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序論 はじめに――研究に当たっての動機と背景 

 
携帯電話が普及し、個人が自分の電話番号をもつようになった。便利になった反面、コ

ミュニケーションから犯罪まで広範囲に影響を与え、様々な社会現象もおこっている。身

近な出来事として、携帯電話で電話やメールを利用していて、相手の状況や気持ちを誤解

してしまうことがあるが、もし携帯電話がなければ生まれなかった誤解でもある。 
そこで、情報化社会の象徴とも言える携帯電話が与える影響や、今と昔での変化を比べ

てみた時、便利さの変化と同時にそれを利用する人々の心理と行動も変化しているのでは

ないかと思い、このテーマを取り上げた。 
 
 
第 1章 携帯電話の普及 

 
携帯電話を所持することは、現在では当然の事となったが、普及までには歴史がある。

便利だから普及したのだが、「なぜ便利といえるのか」「どのように使用するのか」を固定

電話との違いも比較しながら、変化したことを見ていく。 
 

１．１ 背景 
 2006年 3月末の携帯電話と PHSの合計加入数は全国で 9,648万である。（ 総務省関東

総合通信局発表） 
携帯電話普及の背景を見ていく上で欠かせないのがＰＨＳ・自動車電話・ポケットベル

（通称ポケベル）である。分類上ＰＨＳ・自動車電話・携帯電話を移動電話といい、これ

らにポケットベルを含めたものを移動体メディアという。 
この移動体メディアが日本で最初に実用化されたのは 1953年の港湾船舶電話である。次
に 1956年に列車と固定電話を結ぶ「列車公衆電話」が名鉄特急で始まった。 
自動車電話へと発展したのは 1979年の事であった。その間 1968年にポケットベルサー
ビスが東京 23 区で開始され、1987 年にＮＴＴがディスプレイ・ポケットベルサービスを
始め、ＮＴＴ以外の新規通信事業者も営業を開始するのと時を同じくして、携帯電話サー

ビスが開始されるに至った。 
「移動体メディア」は歴史を見ると分かるように、当初は公的な場や組織集団の中で使

用されていた。携帯電話も同様に、固定電話が引かれていないような場所、例えば工事現

場等で、代表者の名義で備えられ社員に貸し出されるという方法で使用され始めたのであ

る。ポケベルも同じく企業などの組織に導入され、外回りの営業マンが必要な時に持って
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出たのだ。最初は、呼び出し音がなると近くの公衆電話から会社に連絡するという「トー

ンオンリー型」端末であった。1987年に「ディスプレイ型」ポケベルが登場する事で、飛
躍的な変化がおきた。誰から呼び出されているかが分かることになり、特定一箇所から呼

び出されているメディアになったのである。こうなると、企業などで用いられるだけでな

く、プライベートに用いられるようになり利用拡大が進んだ。 
 使用料が値下げされ、利用者の年齢層も下がり、女子大生や高校生の個人連絡用のアイ

テムとして用いられるようになっていった。メッセージを受け取るだけでなく、ポケベル

にメッセージをお互いに送りあうというような使われ方をするようになった。数字を並べ

て暗号解読するようなポケコトバのやり取りが、ゲーム感覚で若者にもてはやされた。や

がてテンキーを打つと文字変換されるようになったのは 1994年のことである。 
 この頃から、高校生にポケベルが急激に普及しだした。一方、携帯電話は、自動車電話

の延長で、管理職にある中高年の男性の持ち物であった。しかし、機能の進化に伴って次

第に若者への利用を拡大し、1999 年に i-mode サービスが始まると、インターネット接続
が可能になり、マルチメディア化した携帯電話は、パソコンでインターネットをすりより

も操作も簡単で、経済的にも安価であるという事から若者に普及した。 
また、携帯電話のことを「けいたい」と呼び、「けいたい」と聞いて携帯電話を思い浮か

べるのが常識となった。そもそも「けいたい」とは携帯と書く。広辞苑には第一義は青苗

持つこと、実につけて持つこと（――ラジオ）とある。第二儀として、携帯電話と書かれ

ている。広辞苑にも「けいたい」＝携帯電話と表記される時代なのだ。「けいたい」が携帯

電話を意味し、さらには「ケータイ」とカタカナ表記され、ウェブ機能を持つ携帯電話を

排他的に意味するようになった。 
  
１．２ 固定電話との違い 
 上でも述べたように、当初携帯電話は固定電話の利用できないところで利用されるもの

であったが、爆発的な普及とそれに伴う低価格化により、むしろパーソナル・コミュニケ

ーションメディアとして利用されるようになった。 
 たとえば、一日のトラフィック（やりとり）の傾向を見ると、携帯電話の通信回数のピ

ークは 17 時過ぎであり、22 時になっても 9 時台と同じ程度発信されている。通信時間の
ピークも 17－18時台であり、固定電話の通信時間が減る 22時以降になっても利用は多く、
深夜にかけて通信回数は減るものの通信時間はさほど減らない（17時代と比べると 23時台
は、通信回数は 3分の１以下だが、通信時間はあまり変わらない）。このように一般加入電
話と比べて、携帯電話が「いつでも」――深夜――でも利用されるのは、個人専用の電話

