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１．はじめに  

2000 年前後からのインターネットの急

速な普及により、世界中のコンピュータが

繋がり様々なサービスが提供され、インタ

ーネットはいまや日常生活に欠かせない

重要なインフラとなった。初期にはパーソ

ナルコンピュータ（以下、PC）で利用され

ていたインターネットは、2007年 Apple 社

が開発したスマートフォン（以下、スマホ）

により、我々は時間や場所を選ばずインタ

ーネットを利用できるようになった１。一

方、身近で便利なため、「いつでも」「どこ

でも」インターネット環境にアクセスして

過剰に利用しすぎてしまうことがある。便

利で生活に欠かせないインターネットを

過度にやりすぎて日常生活に支障が出て

いる症例が、世界中で多数報告されるよう

になった 2。このような症状は、インターネ

ットに過度に依存している状態にみえる

が、インターネットの急速な普及に対して、

このような症状を示す医学的診断は、イン

ターネットが本格的に普及してきた 2000

年頃にはまだ存在していなかった。また、

アルコールや薬物の「依存」と同列に、「イ

ンターネット依存」と分類するには、医学

的なエビデンスがまだ十分ではなかった。

2013年アメリカ精神医学会が発表した「精

神疾患の診断と統計の手引き第５版」

（DSM-5）では、「嗜癖」が精神疾患の１つ

として定義された 3。依存（嗜癖）は、アル

コールや薬物などの物質使用障害

（substance use disorder）と、ギャンブルや

窃盗、買い物などの行動嗜癖（behavioral 

addiction）に分けられる。インターネット

依存は行動嗜癖にあたるが、DSM-5 の発表

時には、物質使用障害との類似性等につい

てのエビデンスが積み重ねられていたゲ

ームのみを「ゲーム障害」として、診断項

目（今後の研究のための病態の項目）に追

加した４。世界保健機関（World Health 

Organization: WHO）の診断基準である国際

疾病分類（ International  Classification of 

Diseases: ICD）の改訂では、インターネッ

ト依存についての専門家会議が 2014 年東

京で、以後、世界各地で毎年開催され、2018

年６月の改訂版（ICD-11）草稿において、

「ゲーム障害」が、ギャンブル障害と同様

に、嗜癖行動による障害（disorders due to 

addictive behavior）に分類され、2019 年５

月 WHO 総会で承認された５,６。このように、

急速な社会の変化に医学が追いついてい

ないため、インターネットやゲームの依存

の有病率、診断、スクリーニング、治療、

予防等に資する実態調査が社会に求めら

れている７。 

このような背景を踏まえ、今回我々は、

我が国におけるゲーム使用状況等に関す

る実態を把握することを目的として、全国

調査を実施した。 

 

２．調査の概要 

（１）調査の主な概要  

（調査 A） 

全国 450 地点の住民基本台帳から 10～
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29 歳の対象者を無作為に抽出し、2019 年

１～３月自記式質問票によるアンケート

調査を実施した。アンケートの内容は、ゲ

ームやインターネットの使用状況、それに

関連する問題、ICD-11 におけるゲーム障

害の特徴等を踏まえた質問項目である。 

（調査 B） 

対象を 10歳～79 歳に拡大し、2019 年 10

〜11 月アンケートの内容を一部改変して

追加調査を実施した。 

本調査は、厚生労働省補助事業である依

存症に関する調査研究事業により、独立行

政法人国立病院機構久里浜医療センター

が主体となり実施した。 

  

