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要旨 
 青少年のスマートフォンの長時間利用の問題が社会的な議論を呼んでいる。しかし、こ

れまで青少年の実際のスマートフォンの利用状況を調査した先行研究はなく、その議論は

アンケート調査の結果を基に議論されてきていた。そこで本研究では、スマートフォンの

長時間利用の問題が表面化している高校生を被験者として、1 週間のスマートフォンの利用

時間を実測した。調査の結果、平日の 1 日当たりの平均で 3.86h、休日で 4.43h スマートフ

ォンを利用していることが分かった。さらに被験者は、何気ない利用を控えたいと考えて

いる傾向にあることがアンケートの結果から浮き彫りになった。これらの結果は、今後の

スマートフォンの長時間利用対策のエビデンスとして活用していきたい。 
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1.はじめに 
 スマートフォンの社会的な普及は、我々のインターネット利用環境を大きく変化させ、

即時的でかつ平易にインターネットの利益を享受できるようになった。しかし、そのよう

なスマートフォンの即時性や利便性の側面は、利用者の長時間利用の問題、さらには通常

の生活に支障をきたすまでインターネットに没入してしまうという通称「ネット依存」な

どと呼ばれる問題など、現代社会の新たな課題として問題視されている。しかし、ネット

依存に関しては、現在公的な機関による定義が行われていないことから、何時間以上のイ

ンターネット利用者がネット依存であるか、またはどのような症状が現れるとネット依存

と同定できるのかなどは社会的な基準はない。 
 とは言え、1 日の多くの時間がインターネットの利用に費やされているようなことが、特

定の個人で発生している問題ではなく、社会的な傾向として広く発生しているのであれば、

それに対する施策が必要になってくるであろう。 
 日々の生活で無意識的にスマートフォンを利用してしまい、セルフコントロールできて
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いない状況にあるスマートフォン利用者の状況が社会的な議論となっている。特に、発達

段階にある青少年においては、その自制的な利用ができず、片時もスマートフォンを離す

ことができず、入浴や就寝の直前までスマートフォンから離れられない状況に陥っている

青少年の現状が問題視されている（竹内 2014）。 
このような現状を踏まえ、本研究では青少年のスマートフォンの長時間利用の問題への

対策の施策として、青少年のスマートフォンの利用実態を明らかにするための調査研究を

行う。 
 
2.長時間利用における先行調査 
 先ず、スマートフォンの長時間利用問題や、いわゆるネット依存に関する先行研究をレ

ビューする。樋口(2013)は、自身が厚生労働省の研究班の委員として全国の中学生と高校生

14 万人に対して行った調査の結果、「病的な使用」と判断される被験者が 8.1%であったこ

とを基に、日本の中高生の 518,000人がネット依存傾向にあるということを推計している。 
 樋口らが行った調査では、Young (1998)が策定した「診断質問票 (Diagnostic 
Questionnaire)」を用いて、被験者がネット依存傾向にあるのかを判定している。この Young
の診断質問票は、ギャンブル依存の診断ガイドラインをベースにして 8 項目の質問により

構成されているものであり、5 項目以上の該当で「病的な使用（ネット依存状況）」として

いる。 
しかし、質問 8 項目のうち 5 項目が該当していることが病的な使用として同定すること

が果たして妥当だと言えるのかについては検証する必要があるであろう。また、Young が

開発した診断質問票は 1998 年当時のものであり、その尺度が現在のスマートフォンやソー

シャルメディアの利用環境下においてインターネットを利用するユーザーを診断すること

に妥当であるのかについても、検証する必要があるのではないだろうか。 
一方で、青少年のスマートフォンの長時間利用の問題を「利用時間」と言う軸で評価す

る調査研究も行われている。内閣府(2015)では、青少年のスマートフォンの利用時間を調査

している。この調査ではスマートフォンを所有する小学生の平均利用時間は 63 分、中学生

で 123.4 分、高校生で 154.6 分と、年齢が増すにつれ長時間利用傾向にあること。さらに

その利用時間は、携帯電話よりも長いことが報告されている（図 1 参照）。 
また、スマートフォンは他の通信ディバイスよりも長時間利用傾向にあることを報告し

ている調査がある。総務省(2014)の調査では、高校生を対象とした通信ディバイスの利用状

況を調査しており、その結果平日と休日の両方においてタブレット、PC、携帯プレーヤー

などと比べて、スマートフォンが最も長時間利用していることを報告している。 
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図 1：青少年のスマートフォンと携帯電話の平均利用時間 

出所：内閣府(2015) 
 
