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＜抄 録＞ 

LINEのグループトークのメンバーが返信を待たせる側と待つ（待たされる）側の双方の立場に置

かれているときに，それぞれの立場においてメンバーのネガティブ感情の発生の有無によるメンバー

のLINEに登録されている「友だち」及び「グループ」の数の差を比較した。その結果，調査票で設

定した多くの状況で，ネガティブ感情が発生する人のほうが発生しない人よりも「友だち」及び「グ

ループ」の数が多かった。続いて，上述の結果をふまえてネガティブ感情が発生する人に注目し，ネ

ガティブ感情の発生のタイミングと「友だち」及び「グループ」の数との関係を分析した。その結果，

主に既読状態で返信を待つ状況においてネガティブ感情の発生までの時間の長さと「友だち」及び「グ

ループ」の数に正の相関がいくつか認められた。 
 

キーワード：LINE，グループトーク，返信のタイミング，ネガティブ感情，コミュニケーション 

 

１．背 景 
近年，世代を限定せず，日常的にスマートフォン等の

モバイル情報端末を使ったコミュニケーションが行われ

ている（内閣府, 2018）。特に若年層に多く利用されて

いるLINEアプリケーションのテキストメッセージング

である「トーク」（以下，LINEと略す）は，スマート

フォンを用いる，今日の代表的なコミュニケーションツ

ールと言っても過言ではない。2016年時点で10代の

LINEの利用率は既に79.3％であり，20代の利用率は

96.3％であった（総務省, 2017）。テキストメッセージ

ングが非同期のコミュニケーションであることが暗黙の

了解であった，主に手紙やメールを用いていた時代とは

異なり，スマートフォン等のモバイル情報端末で用いら

れるテキストメッセージングは使用者にやりとり（特に

返信）のスピードを要求する（Kato et al., 2013; Kato & 
Kato, 2015）。つまり，現在はこれまでのように書くメ

ディアが非同期であると簡単に決めつけることができな

い時代である。 
LINEには，送信者のメッセージを受信者が読んだ

（LINEで受信したメッセージを開いた）ことを送信者

に自動的に通知する既読の通知機能（逆に読んでいない

（LINEで受信したメッセージを開かない）場合は未読

が通知される（既読のしるしが表示されない））がある

（Hoyle et al., 2017）。LINEにはこのような機能があ

るため，やりとりで受信したメッセージを読まずに（あ

るいはLINEを開かずになんらかの方法で読んで）返信

をしない状態を続けることは「未読無視（未読スルー）」，

読んだが返信をしない状態を続けることは「既読無視（既

読スルー）」と呼ばれることもある。LINEには他にも，

容易にグループを作成して複数のグループメンバーと同

時にやりとりできるグループトーク，新しく登場したグ

ラフィカルシンボルであるスタンプの送受信等，さまざ

まな特徴がある。これらはコミュニケーションの形態を

多様にした。つまりこれらの特徴は，LINEの利点であ

る。しかし多様さはコミュニケーションを複雑にし，さ

まざまな問題を引き起こす原因にもなりうる。すなわち，

皆が新しいメディアに慣れ，使われ方が成熟するまでの

間は暗黙の了解が通用せず，トラブルやすれ違いが頻繁

に生じる。例えば，既読無視によりネガティブ感情が生

起する（岡本・石崎, 2015）。それ故，既読の通知機能

によって，メッセージを受け取ってそれを開いたら，す

ぐに読み返信しなくてはならないというプレッシャーを，

利用者はメール以上に強く感じるようになった（加藤, 
2016）。さらにグループトークでは，メッセージを送信
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した側には既読数（数字）のみが表示されるため，既読

