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Abstract

A scale was developed to assess undergraduates’ stressful events when they use the internet.  In 

study 1, 80 undergraduates participated in an open-ended questionnaire study to develop a scale to 

assess undergraduates’ stressful events when they use the internet.  They were asked to complete an 

open-ended questionnaire of stressful events when they use the internet, and the obtained data was 

classified with the KJ method.  Based on the results of Study 1, a 49-item scale of stressful events in 

using the internet for undergraduates was made.  In study 2, the reliability and validity of the scale 

were examined.  153 undergraduates were asked to complete a questionnaire that included the scale of 

undergraduates’ stressful events when they use the internet, and Psychological Stress Response Scale.  

The results of factor analysis indicated that the scale consisted of 7 factors.  In addition, the scale 

showed high internal consistency and had a positive correlation with Psychological Stress Response 

Scale.  Implications for future studies to examine effects of stressful events on psychological well-

being were also discussed.
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問題と目的

インターネットとは，「全世界的なコンピューター・ネットワークのネットワーク」であ
る（三浦・森尾・川浦，2009）。日本では，1985 年から電話回線を利用したパソコン通信
ネットワークが民間レベルで普及しはじめた。その後，1990 年代初頭にワールド・ワイル
ド・ウェブ（WWW）が開発され，誰でも気軽にアクセスできるようになり，さらに，文
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章に画像や文字以外のデータや，他の文章へのハイパーリンクを取り込むことを可能にし，
コンピューターを介したコミュニケーション（Computer-Mediated.Communication:.CMC）
を活性化させ，利用者を拡大させた。1999 年には匿名掲示板コミュニティの「2ちゃんね
る」が開設され，不特定多数の匿名個人によるコミュニケーション空間として，独特の雰
囲気をもつ場所となり，日本においても最大規模のインターネット上のコミュニティとなっ
ている。
現在わが国におけるインターネットの利用者は 9000 万人に達するとみられる（総務省 ,.
2009）。インターネットは，ビジネスや学習のための利用や，情報収集，オンラインショッ
ピング，コミュニケーション，ゲーム，日記，動画閲覧などその利用目的は多岐にわたっ
ている。また，近年ではインターネットが利用できる環境も，モバイル化され，場所や時
間の制限を越えて利用ができるようになってきている。
日常生活の一部となったインターネットについて，これまで精神的健康との関係につい
ては，ポジティブな面とネガティブな面の両方があるとの見解があった。ポジティブな面
として，時間や空間の制約がなく，たくさんの人と交流することが可能なインターネット
利用は，他者とのコミュニケーションを容易にし，親密な人間関係を築きやすくなる可能
性があるとされた。
ネガティブな側面として，精神的健康の悪化が指摘されている。そのなかでも，1990 年
代におこなわれた「インターネット・パラドックス」についての研究（Kraut,.Patterson,.
Lundmark,.Kiesler,.Mukophadhyay,.&.Scherlis,.1998）は対人コミュニケーションを促進す
るはずのインターネットが，かえって利用者の対人関係や精神的健康を損なうという矛盾
（パラドックス）について調べている。この研究では，インターネットの導入前後における
精神的健康や，家族関係，近隣住民との交流頻度について 2年間にわたる調査を行っている。
その結果，インターネットの導入後に家族や近隣住民の間でコミュニケーションや交流活
動が減少したという結果が得られている（Kraut.et.al.,.1998）。また，精神的健康との関係
では，インターネットを多く利用している人において，抑うつ感情や孤独感が高まること
も示唆されている（Kraut.et.al.,.1998）。その後の追跡調査から，インターネット利用が精
神的健康に及ぼす影響を考える上で，インターネットの利用目的や，インターネット上の
やりとりで生じる出来事，個人特性を考慮していくことが不可欠であるとされてきている。
日本でも，インターネット・パラドックス研究をもとに，検討がされ，高比良（2009）
により，インターネット利用上のやりとりにおいて，どのような出来事を経験しているの
かが，利用者の精神的健康に関わってくることが予想されている。2006 年に米国でおこな
われた大規模調査によれば，インターネット上のコミュニケーションなどで，他者から侮
辱や攻撃的なコメントを受けるといった不快な出来事を経験した人は 3割を越えていたと
いう（Ybarra.&.Mitchell,.2008）。そしてこのような経験をした人は，怒りや悲しみを感じ
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たと報告している（Beran.&.Li,.2005）。高比良（2009）は，インターネットを利用するこ
とそのものというよりは，インターネット上のコミュニケーションなどインターネット利
用の際におこるストレスを感じる出来事や不快な出来事を経験することが，攻撃性の悪化，
抑うつの悪化につながっている可能性を指摘している。インターネット利用量の多さやイ
ンターネットに依存することがマイナスに作用するという単純なものではなく，インター
ネット利用の際にどのようなストレスを感じる不快な出来事を経験しているのかが精神的
健康にマイナスに作用する可能性がある。しかしこれまで，インターネット利用の際に生
じる不快な出来事（ストレス体験）を含めた検討を行った研究はみられない。そこで本論
文では大学生を対象としてインターネット利用の際に生じる「不快な出来事」についてそ
の頻度を測定する尺度を作成することを目的とする。

