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1.    序論序論序論序論 

1.1.    プライバシー対策がますます重要にプライバシー対策がますます重要にプライバシー対策がますます重要にプライバシー対策がますます重要に 

オンラインにおけるプライバシー問題に関するニュースは、ほぼ毎日のように報道され

ている。例えば、フェイスブックに投稿したデータを削除してもサーバに残るといった問

題から(Lee, 2012)、グーグルの新しいプライバシーポリシーが十分でないという苦情に至

るまで(Gideon & Losey, 2012)、プライバシーに関する苦情と、それに伴うプライバシー

懸念はすぐには解消されそうもない。また、プライバシー懸念の影響を金額に換算すれば、

数百万ドルにも上がるという推定もある(Wu, Huang, Yen, & Popova, 2012)。フェイスブ

ックのように利用者自身の自己情報開示に依存するソーシャルネットワークサイト（以

下：SNS）や、アマゾンのように顧客の情報開示に依存しオンライン購入してもらうオン

ラインショップ等に加えて、オンラインで顧客とのコミュニケーションを通じマーケティ

ングを行う企業にとっては、当該者たちのプライバシー懸念をいかに予測し、またいかに

対応するかがが企業活動の成否につながるといって過言でないであろう。そこで当然、オ

ンラインコミュニケーションに依存する企業は、プライバシーポリシーに代表されるプラ

イバシー戦略を考える上で、どのような要因が、いかにプライバシー懸念に影響するのか

掌握することが重要な知見となると考えられる。 

1.2.    フェイスブックを中心に研究する理由フェイスブックを中心に研究する理由フェイスブックを中心に研究する理由フェイスブックを中心に研究する理由 

本研究は、特にフェイスブックを始めとした SNS におけるプライバシー懸念を対象と

している。その理由は主にフェイスブックの世界的な広まりにあり、数多くの客観的デー

タを利用しやすいためである。2012年 9月 14 日に 10億人のアクティブ利用者を突破し、

その 80％の利用者は米国以外にいるとされる(Wilson, Gosling, & Graham, 2012)。この

ため、文化比較研究として、フェイスブックでデータ収集し人間行動を考察するに非常に

適していると考えられる。さらに、企業のマーケティングを考えるうえでもフェイスブッ

クを対象とする研究は有用である。「フェイスブックにおいての存在がない企業は、ある意

味では、存在しない」(Vaynerchuk, 2011)との声があるように、マーケティングの道具と

してのフェイスブック利用が急激に増えている。「いいね」ボタンが 2009年 2月の導入以
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来押された総合回数は 1兆回以上で(Zuckerberg, 2012)、顧客とのコミュニケーションに

無視できない存在となっている。 

その現状の中、特に国際展開に取り掛かっている企業にとっては、フェイスブックにお

けるプライバシー懸念の所属社会による差を、コミュニケーション戦略の視野にどれほど

配慮すべきかとの問題が浮かび上がってくる。例えば、日本の企業がインドのフェイスブ

ック利用者と対話するのと同じように、日本人顧客と対話してよいのだろうか？ オンラ

インにおけるプライバシー懸念が金銭的に大きな意味を持つ(Wu et al., 2012)ことを考え

ると、このような問いを決して軽視してはいけないのは確かである。 

本稿の目的は、オンラインにおけるプライバシー懸念が予測されうる要因を探っていくこ

とであり、またその上に、社会によってフェイスブックにおけるプライバシー懸念の差が

間違いなくあった場合には、何を持ってその懸念のレベルを予測できるのかを提唱してい

くつもりである。 

本稿の流れとしては、まずは本稿における概念の定義を明らかにする。次に、オンライ

ンプライバシー懸念の社会差に関する先行研究を紹介し、今まで多くの研究で説明要因と

して利用されてきた文化的価値観とプライバシー懸念との関係を指摘する。続いて、そう

いった文化心理学的アプローチとは一歩離れた社会生態学的アプローチを紹介し、社会生

態学的アプローチの概念である「関係流動性」と人間行動に関して紹介していく。 

それから関係流動性とフェイスブックプライバシー懸念との関係を実証的に検証する

独自の量的研究を紹介し、マルチレベル分析によるその関係の検証を明らかにしていく。

最後に、マルチレベル分析に明らかにした関係流動性とフェイスブックプライバシー懸念

との関係の裏に存在する潜在要因（自己呈示）の役割を、追跡研究で検討していく。 
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2.    概念概念概念概念の定義の定義の定義の定義 

まず何よりも先に明らかにしなくてはならないのは、本稿で利用する概念の定義である。

本稿でとりわけ重要な概念は「プライバシー」と「関係流動性」という二つの概念である。

以下、順に説明する。 

2.1.「プライバシー」とは何か「プライバシー」とは何か「プライバシー」とは何か「プライバシー」とは何か 

プライバシー懸念を考える上で、まず明らかにしなくてはならないのは「プライバシー」

という概念の定義である。「プライバシー」という一見わかりやすい言葉は実は、捉え方に

よって様々な概念を指している。そこでここでは、本研究で取り扱う「プライバシー」と

は何かを明らかにしたい。 

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.    Westinのプラのプラのプラのプライバシー理論イバシー理論イバシー理論イバシー理論    

政治学者の Westin はプライバシーを以下のように定義している。 

 

プライバシーとは、自己、集団、組織などに関する情報が、いつ、誰が、いかに、

またどの程度他者に伝達されるかを自身によって決定する権利の主張である。また、

プライバシーとは、物理的又は心理的な手段による、個人の、一般社会からの自主的

な離脱である(Westin, 1967, p. 7)。 

 

つまり、Westin にとっては、プライバシーには 2 次元が存在する。１）情報的な次元

と、ある意味では２）空間的な次元である。自身についての情報の拡散のコントロールが

情報的な次元の中核となり、自身と他者からの距離（物理的又は精神的）をコントロール

することが空間的な次元の中核となると考えられる。また、Westin は、プライバシーは自

己実現のための動的なプロセスであり、非単調関数であると指摘する。動的なプロセスと

は、人は随時プライバシーの程度をその場に応じて調整することである。また、非単調関

数としてのプライバシーとは、場合によってプライバシーが不足したり、足りたり、過剰
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にあったりし、人が随時、プライバシーへの意欲と他者との交わりへの意欲とのバランス

を配慮しながら行動することを指す(Westin, 1967, p. 7)。 

続いて、Westin は、プライバシーには「孤独」、「親密性」、「匿名性」、「遠慮」といった

四つの状態があると指摘した(Westin, 1967, pp. 31–32)。孤独（solitude）とは他者の観察

からの解放、親密性（intimacy）とは仲間数人に限った内集団との親密な関係、匿名性

（anonymity）とは公共圏における観察からの解放、遠慮（reserve）とは自己開示の自粛

であると Westin が解釈している。 

上記の四つの状態に加え、Westin は、プライバシー行動が「どうして」行われるかとい

う、四つの機能又は目的も指摘している。それは「人格的自律」、「感情の解放」、「自己観

察」、「コミュニケーションの制御」である(Westin, 1967, pp. 33–39)。 

人格的自律（personal autonomy）とは、個人の内的な考え・思いが他者に知られた場

合の圧迫・支配からの解放である。感情の解放（emotional release）とは、いわば「舞台

に立つ役者」(Goffman, 1959)が日常の役（例：後輩、妻、友人、等々）から離れ、役を演

じることに伴うストレスを解消することである。自己観察（self-evaluation）とは、日常

生活の中で人が経験する出来事及び感情などを処理することを指す。コミュニケーション

の制御（limited and protected communication）とは、社会や集団の調和を守るために発

言などを控えることである。上述の機能は全てプライバシーによって実現され、人の心理

的な健康を支えると Westin が指摘する。 

プライバシーという、以前に定義されてこなかった概念の定義への試みは、Westin が先

駆けとなった。 

2.1.2. Altman のプライバシー理論のプライバシー理論のプライバシー理論のプライバシー理論 

社会心理学者である Altman にとっては、プライバシーとは、個人と集団の間にあるメカ

ニズムであり、プライバシーの中核はシステムとしての相互作用であるとしている。また、

Altman は個人と社会的環境との相互作用が行動を規定するという強い前提に立っている

ため、プライバシーを考える上では社会的環境を配慮することが大切だと指摘している

(Altman, 1990)。 

Altman の定義では、プライバシーとは「他者による、自己への選択的なアクセス」であ

る(Altman, 1975, p. 24)。そして、プライバシーには五つの側面があると指摘する。１）
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プライバシーは他者との境界をコントロールするメカニズムでありながら、２）期待する

プライバシーの度合いと実際のプライバシーの度合いとは必ずしも一致するものではなく、

３）Westin と同じくプライバシーは非単調関数として捉えることができる、とする。また、

４）日常生活には他者によるプライバシー侵害などがあったり他者への自主的なコミュニ

ケーションもある、という意味では、プライバシーは双方向的であり、５）プライバシー

は個人レベルのみならず、集団レベルにも機能する、とする。 

Altman は、プライバシーのプロセスに関しては、本質的に社会的なプロセスであると指

摘する(Altman, 1990)。すなわち、人と人との関係、人と社会的環境との関係、また、人

と物理的環境との関係をプライバシーのプロセスの中核となるとするのである。また、プ

ライバシーという動機は文化を問わず普遍的なものでありながら、プライバシーの心理的

顕在化の程度は文化によって異なると指摘している。 

2.1.3. Burgoon のプライバシー理論のプライバシー理論のプライバシー理論のプライバシー理論 

Burgoon は Westin と Altman の諸理論をベースに、プライバシーに以下の四つの次元

を提唱し、一連の検証型研究を通して明らかにした(Burgoon, 1982; Burgoon et al., 1989)。 

1. 「社会的プライバシー」とは、個々人が社会的交際から離脱する能力であり、他者と

の社会的接触をコントロールする能力として定義されている。つまり、特定の他者と

の親密性を促しながら、他の人との距離を保つためにはプライバシーは欠かせないと

指摘した(Burgoon, 1982, p. 216~217)。 

2. 「身体的プライバシー」とは、「他者による観察や、他者の存在、接触、目線、音、匂

いによる自己空間への侵入からの解放」(Burgoon, 1982, p. 132)であり、自己へのア

クセスを制御する能力であるとした。 

3. 「情報的プライバシー」とは「誰が、どの条件の下で、自己に関する情報を収集した

り拡散したりできるかをコントロールする能力」である(Burgoon et al., 1989, p. 134)。

特に現代社会においては、情報的プライバシーが顕著になってきた、と Burgoon は指

摘する。病歴、財務記録、顧客データなどの情報が組織や企業に収集、保存されてい

る中で、それら情報のプライバシーの保護がとりわけ重要な課題となってきた、とす

るのである。なお、Burgoon の情報的プライバシーの概念は、ソーシャルメディアな
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どのオンラインデータベースにおける個人情報のプライバシーに強く関連していると

指摘されている(Trepte & Reinecke, 2011)。 

4. 「心理的プライバシー」とは、情動的な感情又は思いを、いつ、誰に開示するかを決

める能力である一方、他者からの情緒的な圧迫などといった情緒的なノイズを制御す

る能力でもある(Trepte & Reinecke, 2011)。すなわち、「認知的や情動的なインプット

とアウトプットをコントロールする能力」である(Burgoon, 1982, p. 224)。 

 このように、Burgoon は Westin と Altman のプライバシー概念に、ある意味でははっ

きりした「因子」を特定し、プライバシーという概念の多面性を明らかにした。 

2.1.4.    Petronio のコミュニケーションプライバシー管理理論のコミュニケーションプライバシー管理理論のコミュニケーションプライバシー管理理論のコミュニケーションプライバシー管理理論 

オンライン・ソーシャル・ネットワークを含む、コンピューターを媒介としたしたコミ

ュニケーション（CMC）におけるプライバシーに最も有用とされている理論は Petronio 

(2002)の CPM 理論（Communication privacy management）である(Margulis, 2011)。 

CPM 理論は Altman のプライバシー概念に基づいている。つまり、プライバシーとは、

他者との各種（情報的、社会的、物理的）境界線の開閉のプロセスであるとされている

(Petronio, 2002)。CPM 理論は、Altman のプライバシー概念を拡張し、プライバシー規

則（privacy rules）によって人は他者に対して情緒的、情報的、身体的境界を開けたり閉

めたりすると提唱する概念である(Margulis, 2011)。 

CPM 理論は以下の五つの前提に立っている(Margulis, 2011, pp. 12–13)。 

1. プライベートな情報は所有物として扱われる。すなわち、情報が個人に所有されてい

ると思われている場合、その情報はプライベートであると認知される。 

2. 個人は個人情報を所有していると認知されているため、個人情報を拡散させる権利は

個人のみにあると考えられている。 

3. 個人は、プライバシーに関するルールを主観的な条件で定める。その主観的な条件は、

個人の「文化的価値観、性別に係る価値観、動機付けのあるニーズ、コスト／ベネフ
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ィットの分析」(Margulis, 2011, p. 13)によって規定される、とする。 

4. 個人情報が拡散する場合、プライバシーの集団的な境界線が形成され、情報を受ける

者もその情報の共同所有者になる。共同所有者には、元の所有者のプライバシー規則

に合った条件で情報を扱う義務があるが、情報の元の所有者は、第三者の行動を必ず

しも統制することができないため、最初に条件（規則）で第三者の情報拡散を止めら

れるとは限らない。 

5. 共同所有者が元の所有者と同じ条件で情報を扱わない際（第三者に流出したりする場

合）にバウンダリー乱れ（boundary turbulence）が生じる。 

Petronio の CPM 理論で本研究に特に重要と考えられるのは、プライバシー規則の文化

による差である(Petronio, 2002, p. 25)。つまり、Altman (1990)と同じように、Petronio

が文化によるプライバシーの捉え方の差を指摘している点である。フェイスブックをはじ

め SNS がグローバル展開する現在においてはなおさら重要な意味を持つであろう。 

 この点の重要性を特にはっきりさせるのは最近の、フェイスブックに対する民間訴訟で

ある。オーストリア発の学生団体は、フェイスブックに、個人情報保護法の違反の疑い（利

用者が投稿した情報を、利用者が削除してもフェイスブックのサーバーに残るなどの問題）

で民間訴訟を起こしているが、その団体のリーダーの Max Schrems氏によれば、フェイ

スブック社のデータ取り扱い戦略が今まで問われなかった要因の一つは、文化によるプラ

イバシーに対する見方の多様性にあるとしている(Schrems, 2012)。ある国のフェイスブッ

ク利用者がフェイスブックのデータ取り扱い方に対して苦情を感じていても、他の国々の

利用者はプライバシー違反に無関心であれば、多国的企業であるフェイスブックに対して

の、民間の活動は、弾みがつかないと、Shcrems は指摘している。 

2.1.5.    本研究における「プライバシー」の定義本研究における「プライバシー」の定義本研究における「プライバシー」の定義本研究における「プライバシー」の定義:：情報的プライバシー：情報的プライバシー：情報的プライバシー：情報的プライバシー 

本稿でのプライバシーの定義の中核となるのは、主に Altman（1975, 1990）の社会心

理学的アプローチの枠組みの中の情報的プライバシー(Burgoon, 1982)という概念である。

すなわち、本稿におけるプライバシーとは、「誰が、どの条件の下で、自己に関する情報を
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収集したり拡散したりできるかをコントロールする、個人の能力」(Burgoon et al., 1989, p. 