者の特定はできず，個人のやりとりに比べると既読無視

や未読無視が多くなる（加藤, 2016）。このことも一因

となり，グループトークではトラブルやいじめが生じや

すくなると報告されている（加藤, 2018）。 
LINEはコミュニケーションツールである。したがっ

て，女子高校生は男子よりもコミュニケーションアプリ

ケーションをよく利用する（総務省, 2014）等，性差も

ある。高校生の対人依存欲求とインターネット利用の性

差を検討した研究によれば，TwitterやLINEの利用頻度

が高い女子は，他者との情緒的で親密な関係を通して自

らの安定を得ようとする傾向がある可能性があるが，男

子にはそのような目的でのコミュニケーションをあまり

行っていない可能性が示された（稲垣ほか, 2017）。ま

た，インターネットへの依存にも性差がある。女子はコ

ミュニケーションに関する側面の依存が目立ち，男子は

ゲームやインターネット動画視聴に関する側面の依存が

目立つ（総務省, 2014）。高校生を対象にしてインター

ネット依存傾向と学校生活スキルの関連性についての性

差を検討した研究によれば，女子はメール不安が学校生

活スキルに大きな影響力を持つ。つまりメールが気にな

ってインターネットを利用できる端末から離れられない

状況が続くことで精神的依存状態が生じ，学校生活スキ

ルに影響する可能性が示された（稲垣ほか, 2016）。 
また，利用していく中で対人関係に関するさまざまな

感情が生じる。LINEを用いた個人間のやりとりで返信

のスピードと感情面に関して返信をどのぐらい待たされ

るとネガティブ感情を生じるかについて調査した研究が

いくつかある。以下にLINEの返信スピードに関する先

行研究の主な知見をまとめた。まず，大学生を対象に自

由記述の調査を実施し，LINEのやりとりにおいて返信

が速い方がいい状況と遅くてもいい状況を検討した研究

（Kato et al., 2018）では，返信を待つ側がやりとりの

相手に求める返信スピードは自分（待つ側）の都合によ

るところが大きく，このことがLINEの返信のタイミン

グにまつわるトラブルの原因の一つになっている可能性

が示された。また，女子大学生を対象にして，LINEで

４種類の相手（家族や親類，友人等）に返信を求めるメ

ッセージを送信した時，既読状態と未読状態それぞれで

返信がない場合において，送信者（返信を待つ側）に４

種類のネガティブ感情（不安等）が生じるまでの返信の

待ち時間を検討した研究（加藤ほか, 2017）では，すべ

ての相手の場合に４種類のネガティブ感情すべてが未読

状態よりも既読状態において有意に短い時点で生じるこ

と，未読状態においてもやりとりの相手が親しい間柄の

場合はその日の内に相手からの返信がないと不安が生じ

ること等が示された。さらに，上記の分析にLINEへの

依存の程度の影響も加えて検討した研究（Kato et al., 
2020）では，ネガティブ感情が生じるまでの返信の待ち

時間に関して，LINEへの依存の程度による差が認めら

れるのは家族や親類以外の相手の場合であること等が明

らかにされた。 
しかし，上述の先行研究が提供するのは，あくまで個

人間のLINEのやりとりに関する知見である。つまり，

いじめやトラブルがより生じやすい（加藤, 2018）グル

ープトークでのネガティブ感情の発生に関して，利用者

の特性との関係等，詳細に検討した研究はまだ行われて

いない。また，LINEはコミュニケーションの道具であ

るため，返信のスピードは相手がどのような人たちであ

るかという点（グループトークではグループの種類）も

当然コミュニケーション一つ一つに関係すると考えられ

る。それに加えて，LINEを用いたコミュニケーション

の経験も重要な要因になるであろう。経験の基準として

使用期間もあるが，本研究は同様に重要であり，多様な

コミュニケーションの経験の指標とも考えられる「数」

に注目する。そこで本研究では，具体的なLINEグルー

プを設定し，先行研究では言及されていないネガティブ

感情の発生の有無や発生のタイミングに着目し，客観的

指標であるLINEの「友だち」（LINEで登録されたお互

いにやりとりできる人のことを指す）及び「グループ」

（LINEで所属しているグループのことを指す）の数と

の関係を調査した。また，返信を待つ（待たされる）側，

つまり送信者に加えて，先行研究では検討されてこなか

った返信を待たせる側，つまり受信者にも着目し，グル

ープトークのやりとりにおけるネガティブ感情の発生に

関する双方向の立場からの包括的な検討を行った。 
 

２．目 的 
LINEのグループトークのメンバーが返信を待たせる

側と待つ（待たされる）側の双方の立場に置かれている

ときに，それぞれの立場においてメンバーのネガティブ

感情の発生の有無によってメンバーのLINEに登録され

ている「友だち」及び「グループ」の数に違いがあるか

を明らかにする。また，ネガティブ感情の発生する人に

注目し，それらの人のネガティブ感情の発生のタイミン

グと「友だち」及び「グループ」の数の関係を明らかに

する。なお，上述した先行研究と同様に，返信を待たせ

る側では不安と罪悪の２つの感情，返信を待つ側では不

安と罪悪に悲しみと怒りを加えた４つの感情の発生の有

無に着目する。本調査で採用したネガティブ感情は，

Kato et al.（2017）に準じている。また，既読通知機能

はLINEの大きな特徴であるため，待たせる側と待つ（待

たされる）側各々で，そのときが未読状態であるか既読

状態であるかについても区別して検討する。
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３．方 法 
2017年11月に，首都圏の女子大学に通う大学生183名

