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１．問題と目的

　 近 年 の 情 報 通 信 技 術（Information and 
Communication Technology: ICT）の発展により、
インターネットの利用やサイバー空間での活動は私
たちの生活において当たり前のものとなっている。
そのことをあらためて強く認識させたのは、2019年
12月に中華人民共和国湖北省武漢市において確認
され、その後全世界へと感染が拡大した新型コロナ
ウィルス感染症（COVID-19）かもしれない。新型
コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」とし
てテレワークやオンライン授業、オンライン診療と

いったインターネットを介した生活が求められるよう
になった。厚生労働省（2020a）が示した「人との
接触を８割減らす、10のポイント」を見ると、10個
のうち６つのポイント（ビデオ通話でオンライン規
制、待てる買い物は通販で、飲み会はオンラインで、
診療は遠隔診療、筋トレやヨガは自宅で動画を活用、
仕事は在宅勤務）は、インターネットの利用を前提
としたものである。総務省（2020）は、「これまで
オンライン化があまり進まなかった領域においても、
デジタル化の波が押し寄せつつある。情報通信技術

（ICT）は、国民生活や経済活動の維持に不可欠な
“Essential Tech”として、これまで以上にその重要
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性が増してきている」と述べており、また、新型コ
ロナウィルス感染症の世界的流行後（With Corona）
は「サイバー空間とリアル空間が完全に同期する社
会へと向かう」（総務省，2020）としている。このよ
うに「新しい生活様式」（厚生労働省，2020b）にお
いてインターネットはますます不可欠なものとなって
いくだろう。
　インターネットなくしては成り立たない生活へと
現代社会が進むにつれ、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している状
態、いわゆる「ネット依存」が問題として指摘さ
れるようになった。ネット依存については、強迫的
ギャンブルやアルコール依存と類似した特徴を指摘
したYoung（1998）の研究以降、臨床的にも社会
的にも注目されるようになった。2013年にアメリカ
精神医学会による精神疾患の診断・統計マニュア
ル（Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, 5th Edition: DSM-5）において今後の
研究のための病態という位置づけながらインター
ネットゲーム障害（Internet gaming disorder）が
記載され、2018年には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。
　こうしたネット依存の程度を測定する尺度として、
Young（1998）は20項目からなるインターネット依
存度テスト（Internet Addiction Test: IAT）を開発
している。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
得点を算出する。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。IAT
はネット依存を測定する先駆けとなった尺度であり、
依然として使用頻度が最も高い尺度の１つである。
一般に全20項目の合計得点が指標として用いられ
るが、多因子構造であることを指摘する研究もあり、

その因子構造は文化的背景や対象者の属性によって
異なっている（岡安，2015）。「Withdrawal & Social 
Problem」「Time management & Performance」

「Reality Substitute」 の ３ 因 子（Chang & Law, 
2008）、「Dependent Use」「Excessive Use」の２因
子（Jelenchik, Becker, & Moreno, 2012）、「Social 
Interactive Problems」「Virtual Reality」「Obsession 
and Impulsion」の３因子（Osada, 2013）、「Loss of 
Control / Time Management」「Craving / Social 
Problem」 の ２ 因 子（Pawlikowski, Altstotter-
Gleoch, & Brand, 2013）などが報告されている。こ
のうち、Osada（2013）の研究は日本人学生を対象
としたものである。
　大学生を対象とした研究（伊藤，2009；片山・水
野，2016；鄭，2008）や児童生徒を対象とした研究

