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アブストラクト 

本研究は第 38 回から第 48 回の各衆議院選挙（公示日から投票日）における教育に関す

る新聞報道の内容分析を行う。この期間の衆院選報道において、教育に関するどのような

争点が設定されてきたのかを検証することが研究の目的である。検証にはメディア・フレ

ームを用いてフレーミング研究を行った。また、仮説として「歴代の政権の中でもとくに

教育を国の重要課題と位置づけ改革を進める安倍政権下では、他の時期に比べメディア・

フレーム数の総量が多い」と設定した。分析には KH Coder を用い、コンピュータ・コー

ディングによる分析を行った。その結果、「学校教育フレーム」と「子育て支援フレー

ム」の２つのメディア・フレームを得た。これら２つのフレームの時系列の変遷を見たと

ころ、1986 年以降徐々にメディア・フレームの出現数が増加し、全体を大きく３つの時期

に分類できることがわかった。ターニングポイントとなったのは 2000 年と 2009 年であ

る。また、2017 年にメディア・フレームの出現数が大幅に増えることが分かった。このこ

とから、2017 年においてのみ仮説が立証された。また、本研究では、一つの試みとしてフ

レーム作成の過程を先行研究から一部アレンジしたものも作成した。結果としては、先行

研究の方法で作成したフレームと独自に作成したフレームとの間であまり差は見られなか

ったが、今後の研究方法に新たな可能性を提示できた。 
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1 背景 

 
まず現在の教育改革の動きを概観し、その歴史的な位置づけを見ていく。2012 年の総選

挙で政権に復帰した第２次安倍政権は、教育の再生を経済の再生と並ぶ国の重要課題と位

置づけ、内閣のもとに設置した教育再生実行会議を通じて、様々な教育改革に着手してき

た(小川 2015、p.40)。その一例として大学改革などが挙げられる。教育再生実行会議は

2013 年 2 月から 2017 年 6 月にかけて、大学改革も含め 10 の提言をまとめた。このような

安倍政権下における教育改革の進め方を小川は「従来の政権のそれと比較して際立ってい

る」(小川 2015、p.40)と述べている。前述のような今日の教育改革につながる改革の流

れは、「近代日本における『第三の教育改革』」(岩永 2015、p.232)に位置づけられる。

第一の教育改革は、明治維新直後の教育制度の構築を指し、第二の教育改革は戦後の教育

改革のことを指す。岩永は第三の教育改革の始まりについて「教育改革の明確な開始時期

は 1980 年代半ばの中曽根内閣の臨時教育審議会(以下、臨教審)」(岩永 2015、p.233)だ

と述べている。小川はその理由を以下のように述べている(小川 2015、pp.15-18)。戦後

から 1970 年代にかけて、高校・大学の進学率の上昇など、日本は教育の量的な拡充を目

指してきた。ところが、1970 年代以降、受験競争の激化や落ちこぼれ・不登校・校内暴力

などの教育問題が表面化した。このような社会の状況の下、教育の量的拡充から質的な改

革が目指されるようになった。以上の理由から、第三の教育改革が 1980 年代半ばから着

手されてきたのである。臨教審の下で具体的な教育制度の改革がなされることはなかった

が、臨教審の提言がその後の構造的な教育改革の基になり、2000 年以降の政治主導による

教育の構造改革につながっていく。 

次に選挙期間におけるメディア報道の役割について述べる。竹下は「メディアは日々の

報道において、比較的少数の争点やトピックを選択し、またそれらを格づけしながら提示

することで、人びとの注目の焦点を左右し、いま何が重要な問題かという人びとの判断に

影響を与える」(竹下2008、p.3)と指摘する。これはマス・メディアの「議題設定機能」

と呼ばれる。これに関して、井田は「メディアは何を論ずるべきかについて議題設定機能
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をもつことは長年にわたり指摘されている」(井田2007、p.65)と述べた上で「したがっ

て、メディアは各選挙での議題となるべき争点設定機能をもつといえる」(井田2007、

p.65)と選挙におけるメディアの役割に言及している。すなわち、メディアは選挙時にお

いて、有権者に争点を整理して提示する役割を担っている。このことはメディアによって

伝えられる情報が有権者の投票態度を決定する１つの要因となる可能性を示唆している。 

以上をうけ、本研究では衆院選のメディア報道において教育をテーマとして選択した。

その理由を以下で３点述べる。１点目は、教育というテーマの重要性である。教育は国の

根本を作るという点で重要であり、また国民に直接関わるため有権者の注目度も大きいと

言える。実際、平成27年に実施された内閣府の世論調査によると回答者の約80％が「教育

についてのニュースや話題」に関心があるとしている。２点目は争点としての教育の特殊

性である。一口に教育と言えども、その内容は幅広い。まず大きく国の政策と教育現場の

２つに分けられる。国の政策にはさらに３つの側面がある。教育課程のような教育内容の

側面、教育費・学級人数のような教育環境の側面、大学入試制度改革のような教育システ

ムという側面である。一方で教育現場は、学力問題、いじめ問題、教員の問題など多くの

問題を抱えている。また、幼児教育から大学教育まで期間に幅があり、それぞれのフェー

ズで政策の受益者が異なる。このような点で、賛成反対の態度を取りやすい消費税や憲

法、安全保障のような他争点とは性格が異なる。したがって、メディアが教育に関する報

道をする際には、数ある側面の中のどこに争点を設定するかによって、有権者の教育政策

の認識に大きな影響を与える。３点目は、第三の教育改革が本格的に始まったのが1980年

代半ばであり、本研究の対象期間(1986年～2017年)と一致しているからである。第三の教

育改革の流れと衆院選の関係性を追うことができると考えた。 
 

 

2 調査目的 

 
本研究の目的は、第 38 回から第 48 回の各衆議院選挙（公示日から投票日）期間中の報

道において、教育に関するどのような争点が設定されてきたのかを検証することである。

検証においてはメディア・フレームを用いたフレーミング研究を行う。メディア・フレー

ムの有用性について柳瀬は「メディア・フレームは、メディアがある事象を取り上げると

き、どのような場面を選択し、どのような報道の枠組みを用いて顕出させるのかといっ

た、メディアの報道の仕方を探るための分析道具としては重要な概念である」(柳瀬

2012、p.64)と述べる。本研究では、検出されたメディア・フレームをメディアが設定し

た争点だと仮定する。その上で、メディア・フレームの時系列変化、すなわちメディアが

設定した争点の変遷を明らかにする。 

分析に先立ち、本研究では仮説を設定した。それは「歴代の政権の中でもとくに教育を

国の重要課題と位置づけ改革を進める安倍政権下では、他の時期に比べメディア・フレー

ム数の総量が多い」という仮説である。これは政権の教育政策への取り組み具合とメディ

アの報道量は比例するのではないかという考えに基づく。安倍政権下で行われたのは第 47

回、第 48回総選挙である。 

以上の仮説を検証することで、選挙時におけるメディアの教育に関する争点設定を明ら

かにできると考える。 
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3 方法 

3-1  分析対象 

 
本研究では、教育に関して扱った新聞記事を対象とする。分析対象紙には『朝日新聞』

と『読売新聞』を選定した(以下、朝日新聞を朝日、読売新聞を読売とする)。この 2 紙の

選定理由としては、両紙が発行部数と知名度から 2 大全国紙と言えるからである。分析期

間は、1986 年から 2017 年までの 11 回の衆院選における公示日から投票日当日までを扱

う。なお、読売新聞は 1986 年の該当期間におけるデータベースが存在しなかったため、

1990 年以降の衆院選を対象としている。本研究では衆院選が行われた年ごとの傾向を分析

することが目的であるため、朝日と読売の記事を合わせて用いた。 

記事の収集には朝日新聞の記事データベースである「聞蔵Ⅱビジュアル」、読売新聞の

記事データベースである「ヨミダス歴史館」を用いる。検索語は朝日を「（衆院選 + 選

挙）& 教育」、読売を「（衆院選 OR 選挙）AND 教育」とした。検索の結果、記事総数は

朝日が 476 件、読売が 346 件であった。詳細な検索条件は以下の通りである。 

 
*聞蔵Ⅱビジュアル 

- キーワード：（衆院選 ＋ 選挙）& 教育 (※ 異体字/同義語を含めて検索) 

