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1. 緒言 

わが国の携帯契約件数は 2008 年現在，1 億 52 万

件であり，国民 1 人当たり 1 台を所有する時代と

なった。青少年における携帯電話所持率は年々増

加し，茨城県の「青少年の社会意識及び活動に関

する調査１）」によると，26％の小学生，48％の中学

生，96％の高校生が携帯電話を所持しており，青

少年にとって携帯電話は欠かすことのできないも

のとなっているといえる。 

携帯電話に関わる危険行動として，歩行中や自

転車乗車中における携帯電話の使用が挙げられる。

大学生を対象にした渡邉らの報告 2）によると，携

帯電話使用中の人・自転車との接触経験率は歩行

中 4.1％，自転車乗車中 3.9％であり，接触しそう

になった経験は歩行中，自転車乗車中とも 30％を

超えていた。 

また，最近では，公共の場での大声での通話や

着信音など様々な携帯電話の使用に関するトラブ

ルも見受けられる。他にも携帯電話を利用したイ

ンターネットサービスの普及に伴い，有害な情報

や出会い系サイト等へのアクセスによって事件に

巻き込まれるケースもある。 

これらの携帯電話使用に関わる危険行動と関連

する要因として規範意識やマナーの低下，センセ

ーションシーキング（Sensation Seeking，感覚刺激

探求）の高さなどが挙げられている 3）。センセーシ

ョンシーキングとは，新奇で多様な刺激への欲求

を求め，危険をいとわないという特性のことであ

り，様々な危険行動との関連性が疑われている。

しかし，上記のことについて中学生を対象とした

研究は十分に行われていない。 

そこで本研究では，中学生を対象に携帯電話の

使用実態を把握し，携帯電話に関する危険行動と

規範意識及びセンセーションシーキングとの関連

性について検証することを目的とした。 

 

2. 研究方法 

2-1 調査対象者 

茨城県内の公立中学校 2 校に在籍する生徒 1 年

生～3 年生の 526 人（男子 256 人，女子 269 人）と

した。  
2-2 調査方法 

 調査は，無記名自記式の質問紙を用いて実施し

た。調査の実施者は，各クラスの担任または保健

体育科教諭であり，クラスの学級活動の時間や保

健体育の時間に行った。調査期間は 2007 年 11 月

下旬～12 月であった。 

2-3 調査内容 

調査項目は，1)性別，学年，2)就床時刻，睡眠時

間，3)携帯電話所持の有無，携帯電話使用状況，4)
逸脱・危険行動 5)社会規範（規範意識，マナー），

6)センセーションシーキング尺度（SSS）とした。 

2-4 分析方法 

携帯電話所持について「自分専用を持っている」，

「親と共有で持っている」，「その他」と回答した

者を「携帯電話所持」とし，「持ってない」と回答

した者を「携帯電話不所持」と定義した。その後，

携帯電話の所持，使用実態，危険行動と規範意識，

センセーションシーキングとの関連について分析

を行った。検定にはχ2 検定，t 検定，一元配置分

散分析を用いた。一元配置分散分析における多重

比較には Tukey 法を用いた。有意水準は 5％未満と

した。すべての統計解析には SPSS を用いた。  
 

3. 結果 

3-1 携帯電話の所持状況 

携帯電話所持率は 60.2％であり，男子 51.3％，

女子 67.3％であった。自分専用の携帯電話所持率

は男子 48.6％，女子 61.7％であり，親と共有の携

帯電話所持率は男子 2.7％，女子 5.6％であった。

所持率は男子に比べ女子が高く，学年が上がるに

つれて所持率が増加していた。 

 

3-2 歩行時，自転車乗車時における携帯電話の使

用状況と接触経験 

携帯電話所持者のうち歩行時に使用する生徒は

64.5％，自転車乗車時に使用する生徒は46.6％であ

った。歩行中または自転車乗車中に「人や物と接

触した経験がある」と回答した生徒は6.1％，「接触

しそうになった経験がある」と回答した生徒は

19.5％であった。自動車との接触は「経験あり」と

回答した生徒はいなかったが，「接触しそうになっ

た」と回答した生徒は7.7％であった（表1）。 
 

3-3 逸脱・危険行動と携帯電話所持との関連 

 男女ともに携帯電話所持と有意な関連が見られ

た逸脱・危険行動は，「髪の毛を染めること」，「電

車やバスの中で通話をすること」の2項目だった。

男子のみに有意な関連が見られた項目は「ピアス

をすること」，「無断外泊をすること」，「ゲームセ

ンターやカラオケで夜遅くまで遊ぶこと」，「無免

許運転をすること」であり，女子のみに有意な関

連が見られた項目は「駅などで地べたに座ること」，

「自転車で二人乗りをすること」，「いじめをする

こと」，「電車やバスの中でメールやゲームをする

こと」であった。 

 

