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問題と目的
現在、携帯電話やスマートフォンを用いたコミュ

ニケーションツールの簡素化や、インターネット普
及率の上昇やソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス（SNS）の充実など、大学生を取り巻く環境が
複雑に変化し生活に影響を及ぼしてきている。SNS
とは、「Social Networking Service（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）の略。登録した利用
者だけが参加できるインターネットの Web サイト
のこと。」1）である。日本におけるインターネット
人口普及率は 82.8%であり、端末別インターネット
利用状況は、「自宅のパソコン」が 58.4%と最も多
く、次いで「スマートフォン」（42.4%）、「自宅以
外のパソコン」（27.9%）であり、インターネット
の利用目的については、家庭内からの利用は、「電
子メールの送受信」が 69.9%と最も多かった 2）。最
近では、スマートフォンの普及率の向上から、SNS
への登録や参加が急激に増加してきた。その中で
も、LINE、ツイッター、フェイスブック、ブログ、
オンラインゲームなどは若者の生活の一部となっ
ている。また、インターネットにおける動画視聴
や Web 上のページを閲覧することも普段の生活に

取り込まれてきている。ネットツールの特性によっ
て、ユーザー同士が同期的にネットにアクセスした
状態で即時的なやりとりを行う同期ツールと、個々
のユーザーが好きな時間にアクセスしてやり取りを
行う非同期ツールがあると指摘されている 3）。

特に、LINE は、LINE 株式会社が提供している
スマートフォンやガラケー（フューチャーフォン）、
パソコンに対応したコミュニケーションツールアプ
リであり、チャットや通話が無料で出来るものであ
る。無料で手軽にダウンロードできるので、大学生
への普及率は極めて高い。また、LINE は、各年代
ともソーシャルメディア利用者のうちの大半が利用
し、フェイスブックは 20 代の利用率が 61.1%と高
く、ツイッターは 10 代 20 代の利用率が各 49.3%、
53.8%と高くなっている 4）。LINE は、携帯してい
る機器でたえずインターネット環境にアクセスして
おり、相手からの返信をすぐに知ることができると
いう状態から、同期ツールと非同期ツールの両方の
特徴を備えたツールであると考えられる。その他
に、スマートフォンの普及に伴い、アプリやオンラ
インを通したゲームの普及も著しい。2014 年現在、
オンラインゲーム・ソーシャルゲームに費やす平
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　The primary objectives of this study were to shed light on social networking service （SNS） usage, and to investigate the 
effect of SNS usage on university students’ meaning in life and satisfaction with life. In this study, 146 students in the 3rd grade 
in a university in Tokyo completed a set of questionnaires. The instruments included a questionnaire on the usage and intended 
use of SNS, the Meaning in Life Questionnaire （MLQ） （divided into presence of and search for meaning in life factors） （Steger 
et al., 2006） and the Satisfaction with Life Scale （SWLS） （Diener et al., 1985）. Many students used the SNS LINE and Twitter 
to communicate with their friends. A covariance structure analysis indicated that LINE had a significant direct positive effect 
on the “presence” factor; and a significant indirect positive effect on the SWLS score, mediated by the “presence” factor. 
Additionally, communication with friends, and the sense of the achievement of playing a game, had a significant direct positive 
effect on the “search” factor.
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日 1 日の平均時間は、20 代の男性で 108.7 分、女性
で 80.2 分、休日 1 日の平均時間は、20 代の男性で
180.8 分、女性で 129.8 分であった 4）。