134)である。 

 フェイスブックのような大企業の個人情報の取り扱いが問われる中(O’brien, 2012)、イ

ンターネット上の情報的プライバシーが大きな関心事となっているため、特に情報的プラ

イバシーに着眼する意味は大きいと考える。 

 この意味でのプライバシーでは、もっとも基層的なレベルにおいては、プライバシーは

社会的プロセスの一つとして扱われている。つまり、「他者」の存在なしには上記の「プラ

イバシー」概念は成り立たないのである。 

 ある個人が、完全な独居・孤立な状況（例えば無人島）にいるとした場合、その個人に

は完璧なプライバシーの条件が整っているが、「プライバシー」といった概念の有用性が失

われている状況である(Tavani, 2007)。言い換えれば、他者との相互作用の中でしか、こ

のプライバシー概念は働かないと考えられる。 

2.1.6.    プライバシー懸念プライバシー懸念プライバシー懸念プライバシー懸念ととととオンラインにおける自己開示オンラインにおける自己開示オンラインにおける自己開示オンラインにおける自己開示 

本稿で取り扱う、オンライン空間におけるプライバシー懸念（privacy concern）とは、

「誰が、どの条件の下で、自己に関する情報を収集したり拡散したりできるかをコントロ

ールする、個人の能力」が失われた際、又はその可能性に対する心配の程度を意味する。 

オンライン空間におけるプライバシー懸念に関する研究は、これまで豊富に行われてき

ている。ウェブ利用者のオンラインのプライバシー懸念が予測される要因を把握すること

は、なんらかの形で利用者の個人情報を活用し利益を得ようとする、SNS を含むオンライ

ンコミュニティーや電子商取引サイトなど企業や組織にとって、様々な理由で極めて重要

なことである(Wu et al., 2012)。 

グーグルのターゲティング広告戦略(Pariser, 2011)をはじめ、アマゾンドットコムや楽

天市場のようなオンラインショッピングサイトのマーケティング戦略においても、フェイ

スブックの SNS 事業の継続性からも、利用者が安全、かつ継続的に個人情報を共有する

ことが生存の鍵である。 

個人情報をネットで共有する裏には、複雑な心理プロセスが潜んでいる。当然、プライ

バシー懸念が大きな要因であるが、プラットフォームへの信頼度やプライバシー侵害の確

率など、個人は様々な要因を意識的又は無意識に計算しながら、ネットでの自己開示の度
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合いを決めていく。 

この概念をモデルにしているのは、Dinev & Hart (2006)である。彼らの元々の研究は、

電子商取引における信頼と個人情報の開示に関するモデルであったが、以下のように、オ

ンライン空間一般に当てはめることができると考えられる。 

 

 

図図図図 1    プライバシー計算モデル（プライバシー計算モデル（プライバシー計算モデル（プライバシー計算モデル（privacy calculus model (Dinev & Hart, 2006)を元に）を元に）を元に）を元に） 

いうまでもないが、各主要要因に対して様々な要素が影響を及ぼすと考えられる。それ

ら要素には、個人レベル要因（パーソナリテイ(Ross et al., 2009)、利用強度や経験(Ellison, 

Steinfield, & Lampe, 2007)、性別(Tufekci, 2008)、文化的価値観(Milberg, Burke, Smith, 

& Kallman, 1995; Milberg, Smith, & Burke, 2000)など）と環境レベル要因（プライバシ

ーポリシーの内容(Wu et al., 2012)、ウェブサイトのデザイン(Barker & Ota, 2010)など）

が存在する。 

2.1.7.    文化と文化と文化と文化と一般的な情報的一般的な情報的一般的な情報的一般的な情報的プライバシープライバシープライバシープライバシーへの関心への関心への関心への関心 

Petronio (2002, pp. 40–42)が指摘したように、プライバシー自体は文化を問わず普遍的

な概念であるが、自己に関する情報を開示することに対して、いつ誰に何を開示するかは、

文化的価値観に強く依存しているようである。つまり、自己のバウンダリーへのアクセス

の程度は文化に依存する期待（expectation）に規定されているという。 

 

文化によって個人情報への重視度が異なるし、情報を開示するか隠すかも文化的価
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値観に依存している。自己へのアクセス又は情報の開示には、文化の価値観は不可欠

な要素である(Petronio, 2002, p. 42)。 

 

上記の主張は歴史的に支持されてきたことが間違いないし(Benn & Gaus, 1983; 

Cronen, Chen, & Pearce, 1988; Spiro, 1971)、量的な検証も少なくはない。多くのそうい

った検証的研究は文化を Hofstede (1998)の文化次元で運用化する。例えば、Milberg et al. 

(1995, 2000)による情報的プライバシーに関する企業経営方策と国立法令に着眼した文化

比較研究では、Hofstede (1983)が提唱した四つの文化次元（権力格差（PDI）、個人主義

対集団主義（IND）、男性らしさ（MAS）、不確実性の回避（UAI））と個人のプライバシ

ー懸念との関係を検討した結果、確かに有意な関係があった。具体的に関係を説明すると

以下のようになる。 

権力格差とは「それぞれの国の制度や組織において、権力の弱い成員が、権力が不平等

に分布している状態を予期し、受け入れている程度」を意味する(佐藤, 2008, p. 823)が、

Milberg et al. (1995, 2000)が提唱したのは、高 PDI の国々の個人は一般信頼が低く、一

般信頼が低いほどプライバシーへの関心が高まるため、PDI とプライバシー懸念は負の関

係にあると予測していた。 

個人主義対集団主義とは「個人が集団に統合されている程度を表す次元であり、個人主

義社会では、個人と個人の結びつきはゆるやかで、個人の利害が集団の利害よりも優先さ

れる。一方集団主義社会では、個人は結びつきの強い内集団（ingroup）に統合され、集

団の利害が個人の利害よりも優先される」(佐藤, 2008, p. 823)。そこで個人主義が高いほ

ど個人の権利が主張されやすいため個人主義であるほどプライバシー懸念が高いと

Milberg らが提唱した。また、集団主義よりの国々では個人よりも集団が優先されるため、

他者が個人領域への侵入がより許されるので集団主義よりの国々ではプライバシー懸念が

低いという予測があった。 

不確実性の回避とは、「ある文化の成員が不確実な状況や未知の状況に対して脅威を感じ

る程度」(佐藤, 2008, p. 823)であり、不確実性の回避と個人のストレスや不安は正の関係

にあるため、不確実性の回避とプライバシー懸念も正の関係にあるだろうと Milberg らが

予測した。 

男性らしさ（MAS）とは、「自己主張と競争という男性的な社会的役割と配慮や環境志

向の強い女性的な役割」の区別に立った次元である(佐藤, 2008, p. 823)。Milberg らはプ
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ライバシー懸念と MAS に関して予測はなかったが、以下のように上述の次元とプライバ

シー懸念との関係が明らかになった。 

Milberg et al. (2000)は、システム監査の国際協会である「Information Systems Audit 

and Control Asociation (ISACA)」のメンバーら 595名のサンプル（19カ国）を元に、構

造方程式モデリング（SEM）を行った。従属変数の一つは個人のプライバシー懸念であっ

た。プライバシー懸念の測定方法に関しては、Milberg らは Smith らのプライバシー懸念

尺度を利用した(Smith, Milberg, & Burke, 1996)。Smith らのプライバシー懸念尺度は四

つの次元に成り立っているが、それは情報の「収集」、「二次的利用」、「誤差」、「不正アク

セス」である。本尺度はあくまでも企業による情報の収集などに関する質問であり、企業

以外の「他者」による情報へのアクセスなどは含まれない。 

結果的に、総合的には文化的次元は有意にプライバシーへの懸念を予測した（標準回帰

係数=0.13, p < 0.01）。個別に偏回帰係数を見てみると、PDI の係数は.31、IND は.56、

MAS は.77、最後に UAI は-.37 であった。個別の係数ごとの有意確率の報告はなかった

(Milberg et al., 2000, p. 45)。また、効果の強度（r2値）の報告もなかったので、プライバ

シー懸念に関連する分散の何％が文化次元によって説明できるかは判断できない。 

Milberg らの研究の概念的追試として、Bellman et al. (Bellman, Johnson, Kobrin, & 

Lohse, 2004)は消費者向けに一般的プライバシー懸念と Hofstede (1983)の文化的価値観

との関係を調べた。Bellman らも文化的価値観とプライバシー懸念との有意な関係を示し

たが、PDI、IND、MAS は逆方向の関係にあり、UAI の効果は有意でなかった。このよ

うに、文化とプライバシー懸念との間の関連には一貫した結果が見られてこなかった。 

2.1.8.    文化とフェイスブックにおける情報的文化とフェイスブックにおける情報的文化とフェイスブックにおける情報的文化とフェイスブックにおける情報的プライバシープライバシープライバシープライバシー 

上述の研究は、フェイスブックをはじめとするメジャーな SNS が登場する前に発表さ

れた。フェイスブックの様々なプライバシー問題の発生(Hotz, 2010)や、グーグルのよう

な大企業の情報収集活動の変化(Pariser, 2011)を考えるだけで、ネット利用者一般のプラ

イバシーへの態度が変わっていれば、フェイスブック利用者自体のプライバシー意識も

年々変わってきているはずである。この事情を受けて、積極的に研究を進めているのは

Krasnova と Veltri (Krasnova, Veltri, & Günther, 2012; Veltri, Krasnova, & Elgarah, 

2011)である。 
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Krasnova & Veltri (2010)は、ドイツのフェイスブック利用者と米国フェイスブック利 

用者に対して、フェイスブックにおけるプライバシー懸念に関するウェブ調査を行った。

ドイツのサンプルはベルリン市内の大学からの大学生サンプルであった。米国サンプルは

フロリダ州タンパ市の大学からの大学生サンプルであった。プライバシー懸念を測る尺度

として、表１の項目が入っていた。回答選択肢は 7 件法で、１が「まったく心配ない」、

７が「非常に心配している」となっていた。 

調査の結果として、米国の利用者のほうは、ドイツ利用者よりも、プライバシー懸念が

高かった。この差の説明要因として、Krasnova と Veltri は Hofstede の個人主義対集団主

義を提唱した。つまり、 

 

「個人が孤立する権利がありプライバシーも基本的な権利であるという強い思い

が個人主義社会（e.g., 米国）の社会規範の特徴であることを考えると、そうした社

会に人々はプライバシー懸念を高く感じるであろう」(Krasnova & Veltri, 2010, p. 3)。 

Krasnova と Veltri (2010)の元の尺度 著者による日本語訳 

Please use the scale below to 
indicate your feelings in regards to 
the following items. 

以下の項目に対してあなたがどのよう

に感じるか最も適切な数字をお答えく

ださい。 

1=Not concerned at all; 
4=Moderately concerned; 7=Very 
much concerned 

1=まったく心配ない、4=ある程度心配

している、7=とても心配している 

In regards to the information you 
post on Facebook, how concerned 
are you about the possibility of the 
following happening? 

自分自身がフェイスブックに投稿する

情報に関して、あなたは以下のことが

起こるかもしれないとどの程度心配し

ていますか。 

The information will be used in a 
way I did not foresee. 

自分が投稿した情報が、想定外の用途

に利用されること 

The information will become 
available to someone without my 
knowledge. 

自分が知らないうちに、投稿した情報

が他人の手に入ること 

The information will be 
misinterpreted. 

他の人から、自分の投稿情報の真意が

間違って理解されること  

The information will be 
continuously spied on (by someone 
unintended). 

自分の投稿情報が、それを見せるつも

りのなかった他人から常に監視されて

いること 

表表表表 1    Krasnovaとととと Veltriのプライバシー懸念尺度のプライバシー懸念尺度のプライバシー懸念尺度のプライバシー懸念尺度 
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理論的には、上記の推論には説得力はある。しかし、一般的な日本人 SNS 利用者を考

えると、この理論に問題が生じる。すなわち、多くの先行研究が示すように、日本人ネッ

ト利用者は一般的に、個人を特定する個人情報をネット上に開示したがらない傾向があり

(Barker & Ota, 2011)、ネット上のプライバシーに対して懸念を持っているように見える。

つまり、伝統的に集団主義社会として定義されてきた日本社会では、プライバシーへの関

心が非常に高いようである。少なくとも米国フェイスブック利用者よりも日本人フェイス

ブック利用者のほうは個人を特定できる情報をフェイスブックに開示したがらない傾向が

あるので(Barker & Ota, 2011)、Krasnova & Veltri (2010)が観察した社会差は本当に個人

主義対集団主義に帰属すべきであろうか、との疑念が浮かぶ。 

Veltri と Krasnova (2011)の追跡調査は、この点に関して一つの知見を挙げている。つ

まり、米国人フェイスブック利用者とモロッコ人フェイスブック利用者を調査した結果、

2010年の論文で報告した結果と正反対の結果を報告した。すなわち、集団主義の高いモロ

ッコ人利用者のほうは、比較的に個人主義の米国人利用者よりもプライバシー懸念を高く

示していた。 

このような結果をどう解釈すればよいのだろうか。少なくとも、Milberg ら(Milberg et 

al., 2000)や Bellman ら(Bellman et al., 2004)の矛盾した結果と、最近の Krasnova と

Veltri(Krasnova & Veltri, 2010; Veltri et al., 2011)の矛盾した結果を考えると、Hofstede

の文化的価値観の次元は、プライバシー懸念の予測要因として不安定な説明要因のようで

ある。 

また、そもそも、こうした従来の文化心理学的アプローチに基づいた研究にはいくつか

問題点があると考えられる。まず第一に、文化的価値観を個人レベルの要因として捉えて

いるか、社会レベルの環境要因として捉えているかが明らかにされていないことがよくあ

る。例えば、自己報告という形で自分が内在している文化的価値観を個人変数として扱う

研究がある(Cao & Everard, 2008)一方で、Hofstede が 1980年中頃に限られた社会状況で

収集し集約したように、国平均(Kitayama, 2002)の値を個人変数として扱う研究もある

(Bellman et al., 2004; Smith et al., 1996; Veltri et al., 2011; Yao, Rice, & Wallis, 2007)。

環境要因と個人要因をきちんと分けて分析を進めない限り、「文化」という多面的な現象の

影響への理解は明らかにならないと考えられる。 

もう一つ問題として考えられるのは、「文化的価値観」の測定法、つまり従来の文化心

理学において困難とされていた、個人の「態度」についての客観的測定法である。 



17 
 

これに関して、Kitayama (2002)は次のような問いをする。「個人の内的態度に対する質

問をグループ内平均値にした値は、正確な文化指数として取り扱ってもよいのだろうか」

(Kitayama, 2002, p. 90)。そして、Kitayamaは次のように指摘する。多くの文化価値観

指数(e.g., Hofstede, 1998; Triandis, 1993など)は、個人変数として測定された「態度」を

集約して構成した指数であるが、聞こうとしている態度は根本的に暗黙的な態度であり、

実際に人の行動に現れる態度又は価値観と、調査の回答者が回答する態度とは必ずしも一

致性がない。「人間の行動パターンはかならずしもその行動の持ち主に認識されていないた

め、報告内容と実際の行動にズレが生じる」とする(Kitayama, 2002, p. 90)。 

こうした限界に有用なのは、社会生態学的アプローチである。 

2.2.    社会生態学的アプローチ社会生態学的アプローチ社会生態学的アプローチ社会生態学的アプローチとはとはとはとは 

2.2.1.    社会生態学的アプローチの基本的視座社会生態学的アプローチの基本的視座社会生態学的アプローチの基本的視座社会生態学的アプローチの基本的視座 

社会生態学的アプローチでは、人間の行動を、ある社会又は文化的価値観による結果で

はなく、行動を意識的又は無意識的な「適応戦略(adaptive strategy)として捉える。この

アプローチは、社会環境の客観的な属性と、観察した行動傾向とのコネクションを明確に

し、社会間だけではなく、社会内の行動の分散に関して予測することが可能になる。 

 

図図図図 2    文化、社会生態、心理（文化、社会生態、心理（文化、社会生態、心理（文化、社会生態、心理（Oishi & Graham, 2010）））） 
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しかし、従来の文化心理学アプローチと社会生態学的アプローチと区別しても、それは

相互に対立しているという意味ではない。つまり、図２のように、文化的価値観と社会生

態学的環境が相互作用し互いに創造し合い、人間の行動や心理傾向に影響を与える。社会

生態学的アプローチとは、「自然環境や社会環境がどのように人間の心理プロセス・行動傾

向に影響するか、また、そうして影響を受けた心理・行動がどのように環境に対してフィ

ードバックを与えるか、その相互構成メカニズムに注目する研究方略である」(竹村 & 佐

藤, 2012)。もっと詳しく言うと、通常の生態学においては、生物が周囲の自然環境に対し

てどう適応するかが分析対象となるが、社会生態学的アプローチにおいては、自然環境だ

けではなく、生物が置かれた社会的環境も適応対象となる。たとえば、動物の脳の大きさ

に関する様な、いわば身体システムに関する研究においては社会環境が大きな要因だと指

摘されており(Dunbar, 1998)、文化規範のような心理システムの進化への影響も大きいと

いう指摘もある(Cohen & Nisbett, 1997)。上記に言及したように、特に人間の行動を説明

するには、社会生態学的アプローチが有用であると考えられる。 

最近とりわけ重視されてきたのは文化心理学における社会生態学的アプローチの位置

づけである(Oishi & Graham, 2010)。すなわち、伝統的には、社会間で見られる行動や心

理プロセスの差は、個々人が内在化している文化的価値観(e.g., Hofstede, 1998)又は自己

観(e.g., Markus & Kitayama, 1991)の違いによって生まれるとされてきたが、社会生態学

的アプローチでは「客観的なマクロ環境要因と人間の行動・心理プロセスとの関係を明白

に検討する」(Oishi & Graham, 2010, p. 2)という点では伝統的な文化心理学と異なる（図

２）。 

また、社会生態学的アプローチを採用することによって、国境に縛られずに国間の比較

だけではなく、国内の比較もできるという利点がある。例えば経済システム、政治システ

ム、教育システム、組織構造、人口構造、地理、気候、宗教、住宅構造などの幅広い社会

環境又は物理的環境の特徴を、人間行動を考察する際に要因として考えることが可能にな

る(Oishi & Graham, 2010; 竹村 & 佐藤, 2012)。最近の研究で明らかになっているのは、

社会環境の影響を無視して比較文化研究を行うことは、重要な知見を見逃すことになる可

能性がある(Matsumoto, 2007)。 
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2.2.2.    関係流動性とは何か関係流動性とは何か関係流動性とは何か関係流動性とは何か 

