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犯罪報道における被疑者および被害者の実名と 

プライバシーに関する実証的研究 

Criminals and Suspects Portrayed by the Japanese Media 

 

     

研究代表者 大谷奈緒子（社会学部メディアコミュニケーション学科） 

 

研究期間／平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

キーワード／①マス・コミュニケーション研究 mass communication studies 

            ②犯罪報道   crime reports 

      ③実名報道   real names of the victims 

        ④プライバシー privacy 

      ⑤記事分析   analysis of newspaper articles 

平成 27年度交付額／435,000円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

なし 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

(1)研究の目的 

日本の犯罪報道において、犯罪被疑者、犯罪被害者の扱いは、社会規範や法制度の変化、お

よび社会問題とされたいくつかの事件報道を経て変化しながら今日に至っている。たとえば、

1970 年代後半に日本弁護士連合会が匿名報道を提唱して以来、犯罪報道における被疑者・被

害者の名誉棄損、プライバシー侵害、被疑者を犯人視する報道などが問題（浅野健一『犯罪報

道の犯罪』新風舎,2004）とされ、そのような社会的要請のなかで、新聞協会や新聞社が自主

規制を行うなど、犯罪報道の在り方は変化してきている。しかしながら、被疑者、被害者の名

誉毀損、プライバシーの侵害等に関わる「報道被害」は依然問題となっており、容疑者の犯人

視報道、実名報道の問題点などの指摘がある。一方で、近年、個人情報保護法成立をはじめと

する情報・報道に関する法律強化への動きは、メディア規制という側面を有し、「報道の自由」

と一部対立する構図を形成しつつある。また、犯罪被害者の人権尊重を背景として成立した犯

罪被害者等基本法は、警察における被害者の匿名発表増加の理由付けとなっている。さらに、

裁判員制度導入により、報道に新たな状況も生じている。 

このような報道における問題点を検討するにあたり、まずはこれまで犯罪報道が何を伝えて

きたか、実証的検証の上での議論が必要である。犯罪報道やジャーナリズムに関する実証的研

究は、特定の事件に着眼した事例研究が多く、犯罪報道の変遷を実証的に捉えたものはあまり

ない。そこで研究代表者らで構成する「犯罪報道研究会」では、1880 年に日刊新聞が刊行さ
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れてから現在に至るまでの長期にわたる犯罪報道の変遷を捉えるために、まずは、第二次世界

大戦以前から今日までの日本の犯罪報道のうち主に殺人事件を対象に、被疑者、被害者がどの

ように取り扱われてきたのか、新聞報道を長期的に分析することで、その変遷と問題点を明ら

かにしてきた。しかしながら、殺人事件の場合は被疑者、被害者が一般市民であることが多く、

他方、公人や著名人等の社会的地位の高い人が被疑者、被害者となった場合の報道の在り方と

は異なる。 

そこで、本研究では、犯罪報道のうち政治・経済事件に着眼し、公人、著名人が犯罪報道の

中でどのように取り扱われてきたのか、戦前から現在までの新聞報道の分析を通して、その変

遷を明確にした上で、犯罪報道の在り方と問題点について検討することを目的としている。 

 

(2)研究方法 

研究のための知見を得るために、政治・経済事件について新聞記事の内容分析（コーディン

グ分析）を実施している。分析は、『朝日新聞』が創刊された 1879年から 2000年代までを対

象期間とし、10年ごとに、各年代において重大事件とされる「北海道開拓使官有物払下げ事件」

「東京市疑獄事件」「日糖事件」「シーメンス事件」「東京市会疑獄事件」「帝人事件」「昭和電

工疑獄事件」「造船疑獄事件」「日通事件」「ロッキード事件」「リクルート事件」「共和汚職事

件」「政治資金規正法違反事件」を対象として行っている。 

具体的な方法は、各事件が発生して結審するまでのすべての記事を分析対象として、被疑

者・被害者の取扱い、個人情報にかかわる内容についてコーディングを行い、分析結果を数量

的に処理して、犯罪報道の在り方と問題点について検討するものである。「昭和電工疑獄事件」

「造船疑獄事件」「日通事件」「共和汚職事件」「政治資金規正法違反事件」については、平成

26年度までにコーディングを完了している。 

 