では、大学生の SNS 利用状況に関与する要因は
何であろうか。SNS の利用に関しては、友人との
最速のコミュニケーションをとれることが SNS 使
用の主な理由であった 5）。SNS 上の情報共有に関し
ては、ユーザーのアイデンティティを基盤とした愛
着が影響することが分かっている 6）。大学生の自己
発見や娯楽、社会的強化、対人のつながり保有欲求
は、SNS 上の広汎な適応に肯定的な影響を及ぼし
ていた 7）。このように、SNS 利用は、大学生の対人
関係やアイデンティティ形成に一役かっていると考
えられる。一方で、近年は、SNS 利用による否定
的な側面に焦点を当てた研究も散見される。常にコ
ミュニケーション環境につながっている SNS ユー
ザーは、圧倒される量の社会的欲求に注意をむけな
ければならないので SNS 疲労を起こす可能性があ
り、情報負荷、コミュニケーション負荷、システ
ム特徴負荷が SNS 疲労に影響するストレッサーと
なることが明らかにされている 8）。絶えずインター
ネットにアクセスした状態で場所と時間を選ばない
SNS を通したコミュニケーションは、休む間もな
い対人関係環境を作ることで、多くのユーザーに負
担を与える側面があることが示唆される。

これまで、SNS の心理的影響を検討する上で、
人生満足度との関連が多く検討されてきた。例え
ば、SNS 利用が大学生の人生満足度に与える影響
については、同期ツールの使用は、ネット上の異
性友人数を介して情報系専門学生の人生満足度を
高めたが、反対に、人生満足度に対して負の直接
効果を持っていた 3）。また、SNS の友人の数、支
持的な相互作用、肯定的な感情、社会的サポート
の感覚、共同体意識と人生満足度は肯定的な関連
があり、支持的な相互作用は肯定的な感情を促進
し、肯定的な感情は社会的サポートの感覚を媒介
して間接的に共同体意識や人生満足度を促進した
ことが明らかとなっている 9）。

また、この人生満足度については、より大きな価
値観・人生観としての人生の意味と密接な関連を有
することがかねてから指摘されてきている 10）。こ
の人生の意味には、人生に意味があると感じるとい
う「保有（presence）」の側面と、人生の意味を見
出すことに動機づけられるという「探求（search）」
の側面の 2 つがあることが示されており、それぞれ
が精神的健康に対して異なる影響を持つことが示さ

れてきた 10）。これらから、日常的な SNS の利用は、
ポジティブあるいはネガティブな感情に影響を与え
るとともに、人生の意味の保有や探求などのより大
きな枠組みへ影響していることが推測される。

以上を踏まえると、SNS 利用が心理に与える影
響については、それをどのような目的でどの程度日
常的に利用しているのかということも含めた利用状
況も考慮した上で、人生満足度や人生の意味への
影響を検討する必要がある。そこで、本研究では、
SNS の 1 日平均使用時間と使用理由やゲームへの
態度が、人生の意味尺度の意味保有因子、意味探求
因子を介して、人生満足度に影響を与えるという仮
説モデルを検証する。

方　法
調査協力者

東京都内の私立大学の教育学系専攻の大学生を対
象に質問紙調査を行った。調査期間は、2014 年 10
月であった。普通教室にて、調査への参加の任意性
とプライバシーの保護について説明した後、集団調
査を実施しその場で回収した。また、質問内容の安
全性に関しては、心理学を専門とする大学教員 3 名
で協議し検討した。本調査の回収率は、全体で約
96.1%であった。有効回答率は、98.6%であった。調
査対象者は、大学生 3 年 146 名（男性 62 名、女性
84 名）であった。

調査内容
大学内外の活動：大学内外の活動について、自分

の大学のクラブやサークル、ピアサポーター（大学
生同士のサポートを担当する学生）、他大学のクラ
ブやサークル、趣味のサークル、アルバイト、ボラ
ンティアの選択肢から、行っている活動に関して全
てを選択してもらった。