関係流動性とは、社会生態学的アプローチの一つの社会的要因であり、「ある社会また

は社会状況における対人関係に関する選択肢の多さ」(Yuki et al., 2007)として定義される。

今までは関係流動性の高低の度合いは北米と東アジア、都会と地方などといった次元で差

が確認されてきた（表 2）。 

この概念の起源は山岸 (1998)による信頼に関する研究であるとされている。山岸の基本

的な視座は、他者に対する個人の信頼の程度は、異なる社会環境への適応戦略である、と

するところである。例えば、北米に代表される高関係流動性社会においては、もっと魅力

的な対人関係を形成する機会を見逃して、現在の対人関係に留まることに大きなコストが

伴うため、内集団外の他者を信頼する能力は現在の関係から「解き放つ」するための適応

的信念であるとされる(山岸, 1998, pp. 55–88)。一方で、低流動性社会である日本において

は、そもそも新たな対人関係の選択肢が少ないため、現在の対人関係に留まるコストが相

対的に少ないと考えられ、見知らぬ他者を信頼することは比較的必要とされない。 

関係流動性は、信頼を説明要因として用いるほかに、自己開示(Schug et al., 2010)、集

団内類似性(Schug et al., 2009)、幸福感(竹村 & 佐藤, 2012)、自己高揚(Falk, Heine, Yuki, 

& Takemura, 2009)、自尊心(佐藤剛介 & 結城, 2006)、羞恥心(Sznycer et al., 2012)、賞

罰の度合い(Wang & Leung, 2010)など、幅広く実証研究で応用されてきた。 

上述の一連の研究の共通点は、高・低関係流動性の社会又は社会状況のあり方の捉え方

である。つまり、高流動性社会又は社会状況は、いわば対人関係の「自由市場」である一

方、低流動性社会又は社会状況では人間関係が比較的に社会構造に埋め込まれており、対

人関係の選択の自由は比較的に存在しないと仮定されている。従って、高流動性社会状況

においては、自己開示はコミットメントデバイスとして機能したり、対人関係の選択の自

 関係流動性の度合い関係流動性の度合い関係流動性の度合い関係流動性の度合い 

 高高高高 低低低低 

新規関係形成機会新規関係形成機会新規関係形成機会新規関係形成機会 多い 少ない 

関係の組み換え関係の組み換え関係の組み換え関係の組み換え 容易 困難 

地域地域地域地域 北米 都会 東アジア 地方 

(Schug, Yuki, Horikawa, & Takemura, 2009; Schug, Yuki, & Maddux, 2010; 会津, 2012) 

表表表表 2    関係流動性の概念関係流動性の概念関係流動性の概念関係流動性の概念 
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由度によって内集団の類似性が高まったり、魅力的な他者に選択されやすくするために自

己高揚したりし、様々な行動や心理プロセスが、関係流動性の高低によって部分的に規定

されると示されてきた。 

2.2.3.    関係流動性と自己開示関係流動性と自己開示関係流動性と自己開示関係流動性と自己開示 

本研究にとりわけ関連する知見は、Schug (Schug et al., 2010)らが明らかにした自己開

示と関係流動性との関係である。Schug(2010)らは、西洋の国の人は東アジア人よりも自

己について情報を開示する傾向を、関係流動性の度合いの帰結であると示した。つまりは、

新規関係形成機会が多く関係の組み換えが比較的に容易な高関係流動性状況においては、

不安定でありがちな対人関係におけるコミットメントを高めるためには、積極的に自己開

示を行うことが適応的であると示した(自己開示とコミットメントに関しては Collins & 

Miller, 1994 を参照)。 

他方、新規関係形成機会が少なく、関係の組み換えが困難な低流動性社会状況において

は、既に関係がある程度安定しており、そもそもコミットメントを高めようとする必要が

比較的少なく、逆に、関係流動性の高低を問わず、過度な自己開示は他者に排斥される可

能性を高めるため(Derlega, 1984)、排斥されるコストがより高い低流動性社会状況におい

ては、自己開示は非適応的であるとした(Yamagishi, Hashimoto, & Schug (2008)の「not 

offend others」戦略にも参照1)。 

SNS においては、上述の傾向を示唆する研究が既に存在する。一般的に日本人はインタ

ーネットでは自己開示をしたがらないことが知られており(Baker & Ota, 2011)、この傾向

は日本発の SNS である mixi でも見られるが、アメリカ発の SNS である Facebook にお

いては日本人も大きく自己開示をするに至った(Thomson & Ito, 2012)。Thomson & Ito 

(2012)は、この現象を、「日本人 SNS 利用者の自己開示パラドックス」と名付けた。文化

的伝統に基づく相互協調的な自己観を持つはずの日本人 SNS 利用者 (Markus & 

Kitayama, 1991)が、SNS別に異なる行動をとることができること、そのパラドックスが

Thomson & Ito (2012)の研究の契機となっており、彼らは「日本人の自己開示パラドック

                                                   
1 Yamagishi et al (2008)が示したのは、以前に示されたボールペンの選択実験（人は過半数の色のペン

を選ぶか、限定数の色のペンを選ぶか）における社会差に関する知見である。すなわち、低関係流動性状

況の方では、社会的排斥を回避するように、人はデフォルトの行動戦略として、他者に迷惑をかけないよ

うに行動することを示した（過半数の色のペンを選択する）。一方、他者に迷惑をかける可能性が存在し

ない状況においては、高関係流動性と低関係流動性の状況間の行動の差が見られなかった。 
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ス」を社会生態学的アプローチの観点から説明することを試みたのである。 

Thomson & Ito は、まず、Schug らの関係流動性と自己開示に関する理論(Schug et al., 

2010)を援用し、オフラインの社会関係の流動性が高い米国で開発された Facebook が高関

係流動的な環境であり、オフライン関係が低関係流動的な日本で開発された mixi は低関

係流動的であると仮定した。そして、その仮設により日本人利用者による両 SNS におけ

る自己開示を説明できる、との仮説を立てた。 

この仮説を検討するために、ウェブ調査により、131人の日本人 SNS 利用者を対象に、

Facebook と mixi での行動を比較した。従属変数を「プロフィール自己開示度」として、

独立変数を SNS の種類として分析を行った。その結果、mixi と Facebook を両方とも利

用する日本人は、mixi では自己開示度が低いことが分かり、同じ人であっても、Facebook

を利用する時には自己開示度が高いことがわかった。この結果から、SNS内のネットワー

ク環境の関係流動性の高低がもたらす個人の社会関係維持へのモチベーションの変化によ

って、利用者の SNS での自己開示行動傾向が異なる、とのモデルを提唱した。 

2.2.4.    関係流動性と情報的プライバシー関係流動性と情報的プライバシー関係流動性と情報的プライバシー関係流動性と情報的プライバシー 

さて、関係流動性と情報的プライバシーとの関係はいかなるものであろうか。本研究に

おいては、Thomson & Ito (2012)とは異なり、異なるオンライン環境の関係流動性の度合

いではなく、同じオンライン環境（フェイスブック）においての、オフライン関係流動性

の度合いの影響に着眼するが、上述の自己開示の議論を考えると、関係流動性が低いほど

プライバシー懸念が高くなることが本研究の予測である。つまり、無用な自己開示による

社会的排斥がより高いコストを伴う低流動性社会状況においては、無用な自己開示を防ご

うとする高いプライバシー意識が適応的になるのではないか、との予測である。他方、排

斥されるコストが比較的に低い高関係流動性社会状況においては、大胆なプライバシーの

自己開示を通じて、より有益な対人関係を積極的に形成し維持することにベネフィットが

あると考えられ、さほどプライバシー懸念が生まれないと予測する。
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3.    本研究の本研究の本研究の本研究の仮説仮説仮説仮説 

プライバシー懸念の社会差に関する研究と、関係流動性に関する一連の研究に基づいて、

以下の仮説を提唱することができる。 

H1 個人が所属する社会によって、フェイスブックにおけるプライバシー懸念の度合

いに差がある。 

H2 所属社会の違いによるフェイスブックにおけるプライバシー懸念の差は、関係流

動性によって説明することができ、その関係は負の関係にある（関係流動性が高

ければ高いほどプライバシー懸念が低くなる）。 

以上の仮説は図３に表すことができる。当モデルは 2階層に分かれたモデルであり、レ

ベル１は個人変数で、レベル２は環境要因である関係流動性となる（今回は「国」といっ

た集団で関係流動性の度合いを分ける）。 

 

 

 

図図図図 3    研究のモデル研究のモデル研究のモデル研究のモデル 
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4.    本研究の研究方法本研究の研究方法本研究の研究方法本研究の研究方法 

4.1.    参加者参加者参加者参加者 

20カ国から 963名の参加者がウェブ調査に参加した。募集方法はフェイスブック広告、

スノーボール標本、アマゾン・メカニカル・タークと三つの方法を採用した（表３）。参加

を促すために抽選（US$50相当のアマゾンギフト券）への参加を、フェイスブック広告と

スノーボールの参加者に設けた。アマゾンタークの場合、有効回答 1件に対して国によっ

て US$0.20~US$1.00 を支払った。 

当初の予定では、標本バイアスを最小限にするためにフェイスブック広告のみで全ての

    募集方法募集方法募集方法募集方法 (N) 性別性別性別性別 (N)   

国国国国 NNNN FBFBFBFB 広告広告広告広告 スノーボールスノーボールスノーボールスノーボール アマゾンタークアマゾンタークアマゾンタークアマゾンターク 男男男男 女女女女 年齢平均年齢平均年齢平均年齢平均 調査言語調査言語調査言語調査言語    

バングラデッシュバングラデッシュバングラデッシュバングラデッシュ 71 70 1 0 65 6 25.06 EN 

ブラジルブラジルブラジルブラジル 33 2 17 14 20 13 23.18 EN 

エジプトエジプトエジプトエジプト 43 41 0 2 33 10 21.27 AR, FR 

フランスフランスフランスフランス 10 2 2 6 10 0 27.90 FR 

ドイツドイツドイツドイツ 26 3 2 21 16 10 27.88 DE 

オランダオランダオランダオランダ 10 1 5 4 5 5 40.30 NL 

香港香港香港香港 13 10 3 0 5 8 28.07 ZH 

インドインドインドインド 97 40 5 52 75 22 28.16 EN, HI 

日本日本日本日本 101 14 87 0 59 42 30.14 JA 

モロッコモロッコモロッコモロッコ 55 49 5 1 39 16 21.12 FR, AR 

ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド 102 20 82 0 37 65 30.50 EN 

ナイジェリアナイジェリアナイジェリアナイジェリア 100 100 0 0 82 18 26.89 EN 

パキスタンパキスタンパキスタンパキスタン 14 0 0 14 11 3 22.71 EN 

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン 16 0 0 16 4 10 28.07 EN 

ポーランドポーランドポーランドポーランド 16 1 9 6 8 8 25.43 PL 

スロベニアスロベニアスロベニアスロベニア 5 5 0 0 2 3 23.40 SL 

タイタイタイタイ 34 5 27 2 9 25 26.17 TH 

チュニシアチュニシアチュニシアチュニシア 44 11 31 2 29 15 19.77 FR, AR 

トルコトルコトルコトルコ 15 11 1 3 12 3 22.53 TR 

米国米国米国米国 156 3 48 105 72 83 32.83 EN 

合計合計合計合計 963 395 346 219 595 364 27.54  

先に来る言語はその国の回答者の大多数が回答した調査言語。EN = 英語、AR = 標準アラビア語、FR ＝ フランス語、

DE = ドイツ語、NL ＝ オランダ語、ZH ＝ 広東語、HI ＝ ヒンディー語、JA = 日本語、PL = ポーランド語、SL ＝ ス

ロベニア語、TH = タイ語、TR ＝ トルコ語 

表表表表 3    調査参加者の概要調査参加者の概要調査参加者の概要調査参加者の概要 
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参加者を募集する予定であった。先行研究では、調査への参加をフェイスブック広告で募

集して回答率（有効回答数／広告クリック数）20%～35%を確保していたので(Kito, 2010; 

Ramo & Prochaska, 2012; Tan, 2010)、今回の調査でも同様の回答率を期待した。しかし、

大変残念ながら回答率がもっとも高かった国はナイジェリア（12%）で、もっとも期待し

ていた米国は今回の回答率はわずか 1%であった（表４）。回答率が低かった理由として考

えられるのは、１）そもそもプライバシーに関する調査に対してインターネット利用者は

敏感であることと、２）今回の調査の一環として、参加者がフェイスブックにおけるプラ

イバシー設定（ウォールの書き込み、写真・アルバム、ノート、ビデオ、の公開範囲の設

定）を収録するフェイスブックアプリを追加する必要があった。個人を特定するような情

報が一切登録されないことをウェブアンケートの最初のページに明確にしたが、フェイス

ブックアプリを追加することにも抵抗があった可能性が考えられる。また、先行研究では、

恋愛関係に関する研究(Kito, 2010)、麻薬利用に関する研究(Ramo & Prochaska, 2012)な

どといった、オンラインプライバシーというテーマよりも取り組みやすいテーマの研究で

あったため、比較的に参加者を集めやすかったと考えられる。 

フェイスブック広告が期待していたほど効率が良くないことを受け、調査期間の途中か

ら新たに二つのウェブアンケートを設置し実施した。一つ目はスノーボールで募集した参

加者のためで、もう一つはアマゾン・メカニカル・ターク（以下：AMT）で募集した参加

者のためである。内容はフェイスブック広告用の調査と同じだったが、フェイスブック広

告用の調査をそのまま使うことはしなかった。理由としては、１）募集方法別のデータが

あると募集方法を独立変数にしたバイアスを確認できるため、２）AMT の場合、報酬支

給のためにサーヴェイの終了後に終了コードを発行し参加者に表示させないといけなかっ

たからである。 

スノーボールの募集方法は主に二つあった。一つ目は著者のフェイスブックネットワー

クにサーヴェイへのリンクを投げて拡散をお願いすることであった。もう一つは、フェイ

スブック上の、関係しそうなグループ（例えば「Tusnisia and Japan Friendship Page」

など）の管理人にメッセージしグループのウォールにリンクを張るようにお願いすること

であった。 

アマゾン・メカニカル・ターク（以下、AMT）とは、Amazon.com が運営するクラウド・

ソーシング・サイト（不特定多数の人に業務を委託する雇用形態）である。学術研究にお

ける利用が増えており(Mason & Suri, 2011)、回答の信頼性は高く格安かつ迅速にデータ 



25 
 

を手に入れることができる(Buhrmester, Kwang, & Gosling, 2011)とされる。特に多国的

なサンプルが必要な場合 AMT は有用であると考えられるが、実際には、本研究において

は、米国、インド、ドイツ、パキスタン、フィリピン、ブラジルといった 6カ国以外には、

AMT を通した回答を得ることが難しかった。AMT のユーザーが 100カ国以上から来てい

るのにもかかわらず(Buhrmester et al., 2011; Raihani & Bshary, 2012)、ユーザーの約

50％は米国在住、約 40％はインド在住であること(Ipeirotis, 2010)を考えると、多数の国

からの代表的なサンプルを確保するのは現実には困難なことである。 

フェイスブック広告、スノーボール標本、AMT と三つの募集方法を取ったため、各募

集方法による様々なバイアスが生じかねない。本研究で特に中心となる変数は「関係流動

性」と「プライバシー懸念」という二つの変数であるが、仮に、AMT で募集した回答者

がフェイスブック広告で募集した回答者よりもプライバシー懸念が高ければ、主に AMT

で参加者を募集した国とそうでない国での差は、本当に国の差であるのか、ただ単に AMT

の利用者とそうでない利用者の差なのか、効果を区別できなくなる。 

このようなバイアスがないか確認するために、二つ以上の募集方法でデータが成り立つ

国（インド、ニュージーランド、米国）を使って、関係流動性及びプライバシー懸念を従

国名国名国名国名 有効回答数有効回答数有効回答数有効回答数 クリック数クリック数クリック数クリック数 回答率（回答率（回答率（回答率（%）））） 

ナイジェリア 100 856 12 

バングラデッシュ 70 630 11 

モロッコ 49 619 8 

ニュージーランド 20 269 7 

エジプト 41 592 7 

日本 14 214 7 

インド 40 642 6 

香港 10 229 4 

トルコ 11 352 3 

チュニシア 11 425 3 

タイ 5 246 2 

スロベニア 5 330 2 

ドイツ 3 272 1 

米国 3 329 1 

オランダ 2 229 1 

ブラジル 2 387 1 

ポーランド 1 227 0 

フランス 1 301 0 

合計合計合計合計→ 388 7149  

表表表表 4    フェイスブック広告募集による回答率フェイスブック広告募集による回答率フェイスブック広告募集による回答率フェイスブック広告募集による回答率 
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属変数とし、募集方法を独立変数として t 検定を行った。結果として、限った国でしか確

