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　ごあいさつ

　時折、大学の学生たちの言葉に耳を傾けていると、鋭い問題提起に接することがあります。先日、
ゼミ合宿のコンパでのひとときでした。就職先が内定した4年生の女子学生が尋ねました。「聞き上
手になるには、どうすればいいですか？」。さらりとした表現ながら、社会生活を営んでいくうえで
とても大切な問いかけです。
　学生の質問が新鮮に響いたのは、堅苦しい言い方をすれば、情報収集および情報受信に関連する根
本的問題を投げかけたからです。私たちは十分相手の思考や言説を理解しているのだろうか、知るべ
き大事な部分を見逃したままで情報を得たと満足していないか。ちゃんと聞けているだろうか。そう
いう自問のようにも思えます。情報発信偏重型になりがちなネット社会にあって、情報受信の内実を
見つめ直す視点は重要です。
　情報の発信方法・手段は多様化しています。インターネットの普及発達により、活字（新聞、雑誌、
書籍）や電波（テレビ、ラジオ）など旧来の媒体は、発信メディアとしての独占的地位を維持できな
くなりました。ユーチューブやフェースブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスは、
これまで受信者の立場にいた市民の多くを地球的規模で発信者に変貌させています。情報化社会の現
状は次のように要約できるでしょう。
　「グローバル化とは、誰もが世界的な経済システムに飲み込まれることだし、情報化とは、誰もが
小さなメディアになること」（宇野常寛、『中央公論』2011年10月号）
　大宅壮一流にあえて評すれば、「一億総メディア化」の時代なのかもしれません。言論の自由の観
点からは、意義深い流れの変化でしょう。これほど情報発信・受信の機会が市民各層に広がった時代
はありません。同時に直面する課題の一つは、正確な情報受信のあり方です。それは情報を読み解く
能力、いわゆるメディア・リテラシーに重なる問題であり、大前提としては虚心に様々な情報を吸収
できる力量がなによりも問われます。
　先の「聞き上手」の問いに対して、インタビューの裏技のような話はしませんでした。「具体的回
答にはならないが」と断ったあと、私の持論を述べました。「一番重要なのはまず、話し相手の考え
を本当に知りたいと思うこと。この気持ちがないと、本意を引き出す『聞き上手』にはなれない」。
単なる精神論ではなく、自分の記者時代の経験を踏まえた教訓です。メディアとコミュニケーション
の諸問題を議論する場では、なおさら心がけたい規範でもあります。
　当研究所は発足後2年目に入りました。まだ遅々とした歩みを始めたばかりですが、時代の声を謙
虚に聞き、真摯な対話を生む学術活動を一歩ずつ進めていきます。皆様のご教示ご支援を賜りますよ
う、よろしくお願いいたします。
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2011年度 メディア・コミュニケーション研究所「ケータイ社会を考える」

連続講演会日程

回　数 日　程（予定） 題　目（仮題） 講　師

第1回 10月13日（木）
13：10~14：40

特別講演【災害と携帯電話】
東日本大震災におけるドコモの取り組み

坂井　義清氏
（NTTドコモ　モバイル社会研究所　副所長）

第2回 11月17日（木）
13：10~14：40

ケータイ小説 十和氏（日本ケータイ小説大賞受賞者）
新井　俊也氏（スターツ出版専務）

第3回 11月24日（木）
13：10~14：40

携帯電話の光と影 松田　美佐氏（中央大学教授）

第4回 12月8日（木）
13：10~14：40

ツイッターの世界 佐々木　智也氏（デジタルガレージ）

第5回 2012年1月19日（木）
13：10~14：40

ケータイ利用の心理 飽戸　弘氏
（NTTドコモ　モバイル社会研究所　所長）

〈東洋英和女学院大学メディア・コミュニケーション研究所について〉

　本研究所は、急速な変化を遂げているメディアの影響とコミュ
ニケーションの諸問題を人文・社会科学的視点から考察し、研究・
教育活動を進めていくことを目指しています。委員会メンバーの
教員6人を中心に、顧問、研究員の助言・協力を仰ぎながら、学
内での講演会、研究会、ニューズ・レターや研究結果の出版など
に取り組んでいます。

編集後記

　ニューズ・レター第1号刊行をだれよりも前所長・高木栄作先生の御霊に捧げたい。
　高木先生は2011年3月31日、永眠された。痛恨の急逝の知らせに私たちは驚くばかりだった。そ
の前年の年末に、高木先生はあの人なつっこい笑顔を浮かべながら、「研究所活動をもっと具体化し
て活発化するために、年が明けて2月になったら研究所のみんなで一杯やりながら、ブレーンストー
ミングをしましょう」と語っていた。悔やまれてならない。
　発足2年目、小さな研究所はほんの少しずつながら前に進み始めている。メディア研究に熱い思い
を抱いていた初代所長の遺志を受け継ぎ、私たちは着実に学問的成果をあげていきたい。