- 発行日:  表-1 を参照 

- 検索対象: 見出しと本文と補助キーワード    

- 朝夕刊 

- 本紙  

- 発行社:東京  

 

*ヨミダス歴史館 

 - 検索語:(衆院選 OR 選挙) AND 教育 

  - 検索方式:全文検索(言葉の揺らぎを含めて検索) 

- 検索期間: 表-1 を参照 

 - 全国版 

 - 分類選択:すべて 

(ヨミダス歴史館の場合、検索語を入力する段階では発行社を選べない。そのため、検索した後に東

京で発行された記事以外を排除した。) 

 

 

さらに、検索結果の記事のうち、本研究の目的に沿わないと判断した記事（基準は後

述）はコンタミネーションとして除去した。コンタミネーション除去後の対象記事総数は

朝日が 158 件、読売が 150 件となった。コンタミネーションとして除去した割合(少数第

二位を四捨五入)は、朝日が 67％、読売が 57%である。コンタミネーションとして除去し

た記事のうち、機械的に排除できる「候補者のリスト」「参院選候補者アンケート(1986

年朝日)」「世論調査(読売)」「海外についての記事」「国民審査」「インデックス（朝

日）」の合計は、朝日が 136 件(コンタミネーションとした朝日記事のうち 43%)、読売が

92 件(コンタミネーションとした読売記事のうち 47%)であった。コンタミネーションが多

かった理由には「選挙」「教育」というキーワードの抽象度が高いことが考えられる。 

コンタミネーションの除去判断基準は以下の通りである。 

 

・該当する衆院選に言及されていない。(例：海外記事/国民審査/AKB 総選挙/過去の選挙) 
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・該当する衆院選に言及された記事だが、教育に関する文脈でもなく、単に「教育」とだけ

触れられ、詳しい言及がない。 

（例：他の争点と並列で用いられている場合） 

（ただし、記事内に 1 度でも「教育費」「道徳教育」「教育減税」「いじめ」など具体的

に教育に言及されている言葉が登場した場合は分析対象とする） 

・候補者リスト 

・参院選候補者アンケート(1986 年朝日) 

・世論調査(読売) 

 ・インデックス（朝日のみ） 

 

なお、記事一覧を本研究の付録 2 として添付している。その中で、コンタミネーションと

して排除した記事については、記事タイトルの横に×印をつけ、コンタミネーションであ

ることを明示しておいた。 

 

分析対象期間と検索結果については表-1 に、記事数の比較については図-1 に記載し

た。また、「衆院選」or「選挙」という語が含まれる記事の総数をだし、（「衆院選」or

「選挙」）& 教育という語が含まれる記事の総数(コンタミネーション排除後)を割った。

その割合を算出した結果が表-2 である。 
 

表-１ 分析対象期間と検索件数 ※()はコンタミネーション除去前の数値。なお、読売新聞は 1986 年の該当期間

がデータベースの収蔵対象外だった。 

 

 

期間 朝日新聞 読売新聞
第38回総選挙　1986年6月21日～1986年7月6日 13(53) 0
第39回総選挙　1990年2月3日～1990年2月18日 3(27) 4(31)
第40回総選挙　1993年7月4日～1993年7月18日 3(28) 2(19)
第41回総選挙　1996年10月8日～1996年10月20日 2(22) 3(34)
第42回総選挙　2000年6月13日～2000年6月25日 10(35) 22(47)
第43回総選挙　2003年10月28日～2003年11月9日 13(31) 13(32)
第44回総選挙　2005年8月30日～2005年9月11日 13(53) 11(24)
第45回総選挙　2009年8月18日～2009年8月30日 23(54) 20(32)
第46回総選挙　2012年12月4日～2012年12月16日 13(53) 8(27)
第47回総選挙　2014年12月2日～2014年12月14日 15(39) 13(26)
第48回総選挙　2017年10月10日～2017年10月22日 50(81) 54(74)
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図-1 対象記事数の比較 

 

表-2 衆院選記事総数と教育関連記事の総数、教育関連記事が全体に占める割合 

 
 

 

3-2  分析の手続き 

  

読売＋朝日<総数> 朝日＋読売＜教育＞ 教育/総数の割合

1986 406 13 3.20%

1990 1113 7 0.63%

1993 1182 5 0.42%

1996 1106 5 0.45%

2000 998 32 3.20%

2003 809 26 3.21%

2005 1019 24 2.35%

2009 1050 43 4.09%

2012 1037 21 2.03%

2014 946 28 2.96%

2017 948 104 10.97%

小計 10614 308 2.90%
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本研究では KH Coder（樋口、2014）を用いて、コンピュータ・コーディングを行った。

KH Coder は樋口耕一が開発した、計量テキスト分析やテキストマイニングを行うことがで

きる分析ソフトである。本研究では、分析対象の新聞記事の中から、次の手続きによって

分析に使用する語の抽出を行った。 

 まず、前処理の複合語の検出を実行した。このコマンドにより、教育に関連する語で、

「教育費」のように「教育」と「費」に分類されればニュアンスが大きく変わるものは強

制抽出語とした。同様に「教育基本法」を強制抽出した。なお、分析を行う際には名詞 B

（ひらがなのみの語）はデフォルトで除外されるため、抽出語リストの名詞 B を確認し、

教育に関する語として「いじめ」を強制抽出語とした。強制抽出した語は以上の３つであ

る。一方で使用しない語も１つのみ、「写真」を設定した。記事の内容に関係しないが

190 回も登場するためである。 

 さらに、本研究で使用する品詞を選定するため、すべての品詞を含んだ状態で前処理を

行い、品詞別の一覧から出現数上位 10語を抜き出し表-3 を作成した。 

 

表-3 品詞別上位 10語（黄色：使用、青：不使用） 

 
 

表-3 から、出現回数などを考慮し、本研究で使用する品詞は名詞（漢字を含む 2 文字以上

の語）、サ変名詞（名詞＋サ変接続）、形容動詞、固有名詞、組織名、人名、地名、ナイ

形容（名詞＋ナイ形容詞語幹）、タグ（強制抽出語）、動詞、形容詞とした。なお、登場

回数の多い副詞可能、動詞 B、形容詞 B、副詞 B などを除外した理由は、その語単体では

意味を成さない場合が多いためである。 
 本研究における集計単位は、先行研究である柳瀬の研究に倣い(柳瀬 2012、p.66)、すべ

ての分析において「段落」に設定した。 
以上の手続きを踏まえた上で、KH Coder で前処理の実行を行った。対象となる記事本

文中の総抽出語数は 449,105 語、異なり語数は 14,887 語、段落数は 12,614 となった。 

 