だからである。 
これは携帯電話が「移動中や外出先でのみ利用されるもの」＝モバイルフォンから、常に

「個人と共にあるがゆえに、いつでもどこででも利用しうるもの」＝パーソナル・フォン

（ケータイ）になったためである。 
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１．３ 使用目的 
【通話よりメール】 
「個人所有され、私的な目的で利用されるメディア」として携帯電話に先んじて現れた

ポケベルは、現在のモバイルコミュニケーションを理解するうえで欠かすことのできない

ものである。ポケベルは「ビジネスマンの必需品」から「若者メディア」へ、「用件連絡の

ため」から「遊びのため」のメディアへと変容していった。 
 その後携帯電話の普及を受けてポケベルの加入数は激減、ＮＴＴドコモは 2007年 3月を
もってサービスを終了する予定である。しかしこのようなポケベルの「衰退」は一方的に

メッセージをいれ、相手からの電話連絡を待たなければならないポケベルより、直接会話

できる携帯電話のほうが便利だったからではない。文字によるコミュニケーションには携

帯電話のほうが便利であり、その上、会話もできるためだ。ポケベルは携帯電話の「進化」

を刺激する役割を果たした。実際、1997年以降、各事業者が相次いで携帯電話単体で電子
メールが交換できるサービスを開始すると１０代の若者たちの間では、携帯電話利用の中

心は急速にメールへと移っていく。ポケベルの流れをくむ、文字メッセージ交換の「楽し

み」を知る若者層のユーザーが、通話と比較した場合の料金の安さと維持業者の携帯電話

間はもとより、ＰＣともメール交換ができる便利さを活用し始めたのである。同時期に進

んだインターネットの普及もモバイルコミュニケーションの展開を語る上では欠かせない。 
 ＮＨＫ放送文化研究所が 2001年 10月におこなった生活時間調査によれば 10代の女性の
ケータイメール平均利用時間は 1時間 58分であるという。通話よりメールを多く利用する
人は増加傾向にあるというデータもあり、携帯電話は電話＝音声メディアとしてではなく、

文字メディアとしての利用が中心となりつつある。その意味でもポケベルの「功績」は重

要である。 
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図１ 使用の通話とメールの利用回比率数 
（引用：「モバイルコミュニケーション 携帯電話の会話分析」） 
※前回調査（2002年 12月実施）全体（N＝2007） 
※今回調査（2004年 1月実施）全体（N＝2429） 
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【手軽なインターネット利用】 
 ＮＴＴドコモは、i-mode 発売時から「携帯電話を引っ張るのは音声サービスではなく、
インターネットサービスだ」と考えていた。これには、若者狙いの商品化を意識した企業

戦略が透けて見えている。ゲーム世代は、親指だけで iモードのキーを使い、インターネッ
トに軽々とアクセスして見せた。携帯電話は、実に手軽なインターネット・ターミナルに

変身していたのだ。 
 若者からすれば、パソコンを使うより簡単に、つまり面倒な手順を省いてインターネッ

トが起動できて、電子メールの送受信やホームページの閲覧もできる。かわいいキャラク

ター画像を配信してくれる「きゃらっぱ！」（バンダイネットワークス）など、自分だけの

小さな画面に入ってくるサービスを楽しみ、いつでもどこでも新しいコンテンツ商品の話

題をメールで交換し、仲間内で盛り上がれる新しいメディアを手放さなくなった。 
2002年、群馬大学社会情報学部大学院が調査した前橋市内の高校生 134人を対象に行っ
た携帯電話の利用調査（高校生が利用する人気サイト調査）によれば以下の通りである。 

 
1位………着信メロディー、待ち受け画面 
2位………ゲーム、占い 
3位………娯楽情報、その他オークション、掲示板、出会い系サイトなど 

 
要するに高校生たちは、携帯電話からのインターネット・サービス利用では、電子メー

ルを中心に音楽や画像などを自分の形態に取り込んでいる。 
 
１．４ 使用頻度 
 携帯電話といえば、もはや電話だけではなく、インターネットを介した電子メール（Ｅ

メール）が特徴的だということが明らかになってきた。 
 多機能化してきた携帯電話の使用に際して伴ってくるのが料金である。そこでまず、使

用頻度の目安として毎月の使用料金に関する調査事例を挙げる。（引用：加藤國太郎 名古

屋文理短期大学紀要 第 27 号（2003）「モバイルコミュニケーションの実態を鑑みた情報
教育の研究」） 
 「携帯電話に関するアンケート調査」を実施し、携帯電話を使っていて不満なことや気

がかりなことについて解答を求めたところ「電話料金の負担が重い」が最も多かった。携

帯電話料金は固定電話料金に比べて格段に高いことが、利用者にとっては負担感が増すこ

とになる。携帯と固定電話の通話間では発信に関係なく、携帯電話会社の方に料金設定権

がある。携帯電話各社とも総務省の格差是正の指導もあり値下げをしている。通話は接続

時間には連動せず、送受信のデータ量によって課金する仕組みになっている。電子メール

の場合は送信側はもとより、受信側にも課金される。 
アンケートでの「毎月いくら使用料金を払っていますか」の問いに対する回答は図２の
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とおりだ。 
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5千円以内