（稲垣・和田・堀田，2016；総務省情報通信政策研
究所，2014；戸田・竹内・堀田，2010；山脇・小倉・
濱田・本城・金子，2012）においてネット依存傾向
が精神的健康や人間関係などと関連していることが
示され、川原（2017，2019，2020）の大学生を対象
とした一連の研究により対人関係のスタイルや認知
的傾向、アパシー傾向がネット依存傾向に影響する
ことが示唆されている。しかし、ネット依存のメカ
ニズムの理解や介入への手立てを検討するためには
IATの多因子構造の可能性も考慮しておくことが望
ましいと考えられる。
　そこで本研究では、まずIATの因子構造を検討し、
次に川原（2017，2019，2020）の研究で用いられた
K6やアパシーといった精神的健康に関わる指標、自
己・他者スキーマやアタッチメント・スタイル、居
場所感といった対人関係に影響を及ぼす指標につい
て、ネット依存のどのような側面とより関連している
のか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
　川原（2017，2019，2020）のネット依存に関わる
研究で対象となった大学生711名（男性156名、女
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性549名、不明６名）のデータを用いた。そのうち、
IATの因子分析にはIATの項目に欠損値のない659
名（男性146名、女性510名、不明３名、平均年齢
18.41歳、SD＝0.79）、IATとその他の尺度を用いた
分析にはそれぞれの尺度に欠損値のない606名（男
性135名、女性470名、不明１名、平均年齢18.43歳、
SD＝0.82）のデータを用いた。

（２）調査時期
　2016年６月、2017年４月および５月、2018年４月
および６月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）を独立行政法人国立病院機構久里浜医療
センターネット依存治療部門が邦訳したものを用
いた。使用にあたって独立行政法人国立病院機構
久里浜医療センターに許可を得、項目内容は樋口

（2014）を参照した。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日本語版Brief Core Schema Scales（JBCSS）
　 　自己・他者へのポジティブおよびネガティブな

信念を測定するために、Fowler et al.（2006）が
作成したBrief Core Schema Scalesを山内・須
藤・丹野（2009）が邦訳した日本語版Brief Core 
Schema Scales（JBCSS）を用いた。各因子の得
点の算出にあたっては川原（2017）の因子分析の
結果にもとづいた。

　③日本語版K6
　 　精神的健康度を測定するために、Kessler et 

al.（2002）によって作成されたK6を古川・大野・
宇田・中根（2003）が邦訳した日本語版K6を用
いた。

　④ アダルト・アタッチメント・スタイル尺度（ECR-
RS）日本語版

　 　成人のアタッチメント・スタイルを測定する

ために、Fraley et al.（2011）によって作成さ
れ たthe Experiences in Close Relationships - 
Relationship Structures Questionnaire（ECR-RS）
を古村・村上・戸田（2016）が邦訳したアダルト・
アタッチメント・スタイル尺度（ECR-RS）日本語
版を用いた。各因子の得点の算出にあたっては川
原（2019）の因子分析の結果にもとづいた。

　⑤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）。「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。

　⑥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。

３．結　果

（１）IATの探索的因子分析
　IATの20項目について探索的に因子分析（最尤
法プロマックス回転）を行った。ガットマン基準と
スクリー基準、および因子構造の解釈可能性から
２因子解を採用した（Table１）。第１因子はネット
に耽溺することによって本来向かい合うべき日常生
活の活動に支障をきたしていることが項目内容に含
まれており、「コントロール喪失」と命名した。第
２因子は他の活動に優先してネットに執着する傾向
や、それを知られたくないため隠そうとしたり、中
断されるといらいらしてしまう心性が反映されて
おり、「執着と恥・苛立ち」と命名した。「インター
ネットの無い生活は、退屈でむなしく、つまらない
ものだろうと恐ろしく思うことがありますか」と「イ
ンターネットで新しい仲間を作ることがあります
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Table 1.　IATの探索的因子分析結果