２．研究経過および成果の概要 

平成 27 年度は、本研究のベースなる新聞記事のコーディング分析を実施した。本研究は、

分析の対象期間が長く、かつ、すべての記事について分析を実施することから、1 事件あたり

の記事数は膨大なものとなっている。また、分析記事が過去に遡るほど、対象記事の解読が難

解になっており、分析精度を保つためにはかなりの知識と分析技術を必要とするため、新聞記

事のコーディングにかなりの時間を要している。平成 27 年度に完了した内容分析は「リクル

ート事件」であり記事数は 6,000 件にのぼる。現在は、「ロッキード事件」を分析していると

ころである。戦後の事件の分析が完了した時点で、戦後の政治・経済事件の知見をまとめて、

その成果を発表する予定である。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 平成 28年度は、引き続き内容分析を進めるとともに、「リクルート事件」について、データ

入力・クリーニング、集計を経て、分析を行い、研究の知見をまとめることとする。「ロッキ

ード事件」の分析および、その他事件の記事分析にあたり、コーダーの訓練と、分析のための

十分な時間の確保が今後も課題とされる。 
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Summary 

This research examines how victim/suspect has been described in recent crime reports 

in Japan, and raises questions from the perspective of attitudes towards privacy. 

In the modern era, the mass media forms an integral part of our perceived reality and 

our awareness of norms. In this context, we believe that studying the current situation of how 

victim/suspect are described in crime reports is useful for identifying the damage caused to the 

subjects of the reports, and for obtaining ideas for improvement. Our analyses are based on the 

results of the analysis compared to the coverage of past similar incidents, to examine the 

problems of crime reporting. It is hoped that the results and the implications of the present 

study will lead to a clearer conception of how to report. 



201 

 

東日本大震災被災地におけるマネジマント型コミュニティ開発の研究 

Study on manage-able community development in Thohoku disaster stricken areas 

 

研究代表者 藤井敏信 （国際地域学部 国際地域学科） 

 

研究期間／平成 27年４月１日～平成２８年３月３１日 

キーワード／①コミュニティ開発 Community development 

            ②マネジメント Management 

            ③被災地 Disaster stricken area 

 

平成 27年度交付額／1,337,000円 

 

研究発表／口頭発表 

「防災集団移転促進事業と生活再建について」 

「地域づくりの課題について」 宮古市田老仮設団地集会場（勉強会） 

 

研究経過および成果の概要 

１． 研究方法 

被災地では23兆円の対策予算のもとに、防潮堤、平坦地の嵩上げ、丘陵部への高台移転などの公共事

業、漁業関連の施設整備は進んでいるが、産業・生活の再建といった観点からは、人口減少が著しく停

滞感があり、被災前に予想された社会構造の変化が、むしろ加速した状況にある。 

① 対象とした被災地の実態、形成メカニズムの状況などについて基礎的な調査を継続する。 

② 行政、NGOの支援するコミュニティの事業展開は現在事例としては限定的であるが、研究目的との関連

で、a)開発主体と手法、b)開発過程、c)環境形成について継続調査する。 

③ 当該事例を対象に PDCAサイクルに即して、計画実行過程の評価を行う。評価項目は、開発主体と支援

団体との関係、事業資金と規模であるが、最終的には開発目的との関連で各開発事業の開発効果を周辺

地域への波及も範囲に入れて、対象住民、行政、当該 NGO の調査により明らかにする。 

 

