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第５章 考察 

 

 
＜考察１＞ 

親子関係からみた小中学生のインターネット利用に関する国際比較 

 
  和洋女子大学人文学部心理学科 准教授 池田 幸恭    

国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター客員研究員 
 
１．インターネットに着目した親子関係に関する国際比較の重要性 

 本節では、インターネット社会の親子関係に関する意識調査の追加分析を行うことで、日本、

米国、中国、韓国の４か国の小学生と中学生における親子関係とインターネット利用との関係に

ついて明らかにすることを目的とする。 

 「インターネット社会」の言葉どおり、世界的に普及したインターネットは青少年の生活と切

っても切り離せない状況にある。「自分はネット依存だと思う」と回答した小学４～６年生は 3.9%

（519 名中）、中学生は 16.9%（516 名中）という調査報告もある１）。子育てにあたってインターネ

ット利用をどのように考えるかは、親子間の会話など日常のやり取りにも関係する大きな問題で

あり、その考え方には文化差がみられることも予想される。このような中で、日本、米国、中国、

韓国の小中学生の親子関係ならびにインターネット利用に関する意識を示した本調査の成果は重

要である。また、「問 15 あなたは初めてインターネットを使ったのはいつごろですか」という

質問に対して、小学生による「３歳及び３歳未満」という回答が日本で 2.5%、米国で 11.9%、中

国で 1.3%、韓国で 0.4%はみられることから、子どもがインターネットを利用するきっかけを親が

与えている場合があることも推察される。そこで、親子関係とインターネット利用との関係につ

いて追加分析することで、各国の親子関係に関する理解を深めることができると考えた。 

 具体的には、以下の３つの分析を行う。第１に、親子関係に影響する家族観（問 11 家族につ

いて、あなたはどのような関係が望ましいと思いますか？）の文化差について確かめる。第２に、

親との会話に対する好感情（問６ あなたは親（保護者）と話すのが好きですか。）を取り上げ、

インターネットに着目した親子関係（問５）との関連を検討する。第３に、親との会話に対する

好感情（問６）に加えて、親との会話頻度（問３ あなたはふだん、親（保護者）とどのくらい

会話をしますか。）、親による子どものインターネット利用への態度に着目し、インターネットの

利用状況（問 23 の f.と g.）との関連を検討する。 

 

２．家族観の文化差 

 家族観を尋ねる 5項目（問 11 家族について、あなたはどのような関係が望ましいと思います

か？）について、各国の回答割合を図 5－1に整理した。 

 肯定率（「１. あてはまる」＋「２. まああてはまる」）をみると、５項目のうち最も大きかっ

たのは、日本（90.5%）と韓国（92.1%）で「b.家族はできるだけ一緒に食事をしたり、話したり、

行動したりする」であり、米国（95.3%）と中国（95.7%）で「d.親を尊敬すべきだ」であった。
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一方で、肯定率が５項目のうち最も小さかったのは、日本（30.5%）では「c.親とは友達関係でい

たい」、米国（60.2%）と中国（39.9%）では「a.好きなことができるように互いのプライバシーは

干渉しない」、韓国（69.6%）では「e.親の言うことには従うべきだ」であった。 

 

 

図 5－1 家族観を尋ねる５項目（問 11）の４か国による回答割合 

 

このように４か国で望ましいと考えている家族関係に相違がみられることが確かめられた。特

に米国と韓国は全体の肯定率そのものが高いことも指摘できる。日本では、密着した親子関係や

「友だち親子」２）の問題が指摘されてきた。しかし、今回の調査結果からは、「親とは友達関係

でいたい」と考える小中学生は、日本が他国と比べて少なかった。親は子どもに友だちのような

親密さを求めるが、子である小中学生はそのような関係を求めていない可能性や、日本において

は「友だち親子」が望ましくないと考えられているからこそ問題視されてきた可能性も指摘でき

る。 
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３．親との会話に対する好感情とインターネットに着目した親子関係との関連 

親との会話に対する好感情（問６ あなたは親（保護者）と話すのが好きですか）と、インタ

ーネットに着目した親子関係（問５）を尋ねる５項目への回答について、Spearman の順位相関係

数を小学生（小学５年・６年）と中学生（中学１年・２年）ごとに算出した（表 5－1）。 

表 5－1 親との会話に対する好感情（問６ あなたは親（保護者）と話すのが好きですか」）とインターネットに 

着目した親子関係（問５）との Spearman の順位相関係数 

 
 