3-3  分析の方法 

  

まず、分析対象の記事の中で多く用いられている語を調べるため、頻出語の上位 150 語

名詞 サ変名詞 形容動詞 固有名詞 組織名 人名 地名 ナイ形容
社会 1032 教育 1427 必要 536 創 19 自民党 718 安倍 389 日本 964 問題 705
政治 975 選挙 1160 安全 309 尖閣諸島 15 衆院 652 小泉 247 東京 324 違い 88
政権 934 改革 952 平和 259 さいたま 14 民主党 571 鳩山 111 米 279 仕方 23
政策 917 消費 823 自由 186 君が代 14 自民 440 志位 105 日 207 間違い 14
国民 855 保障 685 可能 183 平成 12 公明 277 小池 94 北朝鮮 169 頼り 6
憲法 835 公約 555 重要 162 インド洋 10 公明党 260 森 83 大阪 129 とんでも 5
経済 715 支援 540 安定 151 ＰＫＯ 8 自衛隊 237 岡田 82 沖縄 99 申し訳 4
制度 690 改正 508 不安 136 ソ 7 共産 218 神崎 79 福島 97 限り 2
首相 680 実現 508 新た 119 石垣島 7 共産党 181 土井 77 イラク 88 容赦 2
年金 629 代表 497 明確 112 サザエさん 5 社民 177 小沢 61 アジア 84 しかた 1
副詞可能 未知語 タグ 感動詞 動詞 形容詞 副詞 名詞B
今 292 アベノミクス 109 教育基本法 106 お 18 言う 405 多い 200 本当に 70 もと 46
今回 263 ＴＰＰ 42 教育費 101 な 15 思う 405 高い 156 最も 68 こころ 42
将来 230 ＩＴ 30 いじめ 100 う 13 考える 359 新しい 141 特に 62 めど 37
前 218 ＯＤＡ 23 ま 8 訴える 343 大きい 141 初めて 55 ゆとり 37
すべて 147 ょ 22 と 7 掲げる 324 強い 139 同時に 54 そのもの 26
結果 118 那 21 ノー 5 進める 307 少ない 103 当然 40 くらし 17
時間 117 エネ 19 エイ 4 行う 276 厳しい 96 必ず 40 がん 15
全体 114 ＦＴＡ 18 あ 3 示す 249 若い 81 全く 37 きっかけ 15
多く 111 ツイッター 18 え 3 求める 242 低い 76 直ちに 30 すべ 15
いま 97 プライマリーバランス18 はい 3 目指す 240 良い 57 実際 29 ばらまき 14
動詞B 形容詞B 副詞B 名詞C 否定助動詞 形容詞（非自立）
する 9939 ない 725 どう 382 税 908 ない 3300 ほしい 163
なる 1392 よい 89 さらに 105 党 742 ぬ 412 いい 115
ある 1333 いい 85 そう 94 国 521 ん 146 やすい 67
できる 710 ふさわしい 27 もっと 82 人 378 まい 10 よい 42
いう 507 おかしい 21 まず 81 声 179 にくい 40
いる 237 うれしい 15 しっかり 64 道 125 欲しい 20
やる 181 うまい 13 もう 63 力 124 良い 9
つくる 145 ほしい 9 これから 52 図 109 難い 8
よる 117 しんどい 5 まだ 48 会 105 づらい 7
めざす 110 そぐわない 5 こう 45 親 101 がたい 2
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をリストアップした。次に、これら抽出語を用いて階層的クラスター分析を行った。階層

的クラスター分析を行うことで、頻出語同士の記事の中での関係性を把握することができ

る。 

次に、メディア・フレームの文書を記事中から取り出すためにコーディング・ルールを

作成した。本研究ではコーディング・ルールを２種類作成する。1 つ目は、先行研究であ

る柳瀬の方法を踏襲したものである(柳瀬 2012、pp.66-71)。柳瀬はクラスター分析で分類

された各クラスターを、構成語の少ないものに関しては２つのクラスターを統合して、残

りは単独のクラスターでメディア・フレームを作成した。なお、各クラスターを構成する

語はすべて用いる。本研究では、この先行研究に倣った方をコーディング・ルールⅠとす

る。また、コーディング・ルールⅠにより抽出されたメディア・フレームをメディア・フ

レームⅠとする。 

2 つ目は本研究での試みとして、柳瀬の方法に若干のアレンジを加えたものである。柳

瀬の研究と共通する点は、クラスター分析で分類された各クラスターを用いてメディア・

フレームを作成することである。異なる点は、各クラスターにそのクラスターを構成する

語の関連語を加えたことである。つけ加える関連語を選ぶ基準としては、関連語検索で表

示された語の 1 番と 2 番のうち、Jaccard 係数が 0.1 以上の語とした1。この基準で付け加

えられた語は 5 語であった。本研究独自のコーディング・ルールの作成を試みた理由とし

ては、柳瀬が論文において、自身の手法の改善の可能性を示唆していたことが挙げられ

る。この点に関して柳瀬は論文の中で「今後の課題は、計量テキスト分析の信頼性とメデ

ィア・フレームの妥当性の問題である」(柳瀬 2012、p.74)と述べ、さらに「明確なコーデ

ィング・ルールを規定することが、今後の検討課題であると思われる」(柳瀬 2012、p.74)
と述べている。そこで、本研究では 1 つの試みとして、関連語の中でもとくに関連してい

ると思われる上位２つの語のうち Jaccard 係数が 0.1 以上の語を付け加えることで、メデ

ィア・フレームで語られていることをより明確にしようとした。本研究では、こちらの独

自に設定した方をコーディング・ルールⅡとする。また、コーディング・ルールⅡにより

抽出されたメディア・フレームをメディア・フレームⅡとする。 

ただし、本研究では教育関連の報道を追うため、どちらのコーディング・ルールにおい

ても、分析には「教育」に有意なクラスター2 つ(詳しくは後述)を使用した。また、コー

ディング・ルール内の語の接続の基準は、両者ともに先行研究である柳瀬の方法を踏襲し

た(柳瀬 2012、p.66)。柳瀬の方法とは、コーディング・ルール作成時に、メディア・フレ

ームを構成する語同士の関係性を「and」と「or」で結ぶというものである。柳瀬は抽出

された語を、①名詞的な働きをするもの（名詞、名詞 B、名詞 C、固有名詞、組織名、人

名、地名）、②動詞的な働きをするもの（サ変名詞、動詞）、③形容詞・形容動詞的な働

きをするもの（形容動詞、ナイ形容、形容詞）の 3 つのグループに分類し、同じグループ

内の品詞は「or」で結び、3 つのグループ間を「and」で結んだ。こうすることで、恣意的

                                                      
1樋口は KH coder 掲示板において「なかなか一概には書きにくいのですが、無理やりに書きますとこうし

た感じでしょうか。0.1→関連がある 0.2→強い関連がある 0.3→とても強い関連がある」と述べてい

る。 
樋口耕一「『KH Coder 掲示板』［No.1241］RE: Jaccard 係数の読み方（大きさ）」投稿日

2012/12/24(Mon)(http://koichi.nihon.to/cgi-

bin/bbs_khn/khcf.cgi?mode=find&list=&word=Jaccard%8CW%90%94%81%40%8B%AD%82%A2%8A

%D6%98A&cond=AND&view=30)（2018 年 1 月 25 日アクセス） 
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なコーディング・ルールの作成を防ぐことができる。本研究も以上のようにして、コーデ

