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1.	本研究プロジェクトの問題意識

昨年度の研究プロジェクト報告で詳述したよう
に、日本では子どものからだと心が「ちょっと気に
なる」「どこかおかしい」といったことが長年に亘っ
て心配され続けている。そのような中、子どものか
らだと心に関する実感調査では、心配されている多
くの問題事象の背景に前頭葉機能、自律神経機能、
睡眠・覚醒機能といった“神経系”の問題が推測され
ている（野井ほか、2016）。本研究プロジェクトで日
本における子どもの神経系の実態とそれに及ぼす諸
要因の解明を目指している所以である。
このような問題意識の下、本研究プロジェクトで
は種々のフィールド調査を展開している。本稿で
は、このうちの前頭葉機能に関する研究成果を報告
する。

2.	前頭葉機能調査の目的

前頭葉機能調査の目的は、日本における子どもの
前頭葉機能の実態とそれに及ぼす諸要因を保育・教
育現場での大規模フィールド調査の結果を踏まえて
明らかにすることである。

3.	方法
3-1. 対象および期間 
本研究の対象者は、東京都、神奈川県、静岡県、
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京都府、大阪府、岡山県内の5保育所・幼稚園、7小
学校、3中学校に在籍する4～15歳の子ども4,281名
であった。調査は、2017年11月～2018年10月の期
間に実施された。
なお、本研究プロジェクトは、日本体育大学にお
ける人を対象とした実験等に関する倫理審査委員会
の承認（第017-H092号）を得て行われている。

3-2. 測定項目
3-2-1. go/no-go課題

go/no-go課題は、脳活動の出力結果といえる実際
の行動や活動を観察する実行機能、すなわち意志、
意欲、判断、集中等を司る前頭葉機能測定の一手法
である。本研究では、Shikano and Noi（2019）の手法
に倣って、形成実験、分化実験、逆転分化実験の3

つの実験を行った。実験では、大脳活動計測プログ
ラム（テクノマスカット社製）を用いて、光刺激に対
する利き手の把握運動反応のデータを蒐集した。す
べてのデータ蒐集は、対象園・校の平静な教室内に
て最大12名（幼児は最大6名）で編成されるグルー
プごとに実施された（図1）。具体的な実験の手順は
以下の通りである。
最初は形成実験である。この実験では、「いまか
ら、みなさんの目の前のランプがこの色（幼児～小
学生：赤色、中学生：明るい色）に光ります。この色
に光ったら、すばやくゴム球を握ってください。消
えたらパッと離してください」との指示を与え、10

回の練習を行った後、直ちに3～6秒間隔で、1回0.5

～1.5秒間の光刺激を5回呈示した。
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図1．go/no-go課題の調査風景
注：測定は、対象園・校の平静な教室内にて最大12名（幼児は最大6名）で編成されるグループごとに実施した。

次は分化実験である。この実験では、「今度はこ
の色（幼児～小学生：黄色、中学生：暗い色）に光
る時もあります。でも、その時は握ってはいけませ
ん。先ほどと同じ、この色（幼児～小学生：赤色、中
学生：明るい色）の時だけすばやく握ってください」
との指示を与えて、4回（go task：2回、no-go task：
2回）の練習を行った後、直ちにgo taskとno-go task

をランダムに呈示した。この時の光刺激の呈示間隔
と時間は先の形成実験と同様であるが、刺激回数は
go task、no-go taskとも11回ずつとした。
最後は逆転分化実験である。この実験では、「最
後は先ほどと反対です。この色（幼児～小学生：黄
色、中学生：暗い色）の時にすばやく握ってくださ
い。この色（幼児～小学生：赤色、中学生：明るい
色）の時は握らないでください」との指示を与え、4

回（go task：2回、no-go task：2回）の練習を行った
後、直ちにgo taskとno-go taskをランダムに呈示し
た。この時の光刺激の呈示間隔、時間、回数は、す
べて分化実験の場合と同様とした。

