
「安心」とは？

人が「安心」できるというのは，ど

ういう状態なのでしょう．多くの人々

が重要だと考え，数多くの企業が標榜

しているにもかかわらず，安心の実体

や獲得方法は広く共有されてはいませ

ん．安心は人によってとらえ方が異な

り，同じ人でも場合によってとらえ方

が変わってくるからです．

しかし，我々は共有できる部分もあ

ることを信じ，提供側・利用側ともに

需要が大きいと思われる「インターネッ

ト利用における安心」の研究に取り組

み始めました．

社会科学的アプローチ

私たちが安心を研究するにあたり，

従来のITをベースとした研究だけでは

本質に近づけないと考え，社会科学的

アプローチを併用することにしました．

そして，東京大学－NTT包括連携の

枠組みにおいて，電気通信の研究者と

社会心理学の研究者の合同作業が発

足し，その縁で研究チームの輪が広

がっていきました．これにより，さまざ

まな側面からの社会調査が可能になり，

研究結果に説得力を持たせることがで

きました．

本研究では，５グループ23名へのグ

ループインタビュー，東京都に住む男

女500名への文書アンケート調査，世

界10カ国の男女3 300名への電話アン

ケート調査を行いました．これらの結

果を順に紹介していきます．

初期グループインタビュー

はじめに，安心の阻害要因や相関を

探る国内調査を実施するにあたり，そ

の質問設計を適切に行うため，安心や

不安に関する多くの事例を収集するこ

とを目的としたグループインタビューを

次のとおり行いました（図１）．

・日時：2008年９月

（各グループ２時間）

・場所：東京都

・参加者：５グループ（計23名）

・内容：日常生活・ネットワーク

サービス利用時に感じた不安・安

心の事例

■安心と不安

このグループインタビューにおいて，

安心について話す場合と不安について

話す場合とを比較すると，後者の方が

圧倒的にスムーズに話が引き出せる傾

向がみられました．また，安心につい

ての内容には個人差が大きいことから，

安心を直接研究するのでなく，扱いや
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東大・東洋大との「安心」模索のための共同研究

安　心 社会科学 インターネット

NTT情報流通プラットフォーム研究所ではインターネット利用
における「安心」について研究をしています．安心は主観的で曖
昧な概念であり，技術だけによる把握・対策は難しいため，東京
大学・東洋大学の社会心理学の専門家グループと共同で調査・分
析に取り組んでいます．
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すく，安心と極めて密接な関係がある