研究１

目的
インターネットを利用する際の不快な出来事について自由記述調査によって調べる。

方法
対象

都内A大学の大学生計 80 名であった。性別の内訳は男性 33 名，女性 47 名であった。平
均年齢は 20.45 歳，標準偏差は 0.17 であった。

調査内容

インターネット利用の際に経験した不快な出来事や，インターネット上での他者とのや
りとり以外で生じる不快な出来事について自由記述で回答を求めた。

倫理的配慮

質問紙調査への参加は自由意志に基づくものとした。無記名での回答とし，質問紙調査
に参加しないことによる不利益はなく，成績には一切影響しないこと，また，気分が悪くなっ
た場合などはいつでも中断することが可能であることを伝えた上で，同意を得られた対象
者に質問紙調査を実施した。

結果および考察
属性

研究 1における基本的属性を次の表 1に示す。
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表１　基本的属性
人数 （％）

学年 1 年 5 （6.3）
2 年 39 （48.7）
3 年 13 （16.3）
4 年 23 （28.7）

学科 心理学科 80 （100.0）

表 1より，2年生が 48.7% と最も多かった。学科は心理学科が 100%であった。

自由記述調査の結果

自由記述調査での回答結果をKJ 法によって分類してまとめた結果，インターネット利用
上の不快な出来事について，表 2のように（1）「相手の誤解・意味・ニュアンスのとりま
ちがい」，（2）「相手からの反応がない／期待はずれの反応」，（3）「悩み事を打ち明けた際
の相手のネガティブな反応」，（4）「自分に対して向けられた批判的な言葉／悪口・中傷・
侮辱」，（5）「他者に対する／他者同士の悪口・中傷・侮辱」，（6）「言葉遣いの悪さ・マナー
の悪さ」，（7）「目にしたくない／都合の悪い情報」，（8）「自分についての知られたくない
情報の漏えい」の 8つのカテゴリーが抽出された。

表２　自由記述調査の回答を KJ 法でまとめた結果
カテゴリー 項目例 回答数

（1）相手の誤解・意味・ニュアンスのと
りまちがい

自分の書いた言葉が誤解して受け取
られた

5

（2）相手からの反応がない／期待はずれ
の反応

自分が発信した相手から無視された 8

（3）悩み事を打ち明けた際の相手のネガ
ティブな反応

相談事をしたらそっけない反応が
返ってきた

5

（4）自分に対して向けられた批判的な言
葉／悪口・中傷・侮辱

暴言を投げかけられたり、不当な非
難を受けた

15

（5）他者に対する／他者同士の悪口・中
傷・侮辱

他の人たちが中傷し合っているのを
見た

49

（6）言葉遣いの悪さ・マナーの悪さ 人を見下すような表現を目にした 22
（7）目にしたくない／都合の悪い情報 自分とは違う立場の意見を目にした 5
（8）自分についての知られたくない情報