４か国すべてで、親との会話に対する好感情と「c.親（保護者）は真剣に私の話を聞いてくれ

る」への回答との間に.300 以上の正の相関が小学生と中学生の両方でみられた。「b.私が、親（保

護者）と話そうとするとき、親は「時間がない」、「いま忙しい」などと言う」、「d.家族が一緒に

いてもそれぞれが自分の携帯電話やスマートフォンを操作している」、「e.勉強のためにインター

ネットを使っているのに、親（保護者）にゲームをしていると疑われた」についても係数は.300

未満であったが、４か国すべてで親との会話に対する好感情と負の関連がみられた。国にかかわ

らず親との会話が好きな小中学生は、家族が一緒にいる時はお互いがインターネット機器を操作

しておらず、インターネット利用に関する親の誤解は少ないと考えている傾向があり、特に親が

真剣に話を聞いてくれると実感しているといえる。 

米国では親との会話に対する好感情と、「a.親（保護者）は携帯電話やスマートフォンを使用し

ながら私と話す」は小学生と中学生の両方での有意な相関はみられず、中学生でのみ「b.私が、

親（保護者）と話そうとするとき、親は「時間がない」、「いま忙しい」などと言う」と.300 以上

の負の相関がみられた。日本、中国、韓国に比べて米国では、親子の会話中に携帯電話やスマー

トフォンを使用することは、子どもが親との会話が好きである程度には関係していないといえる。

一方で、親が子どもに「時間がない」「いま忙しい」と言うほど、米国の中学生は親との会話を好

きではない傾向がみられた。 

 

４．親子関係と子どものインターネット利用状況との関連 

先述した親との会話に対する好感情（問６）、親との会話頻度（問３）、親による子どものイン

日本 米国 中国 韓国

小学生 中学生 小学生 中学生 小学生 中学生 小学生 中学生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人数(n ) (1044-1050) (1204-1206) (959-966) (1008-1018) (1958-1975) (2010-2018) (932-933) (958-960)

-.160 *** -.171 *** -.020 -.006 -.241 *** -.225 *** -.135 *** -.074 *

-.227 *** -.199 *** -.250 *** -.324 *** -.197 *** -.247 *** -.222 *** -.230 ***

c. 親(保護者)は真剣に私の話を聞いてくれる .343 *** .364 *** .371 *** .405 *** .359 *** .389 *** .316 *** .391 ***

-.164 *** -.178 *** -.159 *** -.193 *** -.229 *** -.226 *** -.147 *** -.192 ***

-.172 *** -.243 *** -.201 *** -.223 *** -.289 *** -.273 *** -.241 *** -.288 ***

注) 人数以外の数値はSpearmanの順位相関係数(rs )である。rs >.30の箇所を網掛した。

　 * p <.05 (5%水準で有意)、*** p <.001 (0.1%水準で有意)を表している。

a. 親(保護者)は携帯電話やスマートフォンを使

用しながら私と話す

b. 私が、親(保護者)と話そうとするとき、親は

「時間がない」、「いま忙しい」などと言う

d. 家族が一緒にいてもそれぞれが自分の携帯電

話やスマートフォンを操作している

e. 勉強のためにインターネットを使っているの

に、親(保護者)にゲームをしていると疑われた
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ターネット利用への態度として、インターネット利用の把握（問 18）とインターネットの危険性

や利用におけるマナーに関する注意（問 19）を取り上げる。これらの親子関係とインターネット

の利用状況（問 23 の f.と g.）への回答について、Spearman の順位相関係数を小学生（小学５年・

６年）と中学生（中学１年・２年）ごとに算出した（表 5－2）。 

表 5－2 親と会話に対する好感情（問６）、親との会話頻度（問３）、親による子どものインターネット利用への 

態度（問 18、19）とインターネットの利用状況（問 23 の f.と g.）との Spearman の順位相関係数 

 

 

