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研究の背景 

 近年オンラインゲームは若い世代を中心に人気を得ており、プレイヤーは年々増加

している。それにともなって、ゲームへののめり込みのため実生活へ悪影響が出るケ

ースが報告されるようになってきている。2013 年、米国精神医学会が編集した DSM-

5 精神疾患の診断・統計マニュアルに今後の研究のための病態として、“インターネッ

ト・ゲ一ム障害 (Internet Gaming Disorder)” が提言され、さらに、2019 年 5 月

には、 世界保健機関（WHO）が“ゲーム障害 (Gaming Disorder)”を新たな依存症

として認定し、国際疾病分類第 11 版（ICD-11）に採用され、ゲーム障害（一般的に

は‘ゲーム依存症’と呼ばれることが多い）は精神疾患の１つとして認知されるよう

になった。ゲーム障害は、持続するゲーミング行為、ゲームの制限の失敗とそれによ

る生活機能障害によって特徴づけられ、この状態が１年以上続くものとされる。ゲー

ム障害を持った個人は、他の活動に興味を失い、結果として、人生において重要な機

会を逃し、基本的生活習慣（睡眠、食事、衛生など）が損なわれる。 

 ‘ゲーム依存’が問題視される背景には、インターネットの急速な普及とオンライ

ンで他人とコミュニケーションしながらゲームができるオンラインゲームの流行があ

る。ゲーム依存症の問題は、マスメディアでもしばしば取り上げられ、自分の子供は

ゲーム依存症ではないかと心配する親も少なくない。 

それでは、実態として現在の大多数の、特に若い世代の人たちはどのようにゲーム

とつきあっているのであろうか、また、その影響はどのようなものであるのか。危険

なものなのか。それらの点を明らかにする目的で、大学に在籍している大学生・大学

院生を対象として、ビデオゲーム（オンラインとオフラインを含む）プレイヤーの特

色、リスクの程度、生活の質との関係について調査研究を行った。 

 

 

調査方法 

 千葉大学に在籍する満 18歳以上の学部学生、大学院生、研究生を調査対象とした。各

人に今回の研究への参加を呼びかけるメールを送信し、参加に同意した対象者は、こちら

が用意した質問票にオンライン上で回答するようにした。質問票には、個人属性、生活状

況、ゲーム行動に関する質問に加え、ゲーム障害評価尺度、健康と関連する生活の質
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(QOL)評価尺度が含まれる。有効回答数は 959人（うち男性 542人、女性 401 人、性別回

答せず 16人）であった。 

 ゲーム障害評価尺度として、インターネットゲーム障害尺度-ショートフォーム(IGDS9-

SF)を日本語に翻訳したものを用いた。これは、過去 1年間のゲームに起因した問題につ

いて５段階で判定する９項目の質問からなり、ゲーム障害の危険度が高いほど高得点とな

る。各質問は、DSM-5のゲーム障害の９つの診断基準に対応するよう作られている。この

尺度については、信頼性および妥当性の検討も行った。 

 生活の質（QOL）についての判定には、日本語版の HRQOL SF-12 v2を使用した。この質

問票は QOL（身体的側面、精神的側面、役割/社会的側面）の包括的尺度として広く使われ

ている。回答者は過去１ヶ月間の自分の健康状態に基づいて回答するようになっている。得

られた回答から、日本語版 SF-12の版権者のホームページ上で 2017年の国民標準値に基づ

いたスコアリング（NBS）を同社のアルゴリズムによって計算し、国民の標準値を 50点、標

準偏差を 10 点とした場合の各人の NBS を得た。NBS は、3 因子を仮定した場合の身体的側

面のコンポーネントスコア（PCS3）、精神的側面のコンポーネントスコア（MCS3）、役割／社

会的側面のコンポーネントスコア（RCS3）によって示される。高得点であるほど QOLが良好

であることを示している。 

得られた結果については、統計解析による検討（ゲーマー群とノンゲーマー群での QOLの

差の検定に１要因の分散分析、クロス集計表の検定にカイ（χ）二乗検定並びに残差分析）

を行った。 

 