（平均20.27歳（標準偏差1.17））を対象に質問紙調査を

実施した。調査参加者は，情報メディアに関する授業を

履修していた学生であり，筆者らによる調査の概要（当

該授業での教材としての意味も含む）と収集したデータ

の取り扱いに関する説明を聞き，了解した上でボランテ

ィアで参加した。なお，調査参加者は日常的にLINEを

使用しており，調査参加者のLINEに登録されていた「友

だち」の数の中央値は150人，「グループ」の数の中央値

は33グループであった。 
調査参加者に，メンバー構成の異なる５種類のグルー

プに所属していると想定してもらい，次の２つの立場で

それぞれのネガティブ感情の発生の有無，発生する場合

はそのタイミングを回答してもらった。１）各グループ

内の他のメンバーが休日の正午にメンバー全員に返信を

求めるメッセージを送信したときに，あなた（調査参加

者）が返信をできずに未読または既読状態を続けている

ことで，自身に「不安」と「罪悪」が生じる時間（ある

いは生じない）を回答してもらった。さらに，２）グル

ープトークであなた（調査参加者）がメンバー全員に返

信を求めるメッセージを正午に送信したが半数のメンバ

ーからの返信が届かない状態がどのぐらい続くことで自

身に「不安」「悲しみ」「怒り」「罪悪」が生じるか，

それぞれの時間（あるいは生じない）を回答してもらっ

た。時間の選択肢は，メッセージ送信の当日の13時から

１時間刻みの25段階（翌日の13時まで）に加えて「㉖ 翌
日の13時よりも後」と「㉗ 生じない」の全27つであっ

た。５種類のグループは，家族や親類のグループ（家族

Ｇと略す，以下のグループも同様），参加者の恋人や参

加者が恋愛感情を抱く人が含まれるグループ（恋愛Ｇ），

仲の良い友人のグループ（友人Ｇ），ゼミや同じ学科・

専攻等の同学年のグループ（ゼミＧ），バイトの上司や

サークルの先輩等の年上が含まれるグループ（年上Ｇ）

であった。なお，本調査で採用した５種類のグループは，

筆者らのゼミでの女子大学生とのフリートーク及び先行

研究（Kato & Kato, 2015）をふまえて調査対象者にと

ってなじみがあり，グループ間の違いを理解しやすいグ

ループとして選考された。調査票では，その他に性格特

性やLINEメール依存についても測定したが，本論文の

分析では用いない。 
 

４．分析１：ネガティブ感情の発生の有無による
LINE の「友だち」と「グループ」の数の比較 

LINEのグループトークのメンバーが返信を待たせる

側と待つ（待たされる）側の双方の立場に置かれている

ときに，それぞれの立場においてメンバー（調査対象者）

のネガティブ感情の発生の有無によってメンバーの

LINEに登録されている「友だち」及び「グループ」の

数に違いがあるかを明らかにした。 
 
４.１ 群分け 

５種類のグループ×２種類の状態（既読／未読）で，

ネガティブ感情（待たせる場面では「不安」「罪悪」，

待つ（待たされる）場面では「不安」「悲しみ」「怒り」

「罪悪」）のそれぞれを生じる人（時間の選択肢①～㉖

を回答）を発生有群，生じない人（時間の選択肢㉗を回

答）を発生無群として２群に分けた。すなわち，返信を

待たせる場面では５×２×２の計20の状況それぞれで，返

信を待つ（待たされる）場面では５×２×４の計40の状況

それぞれで，発生有群と発生無群に群分けされた。それ

ぞれの状況におけるネガティブ感情の発生有群と発生無

群の人数を表１に示す。 
 
４.２ 結 果 

それぞれの状況で，ネガティブ感情の発生有群と無群

表１ 各状況におけるネガティブ感情の発生有群と発生無群の人数 

待たせる場面 待つ（待たされる）場面 

不安 罪悪 不安 悲しみ 怒り 罪悪

有群 無群 有群 無群 有群 無群 有群 無群 有群 無群 有群 無群

家族Ｇ 未読状態 106 77 118 65 129 54 98 85 92 91 42 141
既読状態 97 86 115 68 119 64 100 83 98 85 41 142