5千円～1万円

1万円前後

2万円未満

2万円以上

未回答

 
図２ 毎月の使用料金  
 
また、「使用料金負担についてどうしていますか」の問いに対する回答は、図３のとおりで

ある。 
 

3人
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125人
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自分で支払っている

親の援助を受けている

自分と親と折半している

未回答

 
図３ 使用料金の負担 
 
自分で支払っている学生に比べて、親の援助を受けている学生が、親と折半しているのを

含めて６１．７％あった。このことは家庭内において、モバイル環境が浸透している様子

が伺える。 
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第２章 コミュニケーションへの影響 
 
本来の、“会って話す”というコミュニケーションではなく、携帯電話は声・文字でのコ

ミュニケーションである。電話機能も固定電話とは異なり一人一人に電話番号が与えられ

ている。用途は、年齢・性別・相手によっても変化し、利用者の心境も変化するだろう。 
コミュニケーション行動を規定し、人間関係のありように影響を与えていると考えられ

るケータイコミュニケーションの特性を探り、他のメディアと比較してどのような特性を

もっているのか…第２章では、この点を明らかにしていく。 
 
２．１ ケータイコミュニケーションの特性 
上記の「固定電話との違い」でも述べたように、携帯電話は所有者が身に携えて持って

いるものであるため、「いつでも、どこでも」、「個人と個人をダイレクトに」繋ぐというモ

バイル性、パーソナル性を特徴とする。固定電話は電話番号により住所が特定できるのに

対し、携帯電話は移動体のため「今どこ？」という一言から会話が始まることに象徴され

るようにオフラインで空間的な規制を受けない。 
 携帯電話は、会社の人や家族を介さずに本人に直接つながるため、社交辞令としての

挨拶も必要ないし、かける時間の制約も少ない。また、傍らに誰か、たとえば家族の者や

職場であれば会社の同僚などがいることを配慮し、通話内容を気にする必要もない。「いつ

でも、どこでも直接つながる」ために周囲からの干渉もなく、余計な心理的負荷や摩擦が

回避される。携帯電話を用いたコミュニケーションは「対個人」のモバイルコミュニケー

ションである以上にパーソナルコミュニケーションなのだ。 
 連絡を待つことなく外出もでき、どこにいても必要とあれば連絡を取ることができる。

携帯電話を持つと縛られるということも言われるが、携帯電話でいつでもどこでもコンタ

クト可能なので、時間や場所の制約から解放されて自由でいられることも確かである。 
 時間と場所の制約から解放されたことを享受し、携帯電話のスイッチのオンオフ権、

相手の選択権を行使して、自分に都合の良いコミュニケーションを行うことも可能だ。知

り合った友人とはけ形態電話の番号やメールアドレスを交換するところから「かかわり合

い」の第一歩を踏み出すが、かかってきた電話に出るかでないか・送られてきたメールに

返事を送り返すかどうかを主体的に選択できるというわけである。そのために有効な機能

を、携帯電話は持っている。たとえば、電話がかかってきた時に端末画面に現れる発信番

号表示を見て答えるかどうかを決める。又は、優先度の高い相手の着信音を変えておくこ

とによって、コミュニケーション相手を序列化し選択する。反対にこのような機能を有効

に使用しないと「携帯電話に振り回されて、見えない紐で繋がれている、縛られている」

とさえ感じる事にもなりかねない。 
また、マルチメディア化した携帯電話はもっぱらメールの受発信端末としての利用を中

心に、インターネット・ゲームなどといった娯楽にも活用されている。「いつでも・どこで
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も」という手軽さが、若者を携帯電話にのめりこませる理由ではないだろうか。 
 
２．２ 行動変化 
携帯電話が普及すると。携帯電話が現れる以前には見られなかった行動が見受けられる

ようになった。たとえば今日では当然となった電車の中で携帯電話を覗き込む姿であるが、

もちろん携帯電話が出現する前には見られなかった。授業中や映画館などで、ケータイマ

ナーに関する注意も同様である。 
なぜこのような行動が見られるのか。たとえばケータイメールにおいては、パソコンの

ように立ち上げる手間も要らず、思い立ったらすぐに送信でき相手が読むまでのタイムラ

グがないという特徴を持っている。暇な時、気楽に友達とコミュニケーションできるのだ。

そこで、暇さえあればメールをするという行動が誘発された。通話と違い、遠い声を出さ

ない分気楽で、授業中でも、電車の中でも利用できる。電車に乗り込んでシートに座った

とたんに携帯電話を覗き込む習慣がついた。 
以下に、携帯電話を初めて手にした女子高生の行動変化の一例を挙げる。（引用：「ケー

タイ・リテラシー 子どもたちの携帯電話・インターネットが危ない！」より。） 
 
元女子短大生Ｋ子（21）も、当時（1990年代後半）の若者たちと同様に中学生の時から
特別な嗜好品としての携帯電話がほしくてたまらなかった。「姉がポケベルや携帯電話を持

