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一般大学生における発達障害傾向がインターネット依存
傾向に与える効果

菊地　　創 1）　　北村　航洋 2）　　富田　拓郎 2） 3）

要旨：近年，インターネットによる情報通信網は目覚ましい発達を遂げ，普及率も非常に高い
ものとなっている。その発達と普及の一方でインターネット依存の問題も注目されている。イ
ンターネット依存に併存する要因として注意欠如・多動症（Attention-Defi cit/Hyperactivity 
Disorder：ADHD）が指摘されているが十分な検討がなされているとはいえない。また嗜癖
行動が感情的苦痛や自尊心の傷つき，対人関係上の困難がもたらす苦悩を軽減するという自己
治療仮説にもとづけば，ADHDとしばしば併存する自閉スペクトラム症（Autism Spectrum 
Disorder：ASD）との関連についても焦点をあてる必要がある。本研究では一般大学生409名
（男性193名，女性210名，不明6名）を対象に質問紙調査を実施し，ADHD，ASD傾向および，
それらの交互作用がネット依存傾向に与える効果について検討を行った。その結果，全般性イン
ターネット尺度の下位尺度のうち，「オンラインコミュニケーションを好む傾向」と「気分調整と
してのネット利用」がASD傾向とADHD傾向の交互作用と有意に関連していた。この結果はイ
ンターネット依存の背景にはADHD傾向だけでなくASD傾向に伴う対人関係上の問題が存在す
る可能性を示唆するものである。以上を踏まえて，ネット依存の予防や介入においてADHDだ
けでなくASD傾向にも焦点をあて，さらに対人関係の問題を扱う必要性を指摘した。
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はじめに
近年，インターネットによる情報通信網は目
覚ましい発達を遂げている。わが国の若年層に
おけるネット普及率は20～29歳でもっとも多く
99.2%と非常に高い 1）。しかし ,ネットが距離
や国家を超えて様々な人々の間での交流を可能
とする一方，ネット利用がもたらす様々な心
理・社会的問題も指摘され，とりわけ大きな問
題がインターネット依存（ネット依存）であ
る。若者を対象としたネット依存の有病率を概
観すると 2 - 8 %とされ 2），身体，精神，学業・

仕事，経済，対人関係など多くの領域で問題が
生じることが指摘されている 3）。ところが，わ
が国におけるネット依存についての研究は欧米
や韓国などのアジア諸国と比して極めて少な
く，さらなる研究の蓄積が求められている。
ネット依存とは「インターネット使用者の
コントロール不能な状態，インターネットに
はまっている時間が増大し」，「弊害が生じて
いるにもかかわらずやめることができない状
態」と定義される 4）。Caplan 5）はネット利用の
認知行動モデルに基づき，ネット全般やオンラ
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インでの対人関係にのめり込む全般性インタ
ーネット乱用（Generalized Pathological Internet 
Use：GPIU）の中核にオンラインコミュニ
ケーションを好む傾向（Preference for Online 
Social Interaction：POSI）が存在することを指
摘し ,全般性インターネット乱用尺度改訂版
（Generalized Pathological Internet Use Scale 2 : 
GPIU2）を作成した。わが国でもオンラインコ
ミュニケーション目的のネット利用者でネット
依存傾向が高く 6），Caplanの指摘は符合すると
考えられる。
ネット依存と併存しやすい精神疾患の一
つ に 注 意 欠 如・ 多 動 症（Attention-De  cit/
Hyperactivity Disorder：ADHD） が あ る 7）。
ADHD傾向を持つ人がネット依存を引き起こ
しやすい背景に衝動性の高さがあるが，ADHD
傾向の存在だけでネット依存が引き起こされる
わけではない。アディクションの発症・維持に
関する自己治療仮説 8）では，自身の内的，外
的苦痛を軽減するために物質嗜癖が生じるとさ
れる。これは行動嗜癖でも同様で，感情的苦痛
や自尊心の傷つき，あるいは対人関係上の困難
がもたらす苦悩を緩和する効果がある 8）。友人
関係満足感の低さや対人スキルの低さなど対人
関係上の問題によってネット依存が高まる傾向
が示されている 9）。また，対人スキルの低いも
のは face to faceよりもオンラインでのコミュ
ニケーションにおいて安心感や楽しさなどを
強く感じている 1 0）。つまり現実では満たされ
ないコミュニケーションでの満足感を求めて
次第にネット依存的になる可能性がある。さ
らに，自閉スペクトラム症（Autism Spectrum 
Disorder：ASD）とネット依存との併存を示す
根拠は乏しいものの，ADHDと ASDは併存し
やすい 1 1）。ネット依存の背景に対人関係上の
困難を想定するならば，ADHD傾向と ASD傾
向とが併存するとネット依存傾向が顕著に高ま
ることが予測される。
本研究では ADHD傾向と ASD傾向が併存し
ていた場合によりネット依存傾向が高まること
を仮説とし，ADHDと ASDの各傾向ならびに
両傾向の交互作用がネット依存傾向に与える効
果について検討する。発達障害傾向を有するも
のと定型発達者との間には連続性が指摘されて
おり，本研究では一般大学生を対象とする。