４か国すべてで、.300 以上の相関係数はみられなかった。親との会話に対する好感情（rs=-.080

～-.212）ならびに親との会話頻度（rs=-.081～-.168）の両方で、子どものインターネット利用

状況との間に有意な負の相関がみられた。親が子どものインターネット利用の状況を知っている

ことは、係数は小さいがインターネットに夢中になって寝不足になることと負の相関がみられた

（rs=-.129～-.196）。一方で、ゲームやアプリでお金を使いすぎることは、親による子どもへの

インターネット利用への態度と大きな関連はみられなかった。 

各国で親が子どものインターネット利用を「よく知っていると思う」という回答は小学生で 6

割以上（日本 69.1%、米国 60.5%、中国 73.8%、韓国 73.1%）、中学生でも５割以上（日本 58.4%、

米国 56.5%、中国 66.2%、韓国 64.4%）であった。子どものインターネット利用状況を把握してい

る関係も半数以上みられるが、子どものインターネット利用状況や直面している問題を親が把握

できていない場合もあることが指摘できる。その上で表 5－2で大きな相関係数は得られなかった

ことから、小中学生がインターネット利用で寝不足になったり、ゲームやアプリでお金を使い過

ぎたりする場合には、親子関係だけはなく、友人関係や生活習慣などが影響していることも考え

られる。 

 

５．親子関係とインターネット利用に関する国際調査の展望 

 以上の追加分析より、日本、米国、中国、韓国で望ましいとする家族関係に違いもみられるが、

４か国すべてで親との会話が好きな小中学生は、家族が一緒にいる時はお互いがインターネット

機器を操作しておらず、インターネット利用に関する親の誤解は少ないと考えている傾向がみら

日本 米国 中国 韓国

小学生 中学生 小学生 中学生 小学生 中学生 小学生 中学生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人数(n ) (883-888) (1102-1110) (920-928) (984-989) (1428-1448) (1708-1746) (910-924) (949-978)

-.188 *** -.212 *** -.139 *** -.171 *** -.164 *** -.178 *** -.183 *** -.146 ***

-.094 ** -.109 *** -.123 *** -.035 -.070 ** -.144 *** -.080 * -.104 **
-.120 *** -.168 *** -.095 ** -.127 *** -.133 *** -.150 *** -.148 *** -.111 **

-.055 -.084 ** -.081 * -.062 -.118 *** -.127 *** -.083 * -.112 ***

-.170 *** -.137 *** -.196 *** -.180 *** -.129 *** -.175 *** -.158 *** -.174 ***

.017 -.065 * -.116 *** -.115 *** -.137 *** -.120 *** -.036 -.030

-.054 -.087 ** -.029 -.051 -.145 *** -.066 ** .183 *** .167 ***

-.044 -.066 * -.072 * -.046 -.050 -.030 .053 .034

注) 人数以外の数値はSpearmanの順位相関係数(rs )である。上段が「f.インターネットに夢中になって寝不足になることが

　 ある」、下段が「g.ゲームやアプリで、お金を使いすぎたことがある」との相関係数である。

　 * p<.05 (5%水準で有意)、** p<.01 (1%水準で有意)、*** p<.001 (0.1%水準で有意)を表している。

問18　あなたの親(保護者)は、あなたがイン

ターネットをどのように利用しているか知っ
ていますか。

問19  あなたは、インターネットの危険性や

利用におけるマナーなどについて、親(保護

者)から注意されていますか。

問6　あなたは親(保護者)と話すのが好きで

すか。

問3　あなたはふだん、親(保護者)とどのく

らい会話をしていますか。
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れ、特に親（保護者）が真剣に話を聞いてくれると実感していることが示唆された。さらに、親

との会話が多くその会話が好きなことや親が子どものインターネット利用の状況を知っているこ

とはインターネットに夢中になって寝不足になることを若干低減しているが、小中学生のインタ

ーネット利用を理解するためには、親子関係だけはなく、友人関係や生活習慣などの影響も考慮

する必要があると考えられた。 

 本調査ならびに本稿の追加分析の結果を踏まえて、親子関係とインターネット利用に関する国

際調査の展望について次の３つを述べる。第１に、今回の調査では「親（保護者）」とまとめられ

ていたが、父親と母親、さらにひとり親家庭の特徴についても考慮する必要がある。第２に、欧

米諸国と比較して日本人は極端な回答を避け中間的な回答を好むなどのレスポンス・スタイルの

文化差３）が指摘されていることから、４か国間の比較だけではなく、各国の回答について経年比

較を行うことも有効である。第３に、インターネット利用の程度に加えて、青少年がインターネ

ットを通してどのような体験をしているのかを明らかにすることが重要である。同時に、日本で

は小学生の 13.0%、中学生の 6.0%がインターネットを使用していないと回答しており（問 14）、

インターネットを利用していない青少年についても留意する必要がある。 

インターネットは大きな可能性を有しているが、その利用が青少年の発達に与える影響につい

て明らかになっていない点も少なくない。親子関係とインターネット利用に関する国際調査が今

後も継続して実施されることで、青少年の発達の理解に貢献することができると考えられる。 

 

引用文献 

１）総務省情報通信政策研究所「青少年のインターネット利用と依存傾向に関する調査」、

http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2013/internet-addiction.pdf、

2018 年 5 月 9 日参照 

２）前川あさ美「友だちのような親子関係」『児童心理』56 巻 16 号、2002、pp.1510-1514. 