っていたし、自分も早く持ちたいと思った」と言うのだ。Ｋ子は姉の携帯電話所有を通じ

て高校生の世界での携帯電話利用に関心を深めたとして次のように言う。 
「とにかく高校生になったら携帯電話を持とうと思った。しかしお姉ちゃんが持ってい

るから私にも買って、といってもなかなか許しが出ない。そこで親を落とす方法を考えた

わけです。それは。持てば安心という、例のヤツですね。ある時親に、さっき痴漢にあっ

て怖かった。こういうとき携帯電話があれば安心できるのにと訴えたわけです。」 
Ｋ子の作戦は成功を収めた。両親は心配して携帯電話を買ってくれた。高校一年生の夏

のことであった。当時の高校生たちが最初のパーソナルメディアを手に入れるには、それ

なりの努力と工夫が必要だったわけである。それが最近では、高校生は持つのが当たり前

で、親や祖父母らが高校入学時には黙っていても買い与えるほど、当然のこととなった。 
ともあれ携帯電話を手に入れたＫ子はその携帯電話をどのように使ったのか。まず、毎

日携帯電話を学校にもっていった。そして以下のようなことが流行りだした。 
 
・授業中にメールをする 
（紙つぶてからメールに。内容は「この授業おもしろくない」とか「どこどこで会って

遊ぼう」とか） 
・チェーンメール遊び 
 （「○人に送らないと幸になる or不幸になる」とか「明日どこそこにタレントが来る」等） 
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・メル友 
 （適当なメールアドレスを作って無造作にメールを送る。友達から恋人までメル友での

出会いを求める） 
・いじめの変化 
 （プリクラ遊びにも変化。気に入らない子のプリクラに携帯電話の番号を書き込んで貼

り付け、いたずらメールなどがくるようにする） 
 
以上のようなことが行われた。個人情報保護が叫ばれている現在では考えられないような

ことや、逆に現在では当然のこととなった光景が当時行われた。 
 たとえばチェーンメール遊びでも、いたずら心で始まったのだが、そのなかには自然と

犯罪になってしまうものも出てくる。そのことを教えられないまま、携帯電話のインター

ネット機能と戯れることは非常に危険なことである。 
 また、携帯電話による友人関係の変化としては、プラス面の影響とマイナス面の影響が

あるとのアンケート結果が出ている。（引用：鳴門教育大学 藤村裕一「若年層における携

帯電話の友人間コミュニケーションへの影響とそれに対応した情報教育のデザイン」） 
 
表１ 携帯電話のプラス面の影響 

変化の内容 男子 女子 

友人数の増加 ３９％ ５０％ 
異性の友人との連絡増加 ２５％ ５３％ 
同性の友人との連絡増加 ３６％ ４７％ 
親密感の増加 ３１％ ４２％ 
あまり親しくない人とも、広く付き合うようになった １８％ ３０％ 
いつもつながっている安心感 １１％ ２１％ 
会う約束を直前にする １１％ １５％ 
友人関係の不安の減少 ４％ １４％ 
対面会話の増加 ０％ ９％ 
友人関係のストレスの減少 ７％ ６％ 
会うことが難しい友人との接触増加 ４％ ０％ 
離れている友達が近く感じる ０％ ２％ 

 
表１を見ると、携帯電話・携帯メールの利用により、友人数が増加すると共に頻繁に連絡

を取り合うようになって、親密感が増してきていることがわかる。 
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表２携帯電話のマイナス面の影響 

変化の内容 男子 女子 

夜遅くの連絡の増加 ３９％ ６１％ 
些細なことでも連絡する ４３％ ５６％ 
相手の状況にかまわず連絡 ３９％ ２７％ 
対面会話の減少 ７％ ８％ 
話す相手を選ぶようになった ７％ ８％ 
いつもつながっていないと不安 ０％ ９％ 
わずらわしい １１％ ３％ 
親しい人だけと付き合うようになった ４％ ６％ 
友人関係の不安の増加 ４％ ５％ 
友人関係のストレスの増加 ４％ ３％ 
プライバシーの侵害感がある ７％ ０％ 
同姓の友人との連絡減少 ４％ ０％ 
メールでしか話さない人増加 ０％ ２％ 

 
表２を見ると、携帯メールの非同時性・気軽さなどから、相手の都合を考えない連絡が

増えていることがわかる。それが、「わずらわしさ、プライバシーの侵害感」につながって

いる。また、１割以下であるが、携帯メールがこない状況下での不安や、人間関係の希薄

化を訴える者もいる。 
以上、携帯電話・携帯メールの友人関係への影響を見ていくと、プラス面・マイナス面

共に、携帯メールによるコミュニケーションを重視する者の多い女子の方が、対面会話を

重視する者の多い男子よりも顕著に影響を受けていることがわかる。 
さらに、以下の図４にあるとおり、男子の７３％、女子の７７％の者が、携帯メールが

着信したら授業中などの場合でもすぐに返事を書くとしている。これは、携帯メールによ

る、気軽で緊密な友人関係を重視するあまり時と場をわきまえるという基本的なマナーに

ついて考えが及んでいないことを示している。 

73% 77%

18%

8% 8% 11%
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80.0
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図４ 携帯メール着信時の返信対応 
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第３章 携帯電話による社会現象 
 
