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１．問題と目的

　インターネットの過度な使用によって生活や健康
に支障をきたす、いわゆるネット依存（嗜癖）が臨
床的にも社会的にも話題となることが増えている。
Young（1998）の研究以降知見が蓄積されてきたが、
2018年に世界保健機関による疾病及び関連保健
問題の国際統計分類（International Classification 
of Diseases and Related Health Problems, 11th 
Revision: ICD-11）にゲーム症（Gaming disorder）

が正式に追加されたことで特に注目されることと
なった。その背景として、急速な技術的進歩により
インターネットが飛躍的に身近になり、常時ネット
ワークに接続することが可能なライフスタイルが当
たり前となったことも無関係ではないと思われる。
我が国においても、総務省（2017）の情報通信白書
によると、スマートフォンの爆発的普及によりモバイ
ルからのインターネット利用時間が増加し、特に10
代20代のSNSの利用時間が長く、ネット上でつな
がったり情報を共有していることが明らかとなって
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いる。
　総務省情報通信政策研究所（2014）はネット依存
傾向の高い者の人間関係の特徴について、「幅広く
友だちを持つということにも、深い人間関係を持つ
ことについても回避的であり、人から拒絶されるこ
とへの不安から、目先の対立を避けることを優先す
る傾向」があり、「現実の交友関係の範囲を限定し、
友だちとも家族とも比較的距離を置いた関係であり、
現実の人間関係、生活に不満を持っている人が他の
層に比べて高い割合で存在する」と指摘している。
川原（2017，2019a）は自己・他者へのスキーマやア
タッチメント・スタイルといった対人関係における自
己観や他者観からみたネット依存の持つ機能的な意
味を検討しており、不安の高い者が現実では得られ
ない関係を求めたり、現実の生活や人間関係からの
逃避先としてインターネットを選んだ場合に依存し
やすい傾向にあるのではないかと述べている。
　深い人間関係を持つことや安心して過ごすこと
のできる場所は（心の）居場所と呼ばれる。臨床
心理学研究においては、居場所とはありのままでい
られるところであると定義するものが多く（石本，
2008）、石本・倉澤（2009）は居場所感の測定を試
みる尺度を概観し、「ありのままでいられる」ことと

「役に立っていると思える」ことの２つの感覚を心理
学における居場所の中心的内容として挙げている。
石本（2008）は居場所感とインターネット上の友人
の有無との関連を検討しており、インターネット上
の友人関係は現実社会での友人関係を補完するもの
ではなく、家族関係や恋人関係において居場所がな
いと感じているとインターネット上の友人関係へと
居場所を求める可能性があると述べている。
　また、石本・倉澤（2009）は大学生を対象として
居場所感がスチューデント・アパシーに与える影響
について検討している。スチューデント・アパシー
とは、青年期において「成熟した男らしさ、効果的
な男らしさを形成するというこの時期の心理的作業
において、屈辱と敗北とが予期される場合の反応」
としてWalters（1961）によって提唱された概念で

ある。我が国においても、丸井（1967）によって意
欲減退型留年として同様の一群が報告され、笠原

（1973）が神経症性アパシーと仮称してその特徴を
報告して以来、Waltersのいたアメリカよりも盛んに
取り上げられるようになった（その後アメリカでは問
題となるほどは存在しなかったことを示すといえる

（下山，1996））。Waltersが提唱して以来、主に青年
期の男性に特徴的な心理的障害とされてきた。しか
し、石本・倉澤（2009）は一般大学生における男女
のアパシー傾向に有意差が見られないという結果を
示しており、内田（2009）は大学における休・退学
の理由として女性にもスチューデント・アパシーが
見られることを報告している。近年においてスチュー
デント・アパシーは一時期ほど注目されなくなった
が、特有な無気力を示す大学生が減ったわけではな
く、その理由として一般学生のアパシー化（土川，
1985）やアパシー心理の蔓延傾向による概念の拡大
解釈や拡散（下山，1996）があると考えられる。福
田（2000）が大学生の比較的軽度の引きこもりの症
例の中にスチューデント・アパシーとの類似点を見
出しているように、１つの臨床単位としてではなく
学生生活の継続に困難をもたらすさまざまな問題の
背景にこうした回避的な特徴が青年期に珍しくなく
なったとも理解できるだろう。
　以上を踏まえ、本研究では大学生を対象として、
居場所感とアパシー傾向がネット依存傾向にもたら
す影響について検討することを目的とする。