ィング・ルールを作成した。その後、KH Coder でコーディング・ルールⅠとⅡをそれぞれ

読み込み、文書検索で記事中での各メディア・フレームの用いられ方を検索し、実例を示

した。また、各メディア・フレームの文書数を量的に把握した。 

最後に、抽出されたメディア・フレームⅠとⅡについて、各選挙とのクロス集計を行い

それぞれの時系列変化を明らかにした。時期は、衆院選が行われた年を基準とする。 

 

 

4  結果 

4-1 頻出語 

 

対象記事の頻出語上位の 150 語は、表-4 に記載される通りである。教育に特徴的な語と

しては、「教育」(1,427 語)「子ども」(497 語)「子育て」(344 語)「保育」(314 語)「学

校」(283 語)「大学」(247 語)「高校」(242 語)「児童」(225 語)「授業」(185 語)が挙げ

られた。 

 

表-4 記事中に頻出した上位 150 語  

 
 

 

 

4-2 クラスター分析による分類 

 

 次に、表-4 の頻出語上位 150 語を用いて、階層的クラスター分析 (Jaccard 距離、Ward

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
教育 1427 実現 508 訴える 343 基本 274 予算 235 復興 193
選挙 1160 子ども 497 企業 342 事業 272 変える 233 見る 192
社会 1032 代表 497 希望 337 議論 263 児童 225 福祉 192
政治 975 負担 493 掲げる 324 推進 263 批判 223 実施 190
日本 964 財政 475 東京 324 関係 262 規制 222 確保 189
改革 952 無償 445 景気 321 維新 261 税率 221 自由 186
政権 934 自民 440 保育 314 公明党 260 守る 219 拡大 185
政策 917 民主 434 政府 310 平和 259 演説 218 授業 185
国民 855 投票 430 安全 309 主義 257 共産 218 保守 185
憲法 835 所得 409 進める 307 郵政 257 国際 217 調査 184
消費 823 言う 405 医療 306 介護 256 給付 215 働く 184
自民党 718 思う 405 高齢 301 見直し 255 責任 213 可能 183
経済 715 生活 397 廃止 301 民営 252 具体 212 共産党 181
問題 705 増税 397 地域 300 示す 249 女性 210 行政 181
制度 690 対策 391 野党 300 世代 249 立憲 210 創設 181
保障 685 安倍 389 外交 296 国会 248 与党 208 出る 178
首相 680 反対 389 強化 291 環境 247 労働 208 拡充 177
衆院 652 財源 388 学校 283 小泉 247 日 207 社民 177
年金 629 各党 384 保険 281 大学 247 手当 205 有権者 177
民主党 571 政党 380 党首 280 求める 242 公共 203 引き上げ 176
公約 555 原発 375 米 279 高校 242 持つ 201 時代 176
支援 540 雇用 374 公明 277 削減 241 多い 200 成長 176
必要 536 候補 368 導入 277 主張 240 若者 199 税制 173
地方 525 考える 359 委員 276 目指す 240 争点 199 充実 172
改正 508 子育て 344 行う 276 自衛隊 237 議員 198 増える 172
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法)2を行った3。分析では図-2 のようなオプションを設定した。最小出現数は 150 番目「増

える」の出現回数 172 に設定した。品詞による語の取捨選択はすべてを選択し、前処理で

選別したものをすべて用いた。その他の項目はデフォルトで設定した。また、クラスター

数は図-3の併合水準から 12 個に設定した。 

 

 
図-2 クラスター分析オプション 

 

 
図-3 併合水準 

 

クラスター分析の結果は表-5 のようになった。デンドログラムは末尾の付録 1 に記載し

ている。 

                                                      
2 クラスター分析のオプション(Jaccard 距離、Ward 法)については柳瀬の研究を参考にし

た(柳瀬 2012、p.67) 
3 150 番目の「増える」を関連語検索すると、最も関連している語が「保育」(Jaccard 係数

0.07)であった。分析対象語数を 150 語から絞る理由はないため、このまま手を加えずに分

析を行った。 
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表-5 クラスター分析による分類 

 
 

 

以下では、各クラスターの傾向を観察する（表-5 参照）。クラスター内の語だけでは傾

向がつかみにくい場合は「関連語検索」を使用し、関連語も含めてそのクラスターの傾向

を判断した。 

 クラスター１は、「教育」「大学」「高校」「授業」といった語が集まり、広く学

校教育のことを示す報道であるといえる。また、「無償」があることから、学校教

育の中でもとくに教育の無償化について指していると考えられる。 

 クラスター２は「子育て」「女性」「働く」「保育」「支援」などから幼児教育や

子育てに関連する報道だといえる。また、「子ども」「児童」「手当」は子ども手

当と児童手当を指すと考えられ、子育ての中でも特に経済的な負担の軽減を示す報

道であるといえる。 

 クラスター３は「医療」「介護」「年金」などの語があることから、社会保障を示

す報道であるといえる。 

 クラスター４は「消費」「増税」など、税金に関する報道だといえる。 

 クラスター５は「国会」「議員」「財源」「雇用」「労働」「学校」「環境」「福

祉」といった様々な領域にわたる語が見られる。他方で、「削減」「拡充」「見直

し」「拡大」「規制」「進める」「廃止」「推進」「強化」などの改革や変化の方

向性を示唆する語も見られる。したがって、クラスター全体では、選挙において語

られる制度改革についての報道だといえる。 

 クラスター６は「予算」「景気」「財政」「経済」「成長」といった語が集まり、

国の財政や経済についての報道であるといえる。 

 クラスター７は「関係」「米」「日」の３語で表されているため、その他の関連後

の検索を行った。その結果、「関係」は「中国」(出現数 51、0.0682)「米国」(出現

数 69、0.0563)といった語と関連が見られ、「米」は「同盟」(出現数 54、

0.2044)、「日」も「同盟」(出現数 54、0.2363)と強い関連が見られた。したがっ

て、クラスター７は国際関係の中でもとりわけ日米関係に焦点を当てた報道だとい

える。 

 クラスター８は「外交」「安全」「保障」「自衛隊」「憲法」などの語が集まって

クラスター番号 構成する語 構成数

クラスター１ 無償、教育、大学、高校、授業 5

クラスター２ 増える、保育、女性、働く、支援、子育て、子ども、児童、手当 9
クラスター３ 高齢、医療、介護、創設、負担、保険、制度、年金 8
クラスター４ 消費、増税、税率、引き上げ 4

クラスター５
削減、国会、議員、給付、拡充、財源、確保、実施、調査、税制、見直し、行う、
拡大、所得、導入、規制、進める、行政、地方、廃止、企業、雇用、労働、地
域、学校、推進、政府、目指す、環境、福祉、強化、充実