（文責・町田幸彦）



災害時行動とメディア利用に関する研究報告（1）

　3月11日（金）に発生した東北地方太平洋沖地震を端緒とする東日本大震災は、国内観測史上最大の
震災となり、国の災害時対応や防災政策の問題点を数多く露呈させた。東京という大都市が災害に対
して持つ「弱さ」もそのひとつである。地震やそれに伴う停電、交通網やライフラインの寸断、通信
網の輻輳により、地震当日は帰宅時間を迎えた東京が混乱の様相を呈した。短時間ながらも、東京近
郊には大量の「被災者」が発生したのである。
　教育機関も対応に苦慮した。学期中の小・中・高等学校はもちろん、大学においても地震当日は、
学内にいた学生の安全確保や在校生の安否確認に追われた。東洋英和女学院大学（神奈川県横浜市緑
区）でも地震後から停電が発生し、最終的に50名程度の学生が学内で夜を明かす事態となった。適
切で効果的な緊急時対応の構築を講じることも、大学の社会的責任でもあることが改めて示されたわ
けである。
　地震等の災害時には、安全確保だけでなく有効な情報が重要になる。「何が起こっているのか」と
いう情報、自分や関係者の安否・状況に関する情報は、人々の精神的安定に寄与するだけでなく、そ
の後の行動を左右する大きな役割を果たす。人々に適切な情報を提供すること、あるいは適切な行動
を促すことは、災害の拡大防止という点からも重要な措置なのである。1995年の阪神淡路大震災で
は携帯電話が有効なツールとして評価され、その後の爆発的普及に一役買うこととなったが、今回の
震災では、地震直後からネットメディアに情報がタイムリーに流れ、個別の情報ニーズに対応したと
言われる。だが、携帯電話やインターネットは、災害時の情報行動に最適なメディアと結論づけるこ
とができるのだろうか。あるいは、平時の携帯電話やインターネットの利用は人々の災害時情報行動
にポジティブな影響を与えているのだろうか。
　以上の問題意識に基づき、本研究所の林文・小寺敦之は、東洋英和女学院の協力のもと、東洋英和
女学院大学学生（約500名／授業内）とその保護者（約900名／郵送）を対象に「メディア利用およ
び震災時行動に関するアンケート」と題した調査を実施した（2011年6月）。保護者のサンプルは、
関東甲信越地方在住の方に限ることとし、東北以北、関西以西の宛先を除外した。質問項目は、携帯
電話やインターネット利用に関する項目、地震当日の利用メディアに関する項目、地震後の行動や心
理状況に関する項目等が含まれた。なお、同調査は、林・小寺が担当する「社会調査演習」の一環と
して行われたものであり、質問票の作成や発送作業に関しては同科目の受講学生が中心となって行っ
たことも付記しておく。
　同調査は、東日本大震災直後の人々の情報行動の解明のみならず、適切な災害時対策構築への寄与
を目指すものである。調査結果は、本研究所ウェブサイト、次号以降のニューズレター等で報告する
ほか、大学の災害対策の基礎資料としても活用していく予定である。

記：小寺敦之

ネット調査問題研究会報告

　研究所としての取り組みの一つは、マスメディアから発信される情報の信頼性の問題を考えること
である。世論はマスメディアによって作られるとまで言われるとおり、テレビ報道や新聞報道は世論
形成に重大な影響を与えている。その中で、特に選挙予測や、内閣支持率などは、社会調査による情
報を信頼度の高いものとして扱っている。社会調査は、戦後急速に浸透した正当な標本調査法に基づ
く面接調査や留め置き調査が、社会の状況の変化に伴い次第に困難となってくるとともに、より現実

的な方法が導入され、本来の理論的信頼性は軽視されているのが現状であろう。しかし、現実的に不
可能な理論も無意味であり、新たな調査に対する科学的な考え方を認識する必要がある。近年インター
ネットを使った調査（ウェブ調査）が、迅速に安価で大量のデータが得られることから、マーケティ
ングリサーチ分野で多用されるようになっている。これを本来の世論調査や研究調査でも使えるかど
うか、アメリカでは実験的調査研究が重ねられ、有効性とともに、安易に用いるべきでないことが論じ
られているが、国内では、そうした比較研究は多くはない。それにも関わらず安易に用いられ、メディ
ア発信されるその結果が与える影響などについて研究すべき課題は多い。
　研究所では、メンバーを中心に、そうした問題について勉強会を開いて考えてきた。昨年度は、メ
ンバーの林が科学研究費により行った首都圏郵送ウェブ実験調査で、研究協力者としてウェブ調査の
ご指導いただいた統計数理研究所名誉教授の大隅昇氏に講義をお願いした。今年度の第1回勉強会は、
7月29日18時から本部・大学院棟にて、ウェブ実験調査の実施機関の一つである（株）東京サーベイ・
リサーチの野田善治氏に、調査の現場としてのご経験から見えるウェブ調査の課題についてお話いた
だいた。概要を、研究メンバーの質問とのやりとりも含めて記した。

