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報告書によせて

本書は、2014 年度の立教大学大学院社会学研究科科目「プロジェクト研究 B」の一環と
して行われたグループ調査研究の報告書である。
本プロジェクトは「グローバル・メディア研究」をテーマとし、グローバルな展開を見
せているメディアの状況について、主に東アジア地域をフィールドとしたものと比較しな
がら明らかにしていき、その知見をフィールドのある研究機関との交流を通して検証する
ことを目的とするものであった。しかしながら、今年度は初年度ということで、テーマと
調査内容の関連については国外での調査を含めて特に前提とすることはなく、自主的な調
査の実施を優先させた。一方、研究機関の交流については、社会学部と昨年度から交流を
行ってきた台湾の輔仁大学との合同ワークショップの企画に合わせて、そこで発表を行う
ことを前提としながら調査を進めていった。
授業の進行においては、特にテキスト分析を中心とした手法について独自に指導するほ
か、受講者それぞれが自らの問題意識にもとづく研究計画を立案し、それを先行研究の講
読を交えて吟味していくとともに、全体的に一貫した調査プロセスとしてデザインした上
で、適切な調査対象者を選定・グループ化していった。
まず、第一報告の『NPO における連携の変容：東日本大震災に着目して』は、NPO 活
動を語る上で用いられる「連携」という語に着目し、東日本大震災の前後でその語を含む
頻出単語の変化をテキストマイニングの手法で分析することにより、NPO 活動の社会背景
を明らかにしている。第二報告の『在日中国人留学生によるメディア利用―留学生活・政治・
コミュニティにおける影響―』では、在日中国人留学生のメディア利用に着目し、インター
ネットによるコミュニティおよび人間関係の維持について明らかにしている。第三報告の
『「ポルノ化社会」とメディア規制―児童ポルノ法改定をめぐる報道に注目して』は、日本
における性情報とその規制の歴史発展と法律論理の転換を踏まえたうえで、2014 年 7 月に
改正された児童売春・児童ポルノ禁止法改正法案に焦点を当て、法改定をめぐる海外と日
本の新聞の報道について分析を行い、双方の報道のフレームの比較から、性情報規制と表
現の自由についてのそれぞれの特徴を明らかにした。
以上に加えて、これらの研究を報告した輔仁大学との合同ワークショップの様子につい
て、資料を交えて紹介する。
最後になったが、同ワークショップに参加し、それぞれの報告に有益なコメントをいた
だいた輔仁大学のスタッフの方々と、修士論文の作成に忙しい環境の中で、自らもワーク
ショップで発表を行ったほか、TA として文献紹介などについても協力をいただいた向井颯
一朗さんに、感謝の意を表したい。

2015 年 3 月
プロジェクト責任者・立教大学大学院社会学研究科 是永 論
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The Transformation of Renkei and its Meaning among NPOs:
Before and After the Great East Japan Earthquake
Ohide Koutaro, Hanamura Taihei, Tawara Kentaro
Abstract

Renkei、 which means coordination has always been a keyword to explain NPOs activity.
However when it comes to the damaged area of The Great East Japan Earthquake、 the
coordination found there seemed different from what it meant before the earthquake.
This study starts from explaining the NPOs lack of management resource caused by the
disaster. Then it defines the hypothesis as “NPO has changed their meaning of renkei to
deal with the lack of management resource after the earthquake. Next、 the study tried
to prove that the movement of coordination to deal with the lack of management
resource is getting stronger. To prove this、 the study chose PR material provided by the
NPO as research interest and used Text Mining for analysis to see if there is change in
the frequency of the keywords of before and after the earthquake. The study concluded
that coordination seems to be getting stronger、 but wider research is needed. Also we
found out that coordination of NPO is heading to the movement of localization and
sustainable management.
Key words: NPO, Great East Japan Earthquake, Coordination, Management resource
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“Pornographic Society” and Media Regulation: News Coverage
on the Child Pornography Act Amendment 2014 of Japan
CHEN YANWEN, JING PANYU, RAMONA ALEXANDRA MIHAI
Abstract
It is noticed that the growing sex industry in Japan has caused the society to become
pornographic. The display of sexually explicit materials in various kinds of media is in
clear view of the general population, thus the Japanese society is named as a
“pornographic society”. Japanese government has taken a series of measures to regulate
those sexually explicit materials from Edo period to nowadays. The regulation by the
Japanese law has been taken in different manners, such as reining on obscene
materials, protecting civil rights, and protecting youths. The law development to protect
youths, which draw much attention recently, can be seen from the amendment act of
law banning child prostitution and child pornography is enacted in June 2014. In the
amendment, the definition of child pornography has been revised to become more rigid
and the prohibition of personal possession of child pornography has been incorporated.
However, comics, animation, and computer graphics depicting children as sexual objects
are excluded from banning objects, which caused an argument over regulation versus
freedom of speech. Based on the previous arguments of regulation on sexually explicit
information and the law in force, the present research aims to explore the tendency of
sexually explicit materials regulation by focusing on the reaction of mass media. A
comparison is applied between the frames taken in news coverage on this amendment
act in Japan and overseas in order to capture the way that newspapers report this act
and how they handle the tension between regulation and freedom of speech.
Key words:
pornographic society, media regulation, the Child Pornography Act Amendment 2014
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The Use of Media by Chinese Foreign Student in Japan:
Influence in Studying Abroad Life, Politics, the Community
Abstract
This study pays its attention to the media use (newspaper, TV, radio, website, SNS) of
the Chinese foreign students in Japan, and it was intended to clarify the letter of media
use present conditions of the foreign students in cross-cultural society. We carried out
the questionnaire survey for 58 Chinese foreign students of the Toa Gakuin Japanese
School and arrive at the following results． It was seen that the media which was most
used by the Chinese foreign students is the Internet in Japan. And about the political
problem between China and Japan, the reliability to the news of the China which
reported by Japanese media becomes the low tendency. Furthermore, the foreign
students who are in distantly remote Japan have little opportunity to meet the family
members and friends who are in the mother country, so they have to use the Internet to
keep the connection with China. After adding interview, it was revealed that they used
it properly in the use of SNS in some cases．
Keywords: the Chinese foreign students in Japan, the media use, the political problem,
community
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