3-4 携帯電話使用状況と各要因との関連 

 表 2 に携帯電話の使用状況によるマナー得点の

差異について示した。歩行中に通話，メール，ゲ

ーム，インターネットなど全ての機能を利用する

生徒は，歩行中携帯電話を使用しない生徒に比べ，

マナー得点が有意に低かった。また，自転車乗車

中に全ての機能を利用する生徒は，他の生徒に比

べ有意に得点が低かった。携帯電話の所持によっ

てマナー得点に違いは見られなかった。 

センセーションシーキングと携帯電話の使用状

況について，携帯電話を所持している生徒，歩行
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中及び自転車乗車中に使用する生徒では SSS 得点

が有意に高い値を示した。特に全ての機能を利用

する生徒は，他の生徒に比べて SSS 得点が有意に

高い値を示した。SSS には TAS（スリルや冒険を

好む傾向），ES（多様で新奇な経験を求める傾向）， 
DIS（抑制を解放する傾向）の 3 つがあるが，全て

の尺度において SSS と同様の結果を示した。 

 

4. 考察 

今回の調査において 60.2％の中学生が携帯電話

を所持していた。また，携帯電話使用中に人や物

との接触経験がある生徒は 6.1％，しそうになった

経験のある生徒は 19.5％であり，その中でも特に，

通話，メール，ゲーム，インターネットなど全て

の機能を使用している生徒が高い経験率を示した。

画面注視等による周りへの注意力低下によって，

歩行・運転に支障をきたし，事故の危険性を高め

ているもと思われる。自動車については道路交通

法違反として取締りの対象となるが，自転車につ

いてはこれまで特に規制は行われていなかった。

しかし警察庁の有識者懇談会において，自転車運

転における携帯電話の使用法など運転者の守るべ

きルールについて報告があった。この現状を踏ま

え学校等の教育機関における安全指導も重要であ

ると考えられる。 

携帯電話の使用状況とマナーに対する意識に関

連性が見られた。特に歩行時，自転車乗車時に通

話，メール，ゲーム，インターネットなど全ての

携帯電話の機能を利用する生徒は，その他の生徒

に比べマナーに対する意識が低いことが明らかに

なった。これらの生徒はマナー違反行動に対して

許容範囲が広く，迷惑行為だとは思っていない可 

 

能性がある。 

センセーションシーキングについては携帯電話

の所持，歩行時，自転車乗車時の使用状況と有意

な関連があった。また，人や物との接触経験との

関連性についても明らかになった。センセーショ

ンシーキングが高い人は危険な行為について認識

していない，あるいは認識していても好んで危険

な行為をとる可能性がある。このような特性を持

つ生徒に対しては単にそれらの行為の危険性を指

摘するだけではなく，万が一事故が発生した場合

の重大性について十分に認識させる必要があろう。 
本研究より，携帯電話に関わる危険行動をとる

生徒は規範意識が低く，センセーションシーキン

グが高い傾向にあることが明らかになった。この

ことから携帯電話使用にあたってのマナー改善が

必要であり，学校や家庭，携帯電話会社等による

安全な使用法の啓発が重要であると思われる。 
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表 1． 携帯電話使用時の接触経験 

  経験あり しそうになった 経験なし 合計 

人や物 19 (6.1%) 61 (19.5%) 233 (74.4%) 313 (100.0%)

自動車 0 (0.0%) 24 (7.7%) 286 (92.3%) 310 (100.0%)

*人数（%）        

 

 
表 2. 携帯電話の使用状況によるマナー得点の差異         

    N 平均値 SD 多重比較 

携帯電話の所持 所持している 307 52.3 6.8   

 所持していない 204 51.6 7.3  

     

歩行中の使用状況 すべて利用 a 81 50.3 8.0 <d 

 通話のみ b 48 53.5 5.2  

 メール，ゲームのみ c 66 51.9 6.1  

 使わない d 108 53.7 6.4 >a 

 所持していない e 205 51.6 7.3  

      

自転車乗車中の使用状況 すべて利用 a 38 48.1 9.0 <c,d,e 

 通話のみ b 42 52.0 5.8  

 メールのみ c 49 52.4 6.5 >a 

 使わない d 152 53.6 6.1 >a,e 

 所持していない e 204 51.5 7.3 >a,<d 

      

人や物との接触 経験あり a 19 48.5 12.1 <c 

 しそうになった b 58 50.7 6.2  

 経験なし c 228 53.0 6.2 >a 

 所持していないｄ 205 51.6 7.3  

 