1 ．回答データの偏りの問題
　インターネット利用者、アンケートモニター登録者に限定される。
　メディア接触がネットに偏る傾向がある。
　登録集団の特徴・傾向が募集方法に依存する（非公募型・公募型）。
　博報堂と東京サーベイ・リサーチでは、非公募型パネルの試みとしてHi-panelを構築している。
住民母集団からの無作為標本に対する個別面接調査により直接登録依頼するため、パネル構築の費
用は膨大であり、ウェブ調査費用に響くが、ネット等による自由参加型のパネルに比べれば、一般
住民を代表すると考えられる。

2 ．回答態度と環境の問題
　誰が回答しているか確実には不明。回答時の態度・環境が多様。複数パネル登録など高頻度回答
モニターの問題。
　対策として、短時間回答者の除外、トラップ質問による矛盾回答者の除外などの試みがあるが、
どの調査方法が正しいということは難しい。
　上述のHi-panelは、募集方法の特徴を反映し、他パネル登録数が少なく回答頻度も高くない。

3 ．調査業界の問題　
　従来型調査との関連。

装置産業化により、スピード化し、システム化が遅れている従来型調査会社の労働負担が増大
する。また、コストが下がり、システム化が遅れている従来型調査会社の価格競争力が低下する。

　従来型調査未経験の若手リサーチャーやマーケッターの出現。
　外部パネル、外部システムの利用が増加した調査会社の利益率の低下。
　海外調査会社との提携などの拡大。

4 ．ウェブ調査の利用者
従来型調査　→　ウェブ調査との併用による比較　→　ウェブ調査　の経過でウェブ調査化。
安価で迅速に大量データが得られる点は、調査依頼する業界にとっては魅力。

　このほか、最近の問題として、震災の影響について、全国調査における被災地の登録者についても
言及されたが、従来型調査よりも実査環境回復が早い印象とのことであった。

記：林　文
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だいた。概要を、研究メンバーの質問とのやりとりも含めて記した。

1 ．回答データの偏りの問題
　インターネット利用者、アンケートモニター登録者に限定される。
　メディア接触がネットに偏る傾向がある。
　登録集団の特徴・傾向が募集方法に依存する（非公募型・公募型）。
　博報堂と東京サーベイ・リサーチでは、非公募型パネルの試みとしてHi-panelを構築している。
住民母集団からの無作為標本に対する個別面接調査により直接登録依頼するため、パネル構築の費
用は膨大であり、ウェブ調査費用に響くが、ネット等による自由参加型のパネルに比べれば、一般
住民を代表すると考えられる。

2 ．回答態度と環境の問題
　誰が回答しているか確実には不明。回答時の態度・環境が多様。複数パネル登録など高頻度回答
モニターの問題。
　対策として、短時間回答者の除外、トラップ質問による矛盾回答者の除外などの試みがあるが、
どの調査方法が正しいということは難しい。
　上述のHi-panelは、募集方法の特徴を反映し、他パネル登録数が少なく回答頻度も高くない。

3 ．調査業界の問題　
　従来型調査との関連。

装置産業化により、スピード化し、システム化が遅れている従来型調査会社の労働負担が増大
する。また、コストが下がり、システム化が遅れている従来型調査会社の価格競争力が低下する。

　従来型調査未経験の若手リサーチャーやマーケッターの出現。
　外部パネル、外部システムの利用が増加した調査会社の利益率の低下。
　海外調査会社との提携などの拡大。

4 ．ウェブ調査の利用者
従来型調査　→　ウェブ調査との併用による比較　→　ウェブ調査　の経過でウェブ調査化。
安価で迅速に大量データが得られる点は、調査依頼する業界にとっては魅力。