インターネットの 1日の平均使用頻度と使用時間：
使用頻度の種類は、LINE、オンラインゲーム、E
メールの読み書き（携帯電話、スマホ）、ツイッター、
Web ページを見る、動画を見る、フェイスブック、
ブログを見るの 7 つであった。使用理由の種類は、
大学の勉強、大学の課題や宿題、好きなことを調べ
る、ネット上で出会った友人とのやりとり、家族と
のやりとり、友人とのやりとり、新しい友達を作る、
ひまつぶしの 8 つであった。1 日平均使用時間の先
行研究での選択肢 11）を参考に「まったくしない」「0
〜5分未満」「5分〜15分未満」「15分〜30分未満」「30
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分〜 1 時間未満」「1 〜 2 時間未満」「2 〜 3 時間未満」
「3 時間以上」の 8 件法で回答を求めた。

ゲームへの態度：事前に行った予備調査の自由記
述から得られた内容を参考に作成した。“ゲーム（機
器、ネット、アプリ）に打ち込んでいる”、“現実に
はできないことをゲームでしたい”、“ゲーム（機器、
ネット、アプリ）に夢中である”、“ゲーム（機器、ネッ
ト、アプリ）をすることで達成感が得られる”の全
4 項目について、「5：そう思う」〜「1：そう思わない」
までの 5 件法で回答を求めた。

人生の意味：The Meaning in Life Questionnaire
（MLQ）10）の日本語版である「人生の意味尺度」12）

の全 10 項目を使用した。本尺度は、意味保有因子
（5 項目）と意味探求因子（5 項目）の 2 因子から構
成されている。意味保有因子の質問項目は、“私は
自分の人生の意味を理解している”、“私の人生には、
はっきりとした目的がある”、“自分の人生が有意義
なものであると十分に感じている”、“私は充実した
人生の目標を見出している”、“私の人生にはっきり
とした目標はない（逆転項目）”、意味探求因子の質
問項目は、“私は人生を有意義なものにする何かを
見つけたいと思っている”、“私はいつも人生の意味
を見つけたいと思っている”、“私はいつも自分の人
生を有意義にする何かを探している”、“私は自分の
人生の目的や目標を探している”、“私は自分の人生
の意味を見つけようとしている”であった。回答
方法は、「7：非常によく当てはまる」〜「1：まっ

たくあてはまらない」までの7件法で回答を求めた。
各因子項目の得点の合計を意味保有因子下位尺度
得点、意味探究因子下位尺度得点として使用した。

人生満足度：The Satisfaction with Life Scale 
（SWLS）13）の日本語版である「人生満足度尺度」14）

の全 5 項目を使用した。質問項目は、“ほとんどの面
で、私の人生は私の理想に近い”、“私の人生は、と
てもすばらしい状態だ”、“私は自分の人生に満足し
ている”、“私はこれまで、自分の人生に求める大切
なものを得てきた”、“もう一度人生をやり直せるとし
ても、ほとんど何も変えないだろう”であった。「7：
非常によく当てはまる」〜「1：まったくあてはまらない」
までの 7 件法で回答を求めた。5 項目の得点の合計
を人生満足度尺度得点として使用した。

統計の解析は、IBM 社の SPSS と Amos（Ver.20）
を用いて行った。

結　果
各尺度の信頼性の検討

人生満足度尺度（M = 18.71、SD = 6.75）、意味
保有下位尺度（M = 19.98、 SD = 6.39）、意味探求下
位尺度（M = 23.50、 SD = 6.32）の内的一貫性を確
認するために、Cronbach のα係数を用いて検討し
た。α係数による分析では全ての因子で高いα係
数が得られた（人生満足度α =.86、意味保有α =.84、
意味探求α =.87）。アメリカの大学生を対象に行っ
た調査では、意味保有（M = 24.1、 SD = 6.7）と意
味探求（M = 24.5、SD = 6.6）であり 15）、人生満足

Table�1　SNSの 1日の平均使用頻度の割合（%）
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まったくしない 1.4 44.5 37.7 14.4 6.8 18.5 52.1 59.6

