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1. は じ め に 

近年，インターネットの普及により，ネットワーク

を介した動画やゲーム，ソーシャルメディアといった

多様なサービスが飛躍的に活用できるようになってい

る（総務省 2014）．総務省（2018a）の平成30年版情報

通信白書では，2017年のインターネットの利用者は13

歳から59歳で９割を上回っていた．中でも，スマート

フォンの普及は2010年から始まり，2017年には20歳代

の利用者が最も多く，94.5%が利用していた． 

スマートフォンは携帯電話を更に充実させた機能を

備え，その他にコミュニケーションツールとしての利

用や写真・動画撮影などができ，あらゆる場面で活用

できるようになっている．しかし，便利でもあるが，

その反面，常にスマートフォンを操作している状況に

なりやすく，必要以上にスマートフォンを操作し続け

た結果，スマートフォンが手元にないと不安になる，

イライラする，操作しすぎて睡眠不足になるなどの依

存傾向を示す（岩崎 2014，中山・樋口 2016）ことや，

視力低下や肩こり，睡眠障害などの健康障害が起こる

（松井 2016，坪田 2013）ことが指摘されている．そ

の他に，尾崎ほか（2017）は中高生を対象にしたイン

ターネット利用環境実態調査で，インターネットを利

用するための機器としてスマートフォンが最も多く

（46.2%），利用内容ではゲームが最も多かった（73.0%）

ことを明らかにしている． 

成瀬（2015）は，嗜癖やアディクションは広義の依

存症を指し，「コントロールできない悪い物質」という

意味で使われ，「依存」はアルコールや薬物などの物質

に限定され，「嗜癖」は物質，行為，人間関係に関する

内容を含むことが一般的であるという．インターネッ

トやスマートフォン，ゲーム，ギャンブルなどへの依

存は行動（行為）嗜癖にあたり（成瀬 2015，ムハンマ

ドほか 2016，樋口 2017），「ある行為が習慣的になり，

健康や利益を害するようになってもやめられない状

態」を指している（武井ほか 2017）．また，有害事象

が生じるとわかっていてもやり続けて歯止めが利かな
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くなる背景には認知機能の問題が想定されていると考