２．方法

（１）　調査対象および手続き
　大学の講義の時間を利用し、大学生170名（男性
38名、女性132名、平均年齢18.69歳、SD=0.97）を
対象に質問紙調査を実施した。ネット依存傾向につ
いて先行研究（川原，2017；川原，2019a）と比較
し年度ごとに違いがあるか検討できるように対象者
の大学、専攻、学年、調査時期を同じ条件にそろえた。
分析には質問紙の全ての項目に回答した150名（男
性34名、女性116名、平均年齢18.71歳、SD=0.99）
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のデータを用いた。
（２）　調査時期
　2018年４月中旬および６月初旬に質問紙調査を実
施した。

（３）　調査内容
　①インターネット依存度テスト（IAT）
　 　ネット依存傾向を測定するために、Young（1998）

によって 作 成され たInternet Addiction Test
（IAT）を用いた。日本語版の項目については樋
口（2014）を参照し、邦訳した久里浜医療センター
ネット依存治療部門に使用許可を得た。IATは20
項目からなり、各項目について「全くない」（１点）
から「いつもある」（５点）の５件法で回答を求め、
合計得点を算出した。20-39点はネット依存傾向
は低く、40-69点は何らかの問題が生じている中程
度のネット依存傾向、70-100点は生活に重大な影
響をもたらしており高いネット依存傾向と判定さ
れる。利用機器の説明として、パソコン、携帯電話、
スマートフォン、ゲーム機などオンラインで使用
するすべてが含まれることを教示文に記載した。

　②居場所感尺度
　 　ネット上と現実生活におけるそれぞれの居場所

感を測定するために、石本（2008）が用いた居場
所感尺度を用いた（2006年に作成したとの記述が
あるが未公刊であるため、石本（2008）を参照し
た）。「自己有用感」因子７項目と「本来感」因子
６項目からなり、各項目について「あてはまらない」

（１点）から「あてはまる」（５点）の５件法で回
答を求め、合計得点を算出した。居場所感尺度は
家族、友人、恋人関係といった関係性ごとに語句
を変更して測定することができるが、今回は友人
関係を想定し「友だち」という語句を用い、「ネッ
ト上での友だちとやりとりしているとき」と「（ネッ
ト上ではなく）現実生活での友だちと一緒にいる
とき」のそれぞれについて回答するように教示文
に記載した。

　③アパシー心理性格尺度
　 　大学生のアパシー傾向を測定するために、下山

（1995）が作成した尺度をもとに石本・倉澤（2009）
があらためて項目分析および因子分析を行い項目
を選別したアパシー心理性格尺度を用いた。石本・
倉澤版は９項目１因子構造であり、各項目につい
て「あてはまらない」（１点）から「あてはまる」（５
点）の５件法で回答を求め、合計得点を算出した。

３．結果

（１）　大学生のネット依存傾向の特徴
　調査対象者のIATの合計得点を算出し、高い依
存傾向（70-100点）、中程度の依存傾向（40-69点）、
低い依存傾向（20-39点）に分類すると、それぞれ
12.7％、42.7％、44.7％であった。IATの合計得点お
よび項目別分布を総務省情報通信政策研究所（2013）
の大学生のデータおよび川原（2017，2019a）の調
査と比較したところ、合計得点については高い依存
傾向の割合は今回の調査が最も高く、総務省情報
通信政策研究所（2013）や川原（2017）と比較する
と２倍以上、川原（2019a）の1.5倍以上であった。
IATの平均得点は、川原（2017）が42.33点、川原