認できなかったが、募集方法間には差がないようである。 

例えば、インドの場合は、フェイスブック広告（N=40）と AMT（N=52）という二つ

の方法で募集したが、関係流動性（M フェイスブック広告=4.68, SD フェイスブック広告=1.28; 

MAMT=4.55, SDAMT=.69; t(56.15)=.597, p=.553（等分散を仮定していない、Levene 検定

p<.05））に関しても、プライバシー懸念（M フェイスブック広告=4.70, SD フェイスブック広告=2.00; 

MAMT=4.81, SDAMT=1.42; t(90)=-.301, p=.764（等分散を仮定していない、Levene 検定

p<.05））にも有意な差が募集方法間に見られなかった。また、ニュージーランドの場合、

フェイスブック広告（N=20）とスノーボール（N=82）といった 2 つの募集方法にて回答

者を集めたが、関係流動性（M フェイスブック広告=4.35, SD フェイスブック広告=.94; M スノーボール=4.30, 

SD スノーボール=.77; t(100)=.271, p=.787）に関しても、プライバシー懸念（M フェイスブック広告

=4.41, SD フェイスブック広告=1.55; M スノーボール=4.16, SD スノーボール=1.54; t(100)=.642, p=.520）

に関しても、両方の変数とも募集方法間に有意な差が見られなかった。さらに、米国の場

合、スノーボール（N=48）と AMT（N=105）にて募集を行ったが、関係流動性（M スノー

ボール=4.68, SD スノーボール=.66; MAMT=4.59, SDAMT=.77; t(151)=.695, p=.488）とプライバシ

ー懸念（M スノーボール=4.69, SD スノーボール=1.46; MAMT=5.06, SDAMT=1.42; t(151)=-1.482, 

p=.140）とでは、有意な差が見られなかった。 

以上の検証に従って、募集方法によって回答にバイアスがないとの前提で、分析を進め

ていくことにした。 

4.2.    測定方法とその手続き測定方法とその手続き測定方法とその手続き測定方法とその手続き 

オープンソースのウェブアンケートソフト「Limesurvey」を利用して、14 ヶ国語に訳

したウェブアンケートを実施した（翻訳の手続きと具体的な調査票の内容は、付録の表 9

と表 10 を参照）。なお、以下の分析に利用したデータは、関係流動性尺度(Yuki et al., 2007)

の短縮版、プライバシー懸念尺度(Krasnova & Veltri, 2010)と、参加者の基本情報（性別、

年齢など）のみであった2。また、ウェブアンケートでは測定しなかったが、Hofstede (1983)

                                                   
2 「4.1参加者」で言及したように、本調査に参加する条件として、参加者は自身のフェイスブックアカ

ウントにフェイスブックアプリを追加する必要があった。当アプリは、参加者のフェイスブックアカウン

トの実際のプライバシー設定（ステータスアップデートや写真などの公開範囲）を収録するためのアプリ

であった。アプリのコーディングのミスによって収集したデータを利用することができなかったため、以

下にはアプリのデータの分析の報告は含まない。 
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の文化次元指数をもう一つの指数として分析に利用した（「2.1.7. 文化と一般的な情報的

プライバシーへの関心」で説明した 4次元）。 
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5.    研究結果研究結果研究結果研究結果 

5.1.    尺度の信頼性尺度の信頼性尺度の信頼性尺度の信頼性 

はじめに、各尺度の信頼性を評価した。プライバシー懸念の尺度に関しては、スロベニ

ア（N=5, α=.552）とチュニシア（N=42, α=.514）以外には、全ての国においては、ア

ルファ値は.60 以上で、平均はα=.79 であった。次に、関係流動性の尺度に関しては、信

頼係数が全体的に低めで、.50 以下という非常に信頼性の低い値になっている国が多数あ

った（表 5）。 

そこで、関係流動性尺度の低信頼度の原因を探るために、検証的因子分析（CFA）を行

った。本研究においては、ウェブアンケートに特化した関係流動性の短縮版（6項目）を

使用し、Yuki et al. (2007)の 12項目の関係流動性尺度の因子構造を元に分析を行った。 

表表表表 5    関係流動性関係流動性関係流動性関係流動性 6 項目尺度の項目尺度の項目尺度の項目尺度の 

信頼性統計量信頼性統計量信頼性統計量信頼性統計量 

 表表表表 6    関係流動性関係流動性関係流動性関係流動性 4 項目尺度項目尺度項目尺度項目尺度(逆転項目無し逆転項目無し逆転項目無し逆転項目無し)

の信頼性統計量の信頼性統計量の信頼性統計量の信頼性統計量 

国名 
Cronbach 

のアルファ 
項目の数  国名 

Cronbach 

のアルファ 
項目の数 

トルコ .40  6  オランダ .52 4 

フィリピン .42  6  チュニシア .54 4 

バングラデッシュ .44  6  トルコ .65 4 

ドイツ .51  6  日本 .66 4 

パキスタン .52  6  スロベニア .72 4 

タイ .55  6  ドイツ .72 4 

チュニシア .56  6  米国 .73 4 

香港 .57  6  ブラジル .74 4 

インド .58  6  モロッコ .76 4 

モロッコ .60  6  ニュージーランド .77 4 

オランダ .63  6  フィリピン .80 4 

米国 .65  6  ナイジェリア .80 4 

ナイジェリア .66  6  タイ .81 4 

エジプト .68  6  ポーランド .81 4 

日本 .68  6  香港 .83 4 

ニュージーランド .69  6  インド .84 4 

ブラジル .70  6  エジプト .84 4 

ポーランド .83  6  フランス .85 4 

スロベニア .88  6  バングラデッシュ .85 4 

フランス .91  6  パキスタン .90 4 
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Yuki らは日本人の大学生サンプルにおいては、2 因子構造を抽出している。1 因子目は

「出会いの多さ」と呼ばれ、2 因子目は「対人関係選択の自由度」と呼ばれている(Yuki et 

al., 2007)。「出会いの多さ」因子に当てはまる項目としては、「彼ら（あなたと普段付き合

いのある人たち）には、人々と新しく知り合いになる機会がたくさんある」などがあり、

「対人関係選択の自由度」項目としては「彼らはどの集団や組織に所属するかを自分の好

みで選ぶことができる」といった項目がある。 

それらを元に、本研究の日本サンプルに対して CFA を行ったところ、2 因子（6項目）

モデルはフィット係数が低く（χ2 = 24.74, df=8, p<.01, RMSEA=.142, CFI=.838）、デー

タそのままの状態では充分な因子構造ではないことがわかった（CFA の各限界値に関して

は Matsumoto & Vijver (2011, p. 203)を参照）。今回の CFA モデル図は付録図 9 を参照。

このため、フィットを改善できないかと考え、モデルにおいて回帰係数がもっとも低い項

目となっていた逆転項目の 2項目をモデルから削除して CFA 分析をやり直した。結果と

しては、Yukiらの2因子構造を保ったままでフィット係数が格段に良くなった（χ2 = 1.72, 

df=1, p=.189, RMSEA=.085, CFI=.987, モデル図は付録図 10 を参照）が、最終的に、因

子の相関関係を確認したところ、相関係数が高かったため（r=.602, p<.001）、結局、2 因

子を統合し、逆転項目を除いた 1 因子として扱うことにした。そうすることによって、各

国における信頼係数も、サンプルとした全ての国において認められる範囲に上がった（表

6）。 

5.2.    尺度の妥当性尺度の妥当性尺度の妥当性尺度の妥当性 

さて、特に関係流動性尺度に関しては、多国にわたるサンプルを元にした分析は本研究

が初めてと思われ、各国のサンプルにおいて関係流動性尺度の妥当性を確認する必要があ

ると考えられる(Vijver & Leung, 1997)。つまり、ここで問題となるのは、国・社会・文

化を問わず、関係流動性尺度が同じ概念を測っているかどうかということである。これを

知るには、各国において尺度の因子構造を抽出し、因子負荷量を、ある参考因子構造と比

較することが一つの方法である (Fischer & Fontaine, 2011; Gelfand et al., 2011; 

Matsumoto & Vijver, 2011)。 

先述したように、本研究では関係流動性尺度（4 項目）を 1 因子構造として扱うことに

しているため、本研究の日本サンプルの関係流動性尺度の因子構造（4項目、1 因子）を 
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参考構造とし、プロクラステス因子分析法を用いて各国における因子構造の一致性を検討

した。通常の因子分析では、あるデータセットから抽出した因子に、データをできるだけ

正確に適合させるために、斜交回転又は直行回転を行う。回転後の因子負荷量は、もっと

も正確にデータに適合した場合の負荷量になるが、他にも、認められる信頼度の範囲での

因子負荷量パターンが存在しないとは限らない。そのため、プロクラステス因子分析にお

いては、ある特定の参考因子構造にできるだけ正確にデータを回転させ、回転後の因子負

荷量を参考構造と比較し一致性係数を計算する。 

幸いなことに、Fischer & Fontaine (2011)が作成・提供している SPSS シンタックスが

存在し（付録、表 11）、参考因子構造（今回は日本サンプルにおける 4項目／1 因子構造）

と、比較対象の国の因子構造を国ずつに計算していくと以下のような一致性一覧表ができ

た（表 7）。ここで示した一致性係数は Identity 係数であり、これは先行研究でもっとも

頻繁に利用される一致性係数のもっとも頑強な係数で、.85 以上が最低限で、伝統的には.90

以上が望ましいとされている(Fischer & Fontaine, 2011, p. 192)。今回のサンプルでは、

表表表表 7    プロクラステス因子分析による構造一致性評価表プロクラステス因子分析による構造一致性評価表プロクラステス因子分析による構造一致性評価表プロクラステス因子分析による構造一致性評価表 

国名国名国名国名 一致度一致度一致度一致度  国名国名国名国名 一致度一致度一致度一致度 

バングラデッシュ 0.93 
 
ナイジェリア 0.92 

 

ブラジル 0.97 
 
ポーランド 0.93 

 

エジプト 0.93 
 
スロベニア 0.90 

 

フランス 0.93 
 
タイ 0.91 

 

ドイツ 0.95 
 
チュニシア 0.85 

 

オランダ 0.95 
 
トルコ 0.86 

 

香港 0.89 
 
米国 0.99 

 

インド 0.95 
 
フィリピン 0.95 

 

モロッコ 0.94 
 
パキスタン 0.92 

 

ニュージーランド 0.96 
   

 一致性係数は全て Identity係数 
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平均一致度係数は 0.93（SD=.04、中央値=0.93）であり、香港（.89）、チュニシア（.85）、

トルコ（.86）以外の国では、Identity 係数は全て>.90 であったため、関係流動性という

概念は今回の国のサンプルでは共通の概念として捉えられることが確認できた。 

5.3.    国レベルの国レベルの国レベルの国レベルの環境要因としての関係流動性環境要因としての関係流動性環境要因としての関係流動性環境要因としての関係流動性 

本分析に入る前にもう一点確認しておくべきことは、関係流動性の個人データを集約し

て国レベルの「関係流動性指数」にし、それを独立変数として扱うことが妥当であるかど

うかである。5.2 で確認したのは、関係流動性を測るための尺度の妥当性であったが、関

係流動性という概念に対して以下の三点を確認しておく(Biemann, Cole, & Voelpel, 

2012; Bliese, 2000)。 

 

1. 集団内評価の一致度集団内評価の一致度集団内評価の一致度集団内評価の一致度（（（（rwg(j)）））） まずは、集団（今回は「国」）にネストされているメン

バー間で、集団内の関係流動性の度合いについて、お互いに意見が一致しているかど

うかを確認しなくてはならない。なぜなら、集団内の一致度が一定の水準を満たして

いなければ、関係流動性に対する個々人の評価を集約して国変数として扱う根拠がな

いからである。集団内評価の一致度を表す統計量は rwg(j)、つまり、仮定された一様分

布と実際観察されたデータの分布の比である。通常、国ごとに rwg(j)の値を計算し、そ

の平均を計算する。Bliese (n.d.)による R モジュールを利用して計算することができ

る。伝統的には一致度が.70 以上でなければ一致度が認められず、個人データを集団

レベルに集約する根拠が成り立たない(Biemann et al., 2012)。 

2. 特定の特定の特定の特定の集団を説明変数として集団を説明変数として集団を説明変数として集団を説明変数として利用すること利用すること利用すること利用することの相応しさの相応しさの相応しさの相応しさ（（（（ICC(1)）））） 集団ごとにメンバ

ーの意見が一致しても、国間に差がなければ、わざわざ国という集団を指定してデー

タを分ける必要がなく、集約の根拠がない。そのため、次に、国別の集団が説明変数

として利用できることを確かめる。集団間の差を表す統計量は ICC(1)であり、従属変

数（今回は関係流動性）の分散の何割が独立変数（今回は国）によって説明されるか

を表す。通常は.06 以上でなければ集約根拠がないとされることが多い(Bliese, 2000)。

計算法としては、ANOVA 結果のグループ間とグループ内の平均平方を使って、以下

の数式で計算することができる。 
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3. 指数の信頼性指数の信頼性指数の信頼性指数の信頼性（（（（ICC(2)）））） 最後に、関係流動性の国平均値の信頼性を示す必要がある。

ICC(2)という統計量がその役割を果たし、.70 が最小限である。ICC(2)は集団内の一

致度とは違って、集団平均そのものの信頼性を推定する値であるとされている(Bliese, 

2000)。つまり、「例えると、もう一群の評価者が仮に同じ評価対象を評価したとした

場合、ICC(2)は、元の評価者群が付けた得点の平均と後に来た群が付けた得点の平均

との相関係数として考えても良い」(Bartko, 1976, p. 764)。計算法は ICC(1)と同じく

ANOVA 結果から計算できる。 

 

今回のデータにおいては、rwg(j)の平均が.86（SD=.05）、中央値が.88 であった。ICC(1)

は.09 であったため、データ全体の関係流動性尺度の分散の 9%は、国という独立変数で説

明することができるとの意味を持つ。また、ICC(2)は限界値の.70 をはるかに超えた.82 で

あったため、国の関係流動性平均値の信頼性が高いことがわかった。以上を踏まえて、個々

人の関係流動性尺度のスコアを国別に集約し、国レベルの環境要因として使う妥当性が確

認された。 

5.4.    検証したい検証したい検証したい検証したいマルチレベルマルチレベルマルチレベルマルチレベルモデルモデルモデルモデル 

通常、本研究のような多変量分析においては、データにおける階層を考慮せずに分析を

行うことが多い。例えば、通常の回帰分析では 

であるが、個人変数である従属変数（Y）には切片と傾きと誤差という要素が関連して

 
グループ内平均グループ間
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おり、全ての要素が同じレベルにおける変数である。また、この分析においては、ケース