えられている（藤原・鶴身 2017）． 

近年，各国でゲーム依存が著しくなっていることか

ら，精神疾患の診断と統計の手引き第５版（DSM-5）

では，「インターネットゲーム障害（Internet Gaming 

Disorder）」を今後研究が進められるべき精神疾患とし

て提案している（井谷 2018，樋口 2017）．また，世界

保健機関（WHO）は国際疾病分類の改訂（ICD-11）

で「ゲーム症（障害）（Gaming Disorder）」を精神疾患

の嗜癖行動症（障害）の一つに位置付けた（WHO 2019，

宮田 2019）． 

GRIFFITHS（2005）はゲーム，オーバーイーティング，

セックス，恋愛，運動，ビデオゲーム，インターネッ

ト使用の依存に関する研究から，すべてのアディクシ

ョンには共通の構成要素があると考え，行動嗜癖を構

成する６つの構成要素を示した．それが，Salience（突

出）, Mood modification（気分変容）, Tolerance（耐性）, 

Withdrawal symptoms（離脱症状）, Conflict（葛藤）, 

Relapse（再燃）である．突出は，特定の行動がその人

の生活の中で最も重要な行動になり，その人の思考（先

入観と認知の歪み），感情（欲求）及び行動（行動の悪

化）に支配される時を指す．気分変容は特定の行動後

に感じる主観的な経験を指す．例えば，「わくわく」や

「ハイテンション」，「逃避」，「鈍麻」を体験すること

である．耐性は，気分変容を感じるため特定の行動の

量を増やすプロセスの事である．離脱症状は，特定の

行動を突然中断した時に生じる不快感や身体的変化を

指す．葛藤は，特定の行動をしている当事者とその周

囲の人との対人的な葛藤または当事者自身の内的葛藤

を指す．そして再燃は，特定の行動前の状態に戻って

もすぐにまた特定の行動を行う状態に戻ることを指す． 

インターネット依存関連の診断基準に共通したもの

として，①過剰使用（しばしば時間の感覚を忘れ，基

本的な活動の無視と関連している），②離脱（インター

ネットができない時の怒り・緊張状態，抑うつ状態を

含む），③耐性（より良いコンピューター設備，ソフト

ウェア，より多くの時間を必要とすることを含む），④

悪影響（口論やうそ，業績悪化，社会的孤立，疲労を

含む）の４つの構成要素を持つとされている（YOUNG 

2009，中山・樋口 2016)．また，ICD-11のゲーム症（障

害）の診断基準は，①制御困難（開始，頻度，強度，

期間，終了），②優先度の高さ（他の生活上の興味や日

常的な活動において），③否定的な問題にもかかわらず

使用・エスカレート（ゲーム時間の延長や課金の増大

によって様々な影響が出ているにも関わらず，そのゲ

ーム使用がそのまま続く，もしくは増大する）のすべ

てが満たされる場合としている（WHO 2019，中山 

2019）． これらの診断基準を比較すると，ゲーム症（障

害）はインターネット依存症と重なっている点がある

ことがわかる． 

インターネット依存尺度には YOUNG（1998）のイン

ターネット依存テスト（Internet Addiction Test：IAT，

以下 IAT）や K-Scale（青少年用，成人用）（韓国情報

化振興院 2002）があり，ともに独立行政法人国立病院

機構久里浜医療センターでも公開している．スマート

フォン依存尺度としては，KWON et al.（2013a）の

Smartphone Addiction Scale（以下 SAS），同じく KWON  

et al.（ 2013b）の The smartphone addiction Scale: 

Development and Validation of a Short Version for 

Adolescents がある．これは青年期におけるスマートフ

ォン依存尺度の短縮版およびカットオフ・ポイントを

提案するために作成された．携帯電話依存尺度を基に

作成したのが，KIM et al.（2014）の Development of 

Korean Smartphone Addiction Proneness Scale for Youth，

LIN et al.（2014）の自己評価尺度 SPAI（Smartphone 

Addiction Proneness Scale ），及び LEE et al.（2017）の

スマートフォン使用過多スクリーニング調査票

（ Smartphone Overuse Screening Questionnaire ：

SOS-Q）などが挙げられる．一方，日本の大学生を対

象としたインターネット依存尺度としては，鄭（2007）

と瀧（2013）のインターネット依存傾向尺度がある．

しかし，両者の尺度は，スマートフォンがまだ普及す

る前，または普及し始めたころに作成されている．総

務省（2018b）の情報通信白書によると，スマートフォ

ンの普及率は，2011年29.3%，2012年49.5%，2013年62.6%

であった．また当時，通信機器全体としては固定電話，

インターネットを利用するパソコン，モバイル端末と，

多くが併存していた．インターネットに接続する通信

機器や状況は大きく変化していることから前述の尺度

は，現在のスマートフォン依存を評価する尺度として

は不十分であると判断した． 

そして，スマートフォン依存尺度としては戸田ほか

（ 2015）のスマートフォン依存尺度（Wakayama 

Smartphone Dependence Scale：WSDS，以下 WSDS）と

松島ほか（2017）の大学生版スマートフォン依存傾向

尺度（Smartphone dependency scale：SDS，以下 SDS）

がある．WSDS は医学生を対象に，ブレーンストーミ

ング法と YOUNG（1998）の Internet Addiction Diagnostic 
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Questionnaire（IADQ）を用いて尺度の構成概念を作成

している．また，SDS の尺度構成は大学生を対象にイ

ンタビュー調査を行い KJ 法で分類し，日本人の生活

様式に合わせた質問項目を作成している．しかし，

WSDS と SDS のどちらもが，GRIFFITHS（2005）による

行動嗜癖の６つの構成要素の確認を行っていない．ス

マートフォンへの依存も行動嗜癖であると示されてい

ることから，本研究で開発する尺度は行動嗜癖の６つ

の構成要素を網羅していることが望ましいと考え，

GRIFFITHS（2005）の行動嗜癖である６つの構成要素を

基本に，先行研究を参考に検討した． 

中学・高校生のスマートフォン利用率は，中学生62.