恋愛Ｇ 未読状態 127 56 144 39 149 34 132 51 98 85 63 120
既読状態 129 54 143 40 151 32 137 46 109 74 64 119

友人Ｇ 未読状態 122 61 142 41 145 38 127 56 103 80 57 126
既読状態 123 60 145 38 146 37 134 49 115 68 60 123

ゼミＧ 未読状態 109 74 127 56 140 43 117 66 92 91 57 126
既読状態 114 69 127 56 139 44 125 58 107 76 61 122

年上Ｇ 未読状態 126 57 145 38 147 36 114 69 97 86 65 118
既読状態 122 61 142 41 144 39 121 62 108 75 63 120
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の間で，「友だち」及び「グループ」の数の平均値の差の

検定を行った。待たせる場面における「友だち」及び「グ

ループ」に関するt 値を表２に示す。また，待つ（待た

される）場面における「友だち」及び「グループ」に関

するt 値を表３に示す。なお，調査参加者の「友だち」

の数のレンジは最小値８，最大値649であり，「グルー

プ」の数のレンジは最小値１，最大値176であり，それ

ぞれで歪みが大きいため測定値を対数変換して分析に用

いた。なお，t 値が正の数の場合は発生有群のほうが「友

だち」及び「グループ」の数が発生無群よりも多いこと

を示し，負の数の場合はその逆であることを示す。 
表２より，待たせる場面では，年上Ｇの既読状態を除

くすべてのケースにおいて，罪悪の発生有群が無群より

も「友だち」及び「グループ」の数が有意に多いことが

認められた。また家族Ｇと恋愛Ｇの両状態で不安の発生

有群が無群よりも「友だち」の数が有意に多いことが認

められた。さらに家族Ｇの既読状態で不安の発生に関し

て「グループ」の数に同様の有意差が認められた。 
表３より，待つ（待たされる）場面では，すべてのケ

ースにおいて悲しみの発生有群が無群よりも「友だち」

及び「グループ」の数が有意に多いことが認められた。

また年上Ｇの既読状態を除くすべてのグループのケース

において，不安の発生有群が無群よりも「友だち」の数

が有意に多いことが認められた。加えて，友人Ｇの未読

状態及びゼミＧの既読状態を除くすべてのグループのケ

ースにおいて，不安の発生有群が無群よりも「グループ」

の数が有意に多いことが認められた。さらに友人Ｇの両

状態及びゼミＧの既読状態で怒りの発生有群が無群より

も「友だち」及び「グループ」の数が有意に多いことが

認められた。加えて，恋愛Ｇの両状態の怒りの発生有群

は無群よりも「友だち」の数が有意に多いことが認めら

れた。 
 

５．分析２：ネガティブ感情の発生のタイミングと
LINE の「友だち」と「グループ」の数の関係 

分析１をふまえ，ネガティブ感情の発生する人に注目

し，発生するメンバーのネガティブ感情の発生のタイミ

ングと彼女らのLINEに登録されている「友だち」及び

「グループ」の数の関係を明らかにした。 
 

５.１ タイミング得点 

タイミングは，調査票のネガティブ感情の生じる時間

の選択肢における「㉗ 生じない」を除き，メッセージ送

信の「①当日の13時」から１時間刻みの25段階（「㉕翌

日の13時」まで）と「㉖ 翌日の13時よりも後」をタイ

ミング得点として使用した。すなわち，①を選択した場

合は１点，㉖を選択した場合は26点となり，点数が高い

ほうがネガティブ感情が生じるまでの時間が長いことを

示す。なお，「友だち」と「グループ」の数と同様に，

タイミング得点も点数の幅が大きく歪みが大きいため得

点を対数変換して分析に用いた。 
 

５.２ 結 果 

対数変換後のタイミング得点と「友だち」及び「グル

ープ」の数の相関係数を計算した。待たせる場面に関す

る相関係数を表４に示す。また，待つ（待たされる）場

面に関する相関係数を表５に示す。 
表４より，待たせる場面においては唯一，ゼミＧの既

読状態で罪悪の発生のタイミング得点と「友だち」の数

に正の相関が認められた。 
表５より，待つ（待たされる）場面では，家族Ｇの未

読状態で怒りの発生のタイミング得点と「グループ」の

数に正の相関が認められた。未読状態で相関が認められ

たのはこのケースのみであった。家族Ｇの既読状態で不