と思われる不安について，まず着目す

ることにしました．

■不安発生モデル

不安について研究するにあたり，ま

ずはグループインタビューでの発言内

容に基づき，不安発生シーケンスモデ

ル仮説を立てました（図２）．

この仮説は，「不安は，何らかの原

因（不安因）により，何らかの被害を

予想すること（不安予想）により発生

し，何らかの要因（不安因）により，

その予想ないし不安の大きさが増減し，

時には消滅する」という考えをモデル

として表したもので，今後さらなるブ

ラッシュアップと検証を行っていく予

定です．

■不安のコントロール

我々は不安発生モデルを用いて不安

因をコントロールすることで，被害予

想の大きさを，ひいては不安の大きさ

を制御できることを目指しています．

一方，不安因は対象とするインターネッ

トサービスに応じた不安予想によって，

ある程度決まってくるものと予想して

います．主にグループインタビューで得

られた不安事例から抽出した不安因の

候補を表１に示します．この結果から

不安が制御できれば，安心もある程度

獲得できるのでは，と期待しています．

東京都文書アンケート調査

続いて，不安発生モデルの正当性の

部分検証など，さまざまな観点から不

安について知見を得ることを目的とし

て次のとおり調査を行いました（1）．

・日時：2009年２～３月

・場所：東京都

・回答者：15～69歳の男女500名

・調査方法：訪問留置法（ランダ

ム・エリア・クォータサンプリング）

調査結果を次に示します．

（1） ネット利用と不安

インターネットを利用している人の

方が利用していない人よりもインター

ネット利用に関する不安が小さく（図

３），利用時間が長いほどセキュリティ

やインターネットコミュニケーションに

関する不安が小さいことが分かりまし

た．また，CGM（Consumer Gener-

ated Media）＊利用に際しても，発言

している人の方がインターネット利用

に関する不安が小さく，SNSに書き込

む回数が多い人の方がインターネットコ

ミュニケーションに関する不安が小さ

いことが分かりました．

これらは経験の蓄積や慣れによって，

不安が減っていくことを意味している

のではないかと思われます．

（2） 利便性・不安内容

一方，インターネットショッピング

はほかのものと違って，不安が大きい

にもかかわらず利用している人が多い

ことが分かりました（図４）．これはイ

ンターネットサービス利用に関して，不

安と利便性のトレードオフが存在する

ことを意味しているのではないかと思

われます．

また，具体的な一般的ネット不安内

容としては，やはり個人情報漏洩がもっ

とも多いことが分かりました（図５）．

図２　不安発生モデル 
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表１　不安因候補

項番

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

性格・気分

信用度

親近感

好悪感情

群集心理

制御性

予測可能性

理想との乖離度

日常との乖離度

コンテキスト

重要性

発生しやすさ

共感

優越感・劣等感

利便性

経験

知識

情報源

保険

サポート

代替

人的解決力

不安因

＊CGM：消費者生成メディアのこと．東京都調
査ではブログ・SNS・電子掲示板・動画共有サ
イトを，国際調査ではブログ・SNS・電子掲示
板を対象としている．



（3） 被害経験・報道接触

被害経験については，全般的に割合

が低く，もっとも多かった「迷惑な

メールや書き込み（スパム）」でも経験

率は12.0％でした．不安の大きさとの

相関を検討するには値が低いですが，

念のため相関を調べたところ，やはり

有意な相関はみられませんでした（例

外は高額請求）．

一方，各トラブルについて「ニュー

スで見た」割合は全般的に高く，報道

の影響について分析したところ，マス

コミ接触時間，特に新聞を読む時間

が長いほどセキュリティやコミュニケー

ションに対する不安が大きいことが分

かりました．

10カ国国際比較電話アンケート

調査

このように，不安に対するさまざま

な知見が得られましたが，これらの知

見が普遍的なものであるのか，地域特

有なものであるのか分かりませんでした．

また，日本語の「安心」に相当す

る英語の訳語がないことからも，安心

は世界の共有認識ではないことが容易

に予想されますが，不安はそうではな

いことから，不安についての国際比較

は可能であると考えました．

そこで，日本の不安を，ひいては安

心を浮き彫りにすることを目指し，国

際比較調査を次のとおり行いました（2）．

・調査地域：日本，中国，韓国，

シンガポール，イギリス，ドイツ，

フランス，フィンランド，アメリ

カ，チリの各国最大規模の都市

・実査期間：2010年１～２月

・対象者：各国330名

・調査方法：電話調査法（Ran-
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dom Digit Dialing法）