は完全に独立していることが一つの大きな前提である。従って、個人 1、個人 2…個人 n

には特別にグループなどの所属がなく、個人間の類似性の分布は完全にランダムであるこ

とを大前提としている。しかし今回のデータはそうではなく、国という集団の所属に規定

される、特定の個人間の類似性分布パターンを持っている。本研究では、個人を国という

集団にネスト（所属）させており、環境レベルの要因である関係流動性がプライバシー懸

念に影響すると仮定しているために、各集団内において個々人間のプライバシー懸念の類

似性が高いと予想される。 

本研究におけるケースの非独立性を配慮すると、回帰モデルとして以下のマルチレベル

分析モデルが挙げられる。 

従属変数（Y）の値は、国間の従属変数の平均（ 00γ ）プラス国間の独立変数の平均傾き

（ 10γ ）プラス誤差である。上述の「図 3 仮設のモデル」をこのマルチレベルモデルに置

き換えると以下のようになる。 

5.5.    マルチレベル分析による仮説モデルの検証マルチレベル分析による仮説モデルの検証マルチレベル分析による仮説モデルの検証マルチレベル分析による仮説モデルの検証 

マルチレベルモデルの検証は、段階的に検証していくのが一般的とされる(Raudenbush 

& Bryk, 2002)。そのやり方手順は以下の通りである。全ての計算は、マルチレベル分析

専用ソフトの HLM7 で行った。 

 

jj

jj

jiijjji

u

u

X

1101

0000

110

+=

+=

++=Υ

γβ
γβ

εββ
 (4)

 

 

jj

jj

jj

jijjjji

u

u

u

221202

111101

001000

210

)(

)(

)(

)()(

++=

++=

++=

+++=

関係流動性国平均

関係流動性国平均

関係流動性国平均

文化的価値観性別プライバシー懸念

γγβ
γγβ
γγβ

εβββ

 (5)



34 
 

1. 帰無帰無帰無帰無仮説仮説仮説仮説モデル（モデル（モデル（モデル（null model））））の推定の推定の推定の推定（モデル１）（モデル１）（モデル１）（モデル１） まずは、従属変数が投入されて

いないモデル（帰無仮説仮説モデル）を推定する。ここで知りたいのは、１）従属変

数の分散の何割が国によって説明されているか、２）従属変数を投入したモデルの適

合性を計算するためのベースラインとなる諸値である。本研究における帰無仮説モデ

ルの式は以下の通りになる（下方はデータに基づいた計算後の値である）。 

ここでわかるのは、国間のプライバシー懸念の平均値は、１＝懸念が低い～７＝懸 

念が高いといった尺度では、4.87 である。また、ICC を計算することによって、プラ

イバシー懸念の分散の何割が国間で起こるかがわかる(Raudenbush & Bryk, 2002)。 

ここで明らかになったのは、H1 の通りに、国によってフェイスブックにおけるプ

ライバシー懸念の程度が異なり、データ全体におけるプライバシー懸念の分散の約

7％が異なる国家間で起こることである。 

この段階で、データ全体におけるプライバシー懸念の分散の 7％しか国家間で起こ

らないことは、一見、さほど有用な結果には見えないかもしれない。しかし、プライ

バシー懸念の国平均の高低の両極端に位置するいくつかの国々（付録図 11）について

t 検定で分散を見てみると、国の組み合わせにはよるが、大きな効果量を示している。 

例えば、プライバシー懸念の国平均が最も低いブラジル（N=33, M=3.92, SD=1.61）
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と最も高いフィリピン（N=19, M=5.67, SD=0.80, t(49.277)=-5.204, p<.001, d=1.38）

では、効果量（d=1.38）が非常に大きい（大きいとされる効果量は d=.80 以上とされ

る(Cohen, 1988, p.185）。国別の分布の非重なり合い（nonoverlap）でいうと、お互

いの分布の約 68%が重なっていないことがわかる(Cohen, 1988, p.22)。また、本研究

において理論上説得力を持つ日本（N=101, M=4.26, SD=1.51）と米国（N=156, 

M=4.95, SD=1.43, t(255)=-3.722, p<.001, d=.47）では、その効果量の d=.47 も「中」

に当たることがわかり、分布の重なり合いに関しては、重なっていない分布の域は約

33%となる。 

つまり、多国サンプルにおいて説明できる分散が比較的に少なくても、極端に異な

る集団間においては効果が薄いとは限らないことを念頭に置く必要があると考えられ

る（この点に関しては Biemann et al., 2012, p. 75 も参照）。 

 

2. Means-as-Outcomes モデルモデルモデルモデル（モデル２）（モデル２）（モデル２）（モデル２）    次に、多国サンプル国家間のプライバシ

ー懸念の分散の何割が、関係流動性の度合いによって説明できるかを検討する（H2）。

このステップのモデルは以下のようになり、帰無仮説モデルに、国レベルの環境要因

である関係流動性が投入されたモデルとなる。 

ここでまず明らかになったのは、国の関係流動性平均が 1点上がれば、平均的には

個人のフェイスブックにおけるプライバシー懸念は 1.240点上がる点である。注目す

べきは、この結果は H2 で予測していた関係と正反対の関係である点である。元々の

予測は、関係流動性が上がるほどプライバシー懸念が下がるとするものであった。こ

の点に関しては、以下の「6. 考察」で詳しく検討することとする。 

さて、関係流動性とプライバシー懸念は予測とは間逆に、正の関係にあることがわ

かった。しかし、その関係はどれほど強いのだろうかとの疑問が浮かぶ。その問いを、
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R2 と R12 のそれぞれの統計量で明らかにしてみたい。マルチレベル分析の文脈での

R2とは、集団によって説明できる従属変数の分散の何割が独立変数によって説明でき

るか示す統計量であり、R12 とは、従属変数をモデルに投入することにより、いかに

モデル全体の誤差が減少したかを示す統計量である（ある種の適合性の統計量）。R2

は、以下の式によって計算することができる。 

これにより、国家間のプライバシー懸念の分散（モデル 1 の ICC＝7%という統計） 

の 67％は関係流動性によって説明できることがわかる。モデル全体の適合性に関して

は、以下の R12の計算式により、関係流動性を説明要因として投入することでモデル

全体の誤差が 4.5%減少したことがわかる。 

3. Random-coefficients モデル（モデル３）モデル（モデル３）モデル（モデル３）モデル（モデル３） 続いて、個人レベルの独立変数のみを投

入したモデルを推定していく。ここで知りたいことは、性別（１＝男、２＝女）と、

先行研究においてよく言及されている文化次元(Hofstede, 1983)が、フェイスブック

における個人のプライバシー懸念を説明できるかどうかである。モデルは以下の通り

になる。 
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ここでは、性別は個人のフェイスブックにおけるプライバシー懸念に影響する（女

性のほうが懸念を持っている）が、先行研究で提唱している文化的価値観の影響(e.g., 

Krasnova & Veltri, 2010)は見られないことが明らかになった。また、上述の個人変

数をモデルに投入してもモデル全体の誤差が減少せず、むしろ増加することがわかっ

た（
2

1R ＝-1.4%）。 

4. Intercepts- and slopes-as-outcomesモデル（モデル４）モデル（モデル４）モデル（モデル４）モデル（モデル４）    最後に、全ての独立変数を

モデルに投入し、個人変数を統制した状態で関係流動性とフェイスブックにおけるプ

ライバシー懸念との関係を検証する。同時に、モデル全体の適合性を評価する。 
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上述の各モデルの結果と、各モデルにおける回帰係数の有意性の値（表 8）で、性別や

文化的価値観を統制しても関係流動性とプライバシー懸念との関係が正にあり、回帰係数

が有意である（b=2.449, p<.01）ことがわかる。また同時に、他の予測要因を統制した上

では、プライバシー懸念の国間の分散の 55%は関係流動性によって説明できることもわか

る。モデル全体の適合性に関しては、尤度比の統計量が有意であるために、帰無仮説モデ

ルよりも適合性が有意に改善されている。モデル図に本研究の研究結果を集約すると図 4

になる。 
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表表表表 8    マルチレベル分析のまとめ表マルチレベル分析のまとめ表マルチレベル分析のまとめ表マルチレベル分析のまとめ表 

 
モデル１モデル１モデル１モデル１ モデル２モデル２モデル２モデル２ モデル３モデル３モデル３モデル３ モデル４モデル４モデル４モデル４ 

固定効果固定効果固定効果固定効果 

切片(プライバシー懸念) γ00 

(SE) 

4.866*** 

(0.109) 

4.863*** 

(0.075) 

4.987*** 

(1.203) 

3.974*** 

(0.778) 

関係流動性 γ01 

(SE)  

1.240** 

(0.291)  

1.588** 

(0.422) 

性別 γ10  

(SE)   

0.402** 

(0.117) 

0.431*** 

(0.109) 

PDI γ20 

(SE) 
    

0.004 

(.008) 

0.003 

(0.007) 

IDV γ30 

(SE) 
    

-0.002 

(.007) 

0.004 

(0.005) 

MAS γ40 

(SE) 
    

-0.003 

(0.007) 

0.001 

(0.006) 

UAIγ50 

(SE) 
    

-0.002 

(0.007) 

0.006 

(0.005) 

ランダム効果（共分散パラメータ）ランダム効果（共分散パラメータ）ランダム効果（共分散パラメータ）ランダム効果（共分散パラメータ） 

切片(国) u0j 

(SD) 

0.160*** 

(0.400) 

0.048* 

(0.218) 

0.197*** 

(0.371) 

0.052* 

(0.229) 

性別 u1j (SD) 
  

0.026 

(0.161) 

0.006 

(0.007) 

残差 rij 

(SD) 

2.182 

(1.476) 

2.185 

(1.478) 

2.177 

(1.475) 

2.186 

(1.476) 

尤度比（AIC） 3506.26 3496.76 3380.61 3374.11 

パラメーター数 2 2 4 4 

R2  .67 - .68 

R1
2  4.5% -1.4% 4.4% 

尤度比検定    χ2(2)=132.15, p<.001 

N1 = 947, N2 = 18, ***p<.001, **p<.01, *p<.05 
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図図図図 4    マルチレベル分析のモデル図（マルチレベル分析のモデル図（マルチレベル分析のモデル図（マルチレベル分析のモデル図（偏回帰係数偏回帰係数偏回帰係数偏回帰係数付き）付き）付き）付き） 

N1 = 962 

N2 = 20 

R1
2 = 4.4% 

Y プライバシー懸念 = 3.974 + 1.588 関係流動性 + 0.431 性別 + 0.003PDI – 0.004IDV – 0.001MAS – 0.006UAI 

              (0.778)  (0.422)         (0.109)      (0.007)     (0.005)    (0.006)     (0.005) 

5.6.    結果の要約結果の要約結果の要約結果の要約 

上述の結果をまとめると以下のようになる。 

 

1. フェイスブックにおけるプライバシー懸念には社会差が確かに存在する（H1を支持）。

すなわち、本研究のデータでは、個人のフェイスブックにおけるプライバシー懸念の

分散の約 7%は、国家間で起こることが明らかになった。 

2. 所属社会の違いによるフェイスブックにおけるプライバシー懸念の差は、確かに関係

流動性の差によって説明することが可能である。だが、予測と逆に、関係流動性が高

ければ高いほど、個人のプライバシー懸念が高くなることが明らかになった。（H2を

部分的に支持）。 
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6.    結果についての結果についての結果についての結果についての考察考察考察考察 

先行研究で指摘されている、所属社会の違いによるフェイスブックにおけるプライバシ

ー懸念の差は、本研究によって、社会における関係流動性の度合いに基づき説明可能であ

ると示された。元の予測としては、関係流動性が低いほどプライバシー懸念が高いとのも

のであった。つまり、新規関係形成機会が低い低流動性社会状況においては、社会的排斥

のコストが高いことを前提にすれば排斥が伴いかねない無用な自己開示を避ける動機は、

高関係流動性社会状況よりも低流動性社会状況のほうにおいて高いであろう、との予測で

あった。しかしながら、今回の結果はこの予測と反していた。 

なぜ、高関係流動性社会におけるプライバシー懸念が高いとの結果が得られたのであろ

うか。理由は２つあると考えられる。 

高関係流動性社会状況を、対人関係の「自由市場」として捉え自由に関係相手が選べる

状況において類似していて魅力的な他者を選ぶのなら(Schug et al., 2009)、慎重に自己呈

示したり、魅力的な自分をフェイスブックで見せたりする動機があると仮定できる。いい

かえれば、自己についてどのようなイメージ、すなわち自己に関する情報が誰にどのよう

に伝達されるかをコントロールしたいという関心は、関係相手を自由に選べるような環境

に置かれた人のほうが高いと考えられる。 

一方、対人関係がある程度頑固である低流動性社会状況においては、既存の人間関係の

中で安心しており、自己に関する情報のコントロールにさほど気にしなくていてもいい（確

かに排斥されるコストが高いが）、との状況であるという解釈が考えられる。 

しかし、上記の解釈と関連して、もう一つの解釈が考えられる。関係の「自由市場」で

ある、高関係流動性社会に置かれたフェイスブック利用者は、低流動性社会に置かれた利

用者よりも、単に自己情報を多く開示しているため、プライバシーへの関心が高いのでは

ないか、との解釈も考えられなくはない。魅力的で類似した他者に出逢う確率を高くする

ために、自分の興味、関心、意見などに関して積極的に開示したいという動機は、一般的

に対人関係に関する選択肢が多い高関係流動性社会の方が高いはずである。そのため、頻

繁にフェイスブックに情報を投稿したり、より充実したプロフィールを持ったりする可能

性が高いと考えられ、その自己呈示の度合いのほうがプライバシー懸念を上昇させている

と考えられる。 
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7.    追跡調査追跡調査追跡調査追跡調査 

上述のマルチレベル分析の結果の原因を探るために、追跡調査を行った。追跡調査で検

証するモデルは図 6の通りである。 

 

図図図図 5    関係流動性とフェイスブックプライバシー懸念の自己呈示媒介モデル関係流動性とフェイスブックプライバシー懸念の自己呈示媒介モデル関係流動性とフェイスブックプライバシー懸念の自己呈示媒介モデル関係流動性とフェイスブックプライバシー懸念の自己呈示媒介モデル 

関係流動性の度合いはフェイスブックにおけるプラバシー懸念に影響するが、その効果

の媒介要因はフェイスブックにおける自己呈示であり、関係流動性が上がればフェイスブ

ック上の自己呈示も上がり、その結果、フェイスブックにおけるプライバシー懸念も上が

るというモデルである。 

7.1.    調査調査調査調査方法方法方法方法 

上述の仮説モデルを検討するために、追跡ウェブ調査を行うことにした。 

7.1.1.    参加者参加者参加者参加者 

日本人 96人（男 32人、女 64人、M 年齢=34.57、SD 年齢=9.20）と米国人 100人（男 47

人、女 53 人、M 年齢=28.94、SD 年齢=9.11）が追跡調査に参加した。日本人は、日本のク

ラウド・ソーシング・サイト「ランサーズ」で募集し、米国サンプルはアマゾン・メカニ

カル・タークで募集した。 
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7.1.2.    測定方法測定方法測定方法測定方法 

関係流動性とフェイスブックにおけるプライバシー懸念を測定するため、前調査と同じ

尺度を利用した。 

フェイスブックにおける自己呈示は、フェイスブックでの投稿頻度（例：項目は「自分

が入った写真をどれほど頻繁にフェイスブックにアップしていますか」「自分の関心事につ

いて、自分の意見をどれほど頻繁にフェイスブックに投稿していますか」などで、回答は

１＝まったくしない～６＝いつもしている）や、フェイスブックプロフィールの完成度（フ

ェイスブックプロフィールで開示できる項目から回答者が開示している項目を選んでもら

った（全 13項目で複数回答可能））で評価した。 

フェイスブックでの投稿頻度とプロフィールの完成度の質問項目での回答を集約して

「フェイスブックにおける自己呈示の度合い」といった変数として扱うことにした。 

7.1.3.    仮説仮説仮説仮説 

先行研究では、日本は低流動性社会であり、北米は高関係流動性社会であると指摘され

てきた(Falk et al., 2009; Schug et al., 2009, 2010; Yuki et al., 2007)。確かに、前調査の

マルチレベル分析のデータにおいても、日本（M=4.14, SD=.82）よりも米国（M=4.63, 

SD=.73）のほうでは関係流動性が高く（t=(255)-4.96, p<.001, d=.63）、フェイスブックに

おけるプライバシー懸念に関しても、日本（M=4.26, SD=1.51）よりも米国のほうが高い

（M=4.95, SD=1.43）ということが確認された（t=(255)-3.72, p<.001, d=.47）。したがっ

て、追跡調査では、日米比較という形で、図 6 を検証することにした。具体的には、追跡

調査の仮設は以下の通りである。 

 