項　　　目 F1 F2

１ 気がつくと思っていたより、長い時間インターネットをしていることがありますか .84 -.18

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 .76 -.02

16 インターネットをしているとき「あと数分だけ」と言っている自分に気がつくこと
がありますか .74 -.01

17 インターネットをする時間を減らそうとしても、できないことがありますか .71 .10

６ インターネットをしている時間が長くて、学校の成績や学業に支障をきたすことが
ありますか .67 .07

８ インターネットのために、仕事の能率や成果が下がったことがありますか .67 -.04

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 .63 -.01

７ 他にやらなければならないことがあっても、まず先に電子メールをチェックするこ
とがありますか .54 .20

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 .52 .26

10 日々の生活の心配事から心をそらすためにインターネットで心を静めることがあり
ますか .49 .22

５ インターネットをしている時間が長いと周りの人から文句を言われたことがありま
すか .43 .18

12 インターネットの無い生活は、退屈でむなしく、つまらないものだろうと恐ろしく
思うことがありますか .40 .32

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 .20 .19

20 インターネットをしていないと憂うつになったり、いらいらしたりしても、再開す
ると嫌な気持ちが消えてしまうことがありますか -.10 .89

19 誰かと外出するより、インターネットを選ぶことがありますか -.13 .86

18 インターネットをしていた時間の長さを隠そうとすることがありますか -.05 .66

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 .15 .63

３ 配偶者や友人と過ごすよりも、インターネットを選ぶことがありますか .13 .59

13 インターネットをしている最中に誰かに邪魔をされると、いらいらしたり、怒ったり、
大声を出したりすることがありますか .19 .57

９ 人にインターネットで何をしているのか聞かれたとき防御的になったり、隠そうと
したことがどれくらいありますか .10 .50

因子間相関 F1 F2

F1 .72
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Table 2.　１因子モデルの確認的因子分析結果（標準化推定値）

項　　　目 F1

１ 気がつくと思っていたより、長い時間インターネットをしていることがありますか .63

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 .60

３ 配偶者や友人と過ごすよりも、インターネットを選ぶことがありますか .65

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 .37

５ インターネットをしている時間が長いと周りの人から文句を言われたことがありますか .57

６ インターネットをしている時間が長くて、学校の成績や学業に支障をきたすことがありますか .70

７ 他にやらなければならないことがあっても、まず先に電子メールをチェックすることがあります
か .70

８ インターネットのために、仕事の能率や成果が下がったことがありますか .60

９ 人にインターネットで何をしているのか聞かれたとき防御的になったり、隠そうとしたことがどれ
くらいありますか .55

10 日々の生活の心配事から心をそらすためにインターネットで心を静めることがありますか .67

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 .73

12 インターネットの無い生活は、退屈でむなしく、つまらないものだろうと恐ろしく思うことがあり
ますか .67

13 インターネットをしている最中に誰かに邪魔をされると、いらいらしたり、怒ったり、大声を出し
たりすることがありますか .69

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 .70

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 .70

16 インターネットをしているとき「あと数分だけ」と言っている自分に気がつくことがありますか .69

17 インターネットをする時間を減らそうとしても、できないことがありますか .76

18 インターネットをしていた時間の長さを隠そうとすることがありますか .55

19 誰かと外出するより、インターネットを選ぶことがありますか .64

20 インターネットをしていないと憂うつになったり、いらいらしたりしても、再開すると嫌な気持ち
が消えてしまうことがありますか .69

x 2（170）=1282.82, p<.001; GFI=.805, AGFI=.759, CFI=.831, RMSEA=.100, AIC=1362.82
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Table 3.　２因子モデルの確認的因子分析結果（標準化推定値）