（２）調査実施の詳細  

① 調査票  

調査は自記式調査票を用いて記載を依

頼した。調査票では、対象者の背景情報、

ゲームやインターネットの使用状況、使用

時間、ゲーム関連問題等に関する質問で構

成されている。 

② 標本抽出  

調査 Aでは、2018年 11 月～2019年１月

全国 450 地点の住民基本台帳から 10～29 

歳の対象者を無作為に抽出した。調査 Bで

は、2019 年９〜10 月全国 400 地点の住民

基本台帳から 10〜79 歳の対象者を無作為

に抽出した。 

③ 調査方法  

あらかじめ抽出された対象者に対して、

事前に調査依頼のはがきを送付し、自記式

調査票に記入を依頼し、調査票は調査員が

後日自宅を訪問して回収した。回収率を上

げるために、郵送による返信及びオンライ

ン回答も併用した。調査は標本抽出を含め、

新情報センターに委託した。 

④ 解析方法  

回答はコンピューターに入力し、解析に

は統計解析パッケージを使用した。調査 A

では、10～29 歳のうち 10～18 歳のサンプ

ル数が多くなるように設計して無作為抽

出を行ったため、年齢調整を行い、「調整割

合」とした。  

⑤ 倫理面への配慮  

本研究は独立行政法人国立病院機構久

里浜医療センター倫理審査委員会の承認

を得て実施した。得られた情報は厳密に保

管して、本調査の関係者以外が取り扱えな

いよう配慮した。 

  

（３）有効回答数  

（調査 A） 

調査対象者数は 9,000 名であり、回答者

数は 5,096 名（男性 2,546 名、女性 2,550

名、回収率 56.6％）であった。 

（調査 B） 

調査対象者は 9,000 名で、回答者数は

4,860 名（男性 2,327 名、女性 2,533 名、

回答率 54.0％）であった。 

  

表１ 調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．Ａ調査の調査結果 

（１）ゲームの使用状況 

対象者のゲーム使用状況では、過去 12 

ヵ月間に、男性は 92.6％、女性は 77.4％、
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全体では 85.0％がゲームを使用しており、

男性が女性よりも使用割合が高かった。ゲ

ームのジャンルでは、男性はアクション系、

シューティング系の順に、女性はパズル系、

ソーシャル系の順に経験割合が高く、ゲー

ムの嗜好には男女差がみられた。（表２）

 

表２ 対象者のゲームの使用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ゲーム使用時間 

平日における１日当たりのゲーム使用

時間は、男性では、「１時間以上２時間未満」

が 30.4％、女性では、「１時間未満」が 

57.1％で時間帯のうち最も高い割合を示し、

概して男性の方が、使用時間が長くなる傾

向にあった。また、休日における１日当た

りのゲーム時間は、男女とも平日に比べ、

長使用時間の割合が高くなり、ゲームを３

時間以上使用している割合は、男性が

50.0％、女性が 23.1％であった。（表３） 

 

 

表３ ゲームの使用時間毎の割合（年齢調整） 
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（３）日常生活との関係 

ゲームによる日常生活への影響の割合

を、ゲーム使用時間毎に、表４に示した。

「本来ゲームをしてはいけない状況でよ

くゲームをしていた」など、ほとんどの項

目で、使用時間が長くなるにつれて割合が

高くなる傾向がみられた。しかし、「ゲーム

をしすぎていると思っているので、ゲーム

を減らすまたは止めたいといつも思って

いる」「ゲームをしすぎていると思ってい

るが減らしたり止めたりできていないの

で、減らす・止める試みを繰り返している」

の項目では、使用時間が増えても割合は高

くならず、逆に６時間以上で割合が下がっ

た。また、「ゲームをする前に意図していた

より、しばしばゲーム時間が延びた」の項

目では、１時間未満の層でも 49.7％あり、

ゲームの時間をコントロールする困難さ

を示していた。 

 

表４ ゲーム使用時間毎のゲームによる日常生活への影響の割合（年齢調整） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲームのために生じた出来事の割合を、

ゲーム使用時間毎に、表５に示した。「転校」

「退学または退職」「家で、物に当たったり、

こわしたりした」「家族に暴力をふるった」

以外の項目では、使用時間が長くなるにつ

れて割合が高くなる傾向がみられた。特に、

「学業成績の低下や仕事のパフォーマン

スの低下」「朝起きられなかった（過去 12

ヵ月で 30 日以上）」「昼夜逆転またはその

傾向（過去 12 ヵ月で 30 日以上）」の割合

は他の項目に比べて高く、６時間使用して

いる層では、それぞれ、29.8％、37.2％、

50.4％であった。 
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表５ ゲーム使用時間毎のゲームのために生じた出来事の割合（年齢調整） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．調査Ｂの調査結果 

