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定性・定量融合法（mixed methods）にもとづく
日中「デジタルネイティブ」の政治意識と
ネットワーク行動に関する調査研究
Political Attitudes and Online Activities Among Japanese and Chinese
“Digital Natives” based on Mixed Methods Research.
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In considering the Japanese society in the 21st century, the relationship with East Asian countries
is crucial; however, in recent years, general social attitudes towards China and South Korea
among the Japanese have been more negative or antagonistic than positive or friendly. In
particular, harshly nationalistic discourse has been circulated on the Internet so that the terms
“Ken-chu (anti-China, hatred of China)” and “Ken-kan (anti-Korea, hatred of Korea)” have
got popular.
In this study, we have explored the political attitudes and preferences, especially, nationalistic
and xenophobic attitudes, preferences towards inclusion or exclusion of foreigners, posting of
one’s belief or opinions on news sites or BBS, and other behavioral and belief characteristics
among the Japanese. The exploration is comparative in two different ways. One is cross-cultural:
we compare the Japanese with the Chinese. The other is cross-generational: depending on
the digital natives studies, the younger generations are compared with the older ones (digital
immigrants).
Unlike most studies of this kind of subject, which are basically of political science, political
psychology, history, international relations studies and area studies, this study is based on the
academic points of socio-informatics and theoretical and methodological approaches related
to cultural anthropology. As mentioned above, this study depends on digital natives studies;
furthermore, it focus on the issue of “Online Public Opinion” from socio-informatics point of
view. We analyze a huge amount of logged data of the articles and comments on Yahoo!News
in Japan, which is the core of the formation of online public opinion among the Japanese. As
a methodology, the mixed methods, combination of qualitative and quantitative analysis, are
deployed and theoretically, this study examines the applicability of MFT, Moral Foundations
Theory, developed by Jonathan Haidt and others, to Japanese and Chinese society.
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