３）田崎勝也・申知元「日本人の回答バイアス――レスポンス・スタイルの種別間・文化間比較」

『心理学研究』88 巻、2017、pp.32-42. 
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＜考察２＞ 

長時間のインターネット使用の社会的リスク要因：家庭の状況に注目した分析 

 
国立研究開発法人国立成育医療研究センター     
社会医学研究部行動科学研究室 室長  加藤 承彦 

 
１．本分析の目的と意義およびその背景 

  本節では、『インターネット社会の親子関係に関する意識調査』の分析の一環として、長時間

インターネットを使用する子どもたちの家庭にはどのような特徴があるのか？を明らかにする。

スマートフォンやタブレットが日本社会において普及し、それらのデジタル機器の使用年齢が

低下しているが、その傾向に伴う潜在的な危険性については、日本ではあまり明らかになって

いない。海外ではデジタル機器の長時間使用が子どもの心と体の健康に与えうる害に関して研

究が盛んに実施され、急速に知見が集積されつつある。本分析で日本の子どもたちのインター

ネットの長時間使用の社会的リスク因子を明らかにすることは、今後、子どもたちが適切にイ

ンターネットを使用する環境を構築していく上で非常に重要であると考える。 

 総務省が実施する『通信利用動向調査』によると、６～12 歳の層において、インターネット

の利用状況は平成 23 年の 62％から平成 28 年の 83％と大幅に上昇しており、13～19 歳では、

95％である。モバイル機器（携帯電話・スマートフォン等）は、６～12 歳では約半数が保有し

ており、13～19 歳では約９割が保有している 1)。平成 21 年度に文部科学省が実施した『子ども

の携帯電話等の利用に関する調査』では、小学校６年生の 25％が、中学校２年生の 46％が、高

校２年生の 96％が携帯電話を所有していた 2)。この数値は、現在はもっと高いと推測される。

どの学年でも、自分の部屋で一人でいるときに使用する割合が最も高く、携帯電話を所有して

おり、かつ携帯電話のメールを頻用したり、インターネットを使用する時間が長い子どもたち

が最も就寝時間が遅い傾向にあった。また保護者のインターネット使用時間と子どものインタ

ーネット使用時間が相関する傾向が見られた。海外の先進国では、携帯電話やスマートフォン

の長時間使用が子どもの健康や発達に与える影響が盛んに行われており、睡眠習慣の乱れとの

関連やメンタルヘルスへの悪影響（例、うつ傾向）などが示唆されている 3)4)。また、使用に伴

うネットいじめなどの危険性も指摘されている 5)。睡眠習慣やメンタルヘルスに関しては、日

本の疫学研究においても、同様の知見が示されている 6)7)。平成 26 年度全国学力・学習状況調

査では、普段、携帯電話やスマートフォンを通してインターネットを使用している時間が長い

児童のほうが学力テストの平均点が低い傾向が見られた 8)。 

しかし、日本では、どのような家庭的・社会的背景因子がインターネットの長時間使用と関

連する傾向にあるかを明らかにした研究は多くない。例えば、津田たちは、小学校４年生から

中学校３年生を対象とした調査を実施し、自分専用の機器を所有していたり、機器の使用に関

してルールがない家庭の子どもがインターネット依存傾向にあることを明らかにした 9)。内海

が中学生 551 名を対象にした研究では、親が子どもにインターネットを自由に使用させている

状況と使用時間に相関が見られた 10)。筆者が 21 世紀出生児縦断調査を用いて行った分析では、

小学校入学前において就寝時間が遅い子どものほうが小学校５年生において、携帯電話でのメ

ールをたくさんしたりやテレビやゲームなどのメディア関連機器を長く使う傾向が見られた 11)。
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本分析では、これらの先行研究の成果を踏まえて、家庭の状況が、どのように小学校児童・中