安の発生のタイミング得点と「友だち」及び「グループ」

の数に正の相関が認められた。加えて，悲しみについて

は「友だち」の数のみに正の相関が認められた。また恋

愛Ｇの既読状態で不安の発生のタイミング得点と「友だ

ち」の数に正の相関が認められた。さらに友人Ｇの既読

状態で悲しみの発生のタイミング得点と「友だち」の数

に正の相関が認められた。またゼミＧの既読状態で不安

及び悲しみの発生のタイミング得点と「友だち」の数に

正の相関が認められた。加えて悲しみに関しては「グル

ープ」の数にも正の相関が認められた。また年上Ｇの既

読状態で不安及び悲しみの発生のタイミング得点と「友

だち」及び「グループ」の数に正の相関が認められた。 
 

６．総合考察 
主な結果は以下の通りであった。分析１より，待たせ

る場面では主に罪悪，待つ（待たされる）場面では不安

や悲しみ等が発生する人のほうが発生しない人よりも

「友だち」及び「グループ」の数が多かった。分析２よ

り，ネガティブ感情が発生する人は，既読状態で返信を

待つ（待たされる）状況で，不安や悲しみ等の発生まで

の時間の長さと「友だち」及び「グループ」の数に正の

相関が認められた。すなわち，LINEに登録されている

「友だち」及び「グループ」の数の少ない人は，多い人

に比べLINEのやりとりにおいてネガティブ感情を生じ

ることは少ないが，特に既読状態で待つ際に生じる場合

は早い時点で生じると考えられる。言い換えれば，「友

だち」や「グループ」の数が多い人は，既読状態で返事

を待つ際，ネガティブ感情が遅い時点で生じると考えら

れる。すなわち，「友だち」や「グループ」の数の多い

人は，少ない人に比べ，LINEへの依存のうち「過剰な
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表２ 待たせる場面におけるネガティブ感情の発生有無群間の「友だち」及び「グループ」の数の比較 

  「友だち」の数 「グループ」の数 

感情 状態 家族Ｇ 恋愛Ｇ 友人Ｇ ゼミＧ 年上Ｇ 家族Ｇ 恋愛Ｇ 友人Ｇ ゼミＧ 年上Ｇ

不安 
未読 2.21* 3.04** 1.96 1.87 1.47 1.76 1.77 1.46 1.57 1.75
既読 1.99* 2.44* 1.63 1.40 0.78 2.06* 1.64 1.71 1.02 0.74

罪悪 
未読 3.47** 4.43*** 3.96*** 3.04** 2.40* 3.20** 3.85*** 4.29*** 3.18** 3.08**

既読 3.32** 2.52** 2.00* 2.05* 0.82 3.34** 3.16** 2.72** 2.00* 0.99
註）数値はt 値を示す。*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 
表３ 待つ（待たされる）場面におけるネガティブ感情の発生有無群間の「友だち」及び「グループ」の数の比較 

  「友だち」の数 「グループ」の数 

感情 状態 家族Ｇ 恋愛Ｇ 友人Ｇ ゼミＧ 年上Ｇ 家族Ｇ 恋愛Ｇ 友人Ｇ ゼミＧ 年上Ｇ

不安 
未読 2.45* 2.87** 2.22* 2.69** 2.42* 2.74** 2.36* 1.97 2.74** 2.78**

既読 3.15** 3.44** 2.26* 2.15* 1.93 3.41*** 2.17* 2.06* 1.84 1.99*

悲しみ 
未読 3.20** 2.80** 2.93** 2.81** 2.68** 3.41** 2.83** 2.95** 2.97** 2.82**

既読 2.77** 2.97** 2.39* 2.59* 2.94** 3.16** 2.94** 2.69** 2.79** 2.79**

怒り 
未読 0.66 2.35* 2.17* 1.69 1.60 -0.62 1.20 2.02* 1.29 0.98
既読 1.41 2.89** 2.44* 2.31* 1.75 0.34 1.94 2.18* 2.18* 1.45

罪悪 
未読 -0.55 -1.08 -1.27 -0.56 -0.47 -0.20 -1.82 -1.66 -0.20 -0.05

既読 0.39 -1.14 -1.09 -0.67 -0.17 0.58 -1.22 -1.00 -0.04 0.13
註）数値はt 値を示す。*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