の漏えい
自分の情報を勝手に流された 4

計 113
.
表 2 に示されるように，（1）（2）（3）は他者とのやりとりの中で自分自身に向けられた
不快な出来事であった。（1）は，相手の表情が見えない文字を中心としたやりとりをする
インターネット上では，自分の伝えたかったことの本意が伝わらず，誤解が生じ不快な気
分になることがわかる。（4）は，他者とのやりとりの中で相手から一方的に向けられた非
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難や中傷の言葉，（5）は，自分自身に関係のない事柄でも，他者同士の争いや，他の人に
向けられた中傷や批判を見ることでおきる不快な出来事，（6）は，言葉遣いの悪さや，お
礼をするなどの最低限の礼儀がないこと，伝わりにくい表現を目にすることであった。（7）
は，自分とは立場の違う意見を見るなど，自身にとって都合の悪い情報を目にすること，（8）
は自分の名前や情報などのプライバシーを勝手に書かれるなどの情報漏えいに関わること
であった。

研究２

目的
研究 1では，インターネットを利用する際の不快な出来事についてKJ 法により 8つのカ
テゴリーを抽出した。研究 2では，不快な出来事（以下「ストレス体験」とする）がインター
ネット利用の際に，どの程度の頻度で経験されているかについて回答を求め，研究 1で抽
出された項目をもとに作成した不快な出来事の体験頻度を測定する尺度（以下「ストレス
体験尺度」とする）の信頼性・妥当性を検討する。
妥当性の検討については，新名・坂田・矢富・本間（1990）によって作成された，心理
的ストレス反応尺度を用いる。これはストレスフルな出来事を体験したときに示すストレ
ス反応を測定するもので，本研究で作成したストレス体験尺度との間に正の相関関係があ
るものと予測する。

方法
対象

都内A大学の大学生計 150 名を対象に質問紙調査を実施した。性別の内訳は男性 72 名，
女性 78 名で平均年齢は 19.89 歳，標準偏差は 1.37 であった。

調査内容

（1）インターネット利用の際に生じた不快な出来事
研究 1の結果で抽出した 49 項目それぞれについて，最近 1ヶ月に体験したかについて，

「0．全くなかった」，「1．ほとんどなかった」，「2．ときどきあった」，「3．しばしばあった」
の 4件法で評定を求めた。
（2）心理的ストレス反応
新名ら（1990）によって作成された，心理的ストレス反応尺度を用いる。これは日常生
活において体験される心理的ストレスを質的・量的に評価する 1つの指標として，人間
がストレスフルな出来事を経験したときに示す一般的な心理的ストレス反応を多面的に
評価する自己評価式の尺度で，ここ最近の感情や状態を表すものについて，「0. 全くちが
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う」，「1. いくらかそうだ」，「2. まあそうだ」，「3. その通りだ」の.4 件法で尋ねた。
（3）デモグラフィック変数
性別，年齢，学年，所属学部・学科についてそれぞれ回答を求めた。

倫理的配慮

質問紙調査への参加は自由意志に基づくものとした。無記名での回答とし，質問紙調査
に参加しないことによる不利益はなく，成績には一切影響しないこと，また，気分が悪くなっ
た場合などはいつでも中断することが可能であることを伝えた上で，同意を得られた対象
者に質問紙調査を実施した。

結果
属性

研究 2における基本的属性を次の表３に示す。
.表 3　基本的属性

人数 （％）
学年 1 年 45 （30.0）

2 年 71 （47.3）
3 年 20 （13.3）
4 年 14 （9.4）

学科 教育学科 25 （16.7）
心理学科 125 （83.3）

表 3 より，2 年生が 47.3% と最も多く，4 年生が 9.4% と最も少なかった。心理学科が
83.3％，教育学科が 16.7％であった。

ストレス体験尺度の因子構造

KJ 法により抽出された 8カテゴリー 49 項目について因子分析（主因子法・Promax 回転）
を行った。固有値の変動および解釈の可能性，KJ 法の結果を考慮して，7因子構造が妥当
であると考えられた。そこで再度 7因子を仮定して主因子法・Promax 回転による因子分析
を行った。その結果，十分な因子負荷量を示さなかった 9項目を分析から除外し，再度主
因子法・Promax 回転による因子分析を行った。その結果を表 4に示す。7因子の累積寄与
率は 65.4％であった。回転前の固有値は第 1因子 30.98，第 2因子は 11．96，第 3因子は 6.07，
第 4因子 5.10，第 5因子 4.25，第 6因子 3.57，第 7因子 3.47であった。因子間相関は0.21～ 0.54
と中程度であった。
第 1因子に負荷の高い項目は，「他者が互いを誹謗・中傷しあっている掲示板を見た」，「人
を見下すような書き方をしているのを見た」，「やりとりするときにあるべき丁寧さが相手
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因子名 質問項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 共通性
(32)他者が互いを誹謗・中傷しあって
いる掲示板を見た .91 -.18 -.15 .14 .10 -.15 -.10 .85