32

クラスター６ 予算、事業、公共、景気、対策、財政、経済、成長 8
クラスター７ 関係、米、日 3
クラスター８ 社会、保障、外交、安全、憲法、改正、国際、自衛隊、守る、基本、平和 11
クラスター９ 共産、社民、維新、立憲、希望、自民、公明、民主、主義、保守、自由 11
クラスター１０ 郵政、民営 2

クラスター１１
批判、野党、与党、首相、安倍、政権、民主党、自民党、公明党、委員、共産
党、党首、主張、代表、訴える、演説、東京

17

クラスタ－１２

公約、掲げる、政策、各党、争点、衆院、有権者、政党、候補、原発、復興、具
体、示す、責任、持つ、実現、生活、反対、可能、世代、若者、投票、日本、政
治、選挙、問題、国民、改革、見る、小泉、言う、変える、思う、考える、求め
る、多い、時代、出る、議論、必要

40
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おり、安全保障関連法などの安全保障についての報道であると考えられる。 

 クラスター９は「民主」「自民」「公明」「維新」「立憲」「希望」「共産」など

の政党を指し示す語が集まり、また「保守」といった語があることから、政党につ

いてや政党の立場を示す報道であるといえる。 

 クラスター１０は「郵政」「民営」なので、小泉元首相が 2005 年の総選挙で訴えた

郵政民営化についての報道であるといえる。 

 クラスター１１は「自民党」「民主党」「与党」「野党」といった政党を表す語が

あり、また「批判」「訴える」「演説」という語があることから、候補者による選

挙演説について報道したものだといえる。 

 クラスター１２は「原発」や「小泉」といった具体的な語が見られる一方で、「公

約」「掲げる」「争点」「具体」「示す」「責任」「持つ」「議論」「必要」とい

った選挙の説明や新聞の意見を示す語が集まっている。したがって、クラスター１

２は選挙全体についての報道であると考えられる。 

 

 

4-3 メディア・フレームの抽出 

4-3-1 クラスター分析から抽出(メディア・フレームⅠ) 

 

次に、作成したクラスターをもとにメディア・フレームの抽出を行った。クラスター分

析による分類の結果、クラスター１と２が教育や子育てに関するクラスターであることが

読み取れる。本研究では、衆院選における教育関連の報道を分析対象とするため、クラス

ター１と２を研究に有意なクラスターとする4。 

クラスター１は構成語に「無償」を含んでいるものの、クラスター全体としては広く学

校教育について報じられていると考えられ、この報道の枠組みを「学校教育フレーム」と

した。クラスター２は幼児教育や子育てに関連しており、「支援」や「手当」といった語

が使用されていることから、子育て支援について報じられていると考えられ、この報道の

枠組みを「子育て支援フレーム」とした。コーディング・ルールは以下のようになった。 

 

*学校教育フレーム 

( 無償 or 大学 or 高校 ) and ( 教育 or 授業 ) 

 

*子育て支援フレーム 

( 子ども or 児童 or 女性 ) and ( 手当 or 支援 or 子育て or 保育 or 働く or 増え

る ) 

 
 以下では、抽出したメディア・フレームが実際の記事の中でどのように用いられている

                                                      
4本研究では教育以外のクラスターが多数出現した。以下で考えられる理由を述べる。分析

対象の節で述べたように、記事の検索語として朝日では「（衆院選 ＋ 選挙）& 教育」、

読売では「(衆院選 OR 選挙) AND 教育」と設定した。しかし、多くの場合、各選挙記事

内で「教育」について言及されている箇所は一部分にとどまった。中には一行しか言及さ

れていない記事も見られた。したがって、「教育」と検索したのにも関わらず、教育以外

の内容も多く含まれていると考えられる。 
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か示した。 

 学校教育フレームが抽出された記事： 

 「各党はパンフレットなどでそれぞれの教育政策を掲げている。ほとんどの党

が、『いじめ』克服、生涯学習社会の建設、受験地獄解消などを訴えており、有

権者にとって各党の独自の教育政策が何かを判別するのは決して容易ではない。

社会党が提唱している大学入試の『共通１次』廃止論はそれ自体、首相の構想と

きわめて似かよったものだ。」（『朝日新聞』、1986 年 7 月 1 日） 

 「教育分野でも、高校の授業料の無償化や、給付型の奨学金の導入を各党が公約

で競う。誰でも教育が受けられるようにすることは、貧困と格差の再生産を防ぐ

ためにも欠かせない。」（『朝日新聞』、2009 年 8 月 24 日） 

 子育て支援フレームが抽出された記事： 

 「『待機児童ゼロを目指し、保育所を緊急整備する』『空き教室などを活用して

保育所を増やす』。衆院選での各党の公約では、保育所の増設が目を引く。でも

水野さんは、『規制を緩和すれば数は増えるかもしれないけれど、働きやすい環

境と保育の質を確保しないと意味がない。候補者には分かってもらえているでし

ょうか』と思っている。」（『読売新聞』、2009 年 8月 26 日） 

 「例えば、来春から始まる『子ども・子育て支援新制度』をどこまで重視する

か。子育てにかかる『費用』で最も大きいのは、実は妊娠・出産を機に退職した

ことで失う収入だ。第１子出産後も働き続ける女性は４割に満たない。新制度に

よって保育サービスの抜本的な拡充が期待されるが、消費税率の引き上げ延期で

支援メニュー全ての実現は不透明になった。保育の受け皿や支援策をどう確保す

るか。大事な論点だ。」（『読売新聞』、2014 年 12 月 07 日） 

 「民主党（当時）が子ども手当の創設や高校無償化を公約にした２００９年の総

選挙では、２０代の投票率が５０％近くに上がりました。また、今年９月に安倍

晋三首相が衆院解散を表明した記者会見で幼児教育を無償化する考えを示した直

後の読売新聞の世論調査では、１８～２９歳の５割強が比例選挙の投票先に自民

党を挙げていました。」（『朝日新聞』、2017 年 10 月 14 日） 

 

4-3-2 クラスター分析と関連語検索による抽出(メディア・フレームⅡ) 

 
次に、作成したクラスターに関連語を付け加え、メディア・フレームの抽出を行った。

使用するクラスターは、前述のとおりクラスター１と２である。まずは、クラスター１と

２の構成語すべてにおいて関連語検索を行った。その結果が表-6 と表-7 である。なお、

結果は関連語の 5 位まで示し、1 位の語と 2 位の語のうち Jaccard 係数が 0.1 以上の語を

灰色で網掛けして表示した。 

 

表-6 クラスター１の構成語の関連語 
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表-7 クラスター２の構成語の関連語 

 
 