対象と方法
1.調査参加者と手続き：調査は2017年 9月
～10月に実施された。関東圏の私立大学4校で
の配布に加えて，機縁法によって質問紙を配
布し，学部学生409名（男性193名，女性210
名，不明 6名）が調査に参加した。平均年齢は
20.36歳（SD=1.27）であった。調査の実施に際
して，口頭と書面で，調査への協力は任意であ
り，本研究への参加に同意したとしてもいつで
も撤回できること，得られたデータは個人が特
定されない形で統計的に処理され，プライバシ
ーは保護されることを説明し，同意の得られた
学生にのみ協力を依頼した。本研究は中央大学
人文科学研究所の倫理審査委員会で研究倫理承
認を得た。

2.質問紙の構成：①日本版全般性インターネ
ット乱用尺度（GPIU2） 1 2）： 15項目から構成さ
れる。「全くあてはまらない」から「非常にあて
はまる」の 8件法で回答を求めた。②大学生の
自記式 ADHDチェック項目 1 3）：DSM-Ⅳ -TRの
診断基準18項目を大学生用に表現を変更して作
られた。「全くない」から「頻繁にある」の4件
法で回答を求めた。③日本版 Autism Spectrum 
Quotient（AQ-J）短縮版 1 4）：AQ-Jの短縮版であ
り21項目から構成される。「あてはまらない」か
ら「あてはまる」の4件法で回答を求めた。

3.統計解析：まず確認的因子分析で GPIU2
の因子構造を検討し，続いて相関分析および t
検定を行い，最後に ADHD得点と ASD得点の
交互作用から GPIU2の各下位尺度得点への効
果を検討するために GPIU2の下位尺度得点を
基準変数，ADHD得点と ASD得点を説明変数
とした階層的重回帰分析を行った。階層的重回
帰分析ではステップ1で性別を投入して性別に
よる効果を統制し，ステップ 2で ADHD得点
と ASD得点，ステップ3で ADHD得点と ASD
得点の交互作用項を投入した。

結果
まず，GPIU2の因子構造を検討した。床効果
を示した1項目「インターネットのために，約
束事や予定をすっぽかしたことがある」を削
除した14項目に対して Yong 1 2）が示した POSI，
Mood Regulation（気分調整としてのネット利
用，以下MR），Compulsive Use（強迫的利用，
以下 CU），Absorption（ネットへの没頭，以
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下 A）の 4因子構造で確認的因子分析を行い，
CFI=.92，GFI=.89，RMSEA=.10と高い適合度
を示した（Table1）。ADHDチェック項目は床
効果を示した1項目「講義や集会，勉強中など
座っていることを要求される場面で，席を離れ
ることがある」を削除した17項目の得点を単純
加算し ADHD得点とした。AQ-J短縮版につい
ては21項目の得点を単純加算したものを ASD
得点とした。各尺度得点の平均値，標準偏差，
α係数，変数間の相関係数を算出した（Table2）。
男女差を t検定で検討したところ，ADHD得点
のみ男女差が見られ，男性の得点が高かった
（t（402）=2.07，p=.04，d=.21）。
次に階層的重回帰分析を行った（Table3）。

その結果，POSIとMRを基準変数とした場合
に，各ステップ間で決定係数の有意な増加が見

られた。ステップ 3で有意であった交互作用効
果を視覚的に検討するために単純傾斜検定を行
った。ASD得点が高い群で ADHD得点が高い
場合に POSIとMRが高くなる一方で，ASD得
点が低い群では ADHD得点による効果は認め
られなかった（Figure1,2）。