(30)他者同士が争っている文章をみた
.88 .00 -.19 -.04 .00 -.04 -.06 .76

(35)書き込みで、下品なことばをみた
.87 .07 -.02 .01 .05 .02 -.19 .72

(39)人を見下すような書き方をしてい
るのをみた .80 -.02 .11 .00 -.10 .08 .01 .79

(31)他者が何人かで一人の人を中傷し
ているのをみた .79 -.12 -.15 .10 .14 -.12 .08 .79

(34)掲示板でのマナーのない書き込み
をみた .74 .10 .02 .02 -.13 -.08 -.01 .66

(44)事件などについて、自分とは違う
立場の意見の書き込みをみた .71 .13 .05 -.02 -.02 -.02 .07 .78

(33)芸能人への批判・中傷をみた .71 .06 -.11 -.15 .06 .00 .10 .65

(42)掲示版にひわいな広告が書き込ま
れているのをみた .70 .19 -.15 -.08 .05 .01 .07 .67

(40)やりとりするときにあるべき丁寧
さが相手になかった .69 -.09 .25 .01 -.08 .12 -.03 .79

(43)自分の思う一般的な常識からひど
くはなれた意見をみた .55 -.12 .14 .06 -.05 .15 .22 .76

(36)他者からの書き方に必要以上のな
れ慣れしさを感じた .55 .01 .29 -.15 -.05 .07 .06 .63

(45)知人が発していた内容が自分の考
えと不一致なものだった .53 .07 .09 .12 .08 -.02 .14 .77

(38)見知らぬ相手なのに、相手が自分
に敬語をつかわなかった .42 -.07 .27 .00 .02 .32 -.01 .70

(14)メール交換（パソコン)をしてい
て、メールがこなくなった .16 .72 .05 -.07 .11 -.05 -.08 .68

(11)必要があって送ったメール（携帯
電話）の返信がなかった -.13 .56 -.01 .05 .03 -.04 .20 .57

(9)必要があって送ったメール（パソ
コン)の返信がなかった .05 .56 .14 -.13 -.04 -.04 .19 .55

(17)メール交換(携帯電話）をしてい
て、メールがこなくなった .04 .55 -.17 .00 .00 .14 .05 .50

(10)知人が自分の日記・ブログにだけ
コメントをしてくれなかった -.02 .50 .09 .07 -.01 .04 -.03 .45

(6)知人からのメール(携帯電話）の内
容が冷たかった .01 .48 -.20 .16 -.03 .25 -.02 .65

(3)知人からのメール（パソコン)の内
容が冷たかった -.05 .45 .18 .23 -.07 .05 -.03 .62

(23)知人から不当な非難を受けた -.04 -.02 .95 .05 .04 -.05 -.01 .90

(22)不当な非難をうけた .00 -.01 .93 .01 .08 .00 -.07 .90

(21)知人から中傷された -.03 -.01 .80 .07 -.18 .06 .03 .76

(19)中傷された -.02 .12 .43 .16 .38 -.24 .04 .67

(1)自分の書いた言葉を誤解してうけ
とられた -.03 -.04 .09 .87 .03 -.08 .04 .73

(2)自分の質問の意図を理解してくれ
なかった .03 .03 .11 .80 .02 -.04 -.05 .73

(4)自分が書いたことが相手に思うよ
うに伝わっていなかった .04 .40 -.06 .64 -.12 .01 -.07 .69

(5)軽い冗談の気持ちで書いた言葉に
対して深刻に返されてしまった .00 .04 .02 .56 .06 .10 -.03 .56

(49)自分の連絡先を知らないところで
書き込まれた .03 .12 .17 -.13 .73 .02 -.07 .73

(47)知人の書き込みに自分の実名が書