表４ 待たせる場面におけるタイミング得点と「友だち」及び「グループ」の数の相関 

  「友だち」の数 「グループ」の数 

感情 状態 家族Ｇ 恋愛Ｇ 友人Ｇ ゼミＧ 年上Ｇ 家族Ｇ 恋愛Ｇ 友人Ｇ ゼミＧ 年上Ｇ

不安 

未読 0.12 
（105） 

0.04 
（126） 

-0.04 
（122） 

0.16
（109）

0.14
（126）

0.13
（105）

-0.03
（126）

-0.14 
（122） 

0.03 
（109） 

0.03
（126）

既読 0.18 
（96） 

0.12 
（128） 

0.08 
（123） 

0.18
（114）

0.13
（122）

0.10
（96） 

0.05
（128）

-0.01 
（123） 

0.02 
（114） 

0.02
（122）

罪悪 

未読 0.15 
（117） 

0.05 
（143） 

0.11 
（142） 

0.16
（127）

0.15
（145）

0.01
（117）

-0.09
（143）

-0.02 
（142） 

0.04 
（127） 

0.02
（145）

既読 0.14 
（114） 

0.05 
（142） 

0.10 
（145） 

0.21*

（127）
0.11

（142）
-0.01

（114）
-0.01

（142）
0.02 

（145） 
0.06 

（127） 
-0.02

（142）

註）数値は相関係数，（  ）内は度数を示す。* p<0.05 

 
表５ 待つ（待たされる）場面におけるタイミング得点と「友だち」及び「グループ」の数の相関 

  「友だち」の数 「グループ」の数 

感情 状態 家族Ｇ 恋愛Ｇ 友人Ｇ ゼミＧ 年上Ｇ 家族Ｇ 恋愛Ｇ 友人Ｇ ゼミＧ 年上Ｇ

不安 

未読 0.14 
（128） 

-0.06 
（149） 

0.00 
（145） 

0.15
（140）

0.09
（147）

0.15
（128）

-0.13
（149）

-0.06 
（145） 

0.05 
（140） 

0.00
（147）

既読 0.34** 
（118） 

0.20* 
（157） 

0.15 
（146） 

0.31**

（139）
0.28**

（144）
0.22*

（118）
0.04

（151）
0.06 

（146） 
0.15 

（139） 
0.17*

（144）

悲しみ 

未読 0.10 
（97） 

0.05 
（132） 

0.04 
（127） 

0.02
（117）

0.05
（114）

0.13
（97） 

0.03
（132）

0.03 
（127） 

0.02 
（117） 

0.01
（114）

既読 0.21* 
（99） 

0.17 
（137） 

0.19* 
（134） 

0.29**

（125）
0.25**

（121）
0.10

（99） 
0.04

（137）
0.14 

（134） 
0.27** 

（125） 
0.20*

（121）

怒り 

未読 0.14 
（91） 

-0.02 
（98） 

-0.07 
（103） 

0.06
（92） 

0.06
（97） 

0.23*
（91） 

0.06
（98） 

0.07 
（103） 

0.17 
（92） 

0.10
（97） 

既読 0.14 
（97） 

0.01 
（109） 

-0.08 
（115） 

0.02
（107）

0.02
（107）

0.10
（97） 

-0.05
（109）

-0.10 
（115） 

0.02 
（107） 

0.02
（107）

罪悪 

未読 -0.01 
（40） 

-0.08 
（62） 

0.06 
（56） 

0.02
（56） 

0.12
（64） 

-0.21
（40） 

-0.21
（62） 

-0.05 
（56） 

-0.12 
（56） 

0.00
（64） 

既読 0.11 
（39） 

0.00 
（63） 

0.08 
（59） 

0.09
（60） 

0.18
（62） 

-0.07
（39） 

-0.11
（63） 

0.01 
（59） 

0.00 
（60） 

0.10
（62） 

註）数値は相関係数，（  ）内は度数を示す。** p<0.01, * p<0.05 
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利用」の側面の傾向が高く（宇宿ほか, 2019），既読状態

で返事を待つ状況に慣れていて，ある程度の時間は返信

がなくても気にならないと考えられる。豊富な経験によ

ってLINE の特性を学習しているのかもしれない。 
グループトークにおけるネガティブ感情の発生には，

本研究で設定した要因以外にもグループサイズや他のメ

ンバーの特徴，内容等のさまざまな要因が複雑に関係し

ていると考えられる。このことはコミュニケーション研

究の性質上当然のことであり，多くの研究・調査を積み

重ねることで徐々にクリアになっていく。したがって，

本研究の知見をすぐに一般化することは難しい。最後に，

本稿は，ひとつの基礎研究としての結果を示した。今後

は教育現場での応用が望まれる。 
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