 これらの先行調査は、青少年のインターネットやスマートフォンの利用状況を可視化し

ており有益な調査であると言える。しかし、これらの調査は、被験者に対してアンケート

形式により、主観的な数値を収集したものであり、利用時間の実データを分析したもので

はない。 
 もし、実際の利用時間が明らかになるのであれば、アンケートでは知りえなかった現実

の青少年のスマートフォンの利用時間が可視化されるであろう。さらに、その可視化され

たエビデンスに基づいた長時間利用対策を最適化させることができるであろう。本研究は、

そのような最適な長時間利用対策を講ずるための基礎調査研究である。 
 
3.調査コンセプト 
 前節の議論から、これまでの調査では、青少年のスマートフォンの実際の利用時間が明

らかにされていない状況下において、青少年のスマホ依存の問題が語られていたと言える。

しかし、最適な方策を用いて青少年のスマートフォンの利用を適切な方向に導くためには、

実際の利用状況をエビデンス・ベースで明らかにしていくことが有効であると考えられる。

言い換えれば、実際に青少年のスマートフォンの利用時間を測定した調査結果を用いれば、

より現実の青少年に適した保護を講じることができよう。 
 このことから、実際に青少年のスマートフォンの利用時間を測定し、そのエビデンスを

基に青少年のスマートフォンの適切利用に向けた対策を検討することとした。実際の利用

時間の測定の方法としては、一般公開されている既存の利用時間表示機能を内包している

アプリケーションを利用し、それから実測データを収集することとした。さらに、自分の

スマートフォンの利用状況やその利用に対する意識を可視化するために、アンケートによ

る意識調査も併せて行うこととした。 
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 本調査では、調査対象を高校生とした。その理由としては、内閣府(2014)の調査によれば、

高校生のスマートフォンの普及率は 82.8%と、8 割強の高校生がスマートフォンを所有して

いる。さらに前述した総務省(2014)の調査では、スマートフォンは他のディバイスよりも長

時間利用傾向にあった。内閣府(2015)の調査においても、高校生の平均利用時間および 1
日 2 時間以上利用している被験者の割合が他の学齢期よりも多いという調査結果が報告さ

れていた。このことから、本調査ではインターネットの長時間利用の問題が現実の問題と

して、特に表面化している高校生に着目してスマートフォンの利用時間実測調査を行うこ

ととした。 
 
4.調査実施概要 
 本調査は、高校生のスマートフォンの利用時間を実測することにより、エビデンスに基

づいた保護施策を講じるための根拠を得ることを目的として、表 1 にあげる内容で実証調

査を行った。調査で使用を予定していたアプリケーションは、Android OS 版のみで公開さ

れていた為、Android OS のスマートフォンを所有する高校生の男女を調査対象とした。被

験者からは、事前アンケートに回答してもらった後に、利用時間を表示する機能を有して

いる特定のアプリケーションをダウンロードしてもらい、1 週間のスマートフォンの利用状

況を報告してもらう i。さらに、調査終了後に彼らの意識を調査するための事後アンケート

に回答してもらうという調査工程とした（図 2 参照）。 
 1 週間のスマートフォンの利用時間の報告においては、今回使用するアプリケーションは、

Google Play で一般公開されている既存のアプリケーションを利用した。このため、利用状

況のログの収集としては、被験者から利用状況を報告してもらう形式とした。しかし、被

験者が自ら報告用のテキストを作成して報告するタスクとした場合、被験者が誤記をした

場合に正確なデータを回収できないおそれがある。このことから、1 週間の利用時間が表示

されている画面のスクリーンショットを回収する手順とした（図 3 参照）。 
 

表 1：調査実施概要 
項目  内容 
調査目的 高校生のスマートフォンの利用時間を実測することにより、エビデ

ンスに基づいた保護施策を講じるための根拠を得る。 
実施期間 2015 年 7 月 2 日～8 日 
使用端末 スマートフォン（被験者所有） 
OS Android OS 
アプリケーション 「使用時間管理人」 
データ回収方法 1 週間の利用時間が表示されている画面のスクリーンショットの回

収 
意識調査 ・事前アンケート(15 問)ii 
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・事後アンケート(15 問)iii 
対象被験者 ・実測被験者 218 名 iv 

・有効回答（利用時間実測）113 名（回収率：51.83%） 
・有効回答（事前アンケート）175 名（回収率：80.28%） 
・有効回答（事後アンケート）151 名（回収率：69.27%） 

 

   

図 2：調査フロー図      図 3：利用時間表示画面 
 
5.調査結果 
5.1.実測したスマートフォンの利用時間 
①実測データ 
 高校生のスマートフォンの実測値を測定したところ、実測期間 1 週間における 1 日あた