調査結果を次に示します．

（1） 安心と安全の乖離

2010年９月に報道発表されたとお

り，日本人は他国よりも被害経験が少

ないにもかかわらず，インターネット利

用について不安を抱いている場合が多

いことが分かりました（3）．

つまり，安全なだけでは安心してイ

ンターネットを使うことができないとい

う「安心と安全の乖離」をデータによ

り示すことができたのです．

具体的には，他人によってインター

ネット上に自宅住所や電話番号を勝手

に載せられてしまう経験は10カ国中９

位（1.2％）と低いのですが，被害経

験がないのに不安に思う割合は10カ国

中２位（82.7％）と高く，女性に限定

すれば１位（75.2％）でした（表２）．

また，ウイルス被害（65.2％）は１

位，フィッシング詐欺（76.4％）・ネッ

トショッピング業者によるクレジットカー

ドの悪用（83.6％）・子どもによる有

害情報閲覧（77.9％）は２位でした．

（2） インターネット利用における国

別不安

インターネットに対する漠然とした

不安については，韓国・アメリカ・中

国の順で不安が高く，日本は５位とそ

れほど高くはありません．

架空請求など11種類の具体的なイ

ンターネットトラブルごとの不安の大

きさ・被害率・報道接触率を各国ごと

に平均して比較を行ったところ，中国・

シンガポールは，被害経験率が高く不

安は大きく，ドイツは報道接触率が高

い割に不安は小さく，フィンランドは

被害率も報道接触率も高い割に不安は

小さく，チリはインターネット利用率の

低さもありますが，アメリカと同様被

害率・報道接触率いずれも低く不安も

小さく，韓国は被害率・報道接触率

がともにさほど高くはないにもかかわら

ず不安が大きいことが分かりました．

一方，日本は，被害率は低いけれども

操作方法が分からなくなること 

機器の調子がおかしくなること 

金銭的に損をすること 

使いすぎて無駄遣いすること 

個人情報が流出すること 
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架空請求が来ること 

何となく 

0％ 20％ 40％ 

29.0

25.0

15.1

19.4

75.6

36.1

59.9

37.7

3.2

60％ 80％ 100％ 

図５　一般的ネット不安内容（東京） 

表２　個人情報をさらされた経験と不安（国際）

各国内の割合

被害経験
なし・不安

被害経験
なし

不安
被害経験
なし・不安

被害経験
なし

不安

10カ国中の順位

日本

アメリカ

チリ

中国

韓国

シンガポール

イギリス

フィンランド

ドイツ

フランス

82.7%

60.3%

25.2%

77.9%

83.6%

73.0%

62.4%

42.2%

48.6%

59.7%

98.8%

94.5%

99.1%

86.1%

91.5%

91.5%

94.8%

93.6%

92.4%

91.8%

83.6%

64.5%

26.1%

90.0%

91.2%

78.5%

67.0%

46.2%

55.2%

66.7%

２位

６位

10位

３位

１位

４位

５位

９位

８位

７位

２位 ２位

４位

１位

10位

８位

８位

３位

５位

６位

７位

２位 ３位

７位

10位

２位

１位

４位

５位

９位

８位

６位

ネット上の悪口 

個人情報さらし 

個人情報の悪用 
※ CGM利用者のみ 

韓国，中国 

韓国，中国 

フィンランド 

フィンランド，ドイツ 

韓国，中国， 
シンガポール 

不安 

被害経験 

報道接触 多 小 

日本 

日本 

アメリカ ドイツ 

日本 

多 小 多 小 

多 

大 小 

小 

ドイツ フィンランド 

表３　CGM利用に対する不安・被害経験・見聞経験（国際）
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報道接触率は高く，何にでも不安を感

じることが分かりました．

（3） CGM利用・情報漏洩に対する

不安等

表３のとおり，CGMに関して不安

が大きいのは，韓国・中国・日本・ア

メリカ・シンガポールであり，逆に不

安が小さいのは，フィンランドとドイ

ツであることが分かりました．

不安が高い韓国・中国・日本につ

いて，韓国と中国は実際に被害に多く

遭っているのに対し，日本はあまり被

害に遭っていないことが分かりました．

また，日本は報道接触率が総じて高

く，３つのCGMトラブルの平均では

10カ国中１位でした．

一方，個人情報漏洩に関して，不

安・発生したときの苦痛・予想する発

生しやすさのすべてが大きいと考えて

いるのが日本・韓国・中国であり，す

べてが小さいと考えているのがフィンラ

ンド・イギリス・チリでした．

さらに，子どもによるポルノや薬物

情報などの有害情報閲覧に関して，全

体として問題だと多く思われているこ

とは「ネット上の有害情報の発信者が

罰せられないこと」と「サイト管理者

が有害情報を削除しないこと」であり，

それらをイギリスと日本が強く問題視

しており，さらに日本は「親が適切な

使い方を教えていないことが問題」と

も考えているようです（表４）．

今後の活動

国際比較調査結果を裏付けるため，

2010年12月から2011年２月にかけて

日本を除く９カ国の在日外国人各５

名に対して２時間ずつのグループイン

タビューを実施し，現在分析を行って

います．

また，具体的なインターネットサー

ビスに対する利用者の生の声を吸収す

るため，Twitterなど個別サービスに

対する自由回答主体のWebアンケート

調査を行っています．これらの結果に

つきましては，近いうちに公表する予

定です．

今後は，ユーザ実験等により，不安

発生モデルを検証・発展させたうえで

不安をコントロールする対策を運用・

技術両面から検討し，NTTグループ

企業を通じて，それらの対策を実現し

ていくとともに，さらに「安心」につ

いて踏み込んだ研究を行います．
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フィンランド イギリス 韓国 日本 アメリカ シンガポール ドイツ，中国 フランス チリ 

フィンランド 日本 イギリス ドイツ フランス 韓国，シンガポール アメリカ 中国 チリ 

イギリス アメリカ 韓国 シンガポール フィンランド 中国 日本 ドイツ フランス チリ 

イギリス 日本 アメリカ 韓国 フィンランド ドイツ シンガポール 中国 フランス チリ 

イギリス 日本 フィンランド アメリカ 韓国 中国 シンガポール ドイツ フランス チリ 

イギリス 日本 フィンランド アメリカ 韓国 シンガポール 中国 ドイツ フランス チリ 

親が問題 

学校が問題 

取り締まりが問題 

管理者が問題 

全平均 

表４　有害情報閲覧について問題だと思われていること

（上段後列左から）平田 真一/ 関谷 直也/

山本 太郎/ 中村　 功/

千葉 直子

(上段前列左から）高橋 克巳/ 橋元 良明

(下段左から)       植田 広樹/ 小笠原 盛浩/

間形 文彦

身近でありながら本質が分かりにくい
「安心」ですが，その解明と獲得方法の追求
は非常に重要だと確信しています．今後も
インターネット利用における安心について
粘り強く研究し，分かりやすい報告を目指
します．
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