考察
本研究では ADHD傾向と ASD傾向が併存し
た場合 , よりネット依存傾向が高まることを仮
説とし，ADHD，ASDの各傾向および両傾向
の交互作用がネット依存傾向に与える効果を検
討した。階層的重回帰分析の結果，仮説は部分
的に支持された。

1. ADHDおよび ASD傾向がネット依存傾向
に与える効果：ADHD得点は GPIU2尺度のす
べての下位尺度に有意な正の効果を示したが，
POSIおよび MRに対する ADHD得点と ASD
得点の単純傾斜検定の結果を見ると ASD得点
が低い場合には ADHD得点の効果は見られな
かった。Caplan 5）は強迫的なネットの利用や
ネット利用の制御困難の背景に POSIやMRが
存在すると述べた。本研究では，ADHD傾向
が高いだけでは POSIやMRは高まらないこと
が示された。この結果から ADHDと ASDの両
傾向が併存すると，依存傾向が顕著に高まる
という予測を部分的に支持されたと考えられ
る。ASDの特徴に社会的スキルの低さがある
が，社会的スキルが低いほど回避・逃避的な気
晴らしとしてネット利用する傾向にあるとされ
る 9）。本研究の結果はこの知見と合致する。
一方で，CUや Aについては主に ADHD得

点からの効果が強く示された。なぜ ASD得点
が CUとAに対して強い効果を示さないのかに
ついては本結果から必ずしも明らかではないが，
ADHD得点と比較しつつ，本結果から考えられ

 

POSI
Mood

Regulation
Compulsive

Use Absorption

.83 - - -

.83 - - -

.81 - - -

.61 - - -

- .87 - -

- .82 - -

- - .89 -

- - .85 -

- - .75 -

- - .73 -

- - - .91

- - - .88

- - - .81

- .57

Table 1 ．GPIU2の確認的因子分析結果

M SD
1 POSI 12.24 5.94 .84
2 Compulsive Use .53 ** 17.51 6.94 .88
3 Mood Regulation .55 ** .58 ** 9.02 3.80 .85
4 Absorption .66 ** .73 ** .59 ** 11.94 6.24 .83
5 ADHD .33 ** .30 ** .22 ** .36 ** 34.60 9.67 .90
6 AQ .30 ** .19 ** .23 ** .23 ** .40 ** 8.18 3.33 .62
** p  < .01, * p  < .05, + p  < .10

1 2 3 4 5 6

Table 2 ．相関係数と基礎統計量
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ることを二つ指摘したい。一つは特徴的な症状
の違いである。いわゆる行動嗜癖は衝動制御の
問題と言われ 1 5），依存対象に対する強迫性は
衝動性の高さと関連する可能性がある。従って
ASD得点より行動制御とつながりやすい ADHD
得点と強い関連を示したと考えられる。もう一
つは尺度項目の内容である。ネット依存のスク
リーニング尺度として国際的に知られる Internet 
Addiction Test 4）（IAT）には，GPIU2の CUと A
に類似する項目が多く含まれている。因子論的
に見ても「コントロールの欠如 /時間管理」と
「とらわれ /社会的問題」というCUとAに近い

2因子構造になるという報告がある 1 6）。多くの
先行研究で使用された IATの尺度項目の内容が，
特に ADHD傾向でネット依存との関連が多く示
されたことと関係する可能性がある。こうした指
摘は可能性に過ぎず，あくまで推測の域を出な
い。とはいえ，この二つの可能性は今後の研究
の方向性を示唆するものと思われる。

2.臨床的示唆：ネット依存と発達障害の関連に
言及してきた多くの研究は主にADHDに注目して
きたが，本研究において ADHD傾向だけでなく
ASD傾向および両者の交互作用もネット依存と関