 

結果と考察 

ビデオゲーム使用者の特徴 

過去 1年間に、ビデオゲームをしたことのある者をゲーマー、したことのない者をノン

ーマーと呼ぶことにする。 

ゲーマーは全回答者の 60.9%であった。男性では 73.6％がゲームをしたことがあると答

えたのに対し、女性では 43.9％であり、男女差に関して統計的有意差があった。ビデオゲ

ームの中でもオンラインゲームをしたと答えたのは全数で 450人（ゲーマーの 77％）、う

ち、男性 322人（男性ゲーマーの 80.7%）、女性 120 人（女性ゲーマーの 68.2％）であっ

た。 

 次に、ゲーム参加状況を、婚姻状態、クラブ活動の状況、学業・研究の成績、暮らし、友

人関係との関連性について調べた。今回の回答者はほとんどが未婚者であったが、既婚者に



3 

 

はノンゲーマーが多かった。クラブ活動の状況とゲームの間には有意な差はなかった。成績

に関しては、学業や研究が非常に困難と答えた者の中にゲーマーが多い傾向が見られたが、

統計的有意差はなかった。暮らしに関しては、配偶者と同居している者にノンゲーマーが多

かった。友人関係に関しては、リアルとオンライン上の友人の両方を持つ者にゲーマーが多

く、リアルの友人のみをもつと答えた者にノンゲーマーが多かった。友人はいないと答えた

者では、ゲーム使用との関係性は見られなかった。 

 以上の結果をまとめると、ゲームをするのは男性に多く、ゲーマーの中でもオンラインゲ

ームをするのは男性に多いという結果になった。また、既婚者にはノンゲーマーが多かった。 

 

ビデオゲーム使用と生活の質の関係 

 ゲーマーとノンゲーマーについて、HRQOL SF-12によって算出した身体的側面、精神的側

面および役割／社会的側面でのコンポーネントスコア（それぞれ、PCS3、MCS3，RCS3）につ

いて分散分析によって比較したが、男女ともゲーマーとノンゲーマーに QOL 上の有意差は

なかった。 

 

ビデオゲームをする動機、しない理由 

 ゲーマーに対してはゲームをする動機を質問した。ゲームをする理由としては、「面白さ」

をあげた者が最も多く、次いで「暇つぶし」であり、これは男女で同様の傾向であった。そ

れ以外では、男性では「友人と交流」、女性では「達成感」が多い傾向があった。男性と女

性だけで比較すると、女性の達成感は男性に比べ有意に高かった。男女とも、「いやなこと

を忘れる」「やめたいが、やめられない」といったネガティブな動機は多くなかった。 

ノンゲーマーに対してはゲームをしない理由を質問した。「興味がない」というのが男女

とも最も多かったが、女性の方が有意に多かった。次いで、男女とも「資金がない」であっ

た。「時間の無駄」というのは男性の方が有意に多かった。 

 ゲームをする動機、しない理由に男女の考え方の差がある程度見られた。 

 

IGDS9-SFスコアの評価、信頼性と妥当性 

日本語版の IGDS9-SF について、信頼性、妥当性についての検討を行った。内的整合性に

ついては、クロンバックα値=0.792、I-T (Item-Total)相関分析における各項目と合計点の

相関は 0.52～0.73であり、IGDS9-SFの信頼性は高いといえる。 

構成概念妥当性については、まず、ゲーマーについて、IGDS9-SFトータルスコアと HRGOL 

SF-12 で測定した QOL の相関関係について調べた。IGDS9-SF のトータルスコアと PCS3 
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（Pearsonの相関係数 r=.053, p=.197）との間には有意な相関は観察されなかった。一方、