6%，高校生93.4%，利用時間は中学生２時間以上３時間

未満が23.5%，高校生は３時間以上４時間未満が22.3%

で最も多かった（内閣府 2019）．一方，総務省（2017）

の社会生活基本調査では，わが国の大学生の年齢構成

から大学生の過半数が含まれるといえる，年齢階級別

の20～24歳のスマートフォン・パソコンの使用割合が

最も高く男性が88.4%，女性が91.5%，使用時間は男女

ともに３～６時間が最も多く，さらに男女ともに６時

間以上が約25%を占め使用時間が長い傾向を示してい

た．また，同調査において，25歳以上では，使用割合

は減り，使用時間も短くなっていく結果であった．中

学・高校生のスマートフォン使用については，「青少年

が安全に安心してインターネットを利用できる環境の

整備等に関する法律」をはじめ，保護者や教育関係者

の監督責任の下，健康的かつ安全にスマートフォンを

使用する環境の整備が進んでいる．しかし，大学生に

なると自分で考え判断し行動することが多くなり，ス

マートフォンの使用についても自分で自らの使い方を

コントロールする必要が生じてくる． 

そこで，大学生が自分のスマートフォンの使い方を

自ら評価することができる自己評価尺度の開発を行う

こととした．本尺度を活用することで自己の行動を振

り返る機会にし，スマートフォン中心の生活に陥らな

いようにする方法を考え，行動できるようになれば自

らの健康管理につながる手立てになると考える．さら

に今後，自己評価尺度から依存傾向を示すカットオ

フ・ポイントを明確にすることで，早期に依存への介

入を図れるスクリーニング尺度として有効に活用でき

る可能性があると考えている． 

2. 方     法 

2.1. スマートフォン行動嗜癖の操作的定義 

スマートフォンとは，インターネット接続と通話が

可能な携帯情報端末の一つである．ただし，旧来型の

携帯電話（フィーチャーフォン等）は含まないことと

する．スマートフォン依存を，インターネット依存と

同じ行動嗜癖と考え，「スマートフォンを使用し，

GRIFFITHS による行動嗜癖６要素（突出，気分変容，耐

性，離脱症状，葛藤，再燃）に当てはまる行動とする」

と定義づけ，さらにスマートフォン行動嗜癖と名付け

た． 

2.2. 調査票の作成 

精神看護学と情報学の専門家で，インターネット依

存尺度として IAT と K-Scale（青少年用），８項目から

なる診断質問票（Diagnostic Questionnaire：DQ，以下

DQ）（YOUNG 1998）および，スマートフォン依存尺度

として WSDS の各尺度で使用されている設問項目を行

動嗜癖の６つの構成要素に当てはまるか確認した．ム

ハンマドほか（2016）が GRIFFITHS（2005）の６つの構

成要素をインターネット依存に当てはめ，説明した文

献にて確認しながら検討した．そして，同じ意味を成

している設問は１つの設問に統合した．さらに，大学

生５名にスマートフォンの使い方やスマートフォンに

ついて不安になる状況等を質問し，得られた回答を行

動嗜癖の６つの構成要素に当てはめ，新たに加えた．

最後に，作成された設問が行動嗜癖の６つの構成要素

を満たしていることを確認した．YOUNG の IAT を行動

嗜癖の６つの構成要素に当てはめると，突出が10項目，

気分変容が１項目，離脱症状は２項目，葛藤が２項目，

耐性と再燃にあたる設問項目はなかった.このことよ

り，IAT の設問項目は統合した際に他の尺度の設問に

含めた．K-Scale からの設問は表４の設問番号の１～

４，９，10，12，14，DQ からは設問５～８，11，13，

WSDS からは設問16～36，そして，設問15と37～42ま

でが新たに加えた設問である.行動嗜癖の構成要素の

分類では，『突出』は，「生活の大部分を占める．他の

思考，感情，行動を圧倒する」とし設問は22項目，『気

分変容』は「主観的体験，高揚感や鎮静のために気分

転換に使用する」とし５項目，『耐性』は「使用時間や

回数の増加，頻度，質的耐性も含む．スペックを上げ

る，高価なヘッドフォンを購入する」とし３項目，『離

脱症状』は「使用していないときにイライラや抑うつ

気分，震え，動悸などの症状が現れる」とし３項目，
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『葛藤』は「やめたいけれどやめられない状況がある」