以下で、クラスター分析と関連語検索で抽出した語の特徴を見ていく。表-6 で灰色に網

掛けされた語のうち、クラスター１の構成語でないものは「幼児」「奨学」「進学」「減

免」の 4 語である。クラスター１の構成語と合わせると、「無償」「教育」「大学」「高

校」「授業」「幼児」「奨学」「進学」「減免」の 9 語になった。クラスター１のみの時

とは異なり、「奨学」「減免」といった語が追加されたことで、教育費の経済的な負担軽

減という色合いが濃くなったと考えられる。また「幼児」があることで、指し示す教育の

領域が広くなった。したがって、この報道の枠組みを「教育費負担フレーム」とする。表

-7 で灰色に網掛けされた語のうち、クラスター２の構成語でないものは「待機」の 1 語の

みである。クラスター２の構成語と合わせると、「子ども」「児童」「女性」「手当」

「支援」「子育て」「保育」「働く」「増える」「待機」の 10 語になった。「待機」は

無償 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad 教育 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad
1 幼児 名詞  132 (0.010)  115 (0.320) 0.3059 1 無償 名詞  359 (0.028)  248 (0.250) 0.2246
2 教育 サ変名詞  993 (0.079)  248 (0.691) 0.2246 2 幼児 名詞  132 (0.010)  128 (0.129) 0.1284
3 高校 名詞  219 (0.017)  86 (0.240) 0.1748 3 学校 名詞  234 (0.019)  110 (0.111) 0.0985
4 授業 サ変名詞  159 (0.013)  73 (0.203) 0.164 4 公約 サ変名詞  466 (0.037)  116 (0.117) 0.0864
5 保育 サ変名詞  213 (0.017)  62 (0.173) 0.1216 5 問題 ナイ形容  608 (0.048)  116 (0.117) 0.0781

大学 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad 授業 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad
1 奨学 名詞  116 (0.009)  36 (0.187) 0.1324 1 高校 名詞  219 (0.017)  68 (0.428) 0.2194
2 進学 サ変名詞  49 (0.004)  27 (0.141) 0.1262 2 減免 サ変名詞  40 (0.003)  30 (0.189) 0.1775
3 高校 名詞  219 (0.017)  43 (0.224) 0.1168 3 無償 名詞  359 (0.028)  73 (0.459) 0.164
4 授業 サ変名詞  159 (0.013)  27 (0.141) 0.0833 4 奨学 名詞  116 (0.009)  35 (0.220) 0.1458
5 入試 名詞  21 (0.002)  16 (0.083) 0.0812 5 私立 名詞  40 (0.003)  23 (0.145) 0.1307

高校 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad
1 授業 サ変名詞  159 (0.013)  68 (0.311) 0.2194
2 無償 名詞  359 (0.028)  86 (0.393) 0.1748
3 大学 名詞  192 (0.015)  43 (0.196) 0.1168
4 私立 名詞  40 (0.003)  26 (0.119) 0.1116
5 公立 名詞  41 (0.003)  22 (0.100) 0.0924

子ども 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad 子育て 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad
1 手当 サ変名詞  166 (0.013)  91 (0.222) 0.1876 1 支援 サ変名詞  462 (0.037)  122 (0.409) 0.1912
2 子育て サ変名詞  298 (0.024)  55 (0.134) 0.0842 2 世代 名詞  212 (0.017)  45 (0.151) 0.0968
3 支援 サ変名詞  462 (0.037)  64 (0.156) 0.0792 3 子ども 名詞  410 (0.033)  55 (0.185) 0.0842
4 保育 サ変名詞  213 (0.017)  45 (0.110) 0.0779 4 手当 サ変名詞  166 (0.013)  34 (0.114) 0.0791
5 教育 サ変名詞  993 (0.079)  94 (0.229) 0.0718 5 児童 名詞  187 (0.015)  34 (0.114) 0.0754

児童 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad 保育 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad
1 待機 サ変名詞  94 (0.007)  90 (0.481) 0.4712 1 待機 サ変名詞  94 (0.007)  46 (0.216) 0.1762
2 手当 サ変名詞  166 (0.013)  65 (0.348) 0.2257 2 児童 名詞  187 (0.015)  56 (0.263) 0.1628
3 保育 サ変名詞  213 (0.017)  56 (0.299) 0.1628 3 認可 サ変名詞  40 (0.003)  35 (0.164) 0.1606
4 解消 サ変名詞  114 (0.009)  41 (0.219) 0.1577 4 幼稚園 名詞  61 (0.005)  36 (0.169) 0.1513
5 認可 サ変名詞  40 (0.003)  19 (0.102) 0.0913 5 無償 名詞  359 (0.028)  62 (0.291) 0.1216

女性 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad 働く 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad
1 働く 動詞  157 (0.012)  31 (0.199) 0.1099 1 女性 名詞  156 (0.012)  31 (0.197) 0.1099
2 保育 サ変名詞  213 (0.017)  32 (0.205) 0.095 2 正社員 名詞  50 (0.004)  16 (0.102) 0.0838
3 育児 サ変名詞  57 (0.005)  18 (0.115) 0.0923 3 仕事 サ変名詞  111 (0.009)  20 (0.127) 0.0806
4 出産 サ変名詞  41 (0.003)  13 (0.083) 0.0707 4 保育 サ変名詞  213 (0.017)  27 (0.172) 0.0787
5 男性 名詞  44 (0.003)  12 (0.077) 0.0638 5 増える 動詞  154 (0.012)  17 (0.108) 0.0578

手当 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad 増える 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad
1 児童 名詞  187 (0.015)  65 (0.392) 0.2257 1 保育 サ変名詞  213 (0.017)  24 (0.156) 0.07
2 子ども 名詞  410 (0.033)  91 (0.548) 0.1876 2 減る 動詞  75 (0.006)  14 (0.091) 0.0651
3 支給 サ変名詞  101 (0.008)  42 (0.253) 0.1867 3 働く 動詞  157 (0.012)  17 (0.110) 0.0578
4 制限 サ変名詞  75 (0.006)  23 (0.139) 0.1055 4 正規 名詞  65 (0.005)  10 (0.065) 0.0478
5 月額 名詞  46 (0.004)  19 (0.114) 0.0984 5 待機 サ変名詞  94 (0.007)  11 (0.071) 0.0464

支援 抽出語 品詞 全体 共起 Jaccrad
1 子育て サ変名詞  298 (0.024)  122 (0.264) 0.1912
2 充実 サ変名詞  164 (0.013)  46 (0.100) 0.0793
3 子ども 名詞  410 (0.033)  64 (0.139) 0.0792
4 生活 サ変名詞  348 (0.028)  58 (0.126) 0.0771
5 企業 名詞  283 (0.022)  49 (0.106) 0.0704
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「児童」と用いられるとき Jaccard 係数が 0.4712(表-7 参照)であり、非常に強い関連が

あるといえる。待機児童として記事中で報じられるとき、子育ての問題という意味合いが

強くなると考えられる。したがって、この報道の枠組みを「子育て問題と支援フレーム」

とする。コーディング・ルールは以下のようになった。 

 

*教育費負担 

( 無償 or 大学 or 高校 or 幼児 or 奨学 ) and ( 教育 or 授業 or 進学 or 減免 ) 

 

*子育て問題と支援 

( 子ども or 児童 or 女性 ) and ( 手当 or 支援 or 子育て or 保育 or 働く or 増え

る or 待機 ) 

 

