できる保護者の割

合は小 123 年の 35％程度から始まり学齢が

高くなるにしたがって低下している． 

 保護者が子供にパソコンやインターネット

の使い方などの指導を実際に行っているかに

ついての回答結果を図９に示す．この図から，

指導している保護者の割合は，小学校 456 年

と中学で高い． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 子供に指導できる保護者の割合 
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図９ 子供に指導している保護者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 保護者が子供に指導した内容 

 

 図 10 は，保護者が子供に指導した内容の割

合を示している．この図において，操作・設

定・使い方を指導した保護者の割合は，パソ

コンやブラウザの操作や設定方法，アプリケ

ーションの使い方について説明した保護者を

まとめた値である．また，マナー・ウィルス・

悪意について説明した保護者の割合は，法令

やマナー，ウイルス感染の可能性，ネット上

に悪意のある人もいることについて説明した

保護者をまとめた値である． 

 次に，保護者の指導実態と本研究で得られ

た子供に必要な４つの因子との関係を調べて

みたところ，以下の結果が得られた． 

・ 全ての因子について，指導できる保護者

は指導できない保護者より必要度が有意

に高い． 

・ 全ての因子について，指導を実際に行っ

ている保護者は，行っていない保護者よ

り必要度が有意に高い．また，指導して

いる内容に関わらず，全ての因子の必要

度が高い． 

 

・ 子供に何を教えていいのか分からないと

回答した保護者は，そうでない保護者よ

り，全ての因子の必要度が有意に高い． 

・ パソコンやインターネットの使い方につ

いて，回答者と子供のどちらが詳しいか

の質問に対して，子供の方が詳しいとの

回答者の方が，そうでない保護者より全

ての因子の必要度が有意に高い． 

・ インターネットの使用に係る安全確保上

の課題等について，回答者と子供のどち

らが詳しいかの質問に対して，子供の方

が詳しいとの回答者の方が，そうでない

保護者より「２創造・発信」の必要度が

１％水準で有意に高い． 

 

5. むすび 

 本調査研究では，4,800 名の保護者を対象

にした Web 調査を行い，以下の結果を得るこ

とができた． 

・ 具体的な能力項目を示してその必要度の

回答を用いて因子分析した結果，４つの

因子を抽出した． 

・ 子供に必要な能力に対する回答者（父親，

母親）による因子の必要度の違い，子供

の帰宅時に在宅か留守かによる違いを分

析評価することができた． 

・ 子供の携帯電話やスマートフォンの保有

の有無による必要度の違いと，子供の能

力の必要度に関する保護者の判断の違い

を明らかにできた． 

・ 子供に対する保護者の指導の実態と，子

供の能力の必要度との関係を示した． 
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