（2019a）が46.55点だったのに対し、今回の調査で
は47.25点であった（Figure １）。項目別分布の「い
つもある」と「ある」を合わせた「ある（計）」の割
合を見ると、３つの先行研究より５ポイント以上高
い項目（括弧内は総務省版での表記）は「２．イン
ターネットをする時間を増やすために、家庭での仕
事や役割をおろそかにすることがありますか（ネッ
トを長く利用していたために、家庭での役割や家事

（炊事、掃除、洗濯など）をおろそかにすることがあ

Figure 1.　IATの合計得点の比較
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りますか）」「４．インターネットで新しい仲間を作る
ことがありますか（ネットで新しく知り合いを作るこ
とがありますか）」「11．次にインターネットをすると
きのことを考えている自分に気がつくことがあります
か（気がつけば、また次のネット利用を楽しみにし
ていることがありますか）」「14．睡眠時間をけずっ
て、深夜までインターネットをすることがありますか

（夜遅くまでネットをすることが原因で、睡眠時間が
短くなっていますか）」「15．インターネットをしてい
ないときでもインターネットのことばかり考えていた
り、インターネットをしているところを空想したりす
ることがありますか（ネットをしていないときでも、
ネットのことを考えてぼんやりしたり、ネットをして
いるところを空想したりすることがありますか）」で
あった（Table １）。なお、総務省が用いたIATに
は邦訳の言い回しがやや異なる項目もあるため、比
較するにあたって表中ではすでに項目別分布を報告
している総務省の用いた表現を優先して記載した。

（２ ）　居場所感尺度およびアパシー心理性格尺度の
因子構造

　ネット上および現実生活における居場所感尺度の
それぞれ13項目について最尤法プロマックス回転に
よる因子分析を行ったところ、どちらも固有値１以
上を基準として「自己有用感」と「本来感」からな
る２因子が抽出された（Table ２）。Cronbachのα
係数を算出したところ、ネット上での居場所感の第
１因子（自己有用感）が.934、第２因子（本来感）
が.948、現実生活での居場所感の第１因子（本来感）
が.965、第２因子（自己有用感）が.938と十分な値
を示した。
　アパシー心理性格尺度の９項目について最尤法に
よる因子分析を行ったところ、固有値１以上を基準
として１因子が抽出されたため、主成分分析を行っ
た。その結果、第１主成分の説明率が64.54であり、
１次元性が確認された（Table ３）。Cronbachのα
係数を算出したところ、.930と十分な値を示した。

Table ２.　居場所感尺度の因子分析結果

項目
ネット利用時 現実生活

F1 F2 F1 F2
「自己有用感」因子

１　関心をもたれている .78 -.13 .22 .63
２　私がいないと友だちがさびしがる .84 -.08 -.18 .99
３　自分が必要とされていると感じる .91 .02 .07 .82
４　自分が役に立っていると感じる .71 .18 .26 .61
５　自分に役割がある .79 .07 .20 .64
６　私がいないと友だちが困る .85 -.02 -.13 .94
７　自分の存在が認められていると感じる「本来感」因子 .67 .26 .23 .67
８　これが自分だ、と実感できるものがある .24 .66 .71 .19
９　いつでも自分らしくいられる -.07 .97 .92 .00
10　いつも自分を見失わないでいられる -.06 .95 .97 -.08
11　ありのままの自分が出せる .01 .91 .87 .10
12　自分のやりたいことをすることができる .20 .63 1.00 -.08
13　いつでもゆるがない「自分」をもっている -.09 .92 .85 .04

