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背景と仮説
これまで多数の先行研究を通じて自尊心の文化差の存在
が示されており、その原因は主に文化的自己観の差によっ
て説明されてきた（Heine, 1999）
。本研究は、これを異なる

騙されてしまう危険性からくる不確実性がつきまとう。そ
こで一般的信頼は、個々の他者の信頼性を見抜くためのス
キル（
「信頼性の見極め能力」
）と一体となることを通じて、
他者一般の信頼性知覚に肯定的なバイアスをかけることに

構造を持つ社会への適応形態の差異として説明しなおすこ
とを目的とした。
自尊心と文化 自尊心とは自己の肯定的評価（Rosenberg,
1965）であり、心理学で最も数多く研究が行われ、かつ議
論されてきたテーマのひとつである。その中でも特に、精
神的健康の規定因として自尊心が重要であるとの知見が多
数報告され（Baumeister & Leary, 2000; Diener & Diener, 1995）
、
高い自尊心を持つことの重要性が広く認識されてきた。

より、その恐怖心を取り除いているのである。一方、人々
が安定的な社会的ネットワークの中で同じ他者とのつきあ
いを続けていく、
「閉鎖的な」社会である日本では、こうし
たバイアスは個人の適応上必要とされない（山岸, 1998）
。
以上のアプローチの長所は、当該社会の「文化」の内容自
体が未知であったとしても、その社会構造を知ることがで
きれば、そこに住む人々の心理過程に関しても理論的に予
測が可能となる点である。

しかし、そうした自尊心の重要性が文化によって異なる
ことが、近年の研究によって見いだされてきた。東アジア
人は北米人と比較して自尊心が低く(Heine, 1999)、主観的幸
福感に対する自尊心の影響は、北米人の方が東アジア人よ
りも強い（Kwan et al., 1997, Uchida et al., 2005）
。それでは、
そもそもなぜ特に北米人にとっては、高い自尊心を持つこ
とが重要なのだろうか。
この問に対する解答のうち最もポピュラーなのは、文化

自尊心と機会費用 では、自己の望ましさとして定義さ
れる自尊心についてはどうか。見知らぬ他者との関係形成
場面での恐怖心を取り除くためには、他者についての信念
である一般的信頼の他に、自尊心の過大視も必要であろう。
新たな関係形成場面では、望ましい相手を選択することと
同時に、他者から望ましい相手として選択されることが必
要である。もしもその際、自分自身を望ましくない存在で
あると認知していたら、望ましい他者からパートナーとし

的自己観(Markus & Kitayama, 1991)によるものである。それ
によると、北米社会には相互独立的な文化があり、その結
果、幼少期より自律性や独自性、個人の権利などが重要で
あるという情報などにさらされ、かつそれらを獲得し拡大
していくことを奨励されるために、自己を価値あるものと
みなすように動機付けられていくという(Heine, 1999)。
だが、この文化差に対しては、別の原理を用いた説明も
可能である。それは、山岸（1998）の提唱する、社会間の

て選択してもらえるという予期が高まらないため、凡庸な
他者とのつきあいしか目指さなかったり、現在の関係に止

機会費用の差に注目したアプローチである。これは、文化
特定的な行動パターンや心理傾向を、特定の社会構造の下
での適応形態として捉えるものである。
社会構造と「文化差」
一般的信頼の日米差と機会費用 山岸（1998）は一般的
信頼の日米差（米＞日）を機会費用の差異によって説明し
た。機会費用とは、現在付き合っている相手から得られる
利益と、他の相手と付き合うことで得られる利益の差額で

ながるので、適応的になると考えられる。
以上をふまえ、本研究では、これまで見られてきた北米

ある。北米は機会費用が高く、より望ましい他者と新たな
関係を形成していくことで得られる利益が大きい、
「開放的
な」社会である。だが、見知らぬ他者との関係形成には、

うかを検討した。
（尺度の詳細は、Schug・結城, 2006：本大
会発表論文集を参照のこと。
）

らざるを得ないとの判断になったりして、社会的成功の機
会を逸することになるだろう。さらに、自己の望ましさを
過大視していれば、特定の相手との関係形成に失敗したと
しても、次の相手に対する再チャレンジも促してくれる。
したがって、北米のように機会費用が高く、対人関係が流
動的な社会では、高い自尊心を保つことが社会的成功につ