りの平均利用時間が 4.02h、中央値で 3.84h であった。また、最大値で 10.77h と平均で 1
日あたり約 11 時間もスマートフォンを利用している高校生も存在した（表 2、図 4 参照）。

1 日あたりの平均利用時間の推移をみてみると、休日にあたる土日のところで勾配ができて

いた（図 5 参照）。そこで、平日と休日の利用時間を比較してみたところ、平日で 3.86h、
休日で 4.43h と、休日の方が平日よりも利用時間が長くなるという結果を得た（t(112)=3.55, 
p<.01）（図 6 参照）。さらに、休日の一人あたりの平均の最大値が 14.34h であることから、

休日に 14 時間強もスマートフォンを利用する高校生も存在することが分かった（表 3参照）。 
 

表 2：1 週間の利用時間平均における基礎統計量 
変数名 有効 N 平均値 中央値 標準偏差 分散 歪度 尖度 最小値 最大値 

1週間平均 113 4.022 3.843 2.140 4.579 0.508 0.050 0.257 10.771 
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図 4：1 週間の利用時間平均における箱ひげ図(n=113) 
 

 

図 5：1 週間の利用時間平均の推移 
 

表 3：平日と休日の利用時間平均における基礎統計量 
変数名 有効 N 平均値 中央値 標準偏差 分散 歪度 尖度 最小値 最大値 

平日 113 3.859 3.700 2.136 4.563 .385 -.387 .177 9.34333 

休日 113 4.429 3.942 2.588 6.699 .960 1.200 .133 14.3417 
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図 6：平日と休日の利用時間比較 

 
②実測データとアンケートの回答結果との比較 
 次に、高校生のアンケート回答による主観的な認識と実測データの客観的なデータとの

間に乖離があるかを確かめるために、事前アンケート結果と実測データとの比較を行った。

アンケートによる主観回答では、平日に 1 日あたり 3 時間以上スマートフォンを利用して

いると答えた被験者が 52.57%であった。一方、休日に 1 日あたり 4 時間以上利用している

と答えた被験者は 48.57%であった（図 7 参照）。 
 客観的な実測データの利用時間平均では、平日で 3.86h、休日で 4.43h であった。アンケ

ートの回答形式が「2 時間以上 3 時間未満」という 1 時間の範囲での回答であるため、厳格

な平均値比較ができないということを考慮に入れなければならないが、アンケートによる

主観回答と客観的な実測データの間には大きな乖離があるとは言えないと判断できる。 
 

 
「平均的な 1 日のスマートフォンの利用時間を教えてください。」(n=175) 

図 7：スマートフォンの利用時間に対するアンケート結果 
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5.2.長時間利用に対する高校生のアンケート結果 
①高校生の生活の乱れとその原因 
 被験者に最近生活が乱れているかについて質問したところ、「そう思う(15.4%)」、「どちら

かというとそう思う(52%)」という回答が 67.4%となった（図 8 参照）。さらに、「そう思う」、

「どちらかというとそう思う」と回答した被験者 118 名に対して、生活の乱れの原因を複

数回答形式で質問した。その結果、生活の乱れとして最も回答割合が高かったものがスマ

ートフォンであった(85.6%)（図 9 参照）。このことから、高校生の生活の乱れに結びつく

一要因としてスマートフォンがあげられると言える。 
 

 
図 8：生活の乱れに対する意識(n=175) 

 

 
図 10：生活の乱れの原因 

 
②適切なスマートフォン利用に向けた高校生の意識 
 被験者に対して、今回の調査に参加した感想としてスマートフォンの長時間利用に対す

る意識について事後アンケートで質問した。その集計データを 4 件法で評価（「そう思わな

い（1 点）」、「どちらかというとそう思わない（2 点）」、「どちらかというとそう思う（3 点）」
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「そう思う（4 点）」）したところ、ほとんどの質問項目で 3.0 以上の高い評価となった（表

4 参照）。特に、「スマートフォンを長時間利用していることに気付いた（3.39 点）」では非

常に高い評価を得た。また、「何気なくスマートフォンを利用している時間をもっと有効に

使わなければと思った（3.17 点）」や「必要のないスマートフォン利用は控えようと思った

（3.16 点）」の評価が高いことから、客観的にスマートフォンの利用時間をフィードバック

することが効果的な作用をもたらすと判断できる。 
 

質問 評点 

無意識にスマートフォンを利用してしまっていることに気付いた 3.09  

スマートフォンを長時間利用していることに気付いた 3.39  

なんとなくスマートフォンを立ち上げていたことに気付いた 3.11  

必要のないスマートフォン利用は控えようと思った 3.16  

何気なくスマートフォンを利用している時間をもっと有効に使わなければと思った 3.17  

何気なくスマートフォンを利用している時間を勉強時間に当てなければと思った 2.99  

表 4：被験者の本調査に対する意識に対する 4 件法評価(n=151) 
 