２． 研究経過および成果の発表 

大震災から５年が経過し「集中復興期間」は区切りを迎えた。防潮堤の建設、高台移 

転、災害公営住宅の建設、平地での嵩上げ、幹線道路建設等復興事業は進展しているが、課題も多い。

現状をみると震災関連死を含めた死者と行方不明者を合わせた犠牲者数は２万１８６５人、耐久性、快

適性に問題があり期限限定的なプレハブ仮設住宅入居者５万７６７７人、全国の避難者数１７万４００

０人（岩手日報 2016、3.11）である。今回の調査対象地は岩泉町、宮古市から釜石市までであったが、

被災地では、大規模に展開している行政主導の土木・インフラのハード事業に対し、市場や流通、社会

形成など民間が主導するソフト事業（産業、コミュニティ形成等）の遅滞が目に付いた。また以前から

指摘されていたが、構造的な人口減少がむしろ加速している状況がある、当初の計画フレームに沿って

いわば直線的に実行されている事業であるが、５年を経過する中で住民の移転や生活の変化により復興
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事業への考え方や状況も変化している。研究テーマであるコミュニティ構築の関連では①田老仮設団地

の集会所で被災者との学習会を行い、現在の状況について意見交換を行った。就業先の有無や高齢化に

ともなう年金生活など、将来展望に関して温度差が顕著になり個別の展開が目立つ状況。仮設住宅地区

に居住を継続している被災者は減少する傾向にある。自治体内での被災地区と免災地区との情報格差が

全体としてのまちづくりへの合意形成を決定的に阻害している。②岩泉町では、地域おこし協力隊とま

ちおこしの調査も行った。岩泉町の地域活性化を図り、コミュニティの核を作ろうと支援している公募

で集められた若者で構成される支援協議会で懇談。商店街の再生や古民家の改修について意見交換。従

来から街の中心地であったうれいら商店街を周り、観光、ツーリズムなどの視点からコミュニティ育成

の可能性について議論。③被災者の被災当時から今日に至るまでの暮らしについてもヒアリングを行っ

た。避難所→仮設住宅→自力建設か公営住宅という直線型はコミュニティ形成にとって課題があること

が指摘された。 

宮古市田老地区は１８９６年の明治三陸津波では人口２２４８人中、１８６７人が亡くなり、１９

３３年の昭和三陸津波では死者５４８人、行方不明３６３人の犠牲者を出し、歴史的に津波の被害を受

けてきた地区で、対応して高い防潮堤が建設されていたことで知られていた。今回の「想定外」の津波

では X字型に構築された、高さ１０ｍにも及ぶ防潮堤を乗り越えて津波が到達した。市街地の平坦な部

分は全滅し、２百名の犠牲者を出している。仮設住宅は高台のグリーンピア三陸宮古ホテル周辺に、ほ

ぼまとまって配置されているが、既にこの５年間で３割以上が転出している。仮設にのこった人々はも

っぱら高台移転の防集事業により、被災した市街地の北側の山を造成した三王団地（戸建敷地 161区画、

平均面積 300平方メートル）に自ら住宅を新築して移り住むか、あるいはほぼ建設が完了した復興公営

住宅（戸建と集合あわせて数十戸）に移り住むことになっている。戸建ゾーンではすでに４割程度の敷

地に住宅メーカーによる建設がすすんでいて、さながら住宅展示場のありさまである。しかし将来、全

ての区画が埋まるとは考えにくい。今後人口減少傾向が進むと地域の継続性を担保していくことが困難

になるので、ある時点で、トップダウン的な計画過程の検証やフレームと現状との齟齬への対応が住民

サイドなどから必要となると考えた。地元の営農組合八幡ファームでは復旧した農地に蕎麦を栽培し、

これを復興食堂で提供している。このように地域づくりに関して当面考えられる手段としては、①積極

的（？）な姿勢の移住予定住民に対し、経済的な事情や高齢化による生活の不安などで、移り住めない、

あるいは、家賃が低廉な公営住宅への移住を希望する者などとの二極化が起こっている。もう一度地域

サイドから考える必要がある、具体的には、従来からあったさまざまな生活スタイル（海、原、山）を

見直すこと、地域の資源（物的、人的）や住民の保有する生活技術を掘り起こすこと、広汎な住民によ

る協議会の組織化、コミュニティ形成への展開が必要だと考えた。 

山田、大槌、釜石、大船渡、気仙沼、陸前高田、南三陸一帯を概観していえば、巨大な防潮堤はまだ

一部のみ建設されているが、やはりその規模、高さは想像をこえている。田老では居住が禁止されてい

る災害危険区域に野球場や、ソーラー設備が建設されている。道中いたるところに高く嵩上げの盛土が

積み上げられ、かっての市街地の面影はまったく想像できない状況にある。また土木工事が全面的に進

んでいるので至るところで多くの労働者の働く姿がみられる。まるで土建国家の再来のような印象を受

ける。こうして出来上がるまちがこれまでの歴史的に作られてきたまちを消し去るかたちで建設されて

いることをどのように評価すればよいのか。全般的に復興事業は地方分権化により政策は自治体が判断

するとは言え、財政的には政府主導の縦割りの財政システムがフル稼働している。 
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３． 今後の研究における課題または問題点 