以下では、抽出したメディア・フレームが実際の記事の中でどのように用いられている

か示した。 

 教育費負担減フレームが抽出された記事： 

 「週６日のアルバイトで家計を支える日々。先生の助言で授業料の減免制度を

知り、奨学金も申請して一息ついたが、厳しい状況は変わらない。授業料は月

３千円弱だが、修学旅行の積立金や交通費なども含めると毎月２万円はかか

る。アルバイトの採用でも学歴がついてまわる社会の実情を目の当たりにして

きたが、今のままでは進学は難しい。保育士になる夢は、夢で終わるかもしれ

ない。」（『朝日新聞』、2009 年 8 月 30 日） 

 「Ａ 保育所や幼稚園で受けた教育の質がその後の学力を左右するとして、重

視する動きが先進国で広がっているんだ。だから、自民など複数党が、就学前

の幼児教育の無料化を検討すると言っている。財源をどうするかが課題だろう

ね。」（『読売新聞』、2012 年 12 月 11 日） 

 子育て問題と支援フレームが抽出された記事： 

 「▽税と社会保険料負担をあわせた国民負担率を５０％以内に抑制する▽０４

年に年金制度の抜本改革▽「待機児童ゼロ作戦」を進める。受け入れ児童数を

０４年度までにさらに１０万人増やす▽０４年の通常国会で育児休業法を改正

し、育児休業取得期間を延長」（『読売新聞』、2003 年 10 月 28 日） 

 

 

4-3-3 メディア・フレームの文書数 

 

 ここまでで得られたメディア・フレームを以下に示す。メディア・フレームⅠでは「学

校教育フレーム」「子育て支援フレーム」の２つのメディア・フレームを抽出した。メデ

ィア・フレームⅡでは「教育費負担フレーム」「子育て問題と支援フレーム」の２つのメ

ディア・フレームを抽出した。 

 以下では、抽出されたメディア・フレームの文書数の量的把握を行った。その結果、全

体の文書数（本分析では段落数のこと）は 12,614 件であった。そのうち、抽出したメデ

ィア・フレームの該当する文書数の合計は、メディア・フレームⅠで 736 件、メディア・

フレームⅡで 811 件であった。メディア・フレームⅠとⅡの合計文書数の差は 75 件であ

る。 

 表-8 は、メディア・フレームⅠとⅡの文書数の単純集計の結果を示したものである。表

-8 によると、文書数はメディア・フレームⅠとⅡ両方において、クラスター１をもとにし

たフレーム（「学校教育フレーム」と「教育費負担フレーム」）のほうがクラスター２を
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もとにしたフレーム（「子育て支援フレーム」と「子育て問題と支援フレーム」）よりも

多い。 

 

表-8 メディア・フレームの文書数 

 
 

 

4-4 メディア・フレームの時系列変化 

 

 表-9 および表-10 は、対象期間である各衆院選の公示日から投票日当日までの時期とメ

ディア・フレームⅠとⅡにおける各メディア・フレームの文書数とのクロス集計の結果で

ある。また、これを図示し、各メディア・フレームの文書数の推移を衆院選の年ごとに追

ったものが図-4 と図-5 である。以下では、まずメディア・フレームⅠの時系列変化を概

観した後に、メディア・フレームⅠとの違いを述べながら、メディア・フレームⅡの時系

列変化を概観する。 

まず、メディア・フレームⅠについて概観する。表-9 を見てみると、メディア・フレー

ムの合計数から、時期を大きく 3 つにわけることができる。1 つ目の時期は 1986 年から

1996 年までである。この時期は、総じてメディア・フレームの出現数が 0 または 1 桁の値

になっている。このことから、この時期は教育の話題自体がほとんどないといえる。仮

に、作成したメディア・フレーム以外に教育の話題があったとしても、全体の記事数と比

較して非常に少ないことに変わりはない(表-2 も参照)。その中でも「学校教育フレーム」

は「子育て支援フレーム」に比べ、登場数が多い。2 つ目の時期は、2000 年から 2005 年

までである。この時期は、前の時期と比べて合計数が大幅に増えた。中でも「子育て支援

フレーム」が大幅に増えたのがわかる。3 つ目の時期は 2009 年から 2017 年までである。

この時期はメディア・フレームが 3 つの時期の中で最も多く出現していた。その詳細をみ

ていく。2009 年にメディア・フレームの出現数が急激に増えている。その後 2012 年と

2014 年に合計出現数は 70 件台に一旦落ち着くものの、2017 年には再び急激に出現数が増

加している (図-4 参照)。なお、2000 年以降「子育て支援フレーム」が「学校教育フレー

ム」に比べて多く出現しているが、2017 年は「学校教育フレーム」が突出して多く出現し

ている(図-4 参照)。 

次に、メディア・フレームⅡについて概観する。時期はメディア・フレームⅠと同様に

1986 年～1996 年、2000 年～2005 年、2009 年～2017 年の 3 つに分けられる(表-10 参照)。

1 つ目の時期についてはほぼ変わらない。2 つ目の時期は 2000 年の「教育費負担フレー

ム」が同年の「学校教育フレーム」よりわずかに多くなっているのが特徴的である。3 つ

メディア・フレームⅠ
文書数 パーセント

*学校教育フレーム 386 3.06%
*子育て支援フレーム 350 2.77%
＃コード無し 11919 94.49%
（文書数） 12614

メディア・フレームⅡ
文書数 パーセント

*教育費負担フレーム 434 3.44%
*子育て問題と支援フレーム 377 2.99%
＃コード無し 11852 93.96%
（文書数） 12614
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目の時期は、2017 年に合計出現数がメディア・フレームⅠと比べ、約 50 件増加してい

る。 

 

表-9 衆院選ごとにみたメディア・フレームⅠの文書数 

 
 

表-10 衆院選ごとにみたメディア・フレームⅡの文書数 

 
 

*学校教育 *子育て支援 合計
1986 2 0 2
1990 0 0 0
1993 1 0 1
1996 6 1 7
2000 8 22 30
2003 2 13 15
2005 3 34 37
2009 51 94 145
2012 25 49 74
2014 28 49 77
2017 260 88 348

合計 386 350 736

メディア・フレームⅠ

*教育費負担 *子育て問題と支援 合計
1986 2 0 2
1990 0 0 0
1993 1 0 1
1996 7 1 8
2000 12 22 34
2003 3 14 17
2005 3 34 37
2009 54 95 149
2012 27 54 81
2014 36 52 88
2017 289 105 394

合計 434 377 811

メディア・フレームⅡ
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図-4 メディア・フレーム別にみた文書数の推移（メディア・フレームⅠ） 

 

 
図-5 メディア・フレーム別にみた文書数の推移(メディア・フレームⅡ) 

 

5 考察とまとめ 

 

本研究では、1986 年から 2017 年までの衆院選（公示日～投票日当日）において、新聞

報道がどのように「教育」を切り取って報道しているのか、すなわちメディア・フレーム

を使用しているのかを、KH Coder を用いた計量テキスト分析によって調査した。調査の目

的は教育関連報道の争点とその変遷を明らかにすることであった。教育関連報道の争点設
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定に関しては十分にメディア・フレームを作成できたとはいえない。その理由として、記