3-2-2. 生活状況調査
生活状況調査は、自己記入による記名式調査票を
用いて実施された。そのため、自己記入が可能で
あると考えられた小学3年生以上を対象とした。調
査項目は、野井ほか（2008）および日本学校保健会
（2016）による生活調査を参考に、調査前日の就床

時刻、調査当日の起床時刻、休日の就床時刻、起
床時刻、睡眠問題、身体活動状況、携帯電話・ス
マートフォン等利用時間、食事状況等とした。加え
て、実行機能とも関連すると考えられるネット依存
についてもYoung（1998）によって開発された20項
目からなるインターネット依存度テスト（Internet 

Addiction Test：IAT）を用いて回答を求めた。回答
は、「いつもある」、「よくある」、「ときどきある」、
「めったにない」、「まったくない」の5件法で求め
た。各項目について「いつもある」5点から「まっ
たくない」1点と得点化した上で20項目の合計得点
を算出し、ネット依存得点とした。さらに、Young

（1998）に倣って、ネット依存得点が20点～39点を
「依存なし」、40点～69点を「依存傾向あり」、70点
以上を「強い依存傾向あり」と判定した。

3-3. 検討事項
本研究では、次の3点について検討を行った。1

点目は、最近の子どもの前頭葉機能の実態を把握
することである。この検討では、go/no-go課題によ
り得られた誤反応数や反応時間等を基に、先行研
究（Shikano and Noi、2019）に倣って5つの型（表1）
のいずれかに分類した上で、その判定結果を先行研
究の結果と比較した。2点目は、対象者のインター
ネット依存傾向の実態を把握することである。この
検討では、ネット依存得点と依存判定結果の性別学
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年別実態を概観した。3点目は、前頭葉機能とイン
ターネット依存傾向との関連を検討することであ
る。この検討では、前頭葉機能の5つの型（不活発型
／興奮型／抑制型／おっとり型／活発型）における
ネット依存の判定結果（依存傾向なし／依存傾向あ
り・強い依存傾向あり）をχ2検定を用いて男女別に
比較した。なお、分布の偏りに有意な傾向（0.05≦p

＜0.10）が認められた場合には残差分析も実施した。

4.	結果および考察

図2には、「不活発型」と判定された者の割合を
先行研究の結果と併せて示した。この図が示すよう
に、男子では1969年調査よりも1998年調査、2007-

08年調査へと出現率が増加し、本研究の結果（2017-

18年調査）でも依然として高値を示し続けている様
子が確認できる。また、女子でも、男子ほどではな
いものの、1969年調査、1998年調査よりも高値を示
す様子が確認できる。このタイプの子どもたちは、
いつも“そわそわ”“キョロキョロ”していて落ち着
きがなく、集中力も持続しないとみられがちな子ど

もたちである。したがって、この50年間で「幼稚な
子」が特に男子で増加しているという現実（証拠）が
示されたといえる。他方、図3には、「抑制型」と判
定された者の割合をこれまでの調査結果と併せて示
した。この図が示すように、1969年調査では一人
も観察されていないのがこのタイプであった。それ
が、1998年調査で少しずつ観察されはじめ、2007-

08年調査、2017-18年調査では、どの年齢でも10％
程度ずつ存在する様子が確認できる。このタイプの
子どもたちは、いわゆる“よい子”と見られがちな一
方で、自分の気持ちを上手に表現できないという特
徴を有するといわれている。したがって、男女を問
わず、いわゆる「よい子」でいることを強いられて
いる子どもが存在するという現実も示されたといえ
る。これらの結果は、日本が前頭葉機能の育ちにく
い社会環境、子どもが子どもらしく興奮しにくい社
会環境にあることを物語っているものと考える。
次に、図4にはネット依存得点とネット依存判定

の結果を示した。この図が示すように、依存得点は
加齢とともに上昇し、中学3年生では平均値で「依
存傾向あり」と判定される40点に達するほどである
様子が確認できる。同様にネット依存傾向と判定さ