とし３項目，『再燃』は「一度はやめるが，再度使用す

る．再度使用した時には前より過剰に使用する」とし

１項目となった．最終的に42項目で構成された． 

2.3. 調査対象と方法 

2.3.1. 対象者と期間 

首都圏にある大学に在籍しスマートフォンを使用し

ている大学生約700名を対象とした．期間は2017年10

月～12月である． 

2.3.2. 調査内容 

(1) 対象者の特徴：年齢，性別，学部・学科 

(2) スマートフォンに関すること：種類，利用目的，

利用年数，身体変化，利用時間，睡眠時間 

(3) スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度：

GRIFFITHS（2005）による６つの構成要素に当て

はまる設問42項目を「とても当てはまる」から「全

く当てはまらない」までの４件法で４から１点の

得点を当てはめ，得点が高いほど依存傾向にある

とした． 

2.3.3. 調査票の配布・回収 

対象大学学部の管理責任者へ研究協力の依頼文及び

調査票を郵送．研究協力の了解を得られた大学学部の

学生へ対象大学の教員を通して研究協力の依頼文と調

査票を配布した．回収は，留め置き式の回収ボックス

または返信用封筒により行った．外側からボックス内

は見られないように配慮した． 

2.3.4. 分析方法 

項目分析において平均値と標準偏差より天井効果・

床効果の有無を確認し，設問項目の確認を行った．尺

度の構成概念妥当性では，スマートフォン行動嗜癖自

己評価尺度の探索的因子分析を行い，尺度全体と下位

尺度についてクロンバックα係数により内的整合性を

検討した．また，共分散構造分析にて構成の適合度を

確認した．併存的妥当性では，睡眠時間，スマートフ

ォン利用時間（講義・実習ない），スマートフォン利用

時間（講義・実習あり）で相関係数をもとめ検討した． 

2.4. 倫理的配慮 

目白大学人及び動物を対象とする研究に係る倫理審

査委員会の承認（承認番号：17-041）を得て行った．

対象者へは研究の趣旨等について文書を用いて説明し

た．対象が学生であることから評価とは関係ない時期

に行い協力を得た． 

3. 結     果 

3.1. 有効回答数 

回収数は673，そのうち有効回答数は587（有効回答

率87.2%）であった． 

3.2. 対象者の特徴 

年齢は20歳未満と20～22歳でそれぞれ50%前後であ

った．学部は看護学部が最も多く289人（49.4%），次い

で，法学部が222人（37.9%），人間学部71人（12.1%）

の順であった（表１）．スマートフォンについては，利

用年数で最も多いのは３～５年未満で260人（44.3%）

であった．利用時間は，授業や演習があるときは１～

３時間で219人（36.8%），授業や実習がないときは３～

５時間が最も多く194人（32.5%）であった．睡眠時間

は５～７時間が最も多く361人（61.5%）であった（表

２）．利用目的で最も多かったのはコミュニケーション

（通話，通信，LINE，ツイッター，Facebook 等）で，

男子学生が199人（81.9%），女子学生が314人（91.3%）

であった．最も少なかったのはお財布で男子学生１人

（0.4%），女子学生３人（0.9%）であった．身体変化は

目の疲れや視力の低下が多かった（表３）． 

3.3. スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度の分析 

3.3.1. 項目分析 

42項目の平均値は1.45～3.20，標準偏差 SD は0.69～

1.13であった．天井効果（平均+SD =4以上）と床効果

（平均-SD =1以下）の項目は，天井効果が２項目（設

問31,42），床効果は13項目（設問６,７,９,11,16,17,18,
 

表１ 対象者の特徴 

   男子学生  女子学生 

   （n=243(%)）  （n=344(%)） 

年齢（n=586）     

 20 歳未満  109（45.0）  91（26.5） 

 20-22 歳  127（52.5）  240（69.8） 

 23 歳以上  6（ 2.5）  13（ 3.8） 

学部（n=585)     

 看護  28（11.5）  261（76.3） 

 人間  38（15.6）  33（ 9.6） 

 法  177（72.8）  45（13.2） 

 外国  0  2（ 0.6） 

 社会  0  1（ 0.3） 

学科（n=574）     

 看護  28（11.6）  254（76.3） 

 児童教育  37（15.4）  26（ 7.8） 

 子ども  1（ 0.4）  5（ 1.5） 

 法律  175（72.6）  46（13.5） 

 日本語・日本語教育  0  2（ 0.6） 

 地域社会  0  1（ 0.3） 
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19,20,21,24,36,38）であった（表４）． 

平均+SD の値の分布を確認したところ，天井効果の

２項目は分布より大きく外れており，対象集団の特徴

を歪める可能性があると考えられたので，天井効果の

２項目は除外した．一方，平均-SD の分布は，全体的

に低い数値に偏った回答分布で，これが対象集団の傾

向を支持していると考えられたため，床効果の13項目

は除外せず分析対象とした． 

3.3.2. 探索的因子分析による因子の抽出および因

子名（表５） 

スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度42項目から天

井効果の２項目を除外した40項目において因子分析

（主因子法，プロマックス回転）を行った．スクリー

プロットとカイザー・ガットマン基準を参考に因子数

を判断したところ８因子となったが，因子負荷量が0.4

未満の項目を除外することを７回繰り返したところ最

終的に５因子20項目となった．適合度の評価（KMO）

は0.883で，バーレットの球面性検定は p <0.01となり，

因子分析を適用させることの妥当性が確認された． 

抽出された５因子に因子名を付けた．第１因子は，

スマートフォンに自分の行動が決められている設問内

容から「自己支配性」とした．第２因子は，自分の生

活にスマートフォンが侵食していることから「生活へ

の侵食性」とした．第３因子は，離脱症状と耐性の設

問構成であったことから合わせて「離脱症状」，第４因

子は，葛藤と再燃にあたる設問項目で構成され，やめ

ようとわかっていてもやめられない，または再びやり

始めて多くの時間を費やしてしまうという状況から

「再燃性」とした．第５因子は，止めることのできな

い電話使用という状況であることから，「非制御な通

話」とした．この尺度を大学生のスマートフォン行動

嗜癖自己評価尺度（Smartphone Behavioral Addiction 

Self-Rating Scale for University Students：SASUS）とし

た． 

表２ スマートフォンの使用時間について 

            n（%） 

利用年数（n=587） 

 1年未満 2（ 0.3） 

 1～3年未満 32（ 5.5） 

 3～5年未満 260（44.3） 

 5～7年未満 238（40.5） 

 7年以上 53（ 9.0） 

 未回答 2（ 0.3） 

利用時間（講義・実習がある時）（n=596） 

 1時間未満 26（ 4.4） 

 1～3時間未満 219（36.7） 

 3～5時間未満 191（32.0） 

 5～7時間未満 96（16.1） 

 7～9時間未満 35（ 5.9） 

 9時間以上 29（ 4.9） 

利用時間（講義・実習がない時）（n=597） 

 1時間未満 10（ 1.7） 

 1～3時間未満 114（19.1） 

 3～5時間未満 194（32.5） 

 5～7時間未満 134（22.4） 

 7～9時間未満 80（13.4） 

 9時間以上 65（10.9） 

睡眠時間（n=587） 

 1時間未満 1（ 0.2） 

 1～3時間未満 6（ 1.0） 

 3～5時間未満 90（15.3） 

 5～7時間未満 361（61.5） 

 7～9時間未満 128（21.8） 

 9時間以上 1（ 0.2） 

 