0 〜 5 分未満 2.7 6.2 20.5 7.5 4.1 8.2 18.5 15.8

5 〜 15 分未満 10.3 5.5 13.7 8.9 13.7 6.8 8.2 8.9

15 〜 30 分未満 9.6 8.9 6.8 10.3 15.8 16.4 5.5 6.2

30 〜 1 時間未満 15.1 6.8 4.8 13.0 14.4 15.1 4.1 4.1

1 〜 2 時間未満 13.0 9.6 4.8 21.9 17.8 13.7 5.5 2.1

2 〜 3 時間未満 9.6 7.5 0.7 4.1 10.3 7.5 2.7 0.7

3 時間以上 38.4 11.0 11.0 19.9 17.1 13.7 3.4 2.7
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度尺度得点（M = 23.0、SD = 6.4）であった。どの
尺度得点もアメリカの大学生の平均値よりも低い
結果となった。

SNSの 1日の平均使用頻度と使用理由
各項目の使用頻度の割合を Table 1、使用理由の

割合を Table 2 に示す。

ゲーム項目の記述統計
ゲーム項目における平均値は“ゲームに打ち込

んでいる”が 3.21（SD = 1.39）、 “現実にはできない
ことをゲームでしたい” が 2.90（SD = 1.49）、“ゲー
ムに夢中である” が 3.10（SD = 1.45）、“ゲームを
することで達成感が得られる” が 3.97（SD = 1.04）
であった。

大学内外の活動と人生の意味、人生満足度との関連
各大学内外の活動の有無を独立変数、意味保有

因子、意味探求因子、人生満足度尺度得点を従属
変数とした平均値の差の検定をt 検定にて行った結
果、人生満足度の得点のみ有意差が見られ、大学
内のクラブやサークル活動を行っている学生の方
が（M = 20.91, SD = 6.53, n=46）、活動していない学
生（M = 17.70, SD = 6.63, n=100）よりも人生満足度
得点が有意に高かった（t（144）=2.73, p<.01）。

SNSの使用、ゲーム項目の性差の検討
各 SNS の項目とゲーム項目における男女差につ

いて、平均値の差の検定をt 検定にて行った。SNS
では、LINE、E メールの読み書き（携帯電話、ス
マホ）、ツイッター、ネット上で出会った友人との
やりとり、家族とのやりとりの項目で女性の方が男
性よりも平均値が有意に高かった。ゲームの項目
では、“現実にはできないことをゲームでしたい”
が、男性の方が女性よりも平均値が有意に高かった。

“ゲームをすることで達成感が得られる”では女性

Table�3�ゲーム態度項目とSNSの使用男女別平均値（標準偏差）

男　性 女　性 t 値  df=144

現実にはできないことをゲームでしたい 3.35（1.48） 2.56（1.42） 3.29**

ゲームをすることで達成感が得られる 3.73（1.18） 4.15（ .89） 2.41*

LINE 5.47（1.91） 6.45（1.92） 3.07**

E メールの読み書き（携帯電話、スマホ） 2.27（1.95） 3.40（2.43） 3.12**

ツイッター 3.98（2.25） 5.43（2.28） 3.81**

ネット上で出会った友人とのやりとり 1.53（1.45） 2.26（2.11） 2.48*

家族とのやりとり 2.40（1.87） 3.27（20.1） 2.63*
注）（　　）内は標準偏差　**p<.01, *p<.05

Table�2　SNSの 1日の平均使用理由の割合（%）
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まったくしない 63.0 46.6 4.8 72.6 34.9 19.9 77.4 9.6