対象とした地域では、行政が主導する災害住宅の建設は、豊富な財政的な支援により計画通り進んで

いるが、一方移転事業や区画整理事業など、最終的には民間の移住により完成する事業は合意形成など

が難行して大幅におくれている。従って研究目的であるマネジメント型のコミュニティ形成を、新たな

事業地で調査していくにはさらに継続的な時間が求められる。今後の一年が研究集約の期間となる。 

 

Summary 

The Great East Japan Earthquake occurred on Friday, 11 March 2011 which was the most powerful 

earthquake ever to have hit Japan. The earthquake triggered powerful tsunami waves that reached 

heights of up to 40.5 meters in Miyako, Iwate Prefecture. 

On 11 March 2016, the newspaper of Iwate Nippou report confirmed: 21,865 deaths, 57,677 living 

in temporary houses and 174,000 refugees from the areas. 

In coastal areas, people were always aware of Tsunami during hundreds years, constructing 

sea-walls to prevent tsunami. 

In the case of Taro district in Miyako city where previously had problems of decreasing in 

population and moving toward to an aging society, were in these process of disastrous history. 

(1) 1859 were dead by the Meiji Sanriku Tsunami in 1896. 

(2) 911 were dead by the Showa Sanriku Tsunami in 1933.  

(3) No victims were found by the Chili Tsunami in 1960 because seawall in height 10m was 

constructed. 

(4) Around 200 were dead and missing by the Tsunami in 2011.  

As the most crucial issue is how to relocate stricken communities to safer (higher) ground in order 

to prevent future tsunami, the new hill side previously forest is developing for housing the people of 

Taro. 

They are following with Guidelines set by the government, which basically recommend moving 

communities to higher ground (embankment, land readjustment), reconstruction of sea-walls 

(height, scale) and evacuation of facilities in the tsunami-affected area. 

Projects of land readjustment or embankment may take a long time to reach an agreement among 

victims who have previously varying opinions from their living situation, and will have to move 

together in a group. 

In other words, a problem to be resolved is how the projects, which have a law power, can be 

implemented with unified and extended agreements by all people involved. 

In addition accelerated restoration of industries and the creation of job opportunities are 

indispensable for recovery, because the population has been rapidly decreasing in these areas since 

the disaster. 