H1 日本よりも米国でのフェイスブックにおけるプライバシー懸念が高く、その関係

はフェイスブックにおける自己呈示の度合いに媒介される 

H2 日本よりも米国でのフェイスブックにおけるプライバシー懸念が高く、その関係

は各国の関係流動性の度合いにも媒介される。 

H3 関係流動性が高いほどプライバシー懸念も高いが、その関係はフェイスブックに

おける自己呈示に媒介される。 
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7.2.    結果と考察結果と考察結果と考察結果と考察 

図 6にあるように、確かに日本よりも米国でのフェイスブックにおけるプライバシー懸

念が高く、その関係はフェイスブックにおける自己呈示の度合いに部分的に媒介されてい

る（H1を支持）。 

 

図図図図 6    国によるフェイスブックにおけるプライバシー懸念の差においての国によるフェイスブックにおけるプライバシー懸念の差においての国によるフェイスブックにおけるプライバシー懸念の差においての国によるフェイスブックにおけるプライバシー懸念の差においての 

フェイスブックにおける自己呈示の度合いの媒介効果フェイスブックにおける自己呈示の度合いの媒介効果フェイスブックにおける自己呈示の度合いの媒介効果フェイスブックにおける自己呈示の度合いの媒介効果 

 

また、図 7にあるように、確かに日本よりも米国でのフェイスブックにおけるプライバ

シー懸念が高く、その関係は各国の関係流動性の度合いにも部分的に媒介される（H2 を

支持）。 

 

図図図図 7 国によるフェイスブックにおけるプライバシー懸念の差において、国によるフェイスブックにおけるプライバシー懸念の差において、国によるフェイスブックにおけるプライバシー懸念の差において、国によるフェイスブックにおけるプライバシー懸念の差において、 

関係流動性の媒介効果関係流動性の媒介効果関係流動性の媒介効果関係流動性の媒介効果 

最後に、図 8 にあるように、確かに関係流動性が高いほどプライバシー懸念も高いが、
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その関係はフェイスブックにおける自己呈示に媒介される。 

 

図図図図 8    関係流動性とフェイスブックにおけるプライバシー懸念との関係において、フェイ関係流動性とフェイスブックにおけるプライバシー懸念との関係において、フェイ関係流動性とフェイスブックにおけるプライバシー懸念との関係において、フェイ関係流動性とフェイスブックにおけるプライバシー懸念との関係において、フェイ

スブックにおける自己呈示の度合いの媒介効果スブックにおける自己呈示の度合いの媒介効果スブックにおける自己呈示の度合いの媒介効果スブックにおける自己呈示の度合いの媒介効果 

 

このように、所属社会毎のフェイスブックにおけるプライバシー懸念の差は、確かに、

関係流動性によって説明することができるが、その関係の裏には、もっと根本的な、関係

流動性による適応過程が潜むことが明らかになってきた。高関係流動性社会においては、

積極的な自己呈示は適応的であり、そのために、高関係流動性社会に置かれたフェイスブ

ック利用者の方が自己呈示をしていて、それに伴い、プライバシー懸念がそれなりに高く

なるようである。 

この結果は、今後のネット上のプライバシー懸念に関する研究にも重要な知見を挙げて

いる。そもそも日本のような低流動性社会においては、フェイスブック利用者は自己に関

する情報を比較的開示していないため、自己に関する情報をこまめにコントロールしよう

とする関心が無用であると、上記結果は示唆しているのである。社会間にプライバシー懸

念の差を発見した場合、文化的価値観などといった潜在要因を援用し、説明しようとする

前に、オンラインにおける自己呈示にそもそも社会差があるのかどうか、前提条件として

確認すべきであると考えられる。 
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8.    おわりにおわりにおわりにおわりに 

本研究においては、先行研究で指摘されている、フェイスブックプライバシー懸念の社

会差において、関係流動性を予測要因とさせる役割を、マルチレベル分析を用いて検討し

た。そして、20カ国のフェイスブック利用者データを用いて、フェイスブックにおけるプ

ライバシー懸念の社会差においての関係流動性の役割を明らかにすることができた。結論

としては、国レベルの関係流動性が高ければ高いほど、個人のフェイスブックプライバシ

ー懸念が高くなることがわかった。また、所属する社会の違いによるフェイスブックのプ

ライバシー懸念の差において、国家間のプライバシー懸念の分散の約 55％については、関

係流動性の差によって説明可能であったため、関係流動性を有用な説明要因として規定で

きた。 

さらに、関係流動性とフェイスブックプライバシー懸念との関係における、自己呈示の

役割を日米比較の追跡調査にて検討した結果、フェイスブックにおける自己呈示の度合い

がその関係の媒介要因であることが判明した。関係流動性とフェイスブックプライバシー

懸念との関係の裏には、関係流動性の度合いに対する適応行動であると考えられる自己呈

示が、重要な潜在要因であることが明らかになった。 

グローバル展開していく企業や SNS が、インターネット展開において自社に有利にな

るよう、利用者のプライバシー懸念について配慮していく際に、本研究から導き出された

事実は参考案件となるに違いない。具体的に、利用者のプライバシー懸念の分散の 7%し

か国間に起こるのにもかかわらず、利用者が置かれた社会構造、すなわち社会生態、特に

社会や社会状況における関係流動性の度合いを考慮し、戦略を企画立案していく意義は大

きいと考える。
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9.    本研究の限界本研究の限界本研究の限界本研究の限界 

本稿では、グローバル企業や SNS がインターネット利用者のプライバシー懸念を考え

る上で、利用者が置かれた社会の関係流動性の度合いを考慮すべきと提唱した。しかしな

がら、各社会における関係流動性の度合い、または指数は今まで存在してこなかった。 

そうした前人未到に近い状態で、本研究で調査した 20 カ国の関係流動性の国平均を計

算したが（付録図 12）、後述するように限界があった。また、それら因子を代表としてふ

さわしいかどうかが不確かであったうえに、より多くの国をサンプルとして関係流動性の

指数を用意する必要性を痛感した。さもなければ、今まで社会差の説明要因として多くの

研究に利用されてきた Hofstede（1983）のような道具には成り得なかったからである。 

Hofstede（1983）の文化次元の長所の一つは、多くの国々の各指数のデータが既に存在

するところにある。関係流動性の、予測要因としての有用性を高めるには、今後の社会生

態学の研究においては、できるだけ多くの国を対象にしてデータを集めて、関係流動性と

いう概念を、様々な文脈において検証していく必要があると考えられる。 

また、本研究のマルチレベル分析における限界として挙げられるのは、各国のサンプル

数であった。マルチレベル分析の推奨サンプル数に関しては、意見が分かれるが、レベル

２、つまり集団（N2）のケース数は少なくとも 20、N2ごとのレベル１（N1）のケース数

は最小 30 がないと検出力が低い可能性があり(Bickel, 2007)、端的に言うと、ある国の代

表的なサンプルを得るためには、一定のサンプル数を満たさないと代表としてふさわしく

ないに違いない。本研究のマルチレベル分析に用いたサンプルは N2=20、N1 平均=48.2（N1

中央値＝33.5）で、30 ケース以下の N2は 20カ国中 7カ国であったため、関係流動性の効果

の検出力は足りたが、30 ケース以下の国における代表性は疑わしい結果となった。 

さらに、追跡調査を含む本研究においては、参加者がプライバシー設定を収録するフェ

イスブックアプリケーションをフェイスブックアカウントに追加する必要があった。SNS

としてお膳立てが整っているフェイスブックにアプリケーションを追加する行為自体、あ

る程度フェイスブック、または調査を実施する組織への信頼が高くないとしにくい行為に

違いない。従って、追加するアプリケーションは個人を特定するような情報（本名、写真

など）を一切集録しないとアナウンスしていても、プライバシー懸念が高いフェイスブッ

ク利用者であれば、アプリケーションを追加してまで参加しなかった可能性は否定できな

い。従って、本研究の結果は、全体的に、ある程度プライバシー懸念が低いフェイスブッ
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ク利用者にバイアスが掛かっていた可能性がある。 

今後の研究の展開を勘案すると、プライバシー懸念の高い利用者が選択しにくいアプリ

ケーション追加は避けて調査を行うのが望ましいと考えられる。 
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10.    付録付録付録付録 

表表表表 9    調査翻訳調査翻訳調査翻訳調査翻訳の手続き（元の手続き（元の手続き（元の手続き（元の言語の言語の言語の言語は英語）は英語）は英語）は英語） 

言語言語言語言語 一次翻訳者の資格一次翻訳者の資格一次翻訳者の資格一次翻訳者の資格 折 り 返 し折 り 返 し折 り 返 し折 り 返 し

翻 訳 の 有翻 訳 の 有翻 訳 の 有翻 訳 の 有

無無無無 

折り返し翻訳者折り返し翻訳者折り返し翻訳者折り返し翻訳者

の資格の資格の資格の資格 

第三者チェック／校正の有無第三者チェック／校正の有無第三者チェック／校正の有無第三者チェック／校正の有無 

（資格）（資格）（資格）（資格） 

日本語日本語日本語日本語 バイリンガル（英語は母国

語、日本語は上級） 
無 ― 有 日本語ネイティブ／英語上

級 3 人によるチェック（教
授、助教、ポスドク） 

ポルトガル語ポルトガル語ポルトガル語ポルトガル語 

(ブラジル系ブラジル系ブラジル系ブラジル系) 

ポルトガル語ネイティブ

（ブラジル系）、大学教員、

元新聞記者 

無 ― 有 ポルトガル語ネイティブ

（ブラジル系）／英語上級、

名古屋大学修士課程在学 

タイ語タイ語タイ語タイ語 タイ語ネイティブ、バンコ

ク国際大学の学部生 
有 英語ネイティブ、

タイ 17年在住ア
メリカ人 

有 タイ語ネイティブ／英語上

級、雑誌編集者 

広東語広東語広東語広東語 広東語ネイティブ、IMCTS
にて修士課程在学 

有 嶺南大学（香港）

準教授 
有 嶺南大学（香港）準教授 

フランス語フランス語フランス語フランス語 フランス語ネイティブ、

IMCTSにて修士課程在学 
無 ― 有 フランス語ネイティブ／英

語上級、翻訳者 

ポーランド語ポーランド語ポーランド語ポーランド語 ポーランド語ネイティブ、

修士課程卒 
無 ― 有 ポーランド語ネイティブ／

英語上級、IMCTSにて博士
課程在学 

ドイツ語ドイツ語ドイツ語ドイツ語 ドイツ語ネイティブ、IT企
業の CEO 

無 ― 有 ドイツ語ネイティブ／英語

上級、翻訳者 

スロベニア語スロベニア語スロベニア語スロベニア語 スロベニア語ネイティブ、

心理学系修士課程在学 
無 ― 有 スロベニア語ネイティブ／

英語上級、輸入企業の CEO 

オランダ語オランダ語オランダ語オランダ語 オランダ語ネイティブ、大

学卒  
無 ― 有 オランダ語ネイティブ／英

語上級、翻訳者 

トルコ語トルコ語トルコ語トルコ語 トルコ語ネイティブ、国認

翻訳者、公証人 
無 ― 有 トルコ語ネイティブ／英語

上級、翻訳者 

ヒンディー語ヒンディー語ヒンディー語ヒンディー語 ヒンディー語ネイティブ、

翻訳者 
無 ― 有 ヒンディー語ネイティブ／

英語ネイティブ、大学教職

員（社会学） 

アラビア語アラビア語アラビア語アラビア語 

(標準標準標準標準アラビアアラビアアラビアアラビア

語語語語) 

アラビア語ネイティブ（標

準アラビア語、エジプト

系）、翻訳者、大学院卒 

無 ― 有 アラビア語ネイティブ（標

準アラビア語、モロッコ系）

／英語上級、翻訳者 

 

 

 

 



50 
 

表表表表 10 調査票調査票調査票調査票 

 英語（元の言語）英語（元の言語）英語（元の言語）英語（元の言語） 日本語（翻訳）日本語（翻訳）日本語（翻訳）日本語（翻訳） 

0. A Survey of Privacy Attitudes on Facebook フェイスブックでのプライバシー意識に関する調

査 

0.1. This study is designed to investigate how 

people feel about privacy on Facebook. Please 

note that: 

� There are no right or wrong answers, so, 

without thinking too hard, just answer 

with whatever comes to mind. 

� It may seem as though similar questions 

are asked multiple times; this is not a 

mistake. Please make sure you answer all 

questions. 

� As part of the survey, we’ll ask you to 

add a Facebook application which will 

record your privacy settings. This 

process is totally anonymous, and no 

personally identifiable information will 

be collected. 

この調査は、フェイスブックにおけるプライバシ

ーに関して、人々の意見を調べるものです。 

―回答上の注意― 

� 回答には、正しい答えや誤った答えはありま

せんので、あまり深く考えずに頭に浮かんだ

ものをお答えください。 

� 同じような質問が繰り返されていると感じ

るかもしれませんが、どの質問も必要かつ重

要です。全ての質問にお答えください。 

� アンケートの一部として、フェイスブックの

アプリを追加するようにお願いをします。こ

のアプリはあなたのプライバシー設定を収

録しますが、個人を特定するような情報は一

切収録されません。 

0.2. The survey will take around 20 minutes to 

complete. 

回答には 20分程度かかります。 

0.3. As a thank-you, participants may choose to 

enter a US$50 Amazon.com Gift Voucher prize 

draw to win one of two vouchers 

謝礼として、抽選で$50のアマゾンギフト券が当

たります（ご希望の方のみ、メールアドレスが必

要）。 

0.4. No identifying information will be gathered in 

this survey (although if you want to enter the 

prize draw, we’ll need to know your email 

address). In any case, all information gathered 

in this survey will only be used for the purpose 

of this research. All email addresses gathered 

for the prize draw will be deleted once the 

prize draw is over. 

本調査では、あなたの個人情報が集められること

はありません。研究目的以外で使用されることは

ありません。（ただし、抽選に参加される場合は、

あなたの e-mail アドレスが必要になりますが、厳

重に管理されます。また、それらの e-mail アドレ

スは、抽選の終了後に破棄されます） 

 

0.5. If you want more information about this 

survey, please contact the lead researcher: 

rob.thomson@imc.hokudai.ac.jp. 

本調査に関してご不明な点がございましたら、担

当者までご連絡ください

（rob.thomson@imc.hokudai.ac.jp）。 

プライバシーの種類プライバシーの種類プライバシーの種類プライバシーの種類 (Madejski, Johnson, & Bellovin, 2011) 

1. Please rate how important you feel the 

following reasons are for privacy online. 

インターネット上でプライバシー守秘が必要であ

る理由に関してあなたはどのようにお考えです

か。以下の理由がそれぞれどの程度重要かについ

て、あなたの考えをお聞かせ下さい。 

1.1. Economic Security: To prevent identity theft 

and protecting browsing habits from 

advertisers and third parties 

経済面での安全性：個人情報を盗むなりすまし行

為や、広告代理店や第三者による、自分のオンラ

イン行動への監視を防止して、経済的な損失を蒙

らないようにするため。 
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1.2. Reputation Security: To control information so 

as to protect my social reputation 

自分の評判を守るため：世の中に開示される情報

をコントロールすることによって、自分の社会的

評判を守るため。 

1.3. Physical Security: To protect me physically, by 

hiding my face, location, and/or contact 

information from strangers. 

物理的な安全性：自分の住所や連絡先、外見など

を隠すことにより、自身の身体的な安全を確保す

るため。 

1.4. 1=Not at all important, 4=Moderately 

important, 7=Extremely important 

1=まったく重要でない, 4=ある程度重要だ, 7=非

常に重要だ 

プライバシー懸念尺度プライバシー懸念尺度プライバシー懸念尺度プライバシー懸念尺度 (Krasnova & Veltri, 2010) 

2. Please use the scale below to indicate your 

feelings in regards to the following items. 

以下の項目に対してあなたがどのように感じるか

最も適切な数字をお答えください。 

2.1. In regards to the information you post on 

Facebook, how concerned are you about the 

possibility of the following happening? 

自分自身がフェイスブックに投稿する情報に関し

て、あなたは以下のことが起こるかもしれないと

どの程度心配していますか。 

2.2. The information will be used in a way I did not 

foresee. 

自分が投稿した情報が、想定外の用途に利用され

ること 

2.3. The information will become available to 

someone without my knowledge. 