　このほか、最近の問題として、震災の影響について、全国調査における被災地の登録者についても
言及されたが、従来型調査よりも実査環境回復が早い印象とのことであった。

記：林　文
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　ごあいさつ

　時折、大学の学生たちの言葉に耳を傾けていると、鋭い問題提起に接することがあります。先日、
ゼミ合宿のコンパでのひとときでした。就職先が内定した4年生の女子学生が尋ねました。「聞き上
手になるには、どうすればいいですか？」。さらりとした表現ながら、社会生活を営んでいくうえで
とても大切な問いかけです。
　学生の質問が新鮮に響いたのは、堅苦しい言い方をすれば、情報収集および情報受信に関連する根
本的問題を投げかけたからです。私たちは十分相手の思考や言説を理解しているのだろうか、知るべ
き大事な部分を見逃したままで情報を得たと満足していないか。ちゃんと聞けているだろうか。そう
いう自問のようにも思えます。情報発信偏重型になりがちなネット社会にあって、情報受信の内実を
見つめ直す視点は重要です。
　情報の発信方法・手段は多様化しています。インターネットの普及発達により、活字（新聞、雑誌、
書籍）や電波（テレビ、ラジオ）など旧来の媒体は、発信メディアとしての独占的地位を維持できな
くなりました。ユーチューブやフェースブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスは、
これまで受信者の立場にいた市民の多くを地球的規模で発信者に変貌させています。情報化社会の現
状は次のように要約できるでしょう。
　「グローバル化とは、誰もが世界的な経済システムに飲み込まれることだし、情報化とは、誰もが
小さなメディアになること」（宇野常寛、『中央公論』2011年10月号）
　大宅壮一流にあえて評すれば、「一億総メディア化」の時代なのかもしれません。言論の自由の観
点からは、意義深い流れの変化でしょう。これほど情報発信・受信の機会が市民各層に広がった時代
はありません。同時に直面する課題の一つは、正確な情報受信のあり方です。それは情報を読み解く
能力、いわゆるメディア・リテラシーに重なる問題であり、大前提としては虚心に様々な情報を吸収
できる力量がなによりも問われます。
　先の「聞き上手」の問いに対して、インタビューの裏技のような話はしませんでした。「具体的回
答にはならないが」と断ったあと、私の持論を述べました。「一番重要なのはまず、話し相手の考え
を本当に知りたいと思うこと。この気持ちがないと、本意を引き出す『聞き上手』にはなれない」。
単なる精神論ではなく、自分の記者時代の経験を踏まえた教訓です。メディアとコミュニケーション
の諸問題を議論する場では、なおさら心がけたい規範でもあります。
　当研究所は発足後2年目に入りました。まだ遅々とした歩みを始めたばかりですが、時代の声を謙
虚に聞き、真摯な対話を生む学術活動を一歩ずつ進めていきます。皆様のご教示ご支援を賜りますよ
う、よろしくお願いいたします。

東洋英和女学院大学メディア・コミュニケーション研究所所長
国際社会学部教授　町田幸彦 
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2011年度 メディア・コミュニケーション研究所「ケータイ社会を考える」

連続講演会日程

回　数 日　程（予定） 題　目（仮題） 講　師

第1回 10月13日（木）
13：10~14：40

特別講演【災害と携帯電話】
東日本大震災におけるドコモの取り組み

坂井　義清氏
（NTTドコモ　モバイル社会研究所　副所長）

第2回 11月17日（木）
13：10~14：40

ケータイ小説 十和氏（日本ケータイ小説大賞受賞者）
新井　俊也氏（スターツ出版専務）

第3回 11月24日（木）
13：10~14：40

携帯電話の光と影 松田　美佐氏（中央大学教授）

第4回 12月8日（木）
13：10~14：40

ツイッターの世界 佐々木　智也氏（デジタルガレージ）

第5回 2012年1月19日（木）
13：10~14：40

ケータイ利用の心理 飽戸　弘氏
（NTTドコモ　モバイル社会研究所　所長）

〈東洋英和女学院大学メディア・コミュニケーション研究所について〉

　本研究所は、急速な変化を遂げているメディアの影響とコミュ
ニケーションの諸問題を人文・社会科学的視点から考察し、研究・
教育活動を進めていくことを目指しています。委員会メンバーの
教員6人を中心に、顧問、研究員の助言・協力を仰ぎながら、学
内での講演会、研究会、ニューズ・レターや研究結果の出版など
に取り組んでいます。

編集後記

　ニューズ・レター第1号刊行をだれよりも前所長・高木栄作先生の御霊に捧げたい。
　高木先生は2011年3月31日、永眠された。痛恨の急逝の知らせに私たちは驚くばかりだった。そ
の前年の年末に、高木先生はあの人なつっこい笑顔を浮かべながら、「研究所活動をもっと具体化し
て活発化するために、年が明けて2月になったら研究所のみんなで一杯やりながら、ブレーンストー
ミングをしましょう」と語っていた。悔やまれてならない。
　発足2年目、小さな研究所はほんの少しずつながら前に進み始めている。メディア研究に熱い思い
を抱いていた初代所長の遺志を受け継ぎ、私たちは着実に学問的成果をあげていきたい。

（文責・町田幸彦）