In these days, we have been researching movements both of societies and regional economics 

happening in investigating areas and call the victims and experts concerned to have meeting to 

discuss with the problems for coping with the tough living conditions and how to make new 

management-able communities as well as taking hearings from victims. 
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ニバレノール系トリコテセンの網羅的検出系の構築 

Construction of overall detection system of nivalenol-type trichothecenes 

     

研究代表者 安藤直子（理工学部応用化学科） 

 

研究期間／平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日（３年計画の 2年目） 

キーワード／① 食の安全  Food safety 

            ② トリコテセン Trichothecene 

      ③ 生合成酵素 biosynthetic enzymes  

平成 27年度交付額／ 1,802,000円 

 

1. 研究発表／ 

・ 田中彰、杉江雄太、前田一行、中嶋佑一、島村拓実、吉田泰彦、木村真、安藤直子:「FLAG

抗体を用いたTRI7の精製と性状解析」日本マイコトキシン学会第75回学術講演会、山形

（2015年9月11日） 

・ 杉江雄太、田中彰、前田一行、島村拓実、木村真、安藤直子：「トリコテセンC-４位アセチ

ル化酵素TRI7の安定性の検証」日本マイコトキシン学会第75回学術講演会、山形（2015

年9月11日） 

・ 前田一行、越野広雪、田中彰、杉浦亮介、東海武史、佐藤真之、中嶋佑一、金丸京子、小林

哲夫、西内巧、藤村真、安藤直子、木村真：「ニバレノール生産菌の分子遺伝学－トリコテ

セン骨格の水酸化に関する解析」日本マイコトキシン学会第75回学術講演会、山形（2015

年9月11日） 

 

  2．論文発表 

・ 田中彰、安藤直子「トリコテセン系カビ毒検出法の近年の動向」JSM Mycotoxins 66(1), 63-72 

(2016) 

・ Tanaka, A, Saikawa, S, Suzuki, T, Echigo A, Maeda K, Sato M, Fujimura M, Tokai T, 

Usami R, Yoshida Y, Kimura M, Takahashi-Ando N. Acetyltransferase activity in 

Pseudomonas sp. Capable of acetylating C-4 hydroxyl group of nivalenol-type 

trichothecenes. J Gen Appl Microbiol (minor revision). 

・ Maeda K, Tanaka A, Sugiura R, Koshino H, Tokai T, Sato M, Nakajima Y, Tanahashi Y, 

Kanamaru K, Kobayashi T, Nishiuchi T, Fujimura M, Takahashi-Ando N, Kimura M. 

Hydroxylations of trichothecene rings in the biosynthesis 1 of Fusarium trichothecenes: 

an overlooked trick for evolution of the nivalenol chemotype? Environ Microbiol Rep 

(minor revision). 
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研究経過および成果の概要   

 トリコテセンはFusarium属菌などによって生産されるカビ毒であり、トリコテセンに汚染した穀

類を食した家畜やヒトに中毒症状を引き起こす。中でもnivalenol (NIV)は感度の高い抗体が作成で

きずELISAが可能でないため、簡易な検出が困難で、食の安全上問題となっている。そこで、NIV

系のトリコテセンを高感度抗体の存在する3,4,15-triacetylnivalenol (3,4,15-triANIV)に一括変換し、

ELISAで検出する系を考案した。本研究室では、C-3位とC-15位のアセチル化を行うトリコテセン

生合成酵素については、既に取得に成功している。対して、C-４位アセチル化を担うと考えられる

TRI7については、これまでどこの研究室においても異種発現が成功せず、その機能を証明すること

ができなかった。本研究室では平成26年度に、Tri7遺伝子を持たないdeoxynivalenol生産菌に遺伝

子組換えさせた菌株において、in vitro活性の確認と機能の証明に初めて成功した。しかし、本酵素

は非常に安定性が低かったため、平成27年度では、TRI7酵素の大量発現と詳しい性状解析を試み、

より安定な保存方法の構築を目指した。 

 