連が示された。ADHD傾向のみを有している場合
とASD傾向を併存している場合とでは適切な介入
方法が異なることが予想される。本研究の結果か
らADHD傾向単独の場合は POSIやMRのような
前駆症状を経ることなくネット依存利用の制御困
難などに直接的につながる可能性がある。一方で，
ASD傾向で現実の対人関係における問題が存在す
ると，こうした問題に伴ってネット使用を好むよう
になる傾向（POSI）と気分制御傾向（MR）と主に
関連した。すなわちASD傾向を併存する場合は対
人関係における困難や苦痛が随伴することで，より
一層ネットを頻繁に利用しネット依存につながるこ
とが考えられる。以上を踏まえると，ADHD傾向
のみを有している場合には衝動性の高さや依存対
象への渇望を低減するための薬物療法や心理療法
など ADHD傾向・症状への直接的介入が有効か
もしれない。他方，ADHDとASDとの両傾向が併
存する場合には，ネット依存の背景に現実での対
人関係における問題が存在し，この苦痛から（自
己治療的に）逃れるためにネットでのコミュニケー
ションを求めてネット依存になる可能性があり，臨
床的には現実場面での困難や苦痛を想定した介入
を検討すべきであろう。この場合，ネット依存の状

p

Figure 1 ．POSI に対する交互作用 Figure 2 ．Mood Reguklation に対する交互作用

R 2 R 2 R 2 R 2

.00 .01 .00 .00
-.01 .08 .02 .04

.14 ** .08 ** .10 ** .14 **
ADHD .25 ** .15 ** .27 ** .33 **
AQ .19 ** .17 ** .08 .10 *

.01 * .02 ** .00 .01 +
AQ ADHD .10 * .14 ** .01 .09 +
Total R 2 .14 ** .10 ** .10 ** .15 **
** p  < .01, * p  < .05, + p  < .10

POSI Mood Regulation Compulsive Use Absorption

Table 3 ．GPIU2の下位尺度得点を基礎変数とした階層的重回帰分析
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況や本人の特性だけでなく，対人関係の問題や本
人の現実場面での苦痛あるいは内的混乱を詳細に
理解し，近年の薬物依存者の支援のように1 7），個
別介入のみならず家族など環境面への働きかけも
行うコミュニティレベルの介入も選択肢に入れる必
要がある。

3.本研究の限界と今後の課題：第 1に，本研究
のデータは自己評定のみに限定されている。自己
評定のみでは詳細な状態像を把握することには限
界がある。今後はより多元的，客観的データと合
わせて検討していく必要がある。第 2に，本研究
のデータは関東圏の大学生に限られている。今後
は，他の地域の大学生や他の年齢集団，あるいは
本研究の対象者と同年代の社会人などより広範な
集団でも同様の結果が得られるのか追試，検討を
行っていく必要がある。第 3に，本研究は一般大
学生を対象としたアナログ研究である。アナログ
研究は有益な研究方法論であるが，本研究で示さ
れた結果が臨床的なASDや ADHD，ネット依存
を有する学生で再現できるか否かについては，慎
重に検討していく必要がある。

結語
本研究の結果，ネット依存の背景には ADHD
傾向だけでなく ASD傾向に伴う対人関係上の
問題が存在する可能性が示唆された。このこと
から，ネット依存の予防や介入において ADHD
傾向だけでなくASD傾向にも焦点をあて，さら
に本人の対人関係の問題やコミュニティレベル
の問題も扱う必要があると考えられる。
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Abstract

Relationship between developmental disorder and 
internet addiction in college students in Japan
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Graduate School of Letters，Chuo University
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Key words： Internet addiction，Attention-de  cit/hyperactivity disorder，Autism spectrum disorder 

Developmental disorders，College students

In recent years, the information communication network through the Internet has made remarkable progress, 
and its penetration rate is very high. On the other hand, the problem of internet addiction has also been drawing 
attention. Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder （ADHD） has been pointed out as a factor that coexists 
in Internet addiction, but it has not been adequately studied. Also, based on the self medication hypothesis 
of alleviating the distress caused by interpersonal relationship problems, it is also necessary to focus on the 
relationship with Autism Spectrum Disorder （ASD）. In this research, a questionnaire survey was conducted 
for 409 university students. We investigated ADHD, ASD tendency and the effect of their interaction on Internet 
addiction. As a result, “Preference for Online Social Interaction” and “Mood Regulation” were significantly 
related to the interaction of ASD and ADHD tendency. This result suggests the possibility that not only ADHD 
but also interpersonal relationship　problems accompanying ASD exist in Internet addiction background. Based 
on the above, we pointed out the necessity to deal with not only ADHD but also ASD tendency in the prevention 
and intervention of the Internet addiction, as well as to deal with the problem of interpersonal relationship.
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