学校生徒のインターネットの利用時間に影響を与えているのかを分析する。 

 
２．研究方法 

１）対象者 
本分析では、日本人のインターネットを使用している子どもを対象に分析を行った（図 5－2

参照）。調査の詳細に関しては、調査の概要を参照。調査の回答者は、小学校５年生から中学校

２年生の児童または生徒本人である。 
 

 
図 5－2 分析対象者の選定の流れ図 

２）曝露因子 
本分析では、親との関係性や親のインターネットの使い方など家庭の特徴に注目して分析を

行った。主な曝露変数として、「子どもがインターネットを使用できる機器（問 13）」、「親（保

護者）は、携帯電話やスマートフォンを使用しながら私と話す（問５A）」、「家族と一緒にいて

もそれぞれが自分の携帯電話やスマートフォンを操作している（問５D）」、「あなたは家族と一

緒にいるのが楽しいですか。（問 10）」を用いた。問 13 のインターネットを使用出来る機器の

質問では、携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコンが選択肢として挙げられている。

問５の親の行動に関しての回答は、「よくある」「たまにある」「ほとんどない」の三択であった。

問 10 の家族との関係の回答は、「とても楽しい」「まあ楽しい」「あまり楽しくない」「楽しくな

い」の四択であった。 

３）アウトカム因子 

本分析のアウトカム因子として、「平日の一日でインターネットを使用する時間（問 16）」、「休

日の一日でインターネットを使用する時間（問 17）」および「インターネット使用による寝不

足の経験（問 23F）」を用いた。平日のインターネット使用時間は、「ほとんどしない」から「４

時間以上」の六つのカテゴリーから選択、休日のインターネット使用時間は、「ほとんどしない」

から「15 時間以上」の八つのカテゴリーから選択であった。問 23 の睡眠不足の経験の質問で

は、「あてはまる」「まああてはまる」「あまりあてはまらない」「あてはまらない」の四択であ

った。 
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４）共変量 

曝露因子以外に性別・学年（小学校５年～中学２年）・インターネットを使い始めた年齢（年

齢を小学校入学前・小学校低学年・小学校高学年以降の三つのカテゴリーに変換）・主観的経済

感（「裕福なほう」「わりと裕福なほう」「ふつう」「わりと厳しいほう」「きびしいほう」の五択）

を共変量として用いた。 

５）分析の方法 

本分析では、平日のインターネット使用時間が３時間以上、休日のインターネット使用時間

が５時間以上を「長時間使用」と定義し、平日および休日の使用時間のそれぞれの選択肢を二

値に集約した。「インターネットに夢中になって寝不足になることがある」に関しても、「あて

はまる」とそれ以外の二値に分けた。分析には二項ロジスティクス回帰分析を用いて、共変量

を調整した上で、親との関係や家庭の特徴と子どものインターネットの長時間使用との間に関

連が見られるかどうかを検証した。まずモデル１（M1）として、子どもの性別、学年、インタ

ーネットを使い始めた年齢、主観的な経済状況を投入し、その後、モデル２（M2）として追加

でインターネットが使用できる機器の所有の有無、親のインターネットの使い方、家族との関

係性を投入し、オッズ比および 95％信頼区間を算出した。 

 