0 〜 5 分未満 9.6 9.6 1.4 5.5 18.5 4.8 6.2 4.1

5 〜 15 分未満 9.6 11.0 10.3 4.8 13.0 13.7 4.8 8.2

15 〜 30 分未満 4.8 16.4 22.6 5.5 11.6 15.1 5.5 13.0

30 〜 1 時間未満 7.5 11.6 26.7 4.8 10.3 11.0 2.7 17.8

1 〜 2 時間未満 0.7 2.7 15.8 1.4 4.1 8.2 1.4 12.3

2 〜 3 時間未満 0.7 0.7 3.4 0.7 3.4 4.8 0.0 8.2

3 時間以上 4.1 1.4 15.1 4.8 4.1 22.6 2.1 26.7
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の方が男性よりも平均値が有意に高かった。有意差
が認められた項目の男女別の平均値と標準偏差、t
値を Table 3 に示した。

人生満足度に影響を与える仮説モデルの検討�
SNSとゲームへの態度が、人生の意味（意味保有

因子、意味探求因子）を介して、人生満足度に及ぼす
影響について検討した。仮説モデルではまず、SNS
とゲームへの態度と、各尺度間の相関関係を仮定
した。ここではPearsonの積率相関係数r が±.2以上
であった変数を採用した。“意味保有”では、“LINE” 

（r =.234, p <.001）であった。“意味探求”では、“友人
とのやりとり”（r=.252, p<.001） と、“ゲーム（機器、
ネット、アプリ）をすることで達成感が得られる

（ゲームで達成）”（r=.366, p<.001）であった。各尺度
間のPearsonの積率相関係数r は以下の通りである。

“意味保有”と“意味探求”（r=.276, p<.001）、“意味保
有”と“人生満足度” （r=.541, p<.001）は、有意な正の
相関を示した。“意味探求”と“人生満足度”では有意
な相関は認められなかった。これらの変数を用いて、

“LINE”、“友人とのやりとり”と“ゲームで達成”から
“人生満足度”への直接効果と、“意味保有”と“意味探
究”を媒介した“LINE”、“友人とのやりとり”と“ゲー
ムで達成”から“人生満足度”への間接効果を仮定し、
共分散構造分析を行った。その結果、“LINE ”から

“意味保有”へのパスが正の値で有意であり、“意味探
究”へのパスは有意ではなかった。“友人のやりとり”
から“意味探究”へのパスが正の値で有意であり、“意
味保有”へのパスは有意ではなかった。“ゲームで達
成”から“意味探究”へのパスが正の値で有意であり、

“意味保有”へのパスは有意ではなかった。“LINE ”、

“友人とのやりとり”、“ゲームで達成”から人生満足
度への直接効果のパスは有意ではなかった。そこで、
有意ではなかったパスを外し、再度、共分散構造分析
を行った結果、モデルの適合度は高かった（χ2（9）= 
10.12, p=.51, GFI=.98, AGFI=.95, RMSEA=.029）。こ
の最終的なモデルをFigure 1に示した。“LINE”から

“意味保有”への直接効果のパスは、正の値で有意と
なった。“友人とのやりとり”、“ゲームで達成感”から

“意味探究”への直接効果のパスは、正の値で有意と
なった。“LINE ”から“人生満足度”への直接効果の
パスは、有意ではなかった。また、“LINE ”から、“意
味保有”を媒介し、“人生満足度”への間接的な効果の
経路のみが有意な結果となった。

考　察
本研究の目的は、大学生の SNS の利用状況を明

らかにし、SNS 利用状況やゲームへの態度が、人
生の意味を媒介し、人生の満足度に与える影響につ
いて検討することであった。

SNSの1日の平均使用頻度に関しては、LINEは、「3
時間以上」が一番多く、半数以上の学生が1日平均1
時間以上使用していた。また、オンラインゲームやE
メールの読み書きはあまり使用していない一方で、3
時間以上費やす学生もいた。ツイッターは多くの学
生が長時間使用していた。また、動画やWebページ
は頻繁に見られていた。フェイスブックやブログは
半数以上がまったく使用していなかった。フェイス
ブックやブログはある一定のテーマに基づいた発信
の意味あいが強いので、より簡便に日常会話の双方
向のコミュニケーションがとれるLINEや手軽に気
ままにつぶやくことができるツイッターが、大学生