 携帯電話が引き起こす特徴的な現象は社会的に注目された。若者の間では急速に普及し

た携帯電話だが、「便利」という言葉の中には様々な意味が込められている。安全のために

便利・遊びのために便利・出会いのために便利・ビジネスのために便利などなど…。携帯

ストラップで携帯電話をかわいく持つなど、もはやファッション感覚でもある。そんな携

帯電話が引き起こす特徴的な現象を詳しく見ていく。 
  
３．１ メル友（ベル友）・出会い系サイト 
 
【メル友・ベル友】 
携帯電話利用の種類はメールでも通話でも、家族や友人との連絡やおしゃべりであるが、

それ以外の対人コミュニケーションも存在することを、述べてきた。 
 その中で特徴的であり、様々な方向へと広がったものとしてメル友・出会い系がある。 

1990年代半ばの若者の間でポケベルの流行と共に、マスコミの関心を集めた現象の一つ
に「ベル友」がある。ベル友とは、ポケベルでメッセージ交換をおこなうだけの友達のこ

とであり、名前も顔も知らない相手のことを指す。ベル友と日に何十回とメッセージ交換

をする若者がおり、中には「悩み事などを友達にはいえなくても、ベル友には言える」と

考えている若者がいることなどが、当時驚きをもってマスメディアで伝えられた。しかし、

このベル友は突如現れたものではない。テレクラや伝言ダイヤルなどメディアを介して成

立する「匿名の人間関係」はそれ以前にも存在しており、若者の利用するメディアが、家

庭の電話や公衆電話から、ポケベルへ、そして携帯電話やインターネットへと変わってい

くにつれ、形を変えながら存在し続けるのである。 
当初は適当なメールアドレスにメールを送ってメル友をつくることも行われたが、現在

では迷惑メールやチェーンメール対策として個人でも複雑なメールアドレスにするといっ

た注意もあり、出会いの主流は友達の紹介などであるため、ベル友よりも匿名性は低い。 
  
【出会い系】 
 もう一つ携帯電話やインターネット関連の「匿名の人間関係として」注目を集めている

のが「出会い系」―――主に男女の出会いの場を提供するインターネット・サイト――― 
である。この「出会い系」が悪評高いのは、そこで知り合い、犯罪に巻き込まれたとの報

道が続いたためである。そもそも、「匿名な人間関係」にネガティブなイメージが強いのは

テレクラ以降、それをきっかけとした犯罪がいくつも報道され、その危険性が強調されて

きたからである。風俗のイメージも強く、教育者や警察官向けの業界誌などでは、問題行

動・逸脱行動としての出会い系サイトの利用とその対策といったテーマが盛んに論じられ

ている。 
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ただし、2002年の調査によれば、出会い系サイトを見たことがあるのは 15歳から 19歳の
男子で 36.8%、女子で 29.6%である。利用したことがあるのは同年代の男子で 12.6%、女
子で 7.4%だ。この数字を多いと見るか、少ないと見るかは議論の余地があるが、少なくと
も対面コミュニケーションの関係を至上のものとする価値観は、「ケータイ依存」と言われ

る若者たちにも強く、メディアを介したコミュニケーションや「匿名の人間関係」は「本

物ではない」ととらえる若者たちの方が多数派である。 
 

63.2%

70.4%

24.2%

22.2%

12.6%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性（N=95)

女性（N=81) 見たことはない

見たことはあるが実際に利用
したことはない

実際に利用したことがある

図５ 出会い系サイトの利用（15～19歳） 
（引用：「モバイルコミュニケーション 携帯電話の会話分析」より、内閣府大臣官房政府

広報室「児童の性的搾取に関する世論調査」） 
 
 
３．２ ビジネスの変化 
  携帯電話の普及はビジネススタイルにも変革をもたらすツールとなった。企業が携帯電
話に求めるのはもちろんインターネット接続可能な機能である。携帯電話はパソコンと違

って持ち運び便利であるなどの理由もあって、各企業のビジネス戦略展開の上で、多様な

利用方法が考え出されているからだ。 
 
・販売促進やマーケティングに活用 
 百貨店やスーパーマーケットといった小売業で、特売品などの情報を告知する祭は新聞

の折り込みチラシを利用するのが一般的だが、これは不特定多数の客層に情報が届くとい

う点での有効な広告媒体である。必ずしも、その日の「生きた情報」が伝えられるもので

はない。 
たとえば、晴天の日に良く売れるという商品を、その日は晴れるという天気予報にしたが

って大量に仕入れたのにあいにくの雨になった場合を考えてみる。 
 小売店としては安い値段設定をしてでもその日のうちに売り飛ばしたいのだが、来店し

た客だけを相手にしていたのでは売れ残る恐れが大きい。もちろんチラシ広告だけでは間
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に合わない。そこで小売店は、会員登録をした顧客の携帯電話に、その特売情報を配信す