6.考察 
 高校生のスマートフォンの利用時間の実測データでは、平日の平均で 3.86h、休日で 4.43h
という結果を得た。この結果が仮に高校生本人の認識とかけ離れているのであれば、実際

の利用時間を基にした、高校生のスマートフォンの適切利用の方策を議論しなければなら

ないが、本調査の結果では実測データとアンケートの調査結果に大きな乖離があるとは言

えないと判断することができた。 
 しかし、本調査から得られた現実の高校生のスマートフォンの利用時間をもって、高校

生のスマートフォンの利用時間が長時間傾向にあるかを断定することはできない。断定す

ることよりも、もむしろ、その様な日々のスマートフォン利用が、彼らの生活を乱してい

るのであれば、その乱れから彼らを解放してあげる必要があると言えよう。 
本調査においては、生活の乱れを感じていると回答した高校生に対してその原因を質問

したところ、スマートフォンが生活の乱れの原因となっていると感じている被験者が 85.6%
に及んでおり、他の要因と大きな差があった。このことから、生活の乱れを引き起こす主

たる要因としてスマートフォンがあげられるとともに、その様な乱れを解決させる方策を

講じていく必要があると言える。 
その様な方策を考えるうえで、一つの糸口になるアンケート結果として、被験者の本調

査に参加して感じた意識があげられる。被験者の本調査に対する事後意識では、「スマート

フォンを長時間利用していることに気付」き、「なんとなくスマートフォンを立ち上げてい

たことに気付」くとともに「何気なくスマートフォンを利用している時間をもっと有効に
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使わなければと」感じていることがアンケートの結果から計り知れる。このことから、青

少年に対して、日々のスマートフォン利用を振り返る機会を提示することが有効な手立て

の一つになりえると考えられよう。 
 この被験者の気づきについて考えてみたい。本調査の実践の結果から、被験者が日常生

活において「何となく使っている」スマートフォンの利用の状況を振り返る機会を与える

ことが一つの手立てであることを導き出した。Thaler & Sunstein (2008)は、公共政策にお

いて、人々の行動を強制することなしに人々を望ましい方向に導く方策として‟Nudge”を提

唱している。Thaler & Sunstein は、この Nudge の一方策としてフィードバックの付与が

有効な手立てであることを主張している。 
 Nudge による青少年保護ができるのであれば、当事者である青少年が受け入れやすい青

少年保護となり得る可能性を秘めている。なぜなら、Nudge は人々の行動を強制すること

なしに人々を望ましい方向に導く方策だからである。この Nudge による青少年保護の方策

は、今後の研究課題としたい。 
 
6.まとめ 
 本研究では、これまで通称ネット依存などと呼ばれる青少年のスマートフォンの長時間

利用という今日的社会問題に対して、エビデンス・ベースの対策を講ずるための基礎調査

として、高校生のスマートフォンの 1 週間の利用時間の実測を試みた。高校生の実際のス

マートフォンの利用時間を明らかにしたと言うことは、本社会問題に対する基礎的な証拠

を提示することができたと言えよう。 
 また、アンケート結果から、被験者は可視化された自分の 1 週間の利用状況を再認識す

ることで、何気ないスマートフォンの利用に気づき、そのような利用を控えたいと言う意

識を強く持っていることを明らかにすることができた。 
 この様な、日々のスマートフォン利用に対して、振り返りの機会を提供することが、本

社会問題に対する有効な手立てになるやもしれない。その研究については次の論考で議論

していきたい。 
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i 使用時間を表示するアプリケーションをインスツールする行為が、被験者の心理に影響し、

スマートフォンの利用時間に影響するおそれを完全に否定することはできない。厳密にデ

ータを抽出するためには、被験者がアプリケーションの利用を認識していない状況でログ

の収集を行う必要があるが、その様な調査は倫理的に許されることではない。このことか

ら、本調査では被験者から事前に合意を得るとともに、自らアプリケーションをインスツ

ールしてもらう手順とした。 
ii 事前アンケートでは、スマートフォンの利用状況、スマートフォン利用に対する意識、適

切なスマートフォン利用のための注意事項などについて質問した。 
iii 事前アンケートでは、調査に対する感想、1 週間の利用時間を客観視したことに対する意

識、スマートフォン利用に対する事後意識の変化などについて質問した。 
iv 被験者の募集に関しては、市場調査会社にモニター登録をしている高校生と対象とし、

彼らの中から本調査に賛同してくれる調査協力者を募った。 