MCS3 (r=—.161, p<.01)および RCS3 (r=-.196, p<.01) との間には小さい効果量ではあるが

負の相関性が見られた。また、後で述べるように、IGDS9-SF によって推定した障害のレベ

ルとゲーム時間の長さに相関があること、成績の良好さとの間に逆相関があることから、概

ね妥当性があることが示された。 

 

ゲーム障害の有病率（prevalence rate） 

 DSM-5のゲーム障害の診断基準では、９つの診断基準のうち５つ以上を満たす場合をゲー

ム障害と定義している。IDGS8-SF の９つの質問は DSM-5 の９つの診断項目に対応している

ため、今回の調査では各質問に対し「よくある」または「非常によくある」と回答された項

目を診断項目該当とし、それが５つ以上の場合をゲーム障害、４つの場合をゲーム障害とな

る危険性が高い状態（at-riskゲーム障害）とした。 

それによると、ゲーム障害は、ゲーマーのうち全体では 2.4％、男性では 2.5%、女性では

2.3%であった。また、ゲーム障害となる危険性が高い状態は、全体では 4.1%、男性では 4.8%、

女性では 2.3%であった。分母としてノンゲーマーを含む全回答者をとると、ゲーム障害は、

全体では 1.5%、男性では 1.8%、女性では 1.0%となる。また、ゲーム障害となる危険性が高

い状態は、全体では 2.5%、男性では 3.5%、女性では 1.0%となる。ゲーマーの割合が男性の

方が女性より高いため、全体的にみると、ゲーム障害は男性の方に多いが、ゲーマーだけに

ついてみると男女差はほとんどなかった。 

一般人口あたりのゲーム障害者の割合は 0.7-15.6%という海外の報告例がある。今回の有

病率として算出した値は、他の報告例と比較して高い方ではなく、結果は概ね妥当なもので

あると考える。もっとも、障害が‘ある’と‘ない’の境界は本来明瞭でなく、グレーゾー

ンと呼ばれる領域が広く存在することには留意しておく必要がある。 

 

ゲームによる有害事象と関連のある因子 

 ゲームによる有害事象の分析を行うために、IGDS9-SF 合計得点が 9～14 点を A、15～20

点を B、21～26 点を C、27 点以上を D とランク分けを行った。A、B、C、D の順に有害さあ

るいは障害の程度は増す。ゲーム障害に関係する可能性のある各因子と A, B, C, D の各ラ

ンクとの間にクロス集計表をつくり、各因子とゲーム障害の程度に関連性があるか否かを

判定するためカイ二乗検定および残差分析を行った。 

 性別では、ゲーム障害の程度と男女間に統計的有意差はなかった。 

 ゲームと成績の相関性について調べると、成績が「十分良い」、「だいたい良い」と答えた
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者の割合は Aから Dに従って減少し、「何とも言えない」、「多少困難・非常に困難」と答え

た者の割合が増加し、この傾向に有意差があった。ゲームの有害性が増すにしたがって成績

困難者が増えるのは理解しやすい。ただし、Dランクでありながら「十分良い」と答えた者

もかなりいた。 

 友人関係では、ネット上だけでではないリアルの友人がいると答えた者は Dに少なく、オ

ンラインの友人のみあるいは友人がいないと答えた者は Dの割合が高かった。 

 

