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Ⅰ 概要 

本調査は、10～69 歳 のスマートフォン利用者（回答者 1,067 人）を対象に、ソーシャル

メディアの利用に伴う生活・くらしの変化について調査したものである。スマートフォン・

ソーシャルメディアは、既に日常生活に当たり前のものとして定着し、各世代を通じてある

程度分別を持って使われている一方、今後取り組むべき課題も浮かび上がった。 

１.スマートフォンの利用が日常生活に与える影響 

スマートフォンの利用時間では、各世代を平均して毎日 1 時間程度が費やされている。 
利用状況では、気になった人や物事をネット検索で調べるかについて全体の９割超が「調

べる」と回答しているなど、スマートフォンやネットが生活の道具として定着しているとい

える。これらの利用により「行動範囲が広まった」との回答も 2 割に至る。 

２.ソーシャルメディアの利用状況や意識 

ソーシャルメディアの利用について、常に連絡を取り合うことができることなどで「友人

関係」「近親者関係」でのメリット感が高い。交際範囲が「広まった」との回答も全体の 3
割に至る。一方で、ソーシャルメディア上で知らない人とやりとりができることについてデ

メリット感を感じている人も 3 割を占める。他人の情報を勝手に載せない等のソーシャルメ

ディア利用上の注意やマナーを「知らない」との回答は全体の 1 割超存在し、特に 30 代～

40 代に多い。この世代は、ビジネスの中心世代でありながら、若年層と異なり情報教育等

の機会のほとんどない世代であることから、今後注意が必要と考えられる。 

３.デジタルネイティブ世代の特徴と課題 

スマートフォンの利用自体を楽しんでいる人の割合は、全体では 3 割を占め、他の世代に

比べ「10 代」が 4 割と高い。一方、長時間使い過ぎていると感じているのは全体の 4 割で、

特に「10 代」は 7 割と高い。長時間使い過ぎていることに後ろめたさを感じながらも止め

られない若者像が浮かぶ。ただし、「サイト上の情報源を意識したことがない」との回答も

他の世代に比べて多く、ネット上に氾濫する情報を、若年層が取捨選択・判断できるような

さらなる支援が求められる。 
ソーシャルメディア利用については、「10 代」特に前半層は、家族や同世代の友人、教師

など人間関係が特定の範囲に限られており、現実の人間関係を越えてまで、「繋がりたい」

とは思っていない。これは、「10 代」が限られた人間関係の中でもソーシャルメディアの特

性を理解し、慎重になっていることの表れと考えられる。一方で「10 代」でプログラミン

グ教育導入への期待度が高く、その必要性への認識の高さがうかがわれる。このような、若

年層における IT リテラシーの高まりは、日本社会の未来の担い手として大いに期待される。 
 
本稿では、このデジタルネイティブ世代を中心に調査結果を分析する。 
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Ⅱ デジタルネイティブ世代の特徴と課題 

１. コミュニケーションツールの主流は LINE 

Windows95 が発売された 1995 年以降に生まれた現在の「10 代」は、物心がついたとき

から日常生活において IT を使ってきた世代と言える。特に、2000 年以降に生まれた「10
代前半層」（10～14 歳）では、携帯電話（フィーチャーフォン、ガラケー）も使ったことが

ない人も多いと思われる1。 
そのような「10 代」の特徴は、コミュニケーション手段に現れている。本調査では、普

段スマートフォン等で最も頻繁に利用しているコミュニケーション手段を尋ねているが、

「10 代」では圧倒的に LINE が多く、「10 代後半層」（15～19 歳）では 66.2％に達する。

メールや通話はあまり使われていない（図 1）。全般に若年層では LINE が多く使われ、高

齢層ではメールが使われている。仮にこの傾向が続くとした場合、IT を使ったコミュニケ

ーションの主流は、メールから LINE を含むソーシャルメディアにシフトしていくことが

予想される。ビジネスの場面でもコミュニケーションツールとしてソーシャルメディアを使

う企業が現れているが、今後さらに広がることも考えられる。 

図 １ スマートフォンで頻繁に利用しているコミュニケーション手段（Q18-1、SA、n=1,067） 

                                  10 代前半層と後半層                                 

    