因子間相関 F1
F1 F2 F1 F2

.68 .69
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Table 1.　IATの項目別分布の比較
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（３）　ネット依存と居場所感、アパシーの関連
　各尺度間のPearsonの積率相関係数をTable ４に
示した。IATはアパシーとの間に中程度の正の相関
が見られ（r=.51, p<.001）、本来感（現実生活）との
間に弱い負の相関が見られた（r=-.25, p<.01）。アパ
シーは自己有用感（現実生活）と本来感（現実生活）
との間に負の相関が見られた（r=-.34, p<.001; r=-.40, 
p<.001）。また、自己有用感（現実生活）と本来感（現
実生活）、自己有用感（ネット上）と本来感（ネット上）
には強い相関が見られたが、（r=.73, p<.001; r=.70, 
p<.001）、自己有用感（現実生活）と自己有用感（ネッ
ト上）、本来感（現実生活）と本来感（ネット上）に
は弱い相関しか見られなかった（r=.30, p<.001; r=-
.18, p<.05）。
　居場所感とアパシーの各得点を独立変数、IATの
合計得点を従属変数としてステップワイズ法による

重回帰分析を行った（Table ５）。重決定係数は有
意であった（R2=.29, p<.001）。アパシーと自己有用
感（ネット上）の標準偏回帰係数が有意であった（β
=.52, p<.001, β=.15, p<.05）。
　重回帰分析のモデルをもとに、居場所感の各変数
がアパシーおよびネット依存に影響を及ぼすと仮定
したモデルのパス解析を繰り返した。適合度指標の
値を参考に変数間のパスを検討し、最も当てはまり
のよかったモデルをFigure ２に示す。

４．考察

　本研究では、居場所感とアパシー傾向がネット依
存傾向にもたらす影響について検討した
　まず、今回の調査協力者のネット依存傾向の特徴
として、先行研究に比べて高い依存傾向の割合が多
く、項目ごとに検討してみても「いつもある」と回
答した割合や「いつもある」と「よくある」を合わ
せた割合も増えていた。また、IATの平均得点で見
ても上昇していた。限られた調査対象者ではあるが、
大学生において生活に重大な影響をもたらす高い依
存傾向を示す割合が短期間で増えている可能性は十
分にあると考えられる。近年の技術革新や社会環境
の変化により、インターネットを介した情報のやりと
りは生活のいたるところで常に可能となり、社会イ
ンフラとして欠かすことができないものとなってい
る。一方で、その高度な利便性ゆえに、時間や場所
を選ばない新たな形態の依存傾向（総務省情報通信
政策研究所，2014）や不安の高い者が現実では得ら

Table ３.　アパシー心理性格尺度の主成分分析
　　　　　  結果

項目 重み
８　時間がただ過ぎていくという感じがある .84
２　自分が本当に何をやりたいのかわからない .83
６　何事も生き生き感じられない .83
７　自分のしていることに自信がない .82
３　自分の人生を生きているという実感がない .82
１　毎日を何となく無駄に過ごしている .81
５　自分の将来といっても現実感がない .79
４　いつも頭がぼんやりしている .77
９　 何となく大学まで来てしまったという感じが

ある .72

　　　　　　　　　　　　固有値 5.81
　　　　　　　　　　　　説明率 64.54％

Table ４.　IAT、アパシー心理性格尺度、居場所感尺度の基本統計量と相関本統計量と相関
基本統計量 相関係数

Mean SD ２ ３ ４ ５ ６
１　IAT 47.25 17.76 .51 *** -.10 -.25 ** .14 .02
２　アパシー 26.23 9.42 -.34 *** -.40 *** -.02 -.03
３　自己有用感（現実生活） 22.13 5.42 .73 *** .30 *** .19 *
４　本来感（現実生活） 20.30 5.75 .06 .18 *
５　自己有用感（ネット上） 17.55 6.03 .70 ***
６　本来感（ネット上） 16.67 6.26