表３ スマートフォンの利用目的と身体変化 

        男子学生243（%） 女子学生344 (%) 

利用目的（複数回答） 

 コミュニケーション  199（81.9） 314（91.3） 

（通話，通信，LINE，ツイッター，Facebook 等） 

 勉強 16（ 6.6） 16（ 4.7） 

 ゲーム 50（20.6） 32（ 9.3） 

 お財布 1（ 0.4） 3（ 0.9） 

 ノート 10（ 4.1）  3（ 0.9）  

 読書 10（ 4.1）  6（ 1.7）  

 カメラ 22（ 9.1）  6（ 1.7）  

 音楽鑑賞 40（16.5）  29（ 8.4） 

（TV，映画，YouTube 等）         

 動画鑑賞 44（18.1） 34（ 9.9）  

 その他 3（ 1.2） 2（ 0.6）  

身体変化（複数回答） 

 目の疲れ 73（30.0） 198（57.6） 

 視力の低下 72（29.6） 139（40.4） 

 人の声や話が 10（ 4.1） 24（ 7.0） 

  聞こえづらい   

 肩が凝る 35（14.4） 108（31.4） 

 頭痛がある 11（ 4.5） 31（ 9.0） 

 指が変形した 10（ 4.1） 24（ 7.0） 

 手首が痛い 7（ 2.9） 15（ 4.4） 

 姿勢が悪い 26（10.7） 119（34.6） 

 その他 3（ 1.2） 7（ 2.0） 

 ない 97（39.9） 54（15.7） 
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 表４ スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度の記述統計量 