る。 
 パソコンと違って、携帯電話ならユーザーはいつも持ち歩いているため情報は確実に伝

わり、購買層もぐっと増大することになる。 
 こうした場合以外にも、その日の海の状態によって入荷状況が変化する鮮魚類の特売情

報や、おおっぴらに広告することが憚られるブランド物のバーゲン情報など、さまざまな

商品分野で携帯電話ならではの特徴を活かした販売方法が考えられている。 
 
・顧客の購買傾向を基にした個別情報や割引情報なども配信 
 また、登録した顧客の会員ナンバーを、顧客との商品取引ごとにチェックしておくこと

で、その顧客がどのような商品を好んで購入しているかといった「購買傾向」がわかる。 
 それをもとに、個別に携帯電話に新製品情報を配信することも可能であり、そうして流

した情報がどの程度の効果をあげて実際の販売へとつながったかも知ることができる。  

さらに、ただ商品の紹介にとどまらず、売れ筋商品は何かといった情報や、店舗の地図情

報、在庫状況などもウェブ上に表示しておけば、顧客への大きなサービスとなる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



卒業論文                          a3p21020 大北 和美 

 15

第４章 問題点 
 
４．１ 携帯電話を利用した犯罪・事件 
 
・ 電子メール機能の利用で起きている事案――― チェーンメールなど 
 2002年 5月に徳島県警生活安全企画課は、携帯電話を使い同級生の女子高生（16歳）を
中傷するメールを顔写真つきで不特定多数の人に送信したとして、同県立高校の女子生徒 4
人（いずれも 16歳）を名誉毀損の疑いで書類送検した。調べでは、4人は中傷の対象とな
った女子生徒が現金を盗んだり男性と親しくしたりしているなどという虚偽の内容で、多

くの人に転送するよう求めるメールを携帯電話で友人らに送った疑い。メールには被害に

あった女子生徒の顔写真が掲載されているＨＰの場所も記されていた。受信者に送られた

のは「一人でも多くの人に回してほしい」と促すチェーンメールだった。4人は同じ高校の
遊び仲間だったが「悪口を言われたことに腹を立てた」と供述、容疑を認めているという。

被害にあった女子生徒の友人に同月、このメールが送られてきて発覚。県警はこの友人ら

のメールの送受信記録などから 4人を特定したという。 
この事件は、軽い気持ちで行ったネットいたずらが犯罪になってしまう好例である。不

特定多数とはいうものの、同級生や友人に送信したというから、本人たちはきっと「いた

ずら」程度の気持ちだったのではなかったか。しかし結局は警察沙汰になってしまったの

だ。 
 
・掲示板機能の利用で起きている事案――――誹謗・中傷事件など 
この種の事件では、2004年に選抜高校野球の名門である松山市の済美高校の例がある。
済美高校では掲示板に野球部の選手らに対する多数の中傷の書き込みが相次いでいるとし

て、名誉毀損容疑での告訴などを検討、掲示板管理者に情報発信者の情報開示を求めるこ

とに決めたと発表している。 
掲示板機能の利用で起きている誹謗・中傷などトラブルは事件になりにくい、むしろ日

常的なものになっている。 
 
・ゲームやインターネット・ショッピング機能の利用で起きている事案 

――――ネットオークション、詐欺事件など 
 2003 年 11 月、人気オンラインゲーム「ハンゲーム」の中のサーバーに不正侵入し、他
の利用者がネット上に作ったゲームキャラクターの設定を書き換えたとして、高校一年の

男子生徒二人が不正アクセス禁止法違反容疑で書類送検された。ちなみに「ハンゲーム」

は、利用者の“分身”となるキャラクターを設定し、洋服やアクセサリーなどをネット上

で購入し装飾品や顔立ちを替えて遊ぶゲーム。不正アクセス禁止法違反容疑で書類送検さ

れた埼玉県入間市の高校一年の男子生徒二人（いずれも 15 歳）は、京都府内の主婦（40
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歳）や、宮城県内の小学生（10歳）に被害を与えた。 
 また、ネットショッピングでは、2002年 9月に北海道の室蘭市の男子高校生が「ゲーム
機買います」と携帯電話のサイトに書き込んだところ、二日後に塩などが入った小包を送

られ代金 11,000円をだまし取られたという事件も起きている。 
 
４．２ 電磁波 
携帯電話の電波が医療機器に影響することが問題になっている。実際、飛行機に乗ると、

離着陸の間は携帯電話やパソコンなどのデジタル機器は、航空景気に影響することがある

ので使用しないようにというアナウンスがある。それだけでなく、電話機は耳につけて使

用することから、脳にも悪い影響があるのではないかという指摘があり、脳腫瘍の発生を

警告する意見や、電磁波過敏症という症状も確認されている。  
また、心臓ペースメーカーなどの医療用電子機器に接近させた場合、それらの動作に影

響を与える可能性が指摘されている。 
 
４．３ マナー 
 携帯電話が広まってしばらくの間、周りの迷惑を考えずに電車の中などで大声で通話を

したりする人がいて問題となった。特に携帯電話はＰＨＳに比べて電波の強度が強いため、

心臓のペースメーカーを装着している人には危険だという指摘がされた。そのような世論

に押され、電車の中では携帯電話で話をしないというマナーができつつある。 
 最近は携帯電話で相手と直接話をするよりも、メールの機能を使うことが多くなり、電

車内でも以前に比べれば静かになった。 
 また、自動車を運転しながらの携帯電話使用は見るからに危険で、道路交通法の改正で

禁止事項になった。第 71条第 1項５号の 5で「自動車または原動機付自転車を運転する場
合には、当該自動車等が停止している場合を除き、携帯電話等を通話のために使用し、ま