３．研究結果 

１）分析対象の子どもおよび家庭の特徴 

表 5－3 に平日および休日のインターネットの使用時間と曝露因子および共変量との関係に

ついて示す。男児のほうが女児よりも使用時間が長い傾向や、学年が高いほど、また使用し始

めた年齢が低いほど使用時間が長い傾向が見られた。家庭の状況として、スマートフォンやタ

ブレットを持っている子どものほうが長時間使用しやすい傾向も見られた。また、親が子ども

との会話中に携帯電話やスマートフォンを使ったり、家族が一緒にいてもそれぞれ携帯電話や

スマートフォンを使う家庭のほうが長時間使用の傾向が見られた。家族と一緒にいてとても楽

しいと答えている子どもは、長時間使用しない傾向にあった。平日のインターネットの使用時

間が３時間以上だったのは全体の約20％、休日のインターネット使用が５時間以上だったのも、

約 20％だった。インターネット使用による睡眠不足の経験は、約 11％だった。 

２）ロジスティクス回帰分析 

次に表 5－4でロジスティクス回帰解析の結果を示す。多変量解析でその他の要因を調整する

と、男児と長時間のインターネット使用との関連は弱まり、統計的には有意ではなくなった。

その一方、上位の学年やインターネットを使い始めた年齢が低いことによるインターネットの

長時間利用のリスクは、他の要因を調整後も統計的に有意だった。例えば、小学校５年生と比

較した場合、中学校２年生の平日の長時間のインターネット使用のリスクは、1.8 倍、休日の

長時間使用のリスクは 2.1 倍、寝不足のリスクは 2.4 倍だった。また小学校高学年でインター

ネットを使い始めた子どもと比較した場合、小学校入学前から使っていた子どもたちの平日の

長時間使用のリスクは２倍、休日の長時間使用のリスクは 2.5 倍、寝不足のリスクは 2.7 倍だ

った。主観的な経済状況に関しては、顕著な傾向は見られなかった。 

  本分析において、主な曝露因子として設定した家族との関係性や親のインターネットの使い

方に関して、共変量を調整後も、長時間使用や睡眠不足との関連が見られた。例えば、スマー 
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トフォンやタブレットを所有している子どもと所有していない子どもを比較した場合、所有し

ている群のほうが平日および休日の長時間使用および寝不足のリスクが高かった。携帯電話お

よびパソコン所有ではアウトカムとの関連が見られなかった。会話中の親の携帯電話やスマー

トフォンの使用や家族が一緒にいてもそれぞれ自分の携帯電話やスマートフォンを操作するか

どうかに注目すると、よくある群の子どもの平日および休日の長時間のインターネット使用お

よび寝不足のリスクが有意に高かった。例えば、家族が一緒にいてもそれぞれが自分の携帯電

話やスマートフォンを操作することがほとんどない群と比較した場合、よくある群の平日の長

時間使用のリスクは、3.1 倍、休日の長時間使用のリスクは 2.2 倍、寝不足のリスクは 1.6 倍

だった。家族と一緒にいて楽しいかどうかで比較した場合も、一緒にいて楽しくない群のほう

がインターネットの長時間使用および寝不足のリスクが高い傾向にあった。とても楽しい群と

比較した場合に、楽しくない群の休日の長時間使用のリスクは、2.1 倍、寝不足のリスクは 4.2

倍だった。 

 

４．考察 

日本において実施された先行研究では、中学生のデジタル機器使用と保護者による使用状況

の把握の間に関連が示されているが 12)、本分析では、親自身の携帯電話やスマートフォンの使
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用のあり方にも注意が必要であることが示された。また、子どもが親と一緒にいて楽しくない

と感じることによる悪影響の可能性も示唆された。これらの関係性を示した先行研究は筆者の

知る限りなく、貴重な知見であると言える。また、スマートフォンやタブレットの所有、イン

ターネットの使用開始年齢などが子どものインターネット使用時間に影響を与える可能性も示

唆された。これらの知見は、スマートフォンやタブレットなどの使用が広く浸透しかつ低年齢

化している日本社会において、子どもたちの適切なインターネットの使用習慣の形成を促す環

境づくりをする上で重要な情報である。 

伊藤の研究によると、中高生のモバイル・インターネット機器の使用は、自分の部屋でと答

える割合が、約 8 割であり、かつ使用する時間として寝る直前が中学生で 6 割、高校生で約 8

割であった 13)。この結果は、スマートフォンやタブレットなど持ち運びしやすい機器を持って

いる場合に睡眠不足になりやすいという本分析の結果と整合性がある。また、親との関係が良

好でないことで、自分の部屋に閉じこもってインターネットを使用するという可能性も考えら

れる。内海は長時間のインターネット使用がネットいじめのすることと受けること両方の経験

と関係していることを示しており、家庭の状況がインターネットの長時間利用を媒介してネッ

トいじめに関連する可能性も考えられる 10)。山脇らの研究および津田らの研究では、インター

ネット依存がメンタルヘルスや学習習慣・運動習慣に与える悪影響が示されているが 14)9)、本

分析におけるスマートフォンやタブレットの所有と寝不足の経験の関連という結果から、イン

ターネット使用が生活習慣の乱れを媒介して思春期の児童生徒の心や体に与える悪影響を想定

したさらなる研究も必要である。 

本分析の弱みとして、親の学歴などが測定されておらず、子どもの睡眠・運動習慣なども尋

ねていないため、それらの影響や関係性を勘案することが出来なかった。本調査は横断研究で

時間的な順序が不明であるため、因果関係の特定は難しい。また、調査票は自記式であるため

質問によっては、正確さを欠く回答が混じっている可能性も考えられる。日本社会において、

過去 10 年でスマートフォンやタブレットなどのデジタル機器が急速に普及したが、その一方で

それらの使用が子どものこころと体に与える影響の理解や子どもがそれらを適切に使用する環

境作りが追いついていない。今後、さらに詳細な検討が必要である。 
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＜考察３＞ 