*p<.05, **p <.01, ***p <.001
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れない関係を求めたり、現実の生活や人間関係から
の逃避先（川原，2019a）としてのネット利用にもつ
ながりやすくなり、急速に依存傾向を強めるのでは
ないだろうか。川原（2019b）が示したように、ネッ
ト利用には多岐にわたるさまざまな困り感や問題を
引き起こすリスクもある。得られる利益に比べてこ
うしたリスクへの対策が追いついていないように思
われる。
　居場所感尺度とアパシー心理性格尺度は先行研究
と同様の安定した因子構造を示した。居場所感尺度
については、ネット上と現実生活のどちらも「自己有
用感」と「本来感」の２因子が確認されたが、それ
ぞれの相関は低かった。つまり、ネット上と現実生活
では居場所感はある程度独立しており、ネット上で
得られた居場所感が現実生活の居場所感に反映され
るといったことはあまり期待できないかもしれない。
石本（2008）も「インターネット上の“友人”の有無
が現実世界での“友人関係”における居場所感と関連
しない」と述べており、今回の調査からも補完する

ものではないことが示されたといえるだろう。
　ネット依存と居場所感、アパシーの関連について
検討したモデルでは、アパシーとネット上での自己
有用感がネット依存に影響を与えていた。必要とさ
れている感覚が得られるのであればネット利用の頻
度が上がることは容易に想像がつくが、その影響力
は小さい。それよりもアパシーによる逃避と考えたほ
うが実態にも即していると考えられる。インターネッ
トの利用動機には時間つぶしの要因も見出されてい
る（西村，2003）。塘添（2004）は目的意識を持た
ずに漫然とした学生生活を送ることの悪循環を指摘
しているが、学生生活に楽しみが感じられず、時間
を費やしているネット視聴やゲームも好きでやって
いるわけではない学生の中にもこうした逃避による
悪循環に陥っている者がいると考えられる。ネット
依存への対策を考えたとき、ただネット利用を遮断
することはネット上で得られていた自己有用感を失
くしてしまうだけに終わるかもしれず、アパシーによ
る現実の生活や人間関係からの逃避をどう防ぐかと
いう観点が必要となるだろう。アパシーに対しては
現実生活での本来感が影響を与えており、ネット依
存に与える影響もネット上での自己有用感の直接効
果よりも現実生活での本来感がアパシーを経由して
与える間接効果のほうが大きい。ネット上と現実生
活の居場所感が補完するものでないのであれば、あ
りのままいられる感覚を現実世界で見出すことがア
パシーの低減につながり、ひいてはネット依存から
抜け出す手がかりになるのではないだろうか。
　今回の調査によってネット依存傾向に及ぼす居場
所感とアパシー傾向の影響が示されたが、居場所感
とアパシーの関連について石本・倉澤（2009）は男
女で異なる結果を示している。ネット依存について

Table ５.　IATに対するアパシーと居場所感の重回帰分析（ステップワイズ法）結果
IAT

β R2

アパシー .52 *** .29 ***
自己有用感（ネット上） .15 *

*p <.05, ***p <.001

Figure 2.　IAT、アパシー、居場所感のパス解析の
　　　　　結果



大学生における居場所感とアパシー傾向がネット依存傾向にもたらす影響
川原　正人

− 44 −

も男女で依存しやすいサービスが異なり、依存率に
性差がある可能性が指摘されている（河邉・堀内・
越智・岡・上野，2017）。今回の調査では人数に偏
りがあり男女差の検討をすることができなかったた
め、今後さらなる検討が必要である。ネット依存対
策として居場所感を考えたとき、居場所づくりは小
学校から中学校にかけての学校不適応や不登校との
関連が中心であり、高校生以降を対象としたものは
あまりみられず（石本，2010）、大学生にとっての居
場所感、特に現実生活での本来感を高める具体的
な方策はこれからの課題である。また、IATの基準
では大学生のネット依存傾向が強まっている可能性
が示唆されたが、IATが作成された20年前と現在
ではインターネットを取り巻く状況が大きく異なる。
ネット依存の質的側面についても検討する必要があ
るだろう。
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