と東アジア間の自尊心の高さの「文化差」が、それぞれの
「文化」に暮らす個々の人々を取り囲むローカルな対人関
係ネットワークの開放性の違いによって説明されるかどう
かを検討した。具体的には、回答者による社会の開放性知
覚を測定する関係流動性尺度(Relationship Mobility Scale)を
作成し、その得点が、日米間の自尊心の差を媒介するかど
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予測 まず、関係流動性尺度の妥当性を検証するため、
山岸 (1998)の仮説のとおり、一般的信頼の日米差を、この
尺度の得点が媒介するかどうかを検討した。
1a 一般的信頼：アメリカ人＞日本人
1b 関係流動性：アメリカ人＞日本人
1c 1a の文化差を関係流動性が媒介するだろう。
次に、自尊心の文化差を関係流動性が媒介するとの仮説
を検討した。
2a 自尊心：アメリカ人＞日本人
2b 2a の文化差は、関係流動性が媒介するだろう。
方 法
調査対象者：日本人大学生 75 人（男性27 人、女性 42 人、
不明 7 人）
、アメリカ人大学生 116 人（男性 59 人、女性57
人）
。
手続き：調査は授業中に実施し、回答を得た。
（Rosenberg,
質問紙：１．
ローゼンバーク自尊心尺度10 項目
1965: α = .90 (US), .81 (JP)）
、２．一般的信頼尺度 8 項目
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図２ 関係流動性による自尊心への媒介効果
流動性の投入により文化の効果が有意に減少したことが示
された
（z = 3.01, p < .0001）
。
つまり、
一般的信頼の日米差は、
関係流動性によって完全に媒介されていることが示された。
自尊心の日米差と関係流動性 予測 2a と一貫して、アメ
リカ人学生（平均値=4.566, SD =0.823）の方が日本人学生（平
均値=3.702, SD =0.788）よりも有意に自尊心が高かった、t
（114）=-7.22 , p < .0001。

さらに、自尊心の日米差が日米間の関係流動性の差から
生じたものであるかを検討するために、階層的手法を用い
（Yamagishi & Yamagishi, 1994: α = .76 (US), .73 (JP)）
、３．
た媒介分析を行った（図 2）
。最初に独立変数を国、従属変
関係流動性尺度15 項目（α = .80 (US), .67 (JP)）
、４．デモ
数を自尊心として単回帰分析を行ったところ、有意な国の
グラフィックシート。
。次に独立変数に関係流
効果が見られた（β=.50,ｐ＜.0001）
結 果
動性を加えた重回帰分析を行ったところ、国の効果が有意
一般的信頼の日米差と関係流動性 予測 1a と一貫して、
に減少したことが示された（Sobel’s Test: z = 4.03, p < .0001）
。
アメリカ人（平均値=3.951, SD =0.604）の方が日本人（平均
つまり、予測 2ｂのとおり、関係流動性は、日米差の一部を
値=3.764, SD =.647）よりも一般的信頼が高かった、t（114）
媒介していたことになる。
= -2.01, p < .0001。
考 察
さらに、関係流動性信念もアメリカ人学生（平均値 =
従来の研究で指摘されてきたように、一般的信頼、自尊
3.870 SD = .565）の方が日本人学生（平均値 = 3.463, SD
心、共に、アメリカ人の方が日本人よりも高かった。また
= .427）よりも有意に強かった、t（185）= -5.57, ｐ＜.0001。
山岸（1998）の指摘のとおり、一般的信頼の日米差は完全
さらに、一般的信頼の日米差が日米間の関係流動性の差か
に関係流動性（機会費用の差）によって媒介されることが
ら生じたものであるか検討するため、階層的手法を用いた
示され、今回開発した関係流動性尺度の妥当性が示された。
媒介分析を行った（図 1）
。最初に独立変数を国（アメリカ
さらに、本研究の予測と一貫して、自尊心の日米差は、
=1; 日本=0）
、従属変数を一般的信頼として単回帰分析を
関係流動性によって媒介されていた。以上の結果は、これ
行ったところ、
有意な国の効果が見られた（β=.14,ｐ＜.05）
。
まで文化的自己観の差異として捉えられてきた自尊心の文
次に独立変数に関係流動性を加えた重回帰分析を行った
化差が、両社会の社会構造の差異と、それに対する適応戦
ところ、予測 1b と一貫して、文化の効果は完全に消滅し、
略の違いという観点から説明できることを示している。こ
関係流動性の効果のみが残った。Sobel’s Test の結果、関係
うしたアプローチは、従来研究の焦点となってきた「北米」
「東アジア」の両地域以外の、さまざまな社会にも理論的
に一般化しうるという点で重要であると考えられる。
関係流動性
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図 1 関係流動性による一般的信頼への媒介効果

Psychological Review, 106, 766-794. ◆Kwan et al.（1997）. JPSP, Vol.73, No.5,
1038-1051. ◆Leary & Baumeister. (2000). In Advances in experimental social
psychology. Vol.32, p1-62. ◆Markus & Kitayama. (1991). Psychological Review. 98,
224-253. ◆Uchida et al. (2004). Journal of Happiness Studies. Vol.5, 223-239. ◆
Yamagishi & Yamagishi . (1994). Motivation and Emotion Vol.18, No.2, 129-166. ◆
山岸俊男（1998）信頼の構造：東京大学出版会

