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第１章 スマートフォンのアプリケーション利用における現状と課題 

 

 スマートフォンは、急速に普及し、多様な世代に利用されている状況にある。この

スマートフォンについては、アプリケーションを起動させることによって、従来の携

帯電話にあるような通話やメールだけでなく、様々な機能が利用可能となっている。

特に、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、コミュニケーションアプリ

に代表されるように、スマートフォンは、その画面の大きさや操作性から、コミュニ

ケーション機能の飛躍的発展に特徴を有する。 

 この広く普及しつつあるスマートフォンについて、青少年をはじめとした様々な利

用者が安心・安全に利用できる環境を整えるという観点から、どのような問題があり、

その問題を未然に防ぐべく、国・関係事業者等がどのように対応していくべきか検討

を行ってきた。 

 この取りまとめでは、これらコミュニケーション機能を有するアプリケーション等

の総称であるソーシャルメディアを中心として、その現状や課題を踏まえた様々な関

係者が取り得るべき対応策を提示することとし、もって、青少年が安心・安全にスマ

ートフォンやそのアプリといった新たなサービスを享受できる環境の整備に寄与する

こととなることを期待する。本章では、まず、スマートフォンのアプリケーション利

用における現状と課題について整理することとしたい。 

 

１ スマートフォンのアプリケーション利用における現状 

（１） 我が国におけるソーシャルメディアの状況 

  ソーシャルメディア1は、利用者が情報を発信し、形成していくことにより利用者

同士のつながりを促進する様々な仕掛けが用意されており、互いの関係を視覚的に

把握することができるのが特徴である。ソーシャルメディアには、ブログ、SNS、動

画共有サイト等様々なサービスが包含されていると考えられ、また、近年では、利

用者間の無料通話やメッセージのやりとりなどが可能となるコミュニケーションア

プリも登場しており、スマートフォン自体の爆発的な普及とあいまって、スマート

フォンならではの新たなサービスの提供・拡充が進んでいる。 

  

                                                 
1 ソーシャルメディアは、「インターネットアクセス」、「情報発信」、「情報交換」、「拡張性ある技術・サービス」等を

共通の要素として、様々に定義されている。 
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図表３－１－１：主なソーシャルメディアの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  株式会社野村総合研究所によるソーシャルメディアの利用実態調査によれば、ソ

ーシャルメディアのうち、Facebook、mixi、Twitter の３種類のサービスをすべて

利用する者は約500万人2（２種類のサービスの利用者は約840万人）と推計されて

おり、特に未成年者は、複数のソーシャルメディアを利用している率が高く、複数

のソーシャルメディアを使い分けることへの抵抗感が比較的薄いことが指摘されて

いる。 

 

図表３－１－２：ソーシャルメディアの利用動向 ① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 2012年（平成24年）９月に株式会社野村総合研究所が実施した「ソーシャルメディア利用実態調査」、総務省「通
信利用動向調査」及び「人口推計」から同社が推計（日本に住民登録をしている人に限る）。15歳以上のインターネ

ット利用者について、複数ソーシャルメディアの直近１か月の利用状況を算出。 

※ 総務省作成 

出典：ＷＧ第２回会合資料１「ソーシャルメディア利用実態」（株式会社野村総合研究所） 
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  また、未成年者がソーシャルメディアを利用する目的としては、「交友関係の拡大」、

「人との出会い」を挙げる割合が高くなっている3。 

 

図表３－１－３：ソーシャルメディアの利用動向 ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上述のようなソーシャルメディアは、スマートフォンの普及に伴い、その利用も

大幅に拡大しているところであり、総務省の「平成24年情報通信に関する現状報告」

によると、従来の携帯電話からスマートフォンへの移行の前後におけるソーシャル

メディアの利用率を比較すると、SNSでは約27％、動画配信サービスでは約47％増

加しており、スマートフォンへの移行がソーシャルメディアの利用の大きな契機と

なっていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 2012年（平成24年）９月に株式会社野村総合研究所が実施した「ソーシャルメディア利用実態調査」による。  

20.5 

8.8 

33.6 

5.6 

0 10 20 30 40 50 

自分の交友関係を広げるため

同じ趣味・嗜好を持つ人を探すため

全体(N=1349)

未成年（～19）(N=125)

19.4 

19.7 

30.1 

15.4 

0 10 20 30 40 50 

自分の交友関係を広げるため

同じ趣味・嗜好を持つ人を探すため

全体(N=1097)

未成年（～19）(N=143)

18.1 

23.1 

38.5 

39.0 

0 10 20 30 40 50 

自分の交友関係を広げるため

同じ趣味・嗜好を持つ人を探すため

全体(N=1224)

未成年（～19）(N=187)

mixi

Twitter

Facebook

Twitterは交友関係の拡大

に加えて、同好の仲間を探

す目的が大きい

Facebook/mixiは
交友関係の拡大が
目的として大きい

ソーシャルメディアを利用する目的（複数回答）

出典：ＷＧ第２回会合資料１「ソーシャルメディア利用実態」（株式会社野村総合研究所） 
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図表３－１－４：サービス別利用動向の端末別比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、スマートフォンの普及により、インターネットの利用動向にも変化が現れ