たはカーナビゲーション装置等に表示された画面を注視してはならない」とされている。

（平成 11年 11月施行）海外でもそのような規定があり、内容は国によって様々だ。 
 一方で、強制的に携帯電話を使用させないようにする技術的な検討も行われている。あ

るコンサート会場内では、携帯電話・ＰＨＳを使えないようにする「通話防止装置」を導

入したことが話題になった。 
 秋葉原では「携帯ジャマー」というような分類名称で、迷惑携帯電話防止装置と証され

るものが各種販売されている。手の中に入るような小さな妨害発生生器だ。しかしこのよ

うな危機は微弱無線機とされているが、電波を発射して他社の通信を妨害するものである

ため、電波法に違反している。 
 さらに、花火大会等のイベントがあるときは、あらかじめ通話が混雑することが予想さ

れるので、発信規制がかけられる。年賀メールも同様だ。このようなときには通話を控え

ることが必要である。 
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４．４ ケータイ依存 
携帯電話に極度にはまり込んで手元にないと不安で落ち着かないような状態に陥ってし

まうことを「ケータイ依存症」という。携帯（電話）中毒や、ケータイ中毒（ケーチュー）

という言葉でも表現され、新聞やネットでもその言葉が見られるようになった。特に大学

生くらいの年齢の女性に多く、禁断症状が出る人たちもいるという。少しでも携帯電話に

触れられないと禁断症状が出る程までいくと、もはや病気だが「ケータイ依存」というも

のは携帯電話が常識となった今では意識されにくい。以下に「ある大学生が携帯電話のな

い環境へ出て、どのように変化したか」という例を取り上げる。 
（「壊れる日本人 ケータイ・ネット依存症への告別 著 柳田 邦男」引用） 
大学の夏休みは長い。たっぷり二ヶ月はある。Ｎ大学では、夏休みを利用して学生たち

に通常の授業では得られない異質な刺激を受けさせようと、アメリカの提携大学の協力を

得て、希望者を対象とする短期留学の制度を設けた。かなりの学生が参加して、夏季留学

は実施された。学生たちは留学先の大学の寮に入り、昼間はキャンパスの後者で、英語に

よるさまざまな講義を聞いたり、特定のテーマによる討論をしたりした。 

そんな中で学生たちは、予想もしていなかった興味深い体験をした。それは、留学先の

大学では携帯電話の使用が禁止されていたことだった。学生たちの多くは携帯電話を海外

でも使えるようにして出かけたのだが、現地に着くと使えないものだから、心の支えがな

くなったような、いつも何かが満たされないでいるような、不思議な不安定感にとらわれ

たという。もちろん個人差はあったのだが、中には気持ちが落ち着かなくて、焦燥感さえ

抱くようになった学生もいたらしい。 

そして、携帯電話なしでも不自由さや不安定感を感じないで生活できるようになるのに、

二週間もかかった。まさに、「麻薬中毒的なケータイ依存症」ということができるだろう。

そして学生たちは携帯電話を使えないので、だんだん物事を自分でゆっくり考えるように

なってきたという。 
上記のような学生の依存症の例、また変化の例からケータイ依存症があまり意識されて

いないことが分かる。携帯電話を使用しない・持たない環境になって初めて分かるのだろ

う。それまでは何か気になることや心配なこと、あるいはよく考えて結論を出さなければ

ならないことがあると、すぐに携帯電話で誰かに直接話しかけるかメールを送るかして、

談相手になってもらっていた。いつでも話を聞いてもらえるとか相談相手になってくれる

人がいるというのは、悪いことではない。しかし、四六時中、何から何まですぐに携帯電

話で発信し、応答を待つということになると、そこには新たな問題が生じてくる。困った

ことや悩みの種を、自分でじっくりと考えて乗り越える道を探したり、自分の悩みは自分

で引き受けるという自律心を育てたりすることができなくなってしまうのだ。 

 ネットでも「ケータイ依存症チェック」というものが多くあるが、その項目の内容は「こ

の行動は問題ないのでは？」と思うほど、当然のことと感じてしまうものもある。以下の

ような項目だ。 
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・ 携帯電話忘れたことに気づくと取りに帰る 
・ 用事がなくてもついメールを打ってしまう 
・ メールがこないと孤独感に襲われる 
・ 電波の届くところにいるかどうかいつも気になる 
・ 本当に言いたいことはメールの方が言いやすい 
・ トイレまで持ち込んでしまう 

 
以上のうち、一つでも当てはまると要注意……という結果を、そのサイトでは出していた。

（http://www5f.biglobe.ne.jp/~ICHINOSE/page028.html） 
 捕らえ方には個人差はあると思うが、これらの項目と同じことや似たことを経験したこ

とがあるのではないだろうか。そう考えてみるとケータイ依存症というのは、意識されに

くい部分で確実に広がっていると考えられる。 
 
 
 
 
 