事数に差があり、最も多い 2017 年にメディア・フレームが寄ったことが挙げられる。そ

の緩和策として先行研究である柳瀬の方法を一部アレンジして、クラスターの構成語を増

やした。しかし、結果としてメディア・フレームⅠとⅡのメディア・フレームの内容に大

きな差は見られなかった。争点の変遷については明らかにできた。 

以下ではまず、教育関連記事割合(表-2 参照)について触れてから、メディア・フレーム

の時系列変化について考察した後に、メディア・フレームⅠとⅡについての考察を行う。

そして最後に仮説の検証を行う。 

 まず、衆院選全体の記事数の中の教育関連の記事割合について述べる。全体の記事の中

の割合でみてみると、教育に関連する記事が非常に少ないことがわかる。すべての選挙年

での教育の記事数の全体における割合の平均値は 2.90％でしかない。その中で 2017 年が

10％であり、いかに 2017 年の総選挙の中で教育が主要な争点の１つになっていたかが見

て取れる。 

 次に、メディア・フレームの時系列変化について述べる。先に述べた結果の部分で、メ

ディア・フレームの出現数を大きく 3 つの時期に分けて概観した。1986 年～1996 年が 1

つ目の時期、2000 年～2005 年までが 2 つ目の時期、2009 年～2017 年までが 3 つ目の時期

である。メディア・フレーム数が大きく 3 段階に分けられた要因は 2 点考えられる。1 点

目は、選挙制度やルールの変化だと考えられる。1996 年の衆院選以降はそれまでの中選挙

区制から小選挙区比例代表並立制に変わり、より政党本位の政策が重視されるようになっ

た。これにより、政策ベースでの議論が新聞報道でなされるようになったと考えられる。

井田は「中選挙区制下の選挙報道に比して並立制の導入以降は選挙報道における政策報

道・実質報道の比重が高まる」(井田 2007、p76)傾向があることと「2003 年総選挙におけ

るマニフェストの導入は実質報道の比率をさらに高めた」(井田 2007、p76)ことを研究で

明らかにしている。図-4 と図-5 を見ると、1996 年以降からメディア・フレームの出現数

が徐々に増え始めており、2000 年には明確に増加が確認できる。また、2003 年にわずか

に出現数を減らしてはいるものの、全体として 2000 年以降は増加傾向にある。2017 年の

大幅増加は 18 歳選挙権導入後初の衆院選であったことが考えられる。これらのことか

ら、選挙制度やルールの変化もメディア・フレーム数の変化に影響を及ぼす一因になって

いるといえる。2 点目は教育改革や教育政策の側面である。2000 年の衆院選前は少年によ

る事件が相次いだ。2000 年の新聞記事には「相次ぐ少年犯罪は、子供たちに他人の痛みを

感じる力が弱くなってきていることを示しているのではないか」（『読売新聞』、2000 年

6 月 23 日）とある。そのため、教育基本法の見直しといった教育改革の必要性に関する報

道が増加したと考えられる。2009 年時のメディア・フレーム数の増加は民主党政権の子ど

も手当といった子育て支援政策によるものだと考えられる。図-4 と図-5 では、確かにい

ずれのフレームも増加傾向にある。ちなみに 2017 年に「学校教育フレーム」と「教育費

負担フレーム」が「子育て支援フレーム」「子育て問題と支援フレーム」を抜いて、急激

に数を増やしたのは、「教育費の無償化」を安倍首相(2018 年 1 月 28 日現在)が選挙の争

点としたためだと考えられる。 

 本研究では、試みとして関連語を付け加えたメディア・フレームの作成を行った。結果

として、フレーム数は増加したが、フレーム内で語られている内容について大きな差はな

かった。その理由として コーディング・ルールを作成する際の語の接続の基準を統一し

たことが挙げられる。このことから、語の接続の基準が明確であるとクラスターの構成語

を増やしても大きくフレーム内容が変化しないということが分かった。 

 最後に、仮説の検証を行う。本研究で設定した仮説は「歴代の政権の中でもとくに教

育を国の重要課題と位置づけ改革を進める安倍政権下では、他の時期に比べメディア・フ

レーム数の総量が多い」というものであった。これは政権の教育政策への取り組み具合と

メディアの報道量は比例するのではないかという考えに基づく。安倍政権下で行われたの

は第 47 回(2014 年)、第 48 回(2017 年)の総選挙である。表-9 と表-10 より、2017 年にお
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いては仮説が立証された。2014 年も 2009 年以外の年と比較すると、仮説通りとなる。 

 

 

6 今後の課題 

 

本研究で最も難しかったのは、総選挙の年にごとに記事数に差があることである。とく

に 2017 年は記事数が他と比較しても圧倒的に多く、クラスターの形成に課題を感じた。

本研究では量的内容分析をするためにコンピュータ・コーディングを利用したが、あらか

じめ筆者がコーディング・ルールを作成できるヒューマン・コーディングも行うべきであ

った。また、コンピュータ・コーディングによるクラスターの形成においても、各選挙年

の頻出語を出し、それを用いるといった方法も考えられた。今後の課題としてこれらの点

を挙げたい。 
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付録１ 

 

＜デンドログラム＞ 
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付録２ 

 
記事一覧（別ファイルに収蔵） 
 

 
教員コメント 

 はじめはコーディング・ルールが恣意的でつまずいたのですが、そこから関連語を客

観的に組み入れる独自のアイディアを打ち出し、良いものに仕上げてくれました。筆

記もしっかりとしており、内容はとても分かりやすいです。結果のほうでは、取りく

んだポイントからはあまり多くを得られなかったので、何か異なる視点からの分析を

加えられれば良かったですね。また、マニュフェストや世論調査との関連をとると、

論文の幅が広がるかと思います。 

 行間がつまっています。もう少しゆとりをもたせて、ページ当たり 36 行程度にしま

しょう。 

 リサーチクエスチョンに相当するものが、1986 年以降の「衆院選報道において、教育

に関するどのような争点が設定されてきたのか」だと思います。これは良いのです

が、仮説は安倍政権下での報道にかんするもので、リサーチクエスチョンが対象にす

る 1986 年からの調査期間と直接の関係がないものとなっています。これには違和感

がありますね。それをうけた「2017 年のみ仮説が立証された」という表現も同様で

す。 

 2017 年の衆院選では教育無償化が争点の 1 つでした。だから、教育関連の話題が増え

たのも、日報である新聞の性格を考えると自明に思えます。そうなると、この結果の

どういうところに意義を持たせられるでしょうか。たとえば、報道は政治家の持ち出

す争点にひきずられることなく教育（やその無償化）を以前から継続的にもっと訴え

るべきだったでしょうか。マス・コミュニケーション上のこの実証調査からジャーナ

リズム上の議論があるといいなと思います。 

 意義付けにおいては先行研究にもとづいているということが分かり、良かったです。

その記述によると、教育には国の政策、教育現場の 2 つがあり、それらはさらに細分

化できると詳細に述べています。教育のカテゴリをここまでしっかりと区分できてい

る状況であれば、これをもとにコーディング・ルールを作り、ヒューマンまたはコン

ピュータでコーディングすることも、また一案ですね。 

 教育、というやや一般的な言葉をキーワードにして、選挙において教育を語った記事

をどこまで抽出できたでしょうか。教育とともに語られた、まったくことなる他の選

挙争点（たとえば経済政策や外交）をたくさん抽出してはいないでしょうか。本研究

はこうした疑念に対処するため、選挙で教育に言及されたわけではないものをコンタ

ミネーションとして除外していますね。また、どの記事を除外したのかも記事一覧に
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示してくれました。これは良い取