自分が知らないうちに、投稿した情報が他人の手

に入ること 

2.4. The information will be misinterpreted. 他の人から、自分の投稿情報の真意が間違って理

解されること  

2.5. The information will be continuously spied on 

(by someone unintended). 

自分の投稿情報が、それを見せるつもりのなかっ

た他人から常に監視されていること 

2.6. Not concerned at all; Moderately concerned; 

Very much concerned 

まったく心配ない、ある程度心配している、とて

も心配している 

プライバシー被害尺度プライバシー被害尺度プライバシー被害尺度プライバシー被害尺度 (Krasnova & Veltri, 2010) 

3. Imagine you are about to present yourself on 

Facebook by adding or updating some details 

(address, e-mail, relationship status, interests, 

your preferences, photos etc). Please assess the 

amount of resulting damage to you (financial, 

to your reputation, social, psychological) if the 

following events took place. 

あなたがフェイスブックで情報を投稿するとしま

す（例：住所、メールアドレス、交際ステータス、

興味、写真など）。次の出来事があなた自身に起こ

ったときに受けると思われる被害の程度を以下の

尺度を使って、教えてください。（注：ここでの「被

害」は、金銭的被害、社会的評判の下落、心理的

ダメージなど、広い意味で捉えて下さい） 

3.1. Information you post on Facebook: あなた自身がフェイスブックに投稿した情報が… 

3.2. … was used for commercial purposes (e.g. 

market research, advertising). 

商売の目的で利用されたとき（例：マーケティン

グ・リサーチ、広告など） 

3.3. … was shared with other parties (e.g., 

employer, governmental agencies, etc.). 

第三者に共有されたとき（例：雇用主、政府機関

など） 

3.4. … became available to unknown individuals or 

companies without your knowledge. 

あなたが知らないうちに未知の他者（個人、会社）

に知られたとき 

3.5. … was accessed by someone you hadn’t 

intended it to be accessed by (e.g., “ex”, 

parents, teacher, employer, unknown person 

見せるつもりのなかった他者（例：元彼／元彼女、

親、先生、雇用主、知らない人など）に見られた

とき 
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etc). 

3.6. … was used against you by someone. 他者によって、あなたの不利になるような形で使

われたとき 

3.7. … was used to embarrass you by someone. 他者によって、私に恥をかかせるために使用され

たとき 

3.8. … was continuously spied on (by someone to 

whom it was not intended). 

見せるつもりのなかった人から常に監視されてい

たとき 

3.9. Very low damage; Moderate damage; Very 

high damage 

被害はとても少ない、ある程度の被害がある、被

害はとても大きい 

プライバシー侵害可能性尺度プライバシー侵害可能性尺度プライバシー侵害可能性尺度プライバシー侵害可能性尺度 (Krasnova & Veltri, 2010) 

4. Imagine you are about to present yourself on 

Facebook by adding or updating some details 

(address, e-mail, relationship status, interests, 

your preferences, photos etc). Please assess the 

likelihood of the following events: 

あなたがフェイスブックで情報を投稿するとしま

す（例：住所、メールアドレス、交際ステータス、

興味、写真など）。次の出来事があなた自身に起こ

ると思われる確率の程度を以下の尺度を使って、

教えてください。 

4.1. Information you provide on Facebook: あなた自身がフェイスブックに投稿した情報が… 

4.2. … was used for commercial purposes (e.g. 

market research, advertising). 

商売の目的で利用されること（例：マーケティン

グ・リサーチ、広告など） 

4.3. … was shared with other parties (e.g., 

employer, governmental agencies, etc.). 

第三者に共有されること（例：雇用主、政府機関

など） 

4.4. … became available to unknown individuals or 

companies without your knowledge. 

あなたが知らないうちに未知の他者（個人、会社）

に知られれること 

4.5. … was accessed by someone you hadn’t 

intended it to be accessed by (e.g., “ex”, 

parents, teacher, employer, unknown person 

etc). 

見せるつもりのなかった他者（例：元彼／元彼女、

親、先生、雇用主、知らない人など）に見られる

こと 

4.6. … was used against you by someone. 他者によって、あなたの不利になるような形で使

われること 

4.7. … was used to embarrass you by someone. 他者によって、私に恥をかかせるために使用され

ること 

4.8. … was continuously spied on (by someone to 

whom it was not intended). 

見せるつもりのなかった人から常に監視されてい

ること 

4.9. Not at all likely; Moderately likely; Very 

likely. 

起こる確率がとても低い、起こる確率がある程度

ある、起こる確率がとても高い 

フェイスブック利用強度尺度フェイスブック利用強度尺度フェイスブック利用強度尺度フェイスブック利用強度尺度 (Ellison et al., 2007) 

5. How much do you feel the following 

statements accurately describe your experience 

with Facebook? Please indicate to what extent 

you agree or disagree with the following 

statements. 

以下の文章はあなたのフェイスブックの利用状況

にどのくらいあてはまりますか。最も当てはまる

数字を選んで下さい。 

5.1. Facebook is part of my everyday activity フェイスブックは、私の日常生活の一部である 
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5.2. I am proud to tell people I’m on Facebook 私は、自分がフェイスブックを利用していること

を、自信を持って他の人に話すことができる。 

5.3. Facebook has become part of my daily routine フェイスブックは私の日課の一部になっている。 

5.4. I feel out of touch when I haven’t logged onto 

Facebook for a while 

しばらくフェイスブックにアクセスしないと、世

の中から切り離されているように感じる。 

5.5. I feel I am part of the Facebook community 自分がフェイスブックのコミュニテイの一員であ

ると感じる 

5.6. I would be sorry if Facebook shut down もしもフェイスブックが閉鎖されたら悲しく感じ

るだろう。 

5.7. 1=Strongly disagree; 2=Disagree; 3=Neither 

agree nor disagree; 4=Agree; 5=Strongly 

agree. 

１＝まったく当てはまらない、２＝当てはまらな

い、３＝どちらでもない、４＝当てはまる、５＝

完全に当てはまる 

5.8. About how many total Facebook friends do 

you have? 0 = 10 or less , 1 = 11–50, 2 = 51–

100, 3 = 101–150, 4 = 151–200, 5 = 201–250, 

6 = 251–300, 7 = 301–400, 8 = more than 400 

あなたのフェイスブックの友達の数はおおよそ何

人ですか？0 = 10人以下, 1 = 11～50人, 2 = 51～

100人, 3 = 101～150人, 4 = 151～200人, 5 = 201～

250人, 6 = 251～300人, 7 = 301～400人, 8 = 400人

以上 

5.9. In the past week, on average, approximately 

how much time per day have you spent on 

Facebook? 0 = less than 10 minutes, 1 = 10–30 

minutes, 2 = 31–60 minutes, 3 = 1–2 hours, 4 

= 2–3 hours, 5 = more than 3 hours 

この 1 週間、あなたは一日平均どのくらいの時間

をフェイスブックに費やしていますか？0 = 10分

以下, 1 = 10～30分, 2 = 31～60分, 3 = 1～2 時間, 4 

= 2～3 時間, 5 = 3時間以上 

5.10. Approximately when did you start using 

Facebook? 

あなたはいつごろフェイスブックをはじめました

か。 

フェイスブック上の関係流動性フェイスブック上の関係流動性フェイスブック上の関係流動性フェイスブック上の関係流動性 (Yuki et al., 2007を改変を改変を改変を改変) 

6. How much do you feel the following 

statements accurately describe your Facebook 
‘friends’ within your Facebook network? 

Regarding those people, please indicate to 

what extent you agree or disagree with the 

following statements. 

Note: This includes Facebook friends you 

know offline, as well as Facebook friends you 

know only through Facebook. 

フェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブックにおけるあなたの「におけるあなたの「におけるあなたの「におけるあなたの「友達友達友達友達」」」」につい

てお尋ねします。次のそれぞれの文が、それらの

人々にどれくらい当てはまるかを、想像してお答

え下さい。 

注：フェイスブック上で「友達」になっているオ

フラインの友人や、フェイスブック上のみで付き

合っている「友達」両方とも含みます。 

6.1. They have many chances to get to know other 

people on Facebook. 

彼らには、フェイスブック上で人々と新しく知り

合いになる機会がたくさんある。 

6.2. They can freely choose who they become 

friends with on Facebook. 

彼らは、フェイスブックにおいて、誰と友達にな

るかを自由に選ぶことができる。 

6.3. It is often the case that they cannot freely 

choose who they become ‘friends’ with on 

Facebook. 

彼らにとって、フェイスブックにおいて友達にな

る相手を自由に選べないことはよくある。 

6.4. Even if these people were not completely 

satisfied with a Facebook group they belonged 

to, they would usually stay connected with it 

彼らが参加するフェイスブックのグループにたと

え満足していなかったとしても、彼らはたいてい

そこに参加し続けるだろう。 
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anyway. 

6.5. These people are able to freely join the groups 

and ‘like’ the pages they want to on Facebook. 

彼らはフェイスブックにおいてどのグループに参

加したり、ページに「いいね」を押したりするか

を自由に選ぶことができる。 

6.6. Even if these people were not satisfied with 

their current friends on Facebook, they would 

often have no choice but to stay ‘friends’ with 

them on Facebook.  

フェイスブックにおいて、たとえ現在の友達に満

足していなくても、彼らは友達を削除せずに友達

として居続けるしかないことがよくある。 

6.7. Even though they might rather ‘unlike’ pages 

or leave groups on Facebook, these people 

often have no choice but to stay connected to 

pages or stay in Facebook groups they don’t 

like. 

フェイスブックにおいて、たとえ現在「いいね」

が押してあるページの「いいね」を取消したかっ

たり、参加するグループから離れたかったりして

も、彼らはページを「いいね」のままにしておい

たり、グループに参加し続けざるを得ないことが

よくある。 

6.8. Strongly disagree; Disagree; Disagree 

somewhat; Somewhat agree; Agree; Strongly 

agree. 

まったく当てはまらない、当てはまらない、あま

り当てはまらない、少し当てはまる、当てはまる、

完全に当てはまる 

6.9. How many Facebook friends have you added 

in the past week (7 days)? 

あなたは、フェイスブックにおいて、最近 1 週間

で何人の「友達」を追加しましたか？ 

6.10. How many Facebook friends have you added 

in the past month (30 days)? 

あなたは、フェイスブックにおいて、最近 1 ヶ月

の間で何人の「友達」を追加しましたか？ 

6.11. How many Facebook friends have you added 

in the past 3 months (90 days)? 

あなたは、フェイスブックにおいて、最近 3 ヶ月

の間で何人の「友達」を追加しましたか？ 

オフラインの関係流動性オフラインの関係流動性オフラインの関係流動性オフラインの関係流動性    (Yuki et al., 2007に基づいた短縮版に基づいた短縮版に基づいた短縮版に基づいた短縮版)     

7. How much do you feel the following 

statements accurately describe people in the 
immediate society in which you live (your 
school, workplace, town, neighborhood, 
etc.)? Regarding the people around you, please 

indicate to what extent you agree or disagree 

with the following statements. 

次に、現在現在現在現在あなたの周囲にいる、普段付き合いのあなたの周囲にいる、普段付き合いのあなたの周囲にいる、普段付き合いのあなたの周囲にいる、普段付き合いの

ある人たち（学校の友人や知人、職場の同僚、近ある人たち（学校の友人や知人、職場の同僚、近ある人たち（学校の友人や知人、職場の同僚、近ある人たち（学校の友人や知人、職場の同僚、近

隣の住民など）隣の住民など）隣の住民など）隣の住民など）についてお尋ねします。次のそれ

ぞれの文が、それらの人々にどれくらい当てはま

るかを、想像してお答え下さい。 

 注： フェイスブックなどオンライン上のみにお

ける知り合いは除外し、主にオフラインの現実社

会であなたと関わりのある人たちについて答えて

ください。オンラインとオフラインの両方で関係

がある人については、ここに含めていただいてか

まいません。 

7.1. They have many chances to get to know other 

people. 

彼ら（あなたと普段付き合いのある人たち）には、

人々と新しく知り合いになる機会がたくさんあ

る。 

7.2. They can choose who they interact with. 彼らは、ふだんどんな人たちと付き合うかを、自

分の好みで選ぶことができる。 

7.3. It is often the case that they cannot freely 

choose who they associate with. 

彼らにとって、付き合う相手を自由に選べないこ

とはよくある。 

7.4. It is easy for them to meet new people. 彼らが新しい人たちと出会うのは簡単なことだ。 

7.5. Even if these people were not completely たとえ所属する集団に満足していなかったとして
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satisfied with the group they belonged to, they 

would usually stay with it anyway. 

も、彼らはたいていそこに居続けることになる。 

7.6. These people are able to choose the groups and 

organizations they belong to. 

彼らはどの集団や組織に所属するかを自分の好み

で選ぶことができる。 

7.7. Strongly disagree; Disagree; Disagree 

somewhat; Somewhat agree; Agree; Strongly 

agree. 

まったく当てはまらない、当てはまらない、あま

り当てはまらない、少し当てはまる、当てはまる、

完全に当てはまる 

7.8. How many new acquaintances and/or friends 

have you made in the past week (7 days)? 

あなたには、最近 1 週間で新しく知り合いや友人

になった人が何人いますか？ 

7.9. How many new acquaintances and/or friends 

have you made in the past month (30 days)? 

あなたには、この 1 ヶ月の間に新しく知り合いや

友人になった人が何人いますか？ 

 

7.10. How many new acquaintances and/or friends 

have you made in the past 3 months (90 days)? 

あなたには、この 3 ヶ月の間に新しく知り合いや

友人になった人は何人いますか？ 

フェイスブック上の友達追加行動（本研究のために開発）フェイスブック上の友達追加行動（本研究のために開発）フェイスブック上の友達追加行動（本研究のために開発）フェイスブック上の友達追加行動（本研究のために開発） 

8. Regarding your Facebook friending behavior, 

please indicate to what extent you agree or 

disagree with the following statements. 

友達リクエストをしたり、受けたりするときに関

して、次のそれぞれの文が、自分にどれくらい当

てはまるかをお答え下さい。 

8.1. On Facebook, I often send friend requests to 

people I have never met before. 

私は、フェイスブックにおいて、まったく知らな

い人に友達リクエストを送信することがよくあ

る。 

8.2. On Facebook, I often accept friend requests 

from people I have never met before. 

私は、フェイスブックにおいて、まったく知らな

い人からの友達リクエストを承認することがよく

ある。 

8.3. On Facebook, if I get a friend request from a 

friend of a friend, I usually feel like I have to 

accept. 

フェイスブックにおいて、友達の友達から友達リ

クエストが来たとき、承認せざるを得ないように

感じることが多い。 

8.4. On Facebook, when I get a friend request from 

someone I don’t want to accept, I would click 

‘not now’, and decline the request. 

フェイスブックにおいて、「友達」になりたくない

人から友達リクエストが来たときには、保留ボタ

ンをクリックして拒否することが多い。 

8.5. On Facebook, when I get a friend request from 

someone I don’t want to accept, I often simply 

ignore the request (without clicking the ‘not 

now’ button). 

フェイスブックにおいて、「友達」になりたくない

人から友達リクエストが来たときには、何もクリ

ックせずに放置することが多い。 

8.6. On Facebook, when I get a friend request from 

someone I don’t want to accept, I often accept 

the request anyway. 

フェイスブックにおいて、「友達」になりたくない

人から友達リクエストが来たときには、承認する

ことが多い。 

8.7. Strongly disagree; Disagree; Disagree 

somewhat; Somewhat agree; Agree; Strongly 

agree. 

まったく当てはまらない、当てはまらない、あま

り当てはまらない、少し当てはまる、当てはまる、

完全に当てはまる 

フェイスブックに関するメディアへの露出フェイスブックに関するメディアへの露出フェイスブックに関するメディアへの露出フェイスブックに関するメディアへの露出 (Madejski et al., 2011から改変から改変から改変から改変) 

9. Regarding news about Facebook privacy, フェイスブックのプライバシーに関する報道につ



56 
 

which of the following best sums up what 

you’ve heard lately? 

いて、あなたが最近見聞きした内容を最も適切に

表している文章は次のうちどれですか？一つだけ

選んでクリックしてください。 

9.1. I haven't heard anything. 何も見聞きしていない 

9.2. I read a headline or heard something briefly I 

didn't really care to investigate further. 