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 日本では最初のスマートフォンである iPhone 3G が発売されたのは 2008 年である。 



3 

２. 長時間使い過ぎと自覚しながらもスマートフォンに夢中 

スマートフォンの利用時間を見ると、他の世代と比べて「10 代」の利用時間が長いこと

がわかる。「10 代後半層」ではテレビの視聴時間よりも長い（図 2）。 
ソーシャルメディアの利用時間を見ても「10 代」が長く、「10 代前半」の利用時間が最

も長い（図 3）。 

図 ２ スマートフォンの利用時間（Q3-6、平均値、n=1,067） 

                                              10 代前半層と後半層 

    
注）仕事や勉強以外の利用時間。選択肢を次のように数値に置き換えて算出。「利用しない」0、「5 分未満」2.5、「5 分以上～15 分未満」

10、「15 分以上～30 分未満」22.5、「30 分以上～1 時間未満」45、「1 時間以上～2 時間未満」90、「2 時間以上～3 時間未満」150、3 時
間以上～4 時間未満」210、「4 時間以上」300（単位は分）。 

図 ３ ソーシャルメディアの利用時間（Q18-0、平均値、n=709） 

10 代前半層と後半層 

    
注）選択肢を次のように数値に置き換えて算出。「7 時間以上利用」480、「5 時間以上～7 時間未満利用」360、「3 時間以上～5 時間未

満利用」240、「2 時間以上～3 時間未満利用」150、「1 時間以上～2 時間未満利用」90、「30 分以上～1 時間未満利用」45、「15 分以上
～30 分未満」22.5、「5 分以上～15 分未満」10、「1 日に 5 分未満」2.5（単位は分）。 
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このことを彼ら自身はどのように感じているのか。スマートフォンの利用自体を楽しんで

いる人の割合は、全世代平均 27.1％に対し、「10 代」が 38.0％と高い（図 4）。 

図 ４ スマートフォンの利用を楽しんでいる人の割合（Q6、SA、n=1,067） 

10 代前半層と後半層 

    
注）設問「スマートフォンの利用によって、以前よりかける時間が増えてうれしいこと」（複数回答）に対する選択肢「スマートフォン
の利用時間そのもの」の回答割合。 

一方、スマートフォンの利用時間を捻出するために時間を削っていることとしては「睡眠

時間」が挙げられており、「10 代」は 34.9%と高い。「10 代後半層」では 43.1％に達する（全

体は 24.0％）（図 5）。「勉強時間」を減らしているという回答も「10 代前半層」29.7％、「10
代後半層」27.7％が挙げている。 

図 ５ スマートフォンの利用のために睡眠時間を削っている人の割合（Q5、MA、n=1,067） 

10 代前半層と後半層 

   
注）設問「スマートフォンの利用によって、以前よりかける時間が減って残念なこと」（複数回答）に対する選択肢「睡眠時間」の回答

割合。 
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一方、スマートフォンの利用時間が長過ぎるという意識は、「10 代」で特に高い（図 6）。
長時間使い過ぎていることに後ろめたさを感じながらも止められない若者像が浮かぶ。 

図 ６ スマートフォンの利用に時間を使い過ぎていると感じている人の割合（Q8、MA、n=1,067） 

10 代前半層と後半層 

   
注）設問「スマートフォンの利用によって長い時間を使ってしまい残念なこと」に対する選択肢「スマートフォンそのものの利用時間」

及び「「ながらスマホ」をする時間」の回答割合の計。 
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３. 同居家族とのコミュニケーションに日常的にソーシャルメディアを活用 

 同居している家族とのコミュニケーションにソーシャルメディアを使っているかという

質問に対し、「10 代」では 71.2％が「使っている」と回答しており、「毎日頻繁に使う」と

いう人も 26.4％と、「20 代」の 28.9％に次いで高い。核家族化した現代社会で生活時間の

ズレによる家庭内のコミュニケーション不足が指摘されるが、それをソーシャルメディアが

補っていることがうかがえる（図 7）。 

図 ７ 家族とのコミュニケーションにソーシャルメディアを使う頻度（Q19、SA、n=562） 

 
注）同居家族がいるソーシャルメディア利用者のみ 
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４. ソーシャルメディアを通じて、見知らぬ人と「繫がる」ことを警戒 