項　　　目 F1 F2

１ 気がつくと思っていたより、長い時間インターネットをしていることがありますか .67

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 .62

３ 配偶者や友人と過ごすよりも、インターネットを選ぶことがありますか .69

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

５ インターネットをしている時間が長いと周りの人から文句を言われたことがありま
すか .57

６ インターネットをしている時間が長くて、学校の成績や学業に支障をきたすこと
がありますか .73

７ 他にやらなければならないことがあっても、まず先に電子メールをチェックするこ
とがありますか .72

８ インターネットのために、仕事の能率や成果が下がったことがありますか .63

９ 人にインターネットで何をしているのか聞かれたとき防御的になったり、隠そうと
したことがどれくらいありますか .58

10 日々の生活の心配事から心をそらすためにインターネットで心を静めることがあり
ますか .66

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 .71

12 インターネットの無い生活は、退屈でむなしく、つまらないものだろうと恐ろしく
思うことがありますか

13 インターネットをしている最中に誰かに邪魔をされると、いらいらしたり、怒ったり、
大声を出したりすることがありますか .72

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 .73

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 .75

16 インターネットをしているとき「あと数分だけ」と言っている自分に気がつくこと
がありますか .73

17 インターネットをする時間を減らそうとしても、できないことがありますか .78

18 インターネットをしていた時間の長さを隠そうとすることがありますか .63

19 誰かと外出するより、インターネットを選ぶことがありますか .75

20 インターネットをしていないと憂うつになったり、いらいらしたりしても、再開す
ると嫌な気持ちが消えてしまうことがありますか .80

因子間相関 F1 F2

F1 .78

x 2（134）=752.54, p<.001; GFI=.887, AGFI=.855, CFI=.898, RMSEA=.084, AIC=826.54
F1：コントロール喪失，F2：執着と恥・苛立ち
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か」の２項目は負荷量が.40未満と低く、どちらの
因子にも含まず検討を進めることにした。各因子
についてCronbachのα係数を算出したところ、第
１因子が.907、第２因子が.871と十分な値を示し
た。第１因子と第２因子を合わせた18項目のα係数
は.930、20項目全体では.932であった。

（２）１因子モデルと２因子モデルの比較
　従来の１因子モデルと探索的因子分析で見出さ
れた２因子モデルのそれぞれについて確認的因子
分析を行い、モデルの適合度について検討した

（Table ２，Table ３）。１因子モデルの適合度指標
は、x 2（170）=1282.82, p<.001､ GFI=.805､ AGFI=.
759､ CFI=.831､ RMSEA=.100､ AIC=1362.82であり、
２因子モデルの適合度指標は、x 2（134）=752.54, 
p<.001､ GFI=.887、AGFI=.855､ CFI=.898､ RMSEA
=.084､ AIC=826.54であった。２因子モデルの方が
GFI、AGFI、CFIの値が高く、RMSEA、AICの値
は低いという結果であり、これらすべての指標にお
いて２因子モデルの方が当てはまりがよいことを示
している。

（３）IATの２因子と他の尺度との関連
　今回見出されたIATの「コントロール喪失」因
子および「執着と恥・苛立ち」因子と他の尺度の
Pearsonの積率相関係数をTable ４に示した。また、
各尺度とIATの２因子それぞれとの相関関係に違い
があるか検討するために相関係数の差の検定を行っ
た。その結果、IATの20項目の合計、JBCSSの「ポ
ジティブな他者スキーマ」、ECR-RSの「不安」、居
場所感尺度の「自己有用感（現実）」について有意
な差が見られた（t（603）=15.39, p=.000; t（204）
=2.65, p=.009; t（246）=3.33, p=.001, t（147）=1.99, 
p=.049）。その他の尺度については有意な差は見ら
れなかった。

４．考　察

　本研究では、IATの因子構造について検討した。
さらに、先行研究で示した精神的健康に関する指標
や対人関係に影響を及ぼす指標との関連について、

今回明らかとなった因子構造にもとづき分析を行っ
た。
　まず、探索的因子分析によりIATの因子構造を
確認したところ、「コントロール喪失」と「執着と
恥・苛立ち」の２因子が見出された。続いて、確
認的因子分析により、従来の20項目で１因子とする
モデルと探索的因子分析により見出された２因子モ
デルを比較すると、２因子モデルの方が当てはまり
がよいという結果であった。IATの因子構造を２因
子とするJelenchik, Becker, & Moreno（2012）や
Pawlikowski, Altstotter-Gleoch, & Brand（2013）
の先行研究とほぼ同じ内容と考えてよい項目群で構
成されており、Chang & Law（2008）が第３因子と
した「Reality Substitute」は抽出されなかった。今
回見出された２因子に相当する内容が、香港（Chang 
& Law, 2008）、アメリカ（Jelenchik et al., 2012）、
ドイツ（Pawlikowski et al., 2013）で確認されてい
ることから、ある程度インターネットの普及した社
会において共通して現れるネット依存の構成要素で
あると考えられる。
　その因子の解釈であるが、第１因子の内容につ
いて、先行研究ではTime Management（Chang 
& Law, 2008; Pawlikowski, Altstotter-Gleoch, & 
Brand, 2013）やPerformance（Chang & Law, 
2008）という言葉が因子名に含まれることもある
が、その本質は依存や嗜癖に共通して見られる「コ
ントロール喪失」であり、結果として時間管理や仕
事、学業に影響すると考えられるだろう。第２因子
についても、先行研究ではSocial Problem（Chang 
& Law, 2008; Pawlikowski, Altstotter-Gleoch, & 
Brand, 2013）という言葉が含まれることもあるが、
社会的問題には「コントロール喪失」の影響が大きい。
むしろ、抗いがたい誘惑によりネットを優先してしま
うことと、そのことを隠しておきたい恥ずかしさと他
者からの関与によってその居心地のよさを中断され
た苛立ちによって特徴づける方が適切であるように
思われる。また、それらの反応を物質依存と同じよ
うなWithdrawal（Chang & Law, 2008）やCraving
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（Pawlikowski, Altstotter-Gleoch, & Brand, 2013）
ととらえられるかは疑問があるため、心理的反応に
焦点を当てた「執着と恥・苛立ち」とした。
　一方で、日本人学生を対象としたOsada（2013）
の研究では、今回の調査結果や他の先行研究とは
項目の組み合わせが異なる３つの因子を報告してい
る。また、１因子モデルより２因子モデルの方が当
てはまりはよかったものの、適合度指標が目安とさ
れる値（Bentler & Bonnet, 1980；星野・岡田・前田，
2005; Hu, 1999，豊田，2007など）に比して十分と
は言い切れず、さらなる検討が望まれる。