フェイスブックに関する報道を少し見聞きした

が、詳しく調べるほど関心がなかった 

9.3. I heard something about Facebook and it 

seemed negative but I don't know any further 

details. 

フェイスブックに関して否定的な報道を見聞きし

たが、詳細は分からない 

9.4. I heard something about Facebook and it 

seemed positive but I don't know any further 

details. 

フェイスブックに関して肯定的な報道を見聞きし

たが、詳細は分からない 

9.5. News reports indicated that Facebook released 

users' private information to the general public.

  

フェイスブックが利用者の個人情報を漏らしたと

いう報道があった 

9.6. News reports indicated that Facebook has 

released an improved privacy interface. 

フェイスブックのプライバシー機能が改善された

との報道があった 

「「「「TIPI 」パーソナリティ尺度」パーソナリティ尺度」パーソナリティ尺度」パーソナリティ尺度    (Gosling, Rentfrow, & Swann, 2003) 

10. Here are a number of personality traits that 

may or may not apply to you. Please indicate 

the extent to which you agree or disagree with 

that statement. You should rate the extent to 

which the pair of traits applies to you, even if 

one characteristic applies more strongly than 

the other. 

１から 10 までのことばがあなた自身にどのくら

い当てはまるかについて，１から７までもっとも

適切なものを選択してください。文章全体を総合

的に見て，自分にどれだけ当てはまるかを評価し

てください。 

10.1. I see myself as: 私は自分自身のことを… 

10.2. Extraverted, enthusiastic 活発で，外向的だと思う 

10.3. Critical, quarrelsome 他人に不満をもち，もめごとを起こしやすいと思

う 

10.4. Dependable, self-disciplined しっかりしていて，自分に厳しいと思う 

10.5. Anxious, easily upset 心配性で，うろたえやすいと思う 

10.6. Open to new experiences, complex 新しいことが好きで，変わった考えをもつと思う 

10.7. Reserved, quiet ひかえめで，おとなしいと思う 

10.8. Sympathetic, warm 人に気をつかう，やさしい人間だと思う 

10.9. Disorganized, careless だらしなく，うっかりしていると思う 

10.10. Calm, emotionally stable 冷静で，気分が安定していると思う 

10.11. Conventional, uncreative 発想力に欠けた，平凡な人間だと思う 

10.12. Disagree strongly; Disagree moderately; 

Disagree a little; Neither agree nor disagree; 

Agree a little; Agree moderately; Agree 

strongly. 

まったく当てはまらない、当てはまらない、あま

り当てはまらない、少し当てはまる、当てはまる、

完全に当てはまる 
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基本データ基本データ基本データ基本データ 

11. Please provide the following information about 

yourself. 

あなた自身について、以下の質問に回答してくだ

さい 

11.1. Age 年齢 

11.2. Gender: Male, Female 性別：男性、女性 

11.3.   

11.4. What is your nationality? あなたの国籍はどちらですか。 

11.5. Which city/town have you lived the longest in 

your life? 

現在までもっとも長く住んだ市町村はどこですか 

11.6. How many times have you moved your 

residence after the age of 5? 

あなたが 5歳になったときから現在までに、何回

引っ越しをしたことがありますか？ 

フェイスブックプライバシー設定のアプリの紹介文フェイスブックプライバシー設定のアプリの紹介文フェイスブックプライバシー設定のアプリの紹介文フェイスブックプライバシー設定のアプリの紹介文 

12. Finally, please click the Facebook login button 

below to record your Facebook privacy 

settings. 

最後に、以下のフェイスブックのログインボタン

をクリックしてください。アプリの承認が完了し

たら、あなたのプライバシー設定が収録されます。 

12.1. Please note: This process is entirely 

anonymous. No personally identifiable 

information will be collected. 

注：この最後のステップも、完全に匿名です。個

人を特定するような情報は一切収録されません。 

12.2. Depending on how often you post information 

on Facebook, and how long you’ve been on 

Facebook, this can between 1-4 minutes. 

Please be patient. A confirmation message will 

appear once this step is complete. 

フェイスブックに登録している年数や投稿の多さ

によって、収録には１分～４分がかかることがあ

ります。収録完了の確認メッセージが表示される

までお待ちください。 

12.3. Completed! 完了しました。 

12.4. This completes the survey. Thank you very 

much for your cooperation and support. 

これを持ちまして、アンケート終了です。ご協力、

ありがとうございます。 

12.5. This study is being conducted by Rob 

Thomson from Hokkaido University, Japan. If 

you have any queries at all regarding this 

survey, please feel free to contact Rob at 

rob.thomson@imc.hokudai.ac.jp. 

本研究は北海道大学所属のロバート・トムソン氏

によるものです。本調査に関するご質問などがご

ざいましたら、お気軽にご連絡ください

（rob.thomson@imc.hokudai.ac.jp、日本語可）。 
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図図図図 9    Yuki et al. (2007)に基づいた関係流動性に基づいた関係流動性に基づいた関係流動性に基づいた関係流動性 6 項目尺度の因子構造（項目尺度の因子構造（項目尺度の因子構造（項目尺度の因子構造（CFA による分析）による分析）による分析）による分析） 
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図図図図 10    逆転項目を削除した関係流動性尺度逆転項目を削除した関係流動性尺度逆転項目を削除した関係流動性尺度逆転項目を削除した関係流動性尺度（４項目）（４項目）（４項目）（４項目）の因子構造モデル図の因子構造モデル図の因子構造モデル図の因子構造モデル図 

 

表表表表 11    Fischer & Fontaine (2011)によるによるによるによる SPSS シンタックス（プロクラステス回転）シンタックス（プロクラステス回転）シンタックス（プロクラステス回転）シンタックス（プロクラステス回転） 

COMMENT Matsumoto & van de Vijver (2011)によるプロクラステス回転＋因子構造比較のための

SPSSシンタックス 

 

matrix. 

 

COMMENT 目標集団の回転前の因子負荷量を以下で投入。負荷量の間にコッマ（,）、改行にセミコロン

（;）、最終行にセミコロン無し。 

 

compute LOADINGS={ 

.533, .599;  

.746, -.032;  

.524, -.653;  

.574, .635;  

.640, -.394;  

.707, -.092 }. 

 

COMMENT 参考負荷量を以下に投入 

 

compute NORMs = { 

.805, -.045;  

.818, .181;  

.073, .838;  
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.739, -.119;  

-.001, .826;  

.708, .145 }. 

compute s=t(loadings)*norms. 

compute w1=s*t(s). 

compute v1=t(s)*s. 

call eigen (w1,w,evalw1). 

call eigen (v1,v,evalv1). 

compute o=t(w)*s*v. 

compute q1=o &/abs(o). 

compute k1=diag(q1). 

compute k=mdiag(k1). 

compute ww=w*k. 

compute t1=ww*t(v). 

compute procrust=loadings*t1. 

compute cmlm2=t(procrust)*norms. 

compute ca=diag(cmlm2). 

compute csum2m1=cssq(procrust). 

compute csum2m2=cssq(norms). 

compute csqrtl1=sqrt(csum2m1). 

compute csqrtl2=sqrt(csum2m2). 

compute cb=t(csqrtl1)*csqrtl2. 

compute cc=diag(cb). 

compute cd=ca&/cc. 

compute faccongc=t(cd). 

compute rm1m2=procrust*t(norms). 

compute ra=diag(rm1m2). 

compute rsum2m1=rssq(procrust). 

compute rsum2m2=rssq(norms). 

compute rsqrtl1=sqrt(rsum2m1). 

compute rsqrtl2=sqrt(rsum2m2). 

compute rb=rsqrtl1*t(rsqrtl2). 

compute rc=diag(rb). 

compute faccongr=ra&/rc. 

compute cross1=procrust&*norms. 

compute sumcross=csum(cross1). 

compute mssqproc=cssq(procrust)/nrow(procrust). 

compute mssqnorm=cssq(norms)/nrow(norms). 

compute prop=sumcross/(sqrt(mssqproc&*mssqnorm)). 

compute cross2=sumcross/nrow(procrust). 

compute meanproc=csum(procrust)/nrow(procrust)). 

compute sdproc=sqrt(mssqproc-meanproc&*meanproc). 

compute meannorm=csum(norms)/nrow(norms)). 

compute sdnorm=sqrt(mssqnorm-meannorm&*meannorm). 

compute covar=sumcross/nrow(procrust)-meannorm&*meanproc. 

compute correl=covar/(sdproc&*sdnorm). 

compute addit=2*covar/(sdnorm&*sdnorm+sdproc&*sdproc). 

compute idcoef=2*sumcross/(cssq(procrust)+cssq(norms)). 

compute rowsqdif=sqrt(rssq(procrust-norms)/ncol(procrust)). 

compute colsqdif=sqrt(cssq(procrust-norms)/nrow(procrust)). 

compute dif={procrust-norms}. 

PRINT PROCRUST /TITLE = "プロクラステス回転後の因子負荷量" /FORMAT F5.2. 

PRINT DIF /TITLE = "プロクラステス回転後の負荷量（目標集団）と参考負荷量の差" /FORMAT F5.2. 
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PRINT ROWSQDIF /TITLE = "SQUARE ROOT OF THE MEAN SQUARED" + "DIFFERENCE PER 

VARIABLE (ITEM) （低ければ一致性が良い）" /FORMAT F5.2. 

PRINT COLSQDIF/TITLE ="SQUARE ROOT OF THE MEAN SQUARED" + "DIFFERENCE PER 

FACTOR（低ければ一致性がいい）" / FORMAT F5.2. 

PRINT IDCOEF/TITLE = "因子ごとの IDENTITY係数" /FORMAT F5.2. 

PRINT ADDIT/TITLE = "因子ごとの ADDITIVITY係数" /FORMAT F5.2. 

PRINT FACCONGC/TITLE ="因子ごとの PROPORTIONALITY係数（Tucker’s Phi)" /FORMAT F5.2. 

PRINT CORREL/TITLE = "因子ごとの CORRELATION係数" /format F5.2. 

END MATRIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図 11     国別のプライバシー懸念の国平均国別のプライバシー懸念の国平均国別のプライバシー懸念の国平均国別のプライバシー懸念の国平均 

 

N M (SD)

ブラジル 33 3.92 (1.61)

ニュージーランド 102 4.21 (1.54)

日本 101 4.25 (1.51)

オランダ 10 4.35 (1.30)

バングラデッシュ 71 4.53 (1.55)

モロッコ 55 4.65 (1.65)

ポーランド 16 4.66 (1.62)

インド 97 4.80 (1.68)

スロベニア 5 4.95 (0.74)

米国 156 4.95 (1.43)

チュニシア 42 5.01 (1.20)

ナイジェリア 100 5.02 (1.54)

タイ 34 5.12 (1.11)

パキスタン 14 5.23 (1.17)

フランス 10 5.25 (1.56)

ドイツ 26 5.27 (1.07)

香港 13 5.33 (1.42)

トルコ 15 5.43 (1.23)

エジプト 43 5.51 (1.43)

フィリピン 19 5.67 (0.80)

国

プライバシー懸念
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図図図図 12    国別の関係流動性の国平均国別の関係流動性の国平均国別の関係流動性の国平均国別の関係流動性の国平均 

 

N M (SD)

日本 101 3.78 (0.71)

ニュージーランド 102 4.01 (0.68)

ブラジル 33 4.01 (0.71)

ポーランド 16 4.17 (0.94)

タイ 34 4.17 (0.59)

バングラデッシュ 71 4.18 (0.71)

インド 97 4.19 (0.72)

香港 13 4.19 (0.63)

チュニシア 42 4.19 (0.68)

モロッコ 55 4.25 (0.80)

トルコ 15 4.26 (0.61)

パキスタン 14 4.27 (0.52)

フランス 10 4.30 (0.99)

スロベニア 5 4.33 (0.89)

米国 156 4.36 (0.66)

フィリピン 19 4.41 (0.51)

エジプト 43 4.45 (0.86)

オランダ 10 4.48 (0.57)

ドイツ 26 4.49 (0.54)

ナイジェリア 100 4.62 (0.74)

国

関係流動性
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ABSTRACT 

While numerous studies turn to Hofstede’s (1983) dimensions of culture to explain 
between-country differences in privacy concern (both on and offline), the direction of those 
dimension’s effects are inconsistent across studies. The present study takes a socio-ecological 
approach to the phenomenon of differing societal levels of privacy concern on Facebook, 
introducing societal levels of relational mobility as a predicting factor. Relational mobility is the 
degree to which there are options regarding interpersonal relationships in any given society or social 
context (Yuki et al., 2007). Self-disclosure, which courts rejection, is risky in low relational mobility 
environments, where few opportunities exist to form new relationships. Therefore, one might expect 
to see higher levels of privacy concern (desire to control the dissemination of personal information) 
on Facebook in low relational mobility societies. Multilevel regression analysis from a 20-country 
web-based questionnaire (N=962) showed, however, while relational mobility significantly predicts 
privacy concern, the direction of effect was opposite to the original hypothesis; high relational 
mobility leads to high levels of privacy concern. A follow-up study demonstrated that this 
relationship is mediated by self-presentation on Facebook; in “relational open market” high 
relational mobility societies, where relational success depends on proactive and strategic 
presentation of self to others, Facebook users disclose a greater volume of information on Facebook, 
thus leading to higher concern about who might access that information. Low relational mobility 
society users disclose less, thus have less information online to be concerned about. Implications for 
online user engagement for global enterprise and social network sites are discussed. 

 
INTRODUCTION 

Previous studies show that people in different countries greatly differ in online privacy concern 
(e.g., Krasnova & Veltri, 2010). These differences are often explained in terms of national culture 
differences, such as Hofstede’s (1983) dimensions of culture. A weakness of this “explanation” is in 
its tautological nature; simply equating what theorists claim “culture” prescribes, with people’s 
behavior. Addressing this limitation, a novel theoretical account from a 
socio-ecological/adaptationist perspective was proposed, focusing on the effect of a socio-ecological 
factor, relational mobility. Relational mobility is the degree to which there are options regarding 
interpersonal relationships in any given society or social context (Yuki et al., 2007). This paper’s 
original hypothesis rested on the assumption that in low relational mobility societies (e.g., Japan), 
where there exist relatively few opportunities to form new relationships, excessive self-disclosure 
(which courts the risk of social rejection) should lead to more concern for controlling the 
dissemination of information about oneself (higher privacy concern) – including on social network 
sites such as Facebook. Conversely, in high relational mobility societies (e.g. USA) where 
self-disclosure plays a role in fostering commitment in otherwise relatively unstable relationships 
(Schug et al., 2010), one should expect less concern for privacy. 
 
MATERIALS AND METHODS 

This hypothesis was tested by comparing Facebook users’ privacy concern across 20 countries (N 
= 962). Privacy concern scores and relational mobility perceptions were measured using a web-based 
questionnaire translated into 12 languages. Participants were recruited by Facebook ads, snowball 
sampling, and Amazon Mechanical Turk. Procrustes factor analysis demonstrated the validity of 
relational mobility scale across a large sample of societies. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
Multilevel regression analysis confirmed that relational mobility explains up to 55% of variance in 

Facebook privacy concern scores across societies. However, the direction of the effect was opposite 
to the original hypothesis; higher societal levels of relational mobility are associated with higher 
privacy concern on Facebook (Figure 1; Hofstede’s dimensions of culture did not show any 
significant effect). 

Attempting to account for this discrepancy, the interplay between relational mobility, 
self-disclosure, and privacy concern was revisited: In high relational mobility societies, where 
individuals inhabit a relatively open relational market, strategic and relatively copious 
self-presentation signaling high 
social value is adaptive; this leads 
to relational success. In low 
relational mobility societies, 
where relationships are relatively 
stable, this is not as important (c.f., 
Falk et al., 2009). Therefore one 
would expect high relational 
mobility to be associated with 
greater volume of self-presentation, 
and accordingly, individuals with 
more personal information online 
should be more concerned with 
privacy. 

To test this hypothesis, a 
follow-up web-survey was 
conducted with 96 Japanese and 
100 American Facebook users. 
Mediation analysis showed that 
indeed, the relationship between relational mobility and privacy concern is mediated by 
self-presentation on Facebook. 

The paper concludes that relational mobility can be a significant predictor of privacy concern on 
Facebook. It is suggested that for enterprise and social network sites wishing to maximize user 
engagement online, privacy concern should be taken into account with particular attention to societal 
differences in relational mobility as a predictor. Further multi-country research is required, however, 
if relational mobility is to become a readily available ‘index’ for multiple countries.   
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