項目 Ｍ SD 

 1. 私は、スマートフォンの使用時間をみずから調節することができる。（突出）* 2.17  0.80  

 2. 私は、スマートフォンを使っているとき、思い通りにならないとイライラしてくる。（突出） 2.04  0.90  

 3. 私は、スマートフォンをしたとしても、計画したことはきちんとおこなう。（突出）* 2.09  0.73  

 4. 私は、疲れるくらいスマートフォンを使用することはない。（突出）* 2.19  0.86  

 5. 私は、スマートフォンに夢中になっていると感じている。（突出） 2.90  0.87  

 6. 私は、スマートフォンのために大切な人間関係、学校のことや部活動のことを台無しにしたり、危うくす

るようなことがあった。（突出） 
1.45  0.71  

 7. 私は、スマートフォンへの熱中しすぎを隠すために、家族、先生やそのほかの人たちに嘘をついたことが

ある。（突出） 
1.49  0.74  

 8. 私は、問題から逃げるため、または絶望、不安、落ち込みといったいやな気持ちから逃げるために、スマ

ートフォンを使う。（気分変容） 
2.07  0.98  

 9. 私は、スマートフォンを使うと気分がよくなり、すぐに興奮する。（気分変容） 1.69  0.77  

10. 私は、スマートフォンが使えないとそわそわと落ち着かなくなり焦ってくる。（離脱症状） 1.99  0.90  

11. 私は、スマートフォンの使用時間を短くしたりやめようとして、落ち着かなかったり不機嫌や落ち込み、

イライラなどを感じる。（離脱症状） 
1.74  0.79  

12. 私は、スマートフォンが使えなくても、不安ではない。*（離脱症状） 2.46  0.88  

13. 私は、スマートフォン使用を制限したり、時間を減らしたり完全にやめようとして失敗したことがたびた

びあった。（葛藤） 
1.83  0.82  

14. 私は、“やめなくては”と思いながら、いつもスマートフォンを使い続けてしまう。（葛藤） 2.29  0.97  

15. 私は、スマートフォンが使えないと、どんなことが起きているのか気になって他のことができない。 

（突出） 
1.88  0.82  

16. 私は、リアルの会話よりも、スマートフォンでのコミュニケーションの方が楽しい。（気分変容） 1.61  0.73  

17. 私は、スマートフォン以外、特に趣味がない。（突出） 1.45  0.70  

18. 私は、自分の送ったメッセージに対する返信が遅いことが原因で、相手とトラブルになることがある。 

（気分変容） 
1.50  0.73  

19. 私は、スマートフォンを使っている最中に話しかけられると、イラッとすることがある。（気分変容） 1.49  0.69  

20. 私は、スマートフォンがないと、友人とコミュニケーションがとりにくい。（突出） 1.55  0.74  

21. 私は、電話や直接話すより、スマートフォンを使った方が本音を言える。（突出） 1.68  0.80  

22. 私は、現実から逃避するためにスマートフォンを使うことがある。（耐性） 2.13  1.01  

23. 私は、スマートフォンに熱中するあまり、学業や仕事に支障をきたすことがある。（突出） 2.02  0.89  

24. 私は、スマートフォンに熱中するあまり、その日の予定が狂ってしまうことがある。（突出） 1.71  0.82  

25. 私は、他にしなければならないことがあるのに、スマートフォンを使用してしまうことがある。（葛藤） 2.49  1.01  

26. 私は、スマートフォンのせいで、夜更かしをしてしまったり、寝不足になったりすることがある。（突出） 2.70  0.99  

27. 私は、スマートフォンを使う時間がだんだん長くなっていると感じる。（耐性） 2.49  0.94  

28. 私は、他人との会話中にスマートフォンを使うことがある。（突出） 2.32  0.90  

29. 私は、食事中にスマートフォンを使うことがある。（突出） 2.26  0.92  

30. 私は、人と二人でいるときにスマートフォンを使うことがある。（突出） 2.43  0.88  

31. 私は、電車やバスの中でスマートフォンを使うことがある。（突出） 3.47  0.74  

32. 私は、授業中や仕事中にスマートフォンを使うことがある。（突出） 2.54  0.89  

33. 私は、歩きながらスマートフォンを使うことがある。（突出） 2.62  0.91  

34. 私は、電話やメールの着信がないか、無意識にスマートフォンを見ることがある。（耐性） 2.71  0.98  

35. 私は、夜遅くてもスマートフォンで電話をしてしまう。（突出） 2.20  1.13  

36. 私は、１日に１時間以上、スマートフォンで電話をする。（突出） 1.65  0.88  

37. 私は、いつもスマートフォンが気になって仕方がない。（耐性） 1.96  0.87  

38. 私は、スマートフォンにお金をかけている。（耐性） 1.73  0.88  

39. 私は、スマートフォンを勉強や趣味に活用している。（耐性） 2.90  0.95  

40. 私は、スマートフォンの使用時間を短縮したが、再び多くの時間使用している。（再燃） 1.95  0.84  

41. 私は、スマートフォンを持っていないと不安である。（耐性） 2.47  0.98  

42. 私は、やることのない時にスマートフォンを触る。（耐性） 3.20  0.86  

* 逆転項目 
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3.3.3. スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度の内