　今回の調査で見出されたIATの２因子について、
精神的健康や対人関係に関わる指標との関連を検討
したところ、相関係数の差が有意である尺度があっ
た。ECR-RSの不安は「コントロール喪失」と「執
着と恥・苛立ち」との間に強い相関が示され、これ
らの相関係数に差が見られた。川原（2019）が述
べているように、不安の高い者が現実の生活や人間
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とすると、日常生活の
活動への支障を反映した項目が含まれている「コン
トロール喪失」との間に強い関係が見られるのは納

Table 4.　IATの２因子と各尺度の相関および相関係数の差の検定

基本統計量 相関係数
相関係数の差の検定

n Mean SD コントロール
喪失

執着と恥
・苛立ち

IAT

IAT
（20項目）

606

45.28 15.37 .96 ＊＊＊ .87 ＊＊＊ t（603）=15.39, p<.001 ＊＊＊

コントロール
喪失 28.73 9.72 - .70 ＊＊＊ -

執着と恥
・苛立ち 11.78 5.37 - - -

K6 207 12.22 5.44 .49 ＊＊＊ .54 ＊＊＊ t（204）=1.15, p=.253

JBCSS

ネガティブな
自己・他者ス

キーマ

207

8.00 7.97 .32 ＊＊＊ .38 ＊＊＊ t（204）=1.06, p=.289

ポジティブな
自己スキーマ 3.47 4.36 -.11 -.03 t（204）=1.45, p=.150

ポジティブな
他者スキーマ 7.43 5.97 -.01 -.15 ＊ t（204）=2.65, p=.009 ＊＊

ECR-RS
回避

249
23.52 2.75 -.55 ＊＊＊ -.49 ＊＊＊ t（246）=1.60, p=.112

不安 6.98 2.63 .82 ＊＊＊ .74 ＊＊＊ t（246）=3.33, p=.001 ＊＊

アパシー 150 2.64 1.39 .39 ＊＊＊ .44 ＊＊＊ t（147）=0.81, p=.421

居場所感
尺度

自己有用感
（現実）

150

22.13 5.42 -.06 -.18 ＊ t（147）=1.99, p=.049 ＊

本来感
（現実） 20.30 5.75 -.21 ＊ -.31 ＊＊＊ t（147）=1.77, p=.080

自己有用感
（ネット上） 17.55 6.03 .07 .16 ＊ t（147）=1.41, p=.159

本来感
（ネット上） 16.67 6.26 -.02 .03 t（147）=0.91, p=.367

＊＊＊p<.001, ＊＊p<.01, ＊p<.05
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得できることである。一方で、ECR-RSの不安は対
人関係において見捨てられることへの不安を反映し
ているため、インターネット上に親密な関係を求め、
そこにしがみつこうとする側面が「執着と恥・苛立ち」
との関係に反映されるのかもしれない。
　JBCSSのポジティブな他者スキーマと居場所感尺
度の現実生活での自己有用感についても相関係数に
差が見られ、ともに「執着と恥・苛立ち」との相関
のみが有意であった。ネガティブな自己・他者スキー
マとともにポジティブな他者スキーマも被害妄想観
念との関連が指摘されており（山内他，2009）、他
者へのネガティブな評価だけでなく、ポジティブな
評価を持てていないことも他者の反応を気にしたり、
穿ち過ぎな受け取り方をする傾向を強めてしまうか
もしれない。また、自己有用感も他者の存在を前提
にした必要とされている感覚を表している。そのよ
うな感覚が現実生活で得られなければ、刹那的では
あってもネットへと逃避することにとらわれてしまう
のではないだろうか。
　IAT全20項目の合計得点と「コントロール喪失」
および「執着と恥・苛立ち」との相関係数の差も有
意であることが示された。上述したように、ECR-RS
の不安とIATの２因子それぞれとの相関関係が異な
ることが示唆され、先行研究（川原，2017，2020）
ではIATの合計得点とは関連が見られていなかった
ポジティブな他者スキーマと自己有用感が「執着と
恥・苛立ち」との間にのみ有意な相関を示している。