インターネット社会の親子関係に関する意識調査の結果を読み解く 

 

国立青少年教育振興機構 

青少年教育研究センター長 村上 徹也 

 

1. はじめに 

 本調査は、インターネット利用状況と親子関係についての意識について、日本、米国、中国、

韓国の小中学生にアンケート調査を実施しその結果を分析することにより、インターネット社会

における親子関係のあり方について模索するために有効な情報を得ることを目的に行われた。本

講では、調査で得られた回答を単純集計とクロス集計した結果の１次分析および２人の研究者に

よる追加分析を踏まえ、今後のインターネット社会における親子関係を模索するために注目すべ

き点について調査結果を読み解く。 

 なお、本調査では、親について「親（保護者）」という聞き方をしているが、本講では引用した

元の文章表現をそのまま使っているため、「親」または「親（保護者）」という表記が混在してい

る。いずれの表記であっても、その意味するところは、「親または保護者」である。 

 

2. 親（保護者）子関係が子どものインターネット利用に影響 

 本調査の追加分析では、「４か国すべてで親との会話が好きな小中学生は、家族が一緒にいると

きはお互いがインターネット機器を操作しておらず、インターネット利用に関する親の誤解は少

ないと考えている傾向がみられ、特に親（保護者）が真剣に話を聞いてくれると実感しているこ

とが示された」（池田追加分析）、「（日本の子どもは）家族と一緒にいて楽しいかどうかで比較し

た場合も、一緒にいて楽しくない群の方がインターネットの長時間使用および寝不足のリスクが

高い傾向にあった。とても楽しい群と比較した場合に、楽しくない群の休日の長時間使用リスク

は、2.1 倍、寝不足のリスクは 4.2 倍だった」（加藤追加分析）という結果が示された。 

 これらの分析結果からは、親（保護者）子が良好なコミュニケーションや信頼関係が築けてい

る場合には、子どものネット利用状況も過剰になりにくく、親（保護者）子のコミュニケーショ

ンや信頼関係が弱いと子どもの過剰なネット利用を招いていると理解できる。子どものインター

ネット利用のリスクを軽減するには、親（保護者）子関係を良好に築く必要がある。 

 しかしながら、「親（保護者）子関係を良好に築く」という問題に対して、もともと関係が良好

な場合に、それをさらに良くしていくことは容易でも、危機にさらされた親（保護者）子関係を

改善し良くしていくことは容易ではない。それを踏まえつつインターネット社会における親（保

護者）子関係を考えるならば、逆説的ではあるが「親（保護者）子関係を良好に築くためにイン

ターネットをどう活用するのか」という観点からの調査研究も、今後は求められると言えるので

はないか。 

 

3. 親（保護者）に対するインターネット利用に関する注意喚起の必要性 

 本調査の１次分析では、「日本の小中学生は、家族が一緒にいてもそれぞれが自分の携帯電話や

スマートフォンを操作していることが「よくある」と回答した割合は２割強を超え、４か国中最
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も高かった」という結果が示された。 