てきており、例えば、家庭の外におけるインターネットの利用について、従来型の

携帯電話の利用者では、毎日１回以上利用している者の割合が５割強（53.9％）で

あるのに対して、スマートフォンの利用者では、約８割（79.6％）と大幅に増加し

ている。 

 

図表３－１－５：家庭外でのインターネット利用頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成24年情報通信に関する現状報告（総務省） 

※ それぞれ、各端末の利用者中、各サービスを利用していると回答した者の比率を示す。 

出典：平成24年情報通信に関する現状報告（総務省） 
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（２） 主なソーシャルメディア 

  上述のとおり、ソーシャルメディアには、SNS やコミュニケーションアプリ4など

多種多様なサービスが含まれている。以下に代表的なソーシャルメディアサービス

を紹介する。 

図表３－１－６：主なソーシャルメディアの概要 

 

 

  

                                                 
4 ここで、「コミュニケーションアプリ」とは、スマートフォンのアプリケーションとして普及したコミュニケーショ

ン機能を有するアプリであり、通常、利用者間の無料通話やメッセージのやりとりなどが可能となるものをいう。

具体的には、上記サービス事例のうち、LINE（ライン）、comm（コム）、Kakao Talk（カカオトーク）を指す。 

※  公表情報等をもとに総務省作成 

アプリ／サービス名 twitter LINE comm KakaoTalk
運営会社 Twitter, Inc. LINE 株式会社 株式会社ディー・エヌ・エー Kakao, Inc.
企業国籍 アメリカ 日本 日本 韓国

サービス提供開始時期 2006年7月～ 2011年6月～ 2012年10月～ 2010年3月～

利用者数 世界：5億1700万以上（2012.7） 世界：1億人 （2013.1） 日本：500万人（2012.12） 世界：8100万人（2013.2）
サービス概要 ・140文字限定の短文のみを投稿で

きるサービス。

・読みたい人の投稿だけを読み、
ユーザー間の交流も可能な緩いコ
ミュニケーションサービスとして普
及。

・スマートフォン向けのアプリで、
インターネット電話とチャット、
グループチャット等を利用する
ことができる。

・有料・無料のスタンプがある。

・スマートフォン,フィーチャーフォ
ン,PC等で利用可能。

・無料で通話が可能。

・スマートフォン向けのアプリ
で、インターネット電話と
チャット、グループチャット
等を利用することができる。

・無料で通話が可能。

・スマートフォンのみで利用可
能。

・実名制を推奨している。

・スマートフォン向けのアプリで、
インターネット電話とチャット、
グループチャット等を利用する
ことができる。

・スマートフォンのみで利用可能。

・無料で通話が可能。

・最大5人まで同時通話可能

登録が必要となる
主な情報の種類

名前（本名の必要なし）、ユーザー名、
メールアドレス、パスワード

ニックネーム、携帯電話番号 名前、生年月日、携帯電話
番号

携帯電話番号、名前

アプリ／サービス名 mixi GREE Mobage facebook
運営会社 株式会社ミクシィ グリー株式会社 株式会社ディー・エヌ・エー Facebook,  Inc.
企業国籍 日本 日本 日本 アメリカ

サービス提供開始時期 2004年2月（プレオープン）
2004年3月（公式オープン）

2004年2月～ 2006年2月～ 2004年～

利用者数 日本：2711万人（2012.3）
（ログインユーザ数は1512万人）

世界：1億8900万人（2011.12）
日本：2892万人（2011.12）

※OpenFeintを含む数字

日本：3998万人（2012.3） 世界：10億人以上（2012.10）
日本：1382万人（2013.2）

サービス概要 ・ソーシャルネットワーキングサービ
スとして最初期に始まったサービス
の1つ。

・元々は招待制だったが、2010年に
オープン化している。

・交流機能を主軸としてサービスを展
開している。

・ソーシャルネットワーキング
サービスとして最初期に始まっ
たサービスの1つ。

・当初は交流機能を主軸として
いたが、ブラウザゲームを前面

に押し出したサービスに移行し
ている。

・2011年4月に米国の
OpenFeint社を完全子会社化
して、既存のGREEと統合した
GREE Platformを展開してい
る。

・携帯電話専用のソーシャル
ネットワーキングサービスとし

て開始。

・当初は交流機能、アバター等
が主軸であったが、ブラウザ

ゲームを前面に押し出した
サービスに移行している。

・PC向けにはYahoo!と合同で
Yahoo!モバゲーを展開。

・学生向けのソーシャルネット
ワーキングサービスとして開
始。2006年以降に一般にも
開放した。

・実名登録制を基本としており、
世界最大のSNSである。

登録が必要となる
主な情報の種類

メールアドレス（携帯電話限定）、ニッ
クネーム、姓名、現住所、性別、誕生
日、生年、パスワード

ニックネーム、メールアドレス、
パスワード、姓名、誕生日、性別、
携帯電話番号

性別、生年月日、血液型、地
域、ニックネーム、パスワード

メールアドレス、姓名、性別、
生年月日
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