的整合性（表５） 

スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度の20項目全体

のクロンバック α 係数は0.729，５因子の α 係数は

0.702～0.813の範囲であったことから内的整合性が確

認された． 

3.3.4. スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度の構

成概念妥当性（図１） 

構成概念妥当性を検討するために共分散構造分析に

より検討した．適合度は GFI=0.931，AGFI＝0.909，CFI

＝0.932，RMSEA＝0.052であった． 

3.3.5. スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度の総

得点および各因子との関連（表６） 

併存的妥当性を確認するために，スマートフォン行

動嗜癖自己評価尺度の総得点と睡眠時間，利用時間（講

義・実習あり），利用時間（講義・実習ない）の相関係

数を求めた．その結果，スマートフォン行動嗜癖自己

評価尺度の総得点と睡眠時間，利用時間（講義・実習

あり），利用時間（講義・実習ない）の相関係数は順に

-0.113，0.303，0.274で，有意な相関がみられた．また，

各因子の対象者ごとの因子得点についても同様に相関

を確かめたところ，第２因子，第３因子，第４因子，

第５因子にも有意な相関がみられた． 

 表５ スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度の因子分析 20項目 α 係数 0.729 

  項目 

第1因子 

α

=0.755 

第 2因子 

α

=0.783 

第 3因子 

α

=0.813 

第 4因子 

α

=0.748 

第 5因子 

α

=0.702 

第１因子 

自己支配性 

20. スマートフォンがないと，友人とコミュニケーションがとりにくい

（突出） 
0.692  -0.013  0.097  -0.122  -0.035  

21. 電話や直接話すより，メールの方が本音を言える（突出） 0.650  0.029  0.084  -0.125  0.009  

18. 自分の送ったメールや書き込みに対する返信が遅いことが原因で，

相手とトラブルになることがある（気分変容） 
0.632  -0.006  -0.203  0.108  0.109  

16. リアルの会話よりも，スマートフォンでのコミュニケーションの方

が楽しい（気分変容） 
0.614  0.008  0.114  -0.049  -0.068  

19. スマートフォンをしている最中に話しかけられると，イラッとする

ことがある（気分変容） 
0.546  0.015  -0.022  0.179  -0.039  

17. スマートフォン以外，特に趣味がない（突出） 0.446  -0.006  -0.044  0.160  0.095  

第 2 因子 

生活への侵食

性 

28. 他人との会話中にスマートフォンを使うことがある（突出） 0.088  0.798  -0.094  0.027  -0.059  

29. 食事中にスマートフォンを使うことがある（突出） -0.044  0.714  0.023  0.059  -0.066  

30. 人と二人でいるときにスマートフォンを使うことがある（突出） 0.040  0.712  -0.038  -0.063  -0.088  

33. 歩きながらスマートフォンを使うことがある（突出） -0.023  0.573  0.032  -0.097  0.199  

32. 授業中や仕事中にスマートフォンを使うことがある（突出） -0.072  0.426  0.092  0.025  0.105  

第 3 因子 

離脱症状 

41. スマートフォンを持っていないと不安である（耐性） -0.006  -0.015  0.827  -0.020  0.004  

12. スマートフォンができなくても、不安ではない。（離脱症状） 0.019  -0.042  0.778  -0.089  -0.097  

10. スマートフォンができないとそわそわと落ち着かなくなり焦ってく

る。（離脱症状） 
0.056  0.051  0.568  0.184  -0.008  

37. いつもスマートフォンが気になって仕方がない（耐性） 0.022  0.056  0.493  0.137  0.197  

第 4 因子 

再燃性 

13. スマートフォン使用を制限したり、時間を減らしたり完全にやめよ

うとして失敗したことがたびたびあった（葛藤） 
0.012  -0.077  -0.056  0.805  -0.002  

14. “やめなくては”と思いながら、いつもスマートフォンを続けてし

まう（葛藤） 
-0.063  0.028  0.038  0.798  -0.096  

40. スマートフォンの使用時間を短縮したが、再び多くの時間使用して

いる（再燃） 
0.095  0.034  0.029  0.509  0.054  

第 5 因子 

非制御な通話 

35. 夜遅くてもスマートフォンで電話をしてしまう（突出） -0.128  0.071  0.001  -0.003  0.847  

36. １日に１時間以上，スマートフォンで電話をする（突出） 0.174  -0.087  -0.058  -0.061  0.709  
 因子相関  第 1因子  0.331  0.416  0.553  0.383  
       第 2因子   0.531  0.387  0.506  
       第 3因子    0.561  0.454  
       第 4因子     0.368  

        第 5因子           

因子抽出法：主因子法、プロマックス回転、累積寄与率60.263%  適合度の評価（KMO）0.883  

Pearson の相関係数 
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4. 考   察 

4.1. 調査対象者 

本研究の対象者は主に医療系と文科系の２領域に分

類され，性別は100名程度の差がみられた．年齢は，10

代後半から20代前半であった．理工系の学生が含まれ

ていないことや性別に差がみられることから，スクリ

ーニング尺度として活用していくためにはさらに対象

者を広げる必要がある．女子学生では，目の疲れや視

力の低下が多い反面，変化がないと回答した男子学生

が多かった．これは，女子学生の方が男子学生より身

体的訴えが多いという先行研究を裏付ける（木村・柳

本 2016）結果となった．睡眠時間については，看護学

科の学生４年生が含まれ，看護師，保健師の国家試験

の勉強のために睡眠時間が少なくなっていることが推

測される．また，スマートフォン利用前後における睡

眠時間の変化についての設問ではないため，スマート

フォンが原因で睡眠時間が減少しているとは断言でき

ない．以上より，睡眠時間についてはさらなる調査が

必要であると考える．利用目的では，コミュニケーシ

ョンツールとして男子学生８割，女子学生は９割がス

マートォンを利用していた．一方，小中高校生のスマ

ートフォンの利用目的はゲームや動画視聴，コミュニ

ケーションの順で利用されていた（尾崎ほか 2017）．

このことより，小中高校生と大学生では利用目的が異

なっていることがわかる．インターネット依存の原因

の一つにオンラインゲームがある（片上 2018）が，本

研究結果でも，利用目的に男子学生のゲームや動画利

用が多かった．この結果は，先行研究（木村ほか 2016，

小坂 2016）を裏付ける結果となった．授業・実習のあ

る時とない時では，授業・実習がない時の方がある時

よりスマートフォンを利用している時間が長いことが

示されたことは，自分で使用時間を調整できる学生が

多くいることを示唆していると考えられる． 

4.2. スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度の信頼

性と妥当性について 

探索的因子分析により，５因子20項目が抽出された．

クロンバックα係数が５つの因子で0.702～0.813，尺

度全体で0.729であったことから決して高いとは言え

ないが，内的一貫性が確認され，各因子は等質の設問

で構成されていることを示した．しかし，再テスト法

等の２度に及ぶ分析を行っていないため，今後，信頼

性を確認していく必要がある． 

 

表６ スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度と睡眠時間、利用時間（講義・実習あり）、利用時間 

（講義・実習ない）との相関係数 

 総得点 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 

睡眠時間 -0.113** -0.063 -0.106* -0.087* 0.030 -0.113** 

利用時間（講義・実習あり）  0.274** 0.067 0.281** 0.254** 0.148** 0.211** 

利用時間（講義・実習ない） 0.303** 0.065 0.313** 0.329** 0.175** 0.147** 

*p<0.05  **p<0.01 

 