第５章 結論 
 
第１章から第４章まで、いくつかの事例を挙げつつ、携帯電話の普及によるコミュニケ

ーションの変化を説明してきたが、以下にこれらのポイントをまとめていく。 
携帯電話の普及という出来事を４章に分けて多方面から研究してきた。その中で最大の

ポイントは「従来のコミュニケーションと携帯電話のコミュニケーションでの違いと、そ

のメリット・デメリット」である。 
携帯電話が誕生し、コミュニケーションや行動に変化がもたらされ、強い影響を受けた

が、コミュニケーションにおいて対面会話等の従来のコミュニケーションに勝るものはな

く、特に“匿名の人間関係”や“メディアを介したコミュニケーション”は本物ではない

ととらえる者のほうが多数であることが分かった。 
第 2 章で詳しく述べているが、携帯電話を所持する前と後では、行動・コミュニケーシ
ョンに変化が見られた。携帯電話が普及したことによって便利になった反面、自己中心的

な行動の増加と新種の犯罪が生まれたことも分かる。「いつでも・どこでも」「個人と個人

をダイレクトに」つなぐというモバイル性、パーソナル性のために周囲からの干渉もなく、

余計な心理負担や摩擦が回避されるため、そういった手軽さが、特に若者を中心に、携帯

電話にのめりこませた。第 2 章での表１[携帯電話のプラス面の影響]・表２[携帯電話のマ
イナス面の影響]から、まとめのポイントとなる変化内容の意見を抜粋する。 
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表３ 携帯電話による変化内容（プラス面・マイナス面） 

プラス面の影響 マイナス面の影響 

変化の内容 男子 女子 変化の内容 男子 女子 

いつも繋がっている安心感 11％ 12％ いつも繋がっていないと不安 0％ 9％ 

対面会話の増加 0％ 9％ 対面会話の減少 7％ 8％ 

会う約束を直前にする 11％ 15％ 相手の状況にかまわず連絡 39％ 27％ 

親密感の増加 31％ 42％ わずらわしい 11％ 3％ 

 
若干の男女差はあるものの、携帯電話・携帯メールの利用により、簡単に連絡がつき、

いつも繋がる安心感を与えられるとともに、親密感が増してきている反面、「ケータイ依存」

と呼ばれる「いつも繋がっていないと不安に感じる心理」が生まれる上に、相手の状況を

考えない連絡の発生が「わずらわしさ」につながっていることも分かった。 
ここまで携帯電話が普及し、生活の必需品として定着してきた今日であるが、便利さと

ともに問題が生まれ、コミュニケーションにおいても物理的・心理的にマイナス面がある。

それは「会って話す」という本来のコミュニケーションの持つ性質を、携帯電話によるコ

ミュニケーションでは補いきれない部分が存在するのだが、そこを無視して無理に携帯電

話に依存するため、問題やマイナス面が起こるのだ。そして、そのことを「ケータイ依存」・

「ケーチュー」と呼ばれる若者たちも自ずと理解している者が多数であるため、「匿名の人

間関係」や「メディアを介したコミュニケーション」は本物ではないと捉えている。 
しかし、問題点として挙げたようにケータイ依存は意識されにくい部分で広まっている。

匿名の人間関係・メディアを介したコミュニケーションといった、極端な人間関係につい

ては確実な一線を感じるものの、携帯電話が全く使用できない環境に置かれた時、自分で

も気づかなかった不安や焦りを抱くのは、もはや依存しているということだ。携帯電話は

便利さをもたらすが、振り回されると疲れてしまうだろう。 
私の友人が以前、３ヶ月間船で南半球を一周するという旅に出かけたが、その間携帯電

話は使えない。船の中の連絡は掲示板やホワイトボードに居場所を書いておく等、そうい

った連絡手段だったという。そうなると皆、時間も厳守するようだ。そのような体験を通

して、彼女もやはり、本来コミュニケーションとは顔と顔を向き合わせて行うものだと感

じたそうだ。同じ船に乗ったメンバーの中には、日本に帰国してから携帯電話を解約した

者も数名いたらしい。 
現在、「ケータイ依存」・「ケーチュー」という現象が出てくるほどの携帯電話の普及率だ

が、携帯電話がなくても生活できていた。そして存在しなかった当時、生活が不便だと困

惑した者はそういなかったであろう。「携帯電話の有無に関わらず所持者自身にはケーチュ

ーのような変化が起きない芯を持ってもらいたい」というのが、私個人の感想であると同

時にそれは自分自身にも言えることだ。 
携帯電話の普及によるコミュニケーションの変化は、コミュニケーションが気軽なもの
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へと変化したと言える。その変化において注意したいポイントは、従来のコミュニケーシ

ョンとケータイコミュニケーションには違いがあり、それぞれにメリットとデメリットが

ある。それは、対面会話のようなコミュニケーション効果はケータイコミュニケーション

では補いきれない部分があるということだ。 
しかしながら、携帯電話を所持する生活が定着した今日では、携帯電話のない生活は不

便を感じずにはいられない。携帯電話で頻繁にコミュニケーションを取ることができ、ビ

ジネスへも活用され、生活をより良くするための携帯電話に振り回されて、見えない紐で

繋がれている・縛られているようなことにならないように、利用する側がうまく利用して

いくことが大切だ。 
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