いてあった .02 .14 -.04 .03 .73 .00 -.11 .55

(48)自分の名前が勝手に使われていた
.02 -.14 -.11 -.02 .68 .18 .16 .63

(46)自分の情報を勝手に書き込まれて
いた -.04 -.21 -.07 .32 .56 .13 .11 .64

(18)悩みを打ち明けたが親身なコメン
トがなかった -.01 .05 .00 -.13 .22 .79 -.08 .69

(15)真剣な相談をしたのにはぐらかさ
れた .08 .10 -.07 .03 -.04 .79 -.09 .69

(16)自分にとっては大切なことを相談
したかったのに知人から返信がなかっ
た

-.23 .11 .06 .11 .06 .62 .12 .62

(29)名前や学校名を出して中傷してい
るのをみた .16 .09 -.16 .01 -.05 -.04 .84 .73

(25)自分の知人の悪口が書いてあるの
をみた -.09 .17 .13 -.20 .20 -.07 .55 .56

(27)自分の好きなもの･人が中傷され
ていた .25 -.12 .17 -.02 -.08 -.04 .52 .59

(26)自分の所属団体の悪口が書いてあ
るのをみた .13 .07 -.11 .22 .01 .01 .50 .50

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

Ⅰ ‐ .27 .28 .39 .21 .35 .54

Ⅱ ‐ .43 .47 .32 .48 .26

Ⅲ ‐ .33 .39 .32 .30

Ⅳ ‐ .31 .44 .40

Ⅴ ‐ .30 .29

Ⅵ ‐ .41

Ⅶ ‐

Ⅳ
相
手
の
誤
解

Ⅴ
個
人
情
報
の

漏
え
い

Ⅵ
相
手
の
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
反
応

Ⅶ
身
近
な
も
の
へ
の

中
傷

Ⅰ
他
者
へ
の
中
傷
/
マ
ナ
ー

の
悪
さ

Ⅱ
期
待
は
ず
れ
の
反
応

Ⅲ
自
分
へ
の

中
傷

表4　因子分析結果（主因子法，Promax回転）
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になかった」など 14 項目で，“他者への中傷 /マナーの悪さ”因子と命名した。第 2因子
に負荷の高い項目は，「メール交換（パソコン）をしていて，メールが来なくなった」，「知
人が自分の日記・ブログにだけコメントをしてくれなかった」，「知人からのメール（携帯
電話）の内容が冷たかった」など 7項目で，“期待はずれの反応”因子と命名した。第 3因
子に負荷の高い項目は，「不当な非難を受けた」，「中傷された」など 4項目で，“自分への
中傷”と命名された。第 4因子に負荷の高い項目は，「自分の書いた言葉を誤解してうけと
られた」，「自分が書いたことが相手に思うように伝わっていなかった」など 4項目で，“相
手の誤解”因子と命名した。第 5因子に負荷の高い項目は，「自分の連絡先を知らないとこ
ろで書き込まれた」，「自分の名前が勝手に使われていた」など 4項目で，“個人情報の漏えい”
因子と命名した。第 6因子に負荷の高い項目は，「悩みを打ち明けたが親身なコメントがな
かった」，「真剣な相談をしたのにはぐらかされた」など 3項目で，“相手のネガティブな反応”
因子と命名した。第 7因子に負荷の高い項目は「自分の知人の悪口が書いてあるのをみた」，
「自分の好きなもの・人が中傷されていた」など 4項目で，“身近なものへの中傷”と命名した。

ストレス体験尺度の信頼性の検討

ストレス体験尺度の全体およびそれぞれの因子ごとにCronbach の α係数を算出した。そ
の結果，ストレス体験尺度のCronbachの α係数は0.939であり，下位因子は順に0.941，0.799，
0.893，0.854，0.786，0.826，0.746 と高い値を示し，ある程度内的整合性を備えているといえる。
また，因子分析によって得られた各因子間の相関係数は全て 1％水準で有意であり，7つの
因子の安定性が確認された。