ソーシャルメディアにメリットを感じているかどうかを尋ねた質問では、「どちらともい

えない」が 57.1%と過半数を占める。ソーシャルメディアが、既に日常生活で当たり前のも

のとして定着し、特に長所・短所を意識することがなくなっていることがうかがえる。一方、

メリットを感じている人（34.6%）は、デメリットを感じている人（8.4％）を大きく上回

る。総じてソーシャルメディアは、生活にプラスのものとして受け入れられていると言える。 
情報社会が当たり前になってから生まれたデジタルネイティブ世代は、他の世代に比べて

メリットをあまり感じていないと言われるが、「10 代」をみると、傾向は全体と大きく変わ

らず、今回の調査からはそのような結果は見られなかった。これは、「10 代」の大多数が中

学生になってからスマートフォンを買い与えられるため、利用年数がまだ浅く、スマートフ

ォンの利用自体が「楽しい」ことが影響しているためと考えられる（p.4、図 4 参照）。 
ただし、「10 代前半層」を見ると、メリットを感じる人が比較的少なく（26.4%）、デメ

リットを感じる人が多い（15.8％、図 8）。項目別にみると、知らない・会ったことのない

人ともやりとりができることについて、「10 代」は 43.0%がデメリットとして挙げ、特に「10
代前半層」では 5 割がデメリットとして挙げている。「20 代」（26.3％）の約 2 倍である（図

9）。「10 代」特に前半層は、家族や同世代の友人、教師など人間関係が特定の範囲に限られ、

現実の人間関係を越えてまで、「繋がりたい」とは思っていないことがうかがえる。ソーシ

ャルメディアの今後の利用意向でも、全体の大多数は「今のままでよい」と考えているなか、

「10 代」は 11.8%、特に「10 代前半層」は 18.4％が「減らしたい」と思っている（図 10）。
ソーシャルメディアの特性を理解し、慎重に利用していることの表れと考えられる。 

図 ８ ソーシャルメディアのメリット‐総合的にみて‐（Q24-6、SA、n=709） 

 
             10 代前半層と後半層 

 
注）ソーシャルメディア利用者のみ 
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図 ９ ソーシャルメディアのメリット‐知らない人とのやりとり‐（Q24-3、SA、n=709） 

 
             10 代前半層と後半層  

 
注）ソーシャルメディア利用者のみ 

図 １０ ソーシャルメディア・今後の利用意向（Q21、SA、n=709） 

 
 

10 代前半層と後半層 

 
注）ソーシャルメディア利用者のみ 
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一方、「20 代」にも、知らない人と容易に「繋がる」ことに対し、不信感があるものの、

「10 代」と比べると数は大きく下がる。スマートフォンの利用により「行動範囲が広まっ

た」という回答が、「20 代」では 30.9％（全体 21.0％）（図 11）、ソーシャルメディアの利

用により「交際範囲が広まった」という回答も「20 代」35.6％（全体 29.1％）と高い（図

12）。ソーシャルメディアを通じて知り合った人と実際に会ったことはあるかという質問に

対しても、「20 代」では半数以上が「会ったことがある」と回答し（図 13）、「20 代後半」

では 76.0％に達する。総じて「20 代」はソーシャルメディアを活用し、人間関係が広がっ

ていることがわかる。これらを踏まえると、ソーシャルメディアにおける他者との関係性の

構築には、現実社会での人間関係の広さや構築の経験が重要な要因となることがうかがえる。 

図 １１ スマートフォンの利用による行動範囲の変化（Q9、SA、n=1,067） 
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図 １２ ソーシャルメディアの利用による交際範囲の変化（Q22、SA、n=709） 

 

注）ソーシャルメディア利用者のみ 

図 １３ ソーシャルメディアを通じて知り合った人にあったことはあるか（Q23-1、SA、n=249） 

 

注）ソーシャルメディアを通じて知り合った人がいるソーシャルメディア利用者のみ 
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５. 「30 代」の約 2 割が信頼性を確かめず情報発信 