１．研究方法 

 deoxynivalenol生産菌である JCM9873株を親株とし、トリコテセン生合成遺伝子の最上流に位置す

る Tri5遺伝子を破壊し、さらに、FLAGを結合した Tri7遺伝子を Tef promoterの下流につないだ遺伝

子組換え株 (JCM9873 ΔTri5 Ptef Tri7)を用いて実験を行った。この株の菌糸を超音波破砕し、遠心後

の上清を FLAG-TRI7粗抽出液とした。ANTI-FLAG M2 Affinity Gelを用い、TRI7を免疫沈降法にて

精製を行った。この精製 TRI7に、基質である 3,15-diacetylnivalenol (3,15-diANIV)を 50.4 Mになる

ように添加した。30℃で 20分反応後、その反応率をHPLCで解析した。また、その粗酵素を用い、BSA

（最終濃度 0.02~2 mg/ml）の TRI7活性への影響を調べた。また、この粗酵素に 3,15-diANIVの濃度

を 4~100 µMになるように添加し、20℃で 60分反応させ、TRI7の Kmを求めた。 

 さらに、nivalenol 生産菌である MAFF111233 株を親株とし、基質を競合する Tri8 遺伝子を破壊し

た株 (MAFF111233ΔTri8) を用い、上記の株と TRI7発現を比較したところ、MAFF111233ΔTri8株の

方が高い TRI7発現を示した。そこで、この菌株を用いて大量発現を試みた。そして、5,800×g、100,000×g

で遠心することで、どの画分に TRI7が存在するかを確認した。さらにこの菌体の 100,000×gの遠心の

上清タンパク質を用いて、その安定性の確認とより適切な保存条件の検討を行った。その際、20℃、4℃、

-30℃、-80℃での常温・冷蔵・冷凍保存と、凍結乾燥後の 20℃、4℃、-30℃、-80℃での保存を行い、

保存後の活性の比較を行った。 

 

２．研究経過および成果の概要 

  TRI7の FLAG affinity gelを用いた精製の結果、精製前の FLAG-TRI7粗抽出液では基質として加

えた 3,15-diANIV とその TRI7 反応生産物である 3,4,15-triANIV と共に 4,15-diANIV や 15-ANIV が

観測されたが、精製後では 3,4,15-triANIVは観測されたものの 4,15-diANIVや 15-ANIVは観測されな

かった。これは、精製前には存在した deacetylase である TRI8 が、精製後では取り除かれていること

を示唆しており、TRI7活性の観測に障害となる酵素の除去に成功したことを示している。 

 このTRI7を-30℃にておよそ 3週間保存したところ、大幅に失活した。そこでこの失活したTRI7に、

いくつかの酵素に対して安定化や活性の増強に寄与することが知られている BSA を加え、活性が復活

するのかを調べた。その結果 BSAを 0.5 mg/ml以上添加した場合、活性が安定的に確認できた。この
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ことから、TRI7は BSA存在下で安定化されることが明らかとなった。TRI7の Kmを調べた結果、TRI7

の Kmは 43.4±5.8 Mであった。 

 MAFF111233 ΔTir8 株の粗酵素を用いた実験では、5,800×g の上清、その 100,000×g の沈殿と上清

それぞれに TRI7 活性が見られた。100,000×gの上清のタンパク質濃度が最も低かったため、不純物が

少ないと考え、この粗分画を用いてその保存による安定性を調べたところ、-80℃で凍結した場合です

ら、活性はほとんど失われてしまった。また、単なる冷凍保存よりも、凍結乾燥した後冷凍保存する方

が、若干活性が保たれることがわかった。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 TRI7をある程度効率的に発現させる系ができたものの、TRI7を安定的に保存する方法を構築でき

ていない。そのため、今後はその保存法の構築を行い、NIV系トリコテセンを網羅的に

3,4,15-triANIVに変換する系の構築を行う予定である。 

 

Summary   

  Trichothecenes are notorious mycotoxins produced by some fungi such as Fusarium graminearum 

and F. sporotrichioides. Nivalenol (NIV), one of trichothecenes found in grains infected with F. 

graminearum in Japan, needs to be controlled, however, since specific antibodies to NIV have not 

been produced, detection using ELISA has not been developed. On the other hand, antibodies 

against 3,4,15-triacetylnivalenol (3,4,15-triANIV) have been available, thus, we came up the idea to 

acetylate all NIV-type trichothecenes to 3,4,15-triANIV for ELISA. For this purpose, large-scale 

production of TRI7, which has been assumed to acetylate trichothecenes at the 4-C position, is 

required, however, because of extreme instability of TRI7, our attempt has not been successful. 