これらのことから、「コントロール喪失」と「執着と恥・
苛立ち」はネット依存が包含する異なる性質を表し
ており、それぞれの側面との関連からネット依存を
検討することは有用であると考えられる。
　今回の調査ではIATの因子構造を検討し、２因
子として理解できる可能性を示したのみである。ネッ
ト依存のさらなる理解や支援にどのように役立てて
いくかは今後の課題である。また、IAT以外は異な
る尺度の組み合わせで複数回に分けて収集された
データを用いたため、IAT以外の尺度間の関係は検
討できていない。ネット依存に影響する要因、ある

いはネット依存が及ぼす影響を明らかにするために
は、多変量解析を用いるなどしてこうした尺度間の
関係も明らかにしていく必要があるだろう。

文　献
Bentler, P.M. & Bonnet, D.G. （1980）. Significance 

tests and goodness of fit in the analysis of covariance 
structures. Psychological Bulletin, 107, 238-246.

Chang, M. K., & Law, S. P. M. （2008）. Factor structure 
for Youngʼs Internet Addiction Test: A confirmatory 
study. Computers in Human Behavior, 24, 2597-2619.

Fowler, D., Freeman, D., Smith, B., Kuipers, E. K., 
Bashforth, H., Coker, S., Hodgekins, J., Gracie, A., 
Dunn, G., & Garety, P. A. （2006）. The Brief Core 
Schema Scales（BCSS）: Psychometric properties and 
associations with paranoia and grandiosity in nonclinical 
and psychosis samples. Psychological Medicine, 36, 749-
759.

Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M., & 
Brumbaugh, C. C. （2011）. The experiences in close 
relationships - relationship structures questionnaire: A 
method for assessing attachment orientations across 
relationships. Psychological Assessment, 23, 615-625.

樋口進（2014）．ネット依存症から子どもを救う本　法
研

星野崇宏・岡田謙介・前田忠彦（2005）．構造方程式モ
デリングにおける適合度指標とモデル改善について：
展望とシミュレーション研究による新たな知見　行動
計量学，32,209-235.

Hu, L.-t. & Bentler, P. M. （1999）. Cutoff criteria for fit 
indexes in covariance structure analysis: Conventional 
criteria versus new alternatives. Structural Equation 
Modeling, 6, 1-55.

古川壽亮・大野裕・宇田英典・中根允文（2003）．一般
人口中の精神疾患の簡便なスクリーニングに関する研
究　平成14年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労
働科学特別研究事業）心の健康問題と対策基盤の実態
に関する研究　研究協力報告書

稲垣俊介・和田裕一・堀田龍也（2016）．高校生におけ
るインターネット依存傾向と学校生活スキルの関連性
とその性差，日本教育工学会論文誌，40,  109-112．

石本雄真（2008）．居場所感に関連する大学生の生活の
一側面　神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀



ネット依存尺度の因子構造に関する検討
川原　正人

− 34 −

要，2,  1-6．
石本雄真・倉澤知子（2009）．心の居場所と大学生のア

パシー傾向との関連　神戸大学大学院人間発達環境学
研究科研究紀要，2,  227-232．

伊藤将晃（2009）．大学生のインターネット中毒傾向に
関する研究，臨床教育心理学研究，35,  9-14．

片山友子・水野由子（2016）．大学生のインターネット
依存傾向と健康度および生活習慣との関連性，総合健
診，43,  657-664．

Jelenchick. L. A., Becker, T., & Moreno, M. A. （2012）. 
Assessing the psychometric properties of the Internet 
Addiction Test （IAT） in US college students. 
Psychiatry Research, 196, 269-301.

川原正人（2017）．自己・他者へのスキーマがネット依
存傾向と精神的健康にもたらす影響　東京未来大学研
究紀要，11,  25-33．

川原正人（2019）．アタッチメント・スタイルがネッ
ト依存傾向にもたらす影響　東京未来大学研究紀要，
13,  45-53．

川原正人（2020）．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　東京未来大学
研究紀要，14,  37-44．

Kessler, R. C., Andrews, G., Colpe, L. J., Hiripi, E., Mroczek, 
D. K., Normand, S. L., Walters, E. E., & Zaslavsky, A. M. 

（2002）. Short screening scales to monitor population 
prevalences and trends in non-specific psychological 
distress. Psychological Medicine, 32, 959-976.

古村健太郎・村上達也・戸田弘二（2016）．アダルト・アタッ
チメント・スタイル尺度（ECR-RS）日本語版の妥当
性評価，心理学研究，87,  303-313．

厚生労働省（2020a）．「人との接触を８割減らす、10の
ポイント」を公表しました　厚生労働省　Retrieved 
from https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000121431_00116.html（2020年９月９日）

厚生労働省（2020b）．新型コロナウイルスを想定した
「新しい生活様式」の実践例を公表しました　厚生
労 働 省　Retrieved from https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

（2020年11月19日）

岡安孝弘（2015）．インターネット依存の心理社会的影
響およびリスク要因に関する研究の動向，明治大学心
理社会学研究，11,  23-45．

Osada, H （2013）. Internet addiction in Japanese college 
students: Is Japanese version of Internet Addiction 
Test （JIAT） useful as a screening tool?，専修人間科
学論集　心理学篇，3,  71-80．

Pawlikowski, M., Altst?tter-Gleich, C., & Brand, M. （2013）. 
Validation and psychometric properties of a short 
version of Young's Internet Addiction Test. Computers 
in Human Behavior, 29, 1212-1223.

下山晴彦（1995）．男子大学生の無気力の研究　教育心
理学研究，43,  145-155．

総務省（2020）．令和２年版情報通信白書　日経印刷株
式会社

総務省情報通信政策研究所（2014）．高校生のスマート
フォン・アプリ利用とネット依存傾向に関する調査報
告 書　Retrieved from http://www.soumu.go.jp/main_
content/000302914.pdf（2020年９月９日）

戸田秀之・竹内一夫・堀田美枝子（2010）．児童生徒の
インターネット依存傾向とメンタルヘルス，心理・社
会的問題性との関連，学校保健研究，52,  125-134．

豊田秀樹（2007）．共分散構造分析［Amos編］──構
造方程式モデリング──東京図書

山内貴史・須藤杏寿・丹野義彦（2009）．日本語版Brief 
Core Schema Scalesの信頼性・妥当性，心理学研究，
79,  498-505．

山脇彩・小倉正義・濱田祥子・本城秀次・金子一史（2012）．
女子中学生におけるインターネット利用の現状とイン
ターネット依存とメンタルヘルス上の問題との関連，
名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要　心理発達
科学，59,  53-60．

Young, K. S. （1998）. Caught in The Net: How to 
Recognize the Sign of Internet Addiction - and a 
Winning Strategy for Recoverry. Wiley.

鄭艶花（2008）．インターネット依存傾向と日常的精神
健康に関する実証的研究，心理臨床学研究，26,  72-
83．

（かわはら　まさと）
 【受理日　2020年12月２日】