Figure�1�SNSとゲームへの態度が、人生の意味を介して、人生満足度に及ぼす影響
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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に好まれていると考えられた。男女差に関しては、女
性の方が男性よりも頻繁にLINEやEメールの読み
書き、ツイッターを行っていた。

SNS の 1 日の平均使用理由に関しては、多くの
学生が大学の勉強や課題に SNS をまったく使用し
ていなかった。多くの時間、好きなことやひまつ
ぶしに使用されていた。SNS を使ってやりとりす
る主な相手は既存の友人であり、新しい対人関係
を築くツールとしてはあまり使用されていなかっ
た。男女差に関しては、女性の方が男性よりも頻
繁にネット上で出会った友人とのやりとりや家族
とのやりとりを行っていた。このような男女差に
ついては、どのような経緯を経てネットで出会っ
た友人とのやりとりが成立するのかを今後調べる
必要があると考えられた。

今日、スマートフォン等の携帯できるインター
ネット環境の普及率の増加に伴い、絶えずインター
ネットにアクセスした状態にさらされており、便利
で迅速なコミュニケーションがとれる一方で、つな
がっているのに反応しないという既読無視や、あえ
て特定の個人にだけ情報を与えない仲間外し、誤っ
た情報の広範囲の流布等の新たな問題が起こってき
ている。また、学校外の時間でも友人と絶えずやり
とりが続く環境は、大学生の SNS 疲労をもたらす
要因にもなることが示唆される。便利なツールは人
間が主導権を持って利用するべきものであり、ツー
ルにふりまわされると SNS 疲労や対人関係のトラ
ブル等の否定的な影響の可能性も否めない。一方、
SNS とは異なるコミュニケーション環境である大
学内外の活動と人生の意味、人生満足度との関連を
検討した結果、大学内のクラブやサークル活動を
行っている学生の方が、活動していない学生よりも
人生満足度が有意に高かった。今後、これらの活動
がどのように人生満足度に影響を与えるかについて
検討する必要がある。

SNS 利用状況やゲームへの態度が、人生の意味
を媒介し、人生の満足度に与える影響に関しては、
LINE から意味保有に直接的に有意な正の効果が認
められ、意味保有から人生満足度に有意な正の効果
が認められた。LINE は、大学生の意味保有に影響
を及ぼし人生満足度を高めることが分かった。こ
のことから、LINE は、単なるコミュニケーション
ツールにとどまらず、人生の意味の特に意味を見出
すことに一役かっていることが示唆された。前述の
ように、LINE の主なやりとりの相手は友人であり
LINE と友人のやりとりは高い正の相関が見出され

たものの、友人とのやりとりは人生の意味の意味探
究にのみ正の相関が見出された。フェイスブックの
研究では、社会資本として SNS を利用している場
合には直接的に人生満足度を上げるが、受け身的に
コンテンツを消費している場合は、嫉みの感情を増
加させ人生満足度を下げる 16）ということが分かっ
ており、また、先述したようにコミュニケーショ
ン負荷により SNS 疲労を起こす 8）ことから、友人
とのやりとりの質により、意味保有や人生満足度に
効果的であったり、否定的であったりすることが示
唆された。“ゲームをすることで達成感が得られる”
に関しても、意味探究には影響を与えていたが、意
味保有を介して人生満足度を上げるには至らなかっ
た。ゲームで瞬間的には達成感を得られたとしても、
人生の意味を保有することができないということが
示唆された。意味探求が精神的健康に関わる概念と
負の相関を持つ 10）ことが多いことが先行研究でも
示唆されており、本研究でも意味探求は人生満足度
を高めることはなかった。以上から、LINE は、大
学生の意味保有に影響を及ぼし人生満足度を高める
ことが分かったが、どのようなメカニズムで人生の
意味の保有に影響を与えるかについては、今後詳細
な検討が課題となる。
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