ストレス体験尺度の妥当性の検討

ストレス体験尺度の構成概念妥当性を検討するため，新名ら（1990）によって作成され
た心理的ストレス反応尺度との相関を求めた。その結果を表 5に示す。

表 5　ストレス体験尺度とストレス反応尺度との相関係数
ストレス体験尺度 ストレス反応尺度

第 1 因子 他者への中傷／マナーの悪さ .27**
第 2 因子 期待はずれの反応 .30**
第 3 因子 自分への中傷 .21**
第 4 因子 相手の誤解 .23**
第 5 因子 個人情報の漏えい .04
第 6 因子 相手のネガティブな反応 .08
第 7 因子 身近な物への中傷 .14

ストレス体験尺度（全体） .30**
**p<.01

.
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表 5 に示すように，ストレス体験尺度（全体・下位因子）とストレス反応尺度との間に
有意な正の相関関係がみられた（r=.30,.p<.01）。また，下位尺度のうち「他者への中傷 /マ
ナーの悪さ（第 1因子）」との間に有意な正の相関関係（r=.27,.p<.01），「期待はずれの反応（第
2因子）」との間に有意な正の相関関係（r=.30,.p<.01），「自分への中傷（第 3因子）」との間
に有意な正の相関関係（r=.21,.p<.01），「相手の誤解（第 4因子）」との間に有意な正の相関
関係（r=.23,.p<.01）がみられた。

考察

研究 1の自由記述では，8つのカテゴリーが抽出され，インターネット利用時の不快な出
来事について，自身の直接的な体験だけではなく，他者が誹謗・中傷を受けているのを見
ることでも生じていることがわかった。そのため，インターネット上で積極的に書き込み
をしたり，他者と能動的にかかわっている人だけでなく，インターネットを閲覧すること
を中心に利用し，他者とのかかわりがない人であっても，インターネット利用の際に不快
な出来事を体験していることが示唆される。
研究 2では，研究 1の自由記述で得られた結果をもとに作成したストレス体験尺度 49 項
目に回答を求め，その因子構造や信頼性，さらに妥当性について検討した。因子分析結果
や解釈可能性，KJ 法の結果をふまえ，適切なストレス体験尺度 7因子 40 項目を採用した。
第 1因子の「他者への中傷 /マナーの悪さ」や第 7因子の「身近なものへの中傷」では，
主に閲覧を中心にインターネットを利用しているときに掲示板などで目にし，体験する頻
度が高いストレス体験であると考える。閲覧時とは別に，インターネットを利用して他者
とやりとりをする時に生じる不快な出来事として，第 2因子「期待はずれの反応」，第 4因
子「相手の誤解」，第 6因子の「相手のネガティブな反応」があると考える。特に，自分か
ら発信したものに対して，相手が無視をすることや，やりとりの間で意図のずれが生じる
ことについては，文字のやりとりを中心とするインターネットでのやりとりの特徴ともい
えると考える。さらに，第 5因子「個人情報の漏えい」，第 3因子「自分への中傷」では，
危険を伴うインターネット上に自分の情報を他者に勝手に書き込まれていたりすることや，
他者から自分に向けられた中傷・非難もストレスを感じる体験となっていることがわかる。
自由記述調査によって得られた尺度について，信頼性および妥当性の検討を行ったとこ
ろ，信頼性について，ある程度内的整合性が高いことが見出された。妥当性については，
新名ら（1990）による心理ストレス反応尺度との間に有意な正の相関関係が認められた。
したがって，今回作成されたストレス体験尺度はある程度の妥当性を備えているといえる。
本論文では，インターネット利用時に体験する不快な出来事を測るための尺度を作成し
た。今後は今回作成した尺度を利用し，抑うつ感情や攻撃性といった精神的健康との関連
を検討する。また，インターネットを利用する目的ごとの利用量とストレス体験との関連
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についても検討を行いたい。これらの結果は，インターネットの利用の仕方や個人特性に
よるストレスの体験のしやすさや，精神的健康との関連を理解する一助となると考える。
今後はインターネットの利用が精神的健康に及ぼす影響についてのメカニズムに踏み込ん
だ検討も重ねていくことで、インターネット利用による精神的健康の悪化を予防するため
の心理教育などへの示唆につなげていきたい。

.
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