 メディアに対する信頼度については、「10 代」では「テレビ」を挙げる人が 66.7％と最も

多く、「インターネットのニュースサイト」52.7％が続く。「ソーシャルメディア」（9.3％）、

「個人のブログやサイト」（8.5％）を挙げる人は少ない（図 14）。 

図 １４ 興味を持ったことを知りたいときに信頼しているメディア（Q16、MA3、n=1,067） 

 

サイト上の情報の信頼性を確かめるために情報発信元を確認しているか、という質問に対

しては、「10 代」の 41.1％が「情報発信元を意識したことがない」と回答している（全世代

27.1％）（図 15）。 

図 １５ サイト上の情報発信元を確認しているか（Q11、SA、n=1,067） 
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ただし Twitter でのリツイートについては、「深く考えないでリツイートする」と「半信

半疑でもリツイートする」を合わせた回答が「10 代」で 10.0%と全体（14.1%）と比べて

低い。情報を受けることについては、信頼性を強く問わないが、発信することについては慎

重であることがうかがえる。Twitter のリツイートについて問題なのはむしろ「30 代」で、

「深く考えないでリツイートする」11.9％、「半信半疑でリツイートする」9.5 %と合計する

と約 2 割が情報の正確性を気にすることなく、発信している（図 16）。 
 ソーシャルメディアを利用する際、自分の情報をみだりにあかさないことや他人の情報を

勝手に載せない等の注意やマナーについて、「知らない」という回答が「30 代」13.2％、「40
代」13.9％と他の世代と比べて高い（図 17）。これらの世代が社会を担う中心であることを

踏まえると、この意識の低さが職場での情報流出などマイナスの要因となっていることが考

えられる。 

図 １６  Twitter でのリツイートについて（Q14、SA、n=362） 

 

図 １７ ソーシャルメディア利用上の注意やマナーを「知らない」（Q26、SA、n=1,067） 

 
             注）設問「ソーシャルメディア（Facebook、LINE、Twitter など）で自分の                 

個人的な情報をみだりにあかさないことや他人の情報を勝手に載せない等の、             

注意やマナーについて」に対する選択肢「習ったことはないし、注意すべき               
点やマナーも知らない」の回答割合。 
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６. 仮想空間上で様々なサービスを受けることへの抵抗感が少ない「20 代」「30 代」 

 墓参りなど、かつては親族で集まって行っていた行事をインターネットで行うサービスも

現れている。これらについての評価を尋ねたところ、全体の 29.0%が「ネット上で必要な用

事が済むのであれば、望ましい／反対しない」と回答しており、特に、「20 代」（34.5％）、

「30 代」（33.9％）で高い（図 18）。若年世代では、親が存命である割合が高く、墓参りと

言っても実感が湧かない上での回答とも考えられるが、今後、様々なサービスがインターネ

ット空間上で行われる社会に移行していく可能性も高いことがうかがえる。 

図 １８ 墓参りなど仮想空間上で様々なサービスを受けることへの考え（Q30、SA、n=1,067） 
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７. 義務教育で「プログラミング教育」を求めている声は若年層で高い 

ＩＴを軸とした産業構造の変化と国際競争の激化が進むなか、欧州をはじめ各国では小学

校教育からのプログラミング教育が広まっている。日本でも、政府の「日本再興戦略」（2013
年 6 月 14 日閣議決定）にて、「義務教育段階からのプログラミング教育等のＩＴ教育の推

進」が明記された。文部科学省でも昨年生涯学習政策局に情報教育の推進のため「情報教育

課」が新設されたところである。    
小学校の義務教育にプログラミング教育を導入することについて尋ねたところ、全体で 5

割超が賛成という結果となった。特に「10 代」「20 代」で「賛成」とする人が多く、一方、

ビジネスの中心世代となっている「30 代」「40 代」で少ないという結果になった（図 19）。 
今後、さらに IT 化が進むことを踏まえれば、幼少期から論理的思考法を身に着けるなど

のプログラミングのための教育は、かつての計算能力を意味する「そろばん」以上に必要だ

が、世代間の比較でビジネスの最前線を担う層に理解が少ないのは問題である。これからの

時代を担う若者の声を聴いた教育を実施すべきである。 

図 １９ プログラミング教育の小学校の義務教育への導入について（Q17、SA、n=1,067） 

 
 
 
 

 
         