Thus, in this study, we aimed to purify and characterize TRI7 and find appropriate storage 

condition for this enzyme. 

  First, we used JCM 9873 ΔTri5 Ptef Tri7 to produce and purify TRI7, since FLAG-tagged TRI7 

was overexpressed in this strain. We purified TRI7 using ANTI-FLAG M2 Affinity Gel. To the 

purified TRI7, 50.4 µM 3,15-diacetylnivalenol (3,15-diANIV) was added as a substrate, and the 

reaction mixture was incubated at 30℃ for 20 min. The reactant was extracted by ethyl acetate 

and applied to HPLC and the reaction rate was analyzed. We found that although TRI7 was very 

unstable, the addition of BSA (>0.5 mg/l) recovered TRI7 activity which was once lost. Km of TRI7 

was estimated to be 43.4±5.8 M. 

   We also used MAFF11233ΔTir8, which expressed TRI7 much more than JCM 9873 ΔTri5 Ptef 

Tri7, and fractionated the sonicated mycelia of MAFF11233ΔTir8 by centrifugation. Supernant 

obtained by centrifugation at 5,800×g was further ultracentrifuged at 100,000×g. We measured 

TRI7 activities of the supernant obtained by centrifugation at 5,800×g, the precipitate and the 

supernant obtained by ultracentrifugation at 100,000×g, and found moderate activities in all 

fractions. The protein concentration of the supernant obtained by ultracentrifugation was lowest, 

thus, the rate of protein impurities was supposedly lowest, so we chose this fraction for later assays. 

This crude enzyme lost its activities on ice very quickly, and even after the storage at -80℃ for 3 
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months, almost no activities remained. However, it turned out that the activities remained better 

after the storage of freeze-dried samples at -80℃. 

  Although we could establish the system to express TRI7 in a certain amount, we still need to 

establish effective freeze storage technique, and also establish the method to acetylate all NIV-type 

trichothecenes to 3,4,15-triANIV for ELISA. 
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大学のマネジメントと教育改善における IRの機能に関する実証研究 

―日本・アメリカ・中国の比較 

An Experimental Study of the function of IR in the Management and Educational 

Improvement of Universities：A Comparison in Japan, the United States and China 

 

研究代表者  劉 文君（IR室） 

 

 

研究期間／平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

キーワード／①大学のマネジメント Management of universities 

             ②教育改善 Educational Improvement 

       ③IRの機能 Function of IR 

         ④日本・アメリカ・中国 Japan, the United States and China 

       ⑤比較 Comparison 

 

平成 27年度交付額／1,200,000円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

 

論文 

① 劉文君「日本的院校研究状况及其発揮的作用--与美国比較的視角」（「日本における IRの現状及び機

能―アメリカとの比較」中国高等  教育学会『中国高教研究》第 3 期、査読あり、2016年 3 月。 

② 劉文君「試論大学教育的深度与広度―従日本学生調査分析得到的啓示」（「大学教育の『深さ』と『広

さ』―日本学生調査分析からの示唆」）上海対外経済・貿易大学『教育研究』2015 年第 1 期、査読

あり、1-5頁、2015年 6月。 

著書（共著） 

① 劉文君「日本の大学における IR の現状」小林雅之編『大学の IR』pp.189-194、慶応義塾大学出版

社、2016年 4月（最終校正済）。 

 

報告書・論稿 

① 劉文君「（２）学生生活費等について ①大学学部」日本学生支援機構『平成 26年度学生生活調査分

析結果』、2016年 3月（最終校正済）。 

② 「中国高等教育の事情」『日本経済新聞』（朝刊）2015年 5月 4日付（2,000字） 

 