表1．大脳前頭葉の5つのタイプの特徴

型 特　徴

不活発型
興奮過程と抑制過程がともに弱いタイプ。このタイプの子どもは、物事に集中するのに必要な“興奮”の
「強さ」と気持ちを抑えるのに必要な“抑制”の「強さ」とが、ともに十分育っていないために、いつもそ
わそわキョロキョロしていて、落ち着きがないという特徴を持っています。

興奮型

興奮過程と抑制過程の強さは十分なものの、その平衡性が悪く、興奮過程が優位なタイプ。このタイ
プの子どもは、“興奮”も“抑制”もある程度の「強さ」は持ち備えていますが、その「バランス」が悪く、
“抑制”に比べて“興奮”が優位なタイプです。いわゆる「ギャング・エイジ」の時期の子どもがこのタイ
プのイメージといえます。

抑制型
興奮過程と抑制過程の強さは十分なものの、その平衡性が悪く、抑制過程が優位なタイプ。このタイプ
の子どもは、「興奮型」とは逆に、“興奮”に比べて“抑制”が優位なタイプです。自分の気持ちを上手に
表現できにくいタイプと予想されています。

おっとり型

興奮過程と抑制過程の強さは十分で、平衡性も良好なものの、易動性に欠けるタイプ。このタイプの子
どもは、“興奮”と“抑制”の「強さ」も「バランス」も持ち備えていますが、その「易動性（適応性）」は発
達途中というタイプです。与えられた課題をこなすことはできるのですが、周囲に比べて時間がかかる
タイプの子どもがこのタイプのイメージといえます。

活発型 興奮過程と抑制過程の強さは十分で、平衡性も易動性も良好なタイプ。このタイプの子どもは、“興奮”
と“抑制”の「強さ」も「バランス」も「易動性（適応性）」も、十分に持ち備えているタイプです。
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図2．大脳前頭葉「不活発型」の出現率の加齢的推移

図3．大脳前頭葉「抑制型」の出現率の加齢的推移

図4．ネット依存得点（折れ線）とネット依存判定結果（棒）の加齢的推移
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れた者の割合も加齢とともに増加し、中学3年生で
は「強い依存傾向あり」が男子2.9%、女子5.5%、こ
れに「依存傾向あり」（男子42.3%、女子41.4%）も加
えると、2人に1人がネット依存傾向者に判定され
る様子が確認された。
このような状況が前頭葉機能に影響を及ぼすこと
は想像に難くない。そのため最後に、前頭葉機能
の5つのタイプとネット依存傾向との関連も検討し
た。その結果、統計処理の結果は男子では有意でな
く、女子でも有意傾向とはいえ、ネット依存傾向者
は「抑制型」で最も多く、「活発型」で最も少ない（男
女とも） 様子が確認された（図5）。Lin et al.（2012）
は、拡散テンソル画像を用いて、インターネット中
毒が疑われる者を対象にその白質画像を検証してい
る。それによると、インターネット中毒者では広範
囲に及ぶ白質異常、特に眼窩前頭野や前帯状回での
異常が観察されている。そして、このような現象が
薬物乱用症候群患者と同様であることから、イン
ターネット中毒者では薬物中毒者と共通の神経生物
学的メカニズムが存在する可能性を指摘している。
本研究の結果は、このような先行研究を支持するも
のであり、前頭葉機能の発達やその調子の良し悪し
には、ネットとの関わり方が関連している可能性を
示唆しているものと考える。

5.	まとめ

本年度は前頭葉機能、インターネット依存傾向の
実態、さらに、両者の関連を明らかにすることがで
きた。しかしながら、インターネットとの関わりも
含めた生活状況全般との関連を検討することはでき
ていない。今後は、前頭葉機能と諸生活状況との関
連を多変量で検討し、前頭葉機能に影響を及ぼす要
因を明らかにすることを課題としたい。

付記
なお、前頭葉機能調査の成果は、表2に示した書
籍・雑誌等で紹介された。
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図5．前頭葉の型別にみたネット依存傾向者の割合
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