 さらに追加分析では、日本の小中学生は「会話中の親の携帯電話やスマートフォンの使用や家

族が一緒にいてもそれぞれが自分の携帯電話やスマートフォンを操作するかどうかに注目すると、

よくある群の子どもの平日および休日の長時間のインターネット使用および寝不足のリスクが有

意に高かった。例えば、家族が一緒にいてもそれぞれが自分の携帯電話やスマートフォンを操作

することがほとんどない群と比較した場合、よくある群の平日の長時間使用のリスクは、3.1 倍、

休日の長時間使用のリスクは 2.2 倍、寝不足のリスクは 1.6 倍だった」（加藤追加分析）という結

果が示された。 

 日本の小中学生の場合、親（保護者）の携帯電話やスマートフォンの使用態度が子どものイン

ターネット利用のリスクの高低に関係していることがわかる。 

 一方、１次分析では、「日本の小中学生は、インターネットの危険性や利用におけるマナーなど

について、親から「ほとんど注意されない」と回答した割合が約３割で、４か国中最も高かった」

という結果が示されている。 

 日本の場合、親（保護者）による子どもの前での携帯電話やスマートフォンの使用が子どもの

インターネットの長時間使用につながっているにもかかわらず、その親（保護者）によるインタ

ーネットの危険性やマナーの指導が弱いと考えられる。 

 インターネットを通じて子どもが犯罪やいじめに巻き込まれるケースが多発している現状を踏

まえると、学校等での子どもに対するインターネットの危険性やマナーの指導の強化だけでなく、

子どものインターネット利用のリスク軽減のために、子どもの前でのインターネット利用を控え

たり、家庭での子どもに対するインターネット利用の危険性やマナーの指導の必要性を伝えるな

ど、親（保護者）に対する注意喚起策をこれまで以上に強化する必要がある。 

 

4. 親子のコミュニケーション促進に SNS が役立つ可能性と親の多忙解消の必要性 

 本調査の１次分析では、「日本の中学生の 25%が SNS を利用して親とコミュニケーションをよく

していて、他の３か国に比べて割合が高い」という結果が示された。その一方、日本の小中学生

は、「私が、親と話そうとするとき、親は「時間がない」、「いま忙しい」などと言うことが、「よ

くある」「たまにある」と回答した割合は約４割で、こちらも４か国中最も高かった」という結果

も示された。 

 つまり、「日本の中学生の 25%が SNS を利用して親とコミュニケーションをよくしていて、他の

３か国に比べて割合が高い」のは、日本の親（保護者）が他国の親に比べて忙しく時間が無いこ

とが影響している可能性がある。忙しい親（保護者）の状況下でも子どもとのコミュニケーショ

ンを密に行うためには、一緒にいない時にもコミュニケーションができる SNS は有効な手段にな

り得る。 

 しかし、追加分析では、「親との会話に対する好感情（rs=-.080〜-.212）ならびに親との会話

頻度（rs=-.081〜-.168）の両方で、子どものインターネット利用状況との間に有意な負の相関が

みられた」（池田追加分析）という結果が示されている。「子どものインターネット利用の量」と

「子どもの親との直接のコミュニケーション」には相関関係がある。SNS による親（保護者）と

子のコミュニケーションが、直接のコミュケーションを減らすことにつながっては、本末転倒で

ある。 
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 1 次分析では、「４か国の小中学生の約８割は、「親とは SNS や電話を介するよりも、直接話す

方が好きだ」と回答した」という結果も示されている。したがって、多くの子どもたちが親（保

護者）と直接話したがっている状況を踏まえれば、根本的には親（保護者）の多忙解消が必要で

ある。 

 

5. インターネット社会を前提とした子どものインターネット利用のあり方研究の必要性 

 本調査によって、親子関係と子どものインターネット利用状況には、一定の相関関係があるこ

とが示された。おそらく、こうした相関関係は、子どもの友だちとの関係、子どもを取り巻く社

会環境などとの間にも生じていると考えるべきである。 

 追加分析においても、子どものインターネット利用状況について、「４か国で親（保護者）は、

子どものインターネット利用状況を概ね把握していることが指摘できる。その上で表 5－2で大き

な相関係数は得られなかったことから、小中学生がインターネット利用で寝不足になったり、ゲ

ームやアプリでお金を使い過ぎたりする場合には、親子関係だけはなく、友人関係や生活習慣な

どが影響していることも考えられる」（池田追加分析）という指摘がなされている。 

 今後は、子どもと親（保護者）の関係のみでなく、子どもと「友だち」や「社会」との関係に

ついても調査研究が必要である。 

 また、子どものインターネット利用の内容についても、今後はより詳細な把握が必要である。

子どもたちは、友だちとのコミュニケーションや勉強に関わる検索や閲覧をするなど、有意義な

目的でインターネットを利用することもあるとすれば、子どものインターネット利用を一概に「リ

スク」と決めつけるべきではない。 

 これからインターネットとその関連テクノロジーがますます浸透することを前提とするならば、

子どものインターネット利用を、「寝不足」「ゲームやアプリでお金を使いすぎる」など「リスク」

と結びつけた観点のみでなく、「友だちとのコミュニケーション」や「勉強に関わる検索や閲覧」

など「メリット」と結びつけた観点からも調査研究が必要である。 


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