ビデオゲーム使用状況と有害事象の関連性 

 ゲームの使用状況とゲームによる有害事象の間の関係について調べた。 

一週間に平均的にゲームに費やす時間の合計とゲームによる有害事象の関係では、ゲー

ムの時間が長くなるほど C、Dランクが増加する傾向があり、ゲーム時間と有害さの程度と

の間に明らかな相関関係が見られた。1 週間に 36 時間以上の層では D ランクが大きく増加

している。ゲームの時間が 1 週間に 7時間以下の層では C、Dランクは有意に少ない。一方、

1 ヶ月間にゲームに費やす金額と有害さの程度の関係については、一般に金額が大きくなる

と危険性も増すと思われるが、ほとんどお金を消費しない層でも D ランクの者はかなり存

在し、はっきりとした相関関係は観察されなかった。ギャンブルでは、金銭的な浪費が大き

な問題となるが、ゲームに関しては、少なくとも今回の調査では、特段の問題とはなってい

ないようであった。 

 オンラインゲームをするかオフラインゲームをするかについて、ゲームによる有害事象の

関係について調べた。オンラインでゲームをすると答えた層では Dランクが有意に高く、オ

フラインでゲームをすると答えた層では A ランクが有意に高く、D ランクが有意に低かっ

た。オンライン、オフラインともすると答えた層では大きな差はなかった。 

 最後に、オンラインゲームをすると答えた者（オンライン、オフラインともにする者も含

む）について、ゲームをする際に誰と一緒にゲームするかについて質問した。１人ですると

答えた層ではゲームによる有害事象と関連がなかった。家族・友人とすると答えた層では D

ランクは有意に減少していた。 

 以上の結果をまとめると、ゲームの危険性と特に関連があるのは、ゲーム時間、オンライ

ンゲームであることであった。家族やリアルの友人とゲームを層では危険性は低いようで

ある。 

 

ゲーム使用時間と成績、およびオンラインゲームの関係性 

 先の結果から、ゲームに費やす時間とゲームによる有害事象の間に密接な関係があるこ
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とがわかった。また、成績の困難さの程度とも関係性があった。それでは、ゲーム時間と成

績の間には関係性があるであろうか。常識的に考えれば、ゲーム時間が長くなるほど成績の

困難さの程度は増すと考えられる。 

 ゲーム時間数が長くなるにしたがって「非常に困難」と答えるものの割合が上がる傾向が

る。しかし、「十分良い」あるいは「だいたい良い」と答えた者の割合はそれほど下がって

いず、むしろ、1週間に合計 36時間以上もゲームをすると答えた層では、「十分良い」と答

えた者の割合は上がっていた。長時間ゲームをしていながら、成績に悪影響がない、少なく

とも悪影響があるとは感じていない層が一定程度存在しているようである。全体として、成

績とゲーム時間の間に有意差はなかった。 

 最後に、オンラインゲームとオフラインゲームで、ゲームに費やす時間に差があるかを調

べると、明らかにオンラインゲーム使用者はゲーム時間が長くなる傾向が見られた。一方、

オフラインのみでゲームをしている層では長時間使用者の割合は有意に少なかった。 

 

今回の結果をどう生かすか 

 アルコール問題に関しては、AUDITなどの評価尺度がスクリーニングに使われ、軽症の段

階での早期介入のためのツールとなっている。ゲームに関しても、今回の今回用いた IGDS9-

SF が有力な評価尺度となると考えられ、障害のスクリーニングなど実際の予防に役立てる

ことができると考える。 

 依存症対策の面から見ると、依存を誘発するもの（アルコール、薬物など）や行動（ギャ

ンブルなど）はすべて“悪”という面でとらえられがちである。しかし、アルコールやギャ

ンブルにも人同士のコミュニケーションを円滑にしたり、ストレスを解消するなどのメリ

ットも存在する。ゲームの場合も同様であると考えられる。ネット上とはいえ人同士を結び

付ける機縁となりうるオンラインゲームも適度に使うことができれば有用であろう。また、

人間の能力開発の面でも役に立つ可能性がある。今後ゲームのもつ正負両側面を考慮に入

れつつ研究を継続していきたい。 

 

謝辞 

 統計解析に当たって、北星学園大学 高橋あすみ博士の援助をいただいた。 

 

 

 

 



7 

 

共同研究者一覧 

大渓俊幸 千葉大学総合安全衛生管理機構・准教授 被験者への研究協力依とデ 

ータの収集取得したデータ 

の総合安全衛生管理機構に 

おける管理、研究総括 

稲生英俊 こころの健康センター・所長  アンケートの作成、データ 

解析 

 