（１）対象者のゲームの使用状況  

今までにゲームを経験したことのある

者の割合は、男性 67.0％、女性 58.4％、全

体で 62.5％であった。ゲームの使用機器で

は、男女とも、スマートフォン（男性 64.7％、

女性 79.1％、全体 71.7％）が最も多く、次

いで据え置き型ゲーム機（男性 45.5％、女

性 26.1％、全体 36.0％）であった。スマー

トフォンは男性より女性の使用割合が高

く、据え置き型ゲーム機は女性より男性の

使用割合が高かった。ゲームのジャンルで

は、男性に好まれるゲームは、RPG 系

31.8％、アクション系 26.7％、パズル系

24.5％の順に高く、女性に好まれるジャン

ルは、パズル 49.2％、ソーシャル系 27.9％、

育成系 20.1％の順であった。男性では突出

したゲームのジャンルはなく、まんべんな

く好まれていたが、女性はパズル系が突出

していた。シューティング系は男性 18.6％、

女性 5.4％、戦略シミュレーション系は男

性 16.3％、女性 4.1％と男性の方が高く、

逆に育成系は男性 13.4％、女性 20.1％、パ

ズル系は男性 24.5％、女性 49.2％、ソーシ

ャル系は男性 24.3％、女性 27.9％、リズム・

音楽系は男性 8.4％、女性 17.7％と、女性

の割合が高かった。（表６） 

年齢階層毎のゲーム使用経験をみると、

10-39 歳までの層は９割を超えているが、

年齢とともに低下し、70-79歳では、16.3％

まで低下した。（図１） 

 

図１ 年齢階層毎のゲーム使用経験あり 

の割合 
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表６ 対象者のゲームの使用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ゲーム使用時間 

１日の平均ゲーム使用時間を、平日と休

日、オンラインゲームとオフラインゲーム

に分けて尋ねたところ、１日当たりのオン

ラインゲーム時間は、男女、平日・休日と

も、「ゲームをしていない」が最多であった。

ゲームを使用した層に限ると、平日、男性

１〜２時間が 19.5％、女性１ 時間未満が 

20.5％で最も割合が高く、休日、男性１〜

２時間が 14.8％、女性１〜２時間 14.8％と

最多であった。平日よりも、休日の方がゲ

ームの使用時間が長くなる傾向があり、６

時間以上の層では、男性 6.2％、女性 4.1％

まで割合が上昇した。オフラインゲームで

も、平日・休日とも、ゲームをしていない

層が最も多く、その割合はオンライゲーム

よりも高かった。また、男女とも、オフラ

インゲームよりも、オンラインゲームの方

が、より多く使用されていた。（表７） 
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表７ 使用時間毎のオンラインゲーム、オフラインゲームの割合（年齢調整） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）日常生活との関係 

ゲームによる日常生活への影響の割合

を、ゲーム使用時間毎に、表８に示した。

影響に関するどの項目も、使用時間が長く

なるにつれて、概ね割合が上昇した。対象

年齢を 10〜29歳から 10〜79歳に拡げても、

調査 A と同様、「ゲームをする前に意図し

ていたより、しばしばゲーム時間が延びた」

の項目は、１時間未満の層でも41.8％あり、

割合が他の項目よりも突出して高かった。 

 

表８ ゲーム使用時間毎のゲームによる日常生活への影響の割合（年齢調整） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめと考察  

日本における 10〜29 歳の青年期及び 10

〜79 歳の年齢層におけるインターネット・

ゲームの使用に関する実態調査を実施し

た。ゲームは高齢層よりも、若年層でより

身近なものとなっていた。そして、女性よ
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りも男性の方が、より長い時間ゲームを使