図１ スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度の 

因果構造モデル 
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本尺度の作成に K-Scale,WSDS,SAS を参考にしてい

ることから，第１因子「自己支配性」，第２因子「生活

への侵食性」，第５因子「非制御な通話」は WSDS の

「ネットコミュニケーションへの没頭」，「マナーの軽

視」，「ながらスマホ」と同様となった．また，第３因

子の「離脱症状」には新たな設問項目が含まれたが，

SAS の「Withdrawal」と同様となった．一方，第４因

子の「再燃性」には，唯一「再燃」の枠組みとした設

問が含まれた．今までの尺度には「再燃」に関する設

問は含まれていないことからも，「再燃性」の概念は本

尺度の大きな特徴となった．また，本尺度は行動嗜癖

の６つの構成要素を基本に設問を作成したが，探索的

因子分析実施後の設問には，６つの構成要素の枠組み

の設問が必ず一つは含まれていた．つまり，本尺度は

行動嗜癖の６つの構成要素をすべて含んだことから，

行動嗜癖であるスマートフォン依存を評価する尺度と

なった． 

スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度総得点および

各因子と利用時間（講義・実習あり），利用時間（講義・

実習ない）における相関係数は，総得点では，有意な

相関を示した．因子の対象者ごとの因子得点では，第

２因子，第３因子，第４因子，第５因子で有意な相関

を示した．第２因子の設問は日常生活の中にスマート

フォンが最も優先される行動を表す設問となっている．

また，第３因子はスマートフォンが心理的に及ぼす影

響を示し，第４因子はやめたくてもやめられない状況

を示している．第５因子はスマートフォンの一つの特

徴である電話に関する設問である．これらの設問と利

用時間（授業・実習あり），利用時間（授業・実習ない）

と有意な相関があったことから，スマートフォンの利

用時間が長いことと行動や心理的な影響，電話の使い

方に変化が現れることを評価できる尺度になった．よ

って，スマートフォン行動嗜癖を評価できる妥当な尺

度であると考えられる． 

4.3. 限界と今後の課題 

スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度は，大学生を

対象とした自己評価尺度として作成した．しかし，対

象の大学生が医療系と文科系であったこと，首都圏の

大学に通っている学生であったことなどが，結果に影

響を及ぼしていると推測される．また，再検査法など

の２度に渡った信頼性の確認をしていないことから，

再度，調査を行い，本研究と同様の結果を示す必要が

ある．そして，併存的妥当性を示した睡眠時間につい

ては相関が低かったが，利用時間については有意な弱

い相関がみられ，第２，３因子にも有意な相関がみら

れた．今後は，対象者を広げ，信頼性・妥当性を再度

検証する必要がある．しかし，本尺度は，行動嗜癖の

６要素が含まれた尺度となり，インターネット依存症

とゲーム症（障害）の診断基準を包括した構成となっ

た．スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度の活用の仕

方として，大学生が，自己のスマートフォンの使い方

を振り返る機会にすることやスマートフォンに関する

衛生教育の一つの教材として使うこと等が考えられる．

また，インターネット依存やゲーム症（障害）が増加

しており，特にスマートフォンによるゲーム市場が伸

びている現在，スマートフォン依存をスクリーニング

することで依存や健康障害を引き起こす前の介入にな

りうる可能性があると考える．今後は，本尺度をスク

リーニング尺度として活用できるように，調査対象者

を広げ，カットオフ・ポイントを示し，大学生の健康

に寄与できる尺度を作成していく． 

5. 結     論 

スマートフォン行動嗜癖の自己評価尺度を作成する

ことを目的として，大学生を対象にスマートフォン行

動嗜癖の調査を行った．その結果，５因子20項目の尺

度が作成され，信頼性と妥当性が確認された． 
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Summary 

  This study aimed to develop a self-rating scale on 

smartphone behavioral addiction, using which university 

students can evaluate how smartphones should be used. 

We surveyed addiction scale created by researchers for 

students using smartphone who were enrolled in a 

university in the metropolitan area. A total of 587 valid 

responses were obtained. We surveyed 243 males and 344 

females. Using exploratory factor analysis, the following 

five factors were identified from 20 items: 

“self-dominance”, “erosion of life”, “withdrawal 

symptoms”, “relapse of addiction”, and “uncontrollable 

phone call”. In covariance structure analysis, GFI 

(Goodness of Fit Index) =0.931, AGFI (Adjusted GFI) 

=0.909, CFI (Comparative Fit Index) =0.932, and RMSEA 

(Root Mean Square Error of Approximation) =0.052. A 

significant correlation was observed between smartphone 

utilization time. This scale showed reliability and validity.  

KEYWORDS: UNIVERSITY STUDENT, 

SMARTPHONE ADDICTION, RELIABILITY, VALIDITY, 

SELF-RATING SCALE 
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