国内外学会発表 

① 劉文君「日本全球化教育政策与大学教育現状」（「日本におけるグローバル政策と大学教育現状）、中

国高等教育学会及び高等教育国際フォーラム、中国珠海、2015年 11月。 

② 劉文君「“高等教育研究”与“機関研究（IR）”』―日中高等教育研究機関与 IR組織的機能比較」（「『高
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等教育研究』と『機関研究（IR）』―日中高等教育研究機関と IR組織の機能の比較」）、「『IRと高等

教育総合改革』学術フォーラム及び中国高等教育学会 IR 分会 2015 年大会」中国高等教育学会 IR

分会主催、中国済南、2015年 7月 12日。 

③ 劉文君「グローバル人材育成における大学教育の効果」日本高等教育学会第 17 回大会、2015 年 6

月 27日。 

 

シンポジウム・フォーラム講演 

① 「發揮校務專業管理(IR)功能，強化辦學特色及競爭優勢」台灣評鑑協會「校務專業管理國際交流搭

橋計畫》系列講座～美日校務專業管理(IR)領航大學卓越表現～」台大法律學院霖澤館國際會議廳 

2016年 3月 22日（招聘講演） 

② 「経営課題に応える自校研究～自校発見が経営を強化する～」Rcus大学マネジメントワークショッ

プ「自校理解がマネジメント力を高める」筑波大学、2016年 2月 13日（招聘講演）。 

③ 劉文君「日本及び東洋大学におけるIRの取り組み」台湾評価協会主催 2015年高等教育校務研

究（Institutional Research)国際研討會、台湾国立大学 2015年9月21日（招聘講演）。 

④ 劉文君「東洋大学におけるIR活動とFD改善」2015年度 全国私立大学FD連携フォーラム 第1

回パネルディスカッション、法政大学市ケ谷キャンパス、2015年6月13日。 

⑤劉文君「日本高等教育国際化政策の新動向―“Top Global University Project”を中心に」中国海洋

大学、2015年 5月 25日（招聘講演）。 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

現地調査、量的、質的分析・ 

 

２．研究経過および成果の概要 

 中国では、「中国の大学における大学財政・マネジメントにおけるデータ分析の活用に関する調

査」、「中国の IR活動及び大学評価に関する調査」追加調査を行った。また、日本において、「平成

26 年度学生生活調査」（独立行政法人日本学生支援機構、国立教育政策研究所実施）結果分析を分

担し、報告書の執筆を担当した。アメリカハワイ大学マノア校、カピオラニコミュニティカレッジ、

ハワイパシフィック大学での現地調査を実施した。さらに、本大学の新入生調査、在学時調査、卒

業時調査結果の分析、GPA に関する分析を行った。 

 上述の研究活動を通じて、日本、アメリカ、中国のＩＲの現状、課題を把握し、一部を論文発表、

学会発表をした。今後 3か国の体系的な分析を行うための基礎となっている。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 日本、アメリカ、中国のＩＲの異同を明らかにする上で、さらに日本と東洋大学の大学のマネジ

メントと教育改善について更なる提言を行うのが、今後の研究の課題である。 

 

Summary 

   We conducted additional researches in China; “Use of Data Analysis on the Finance and 
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Management of Universities in China” and “IR activities and University Evaluation in China”. 

We also participated in the research “Heisei 26 student survey (MEXT)” in Japan, and took 

charge of part of analysis and report. We also conducted a field survey in American Hawaii 

Manoa University, Kapiolani Community College and Hawaii Pacific University.  

   Through these research activities, we understand the present situation and the challenges 

of IR in Japan, the United States and China, and published thesis at an academic conference. 

The results will become the basis for a further systematic analysis for those three countries. 

Challenges for Further Research 

   The challenge for further research is how to make effective proposals for IR in Japan and for 

Toyo University in order to clarifying the differences of IR in Japan, the United States and 

China. 

     

 

 

 

 

 

 