用していた。また、一般に、平日よりも、

時間に余裕がある休日にゲーム時間が長

くなる傾向がみられた。好まれるゲームの

ジャンルも、男女により違いがみられた。

男性は RPG 系のように時間をかけてやり

込むゲームや、アクション系やシューティ

ング系のように動きのあるゲームを好み、

女性はパズル系のように気軽に遊べるゲ

ームを好んでいた。 

オンラインゲームは、従来のオフライン

ゲームとは異なり、ユーザーが別のユーザ

ーと遊ぶ、対戦することを通して、友達を

作ったり、関係を強化したりする社会交流

の側面がある。そのため、一部のユーザー

にとっては、オンラインゲームは、もはや

日常生活の一部となっている８。本調査の

結果からは、特に若年層にとって、オンラ

インゲームが、他者との交流を促すなど、

日常生活に欠かせないものとなっている

可能性を示唆している。 

ゲームによる影響では、ゲームの使用時

間が長くなるほど、様々な影響の割合が高

くなっており、ゲームの過剰使用による日

常生活への影響が懸念された。しかし興味

深いことに、若年者の調査において、ゲー

ムの使用時間が長くなっても、「ゲームを

しすぎていると思っているので、ゲームを

減らすまたは止めたいといつも思ってい

る」「ゲームをしすぎていると思っている

が減らしたり止めたりできていないので、

減らす・止める試みを繰り返している」の

項目では、使用時間が増えても割合は高く

ならず、逆に６時間以上で割合が下がって

いた。ゲームユーザーはゲームを嗜好し、

自ら進んで長時間やっていることがある。

そのような場合は、ゲームを長時間使用し

ていたとしても、「ゲームをしすぎている」

とは考えないであろう。そして、「子どもが

ゲームをしすぎている」と考える保護者と

の認識のズレにより、家庭内での衝突が起

こりうる。そして、このゲームに対する認

識のズレは、年齢階層毎のゲーム使用の経

験の違いから生じているかもしれない。 

また、「ゲームをする前に意図していた

より、しばしばゲーム時間が延びた」の項

目では、短時間のゲーム使用でも割合が高

かった。これは、ゲームの魅力を表してい

るが、ゲームの使用時間をコントロールす

ることの困難さ、換言するとゲームの「依

存性」９を示しているとも考えられる。 

ゲーム障害の横断的・縦断的疫学研究の

レビューでは、ゲーム障害のリスク因子と

して、若年男性、ゲーム使用時間の長さ、

戦闘系・シューティング系などのゲーム種

類などをあげている 10。本調査でも、若年

男性でゲーム使用時間が長く、またゲーム

の使用時間が長くなるほど、日常生活に

様々な影響を及ぼすことが示された。 

今回の調査により、日本の、とくに青年

期においては、ゲーム使用が非常に身近な

ものとなっており、ゲームの使用時間の増

加により、様々な影響が強まる傾向がみら

れた。ゲーム障害は新たな疾患概念であり、

まだ実態が不明な点も多いが、今回調査し

たゲーム使用による様々な影響は、ゲーム

障害との関連も疑われる。ゲーム障害は、

アルコールなどの物質依存症と類似する

点、あるいは相違する点はあるが、疾患に

よる健康への影響の深刻さは共通してい

る。子どもと成人、eSports のプロフェッシ

ョナルなど、多様な使用状況がある中、ど

の程度のゲーム使用であれば適切かとい

う点について、明確なカットオフの設定は

困難である。しかし、新型コロナウイルス

流行、学校の休校など、新たな社会変化が
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子どものゲーム使用時間を増加させ、日常

生活に様々な影響を及ぼす問題は無視で

きない。引き続き、社会情勢の動向に伴う

ゲーム使用の経時的な変化や、長時間ゲー

ム使用者の自然経過など、継続的な実態調

査の継続が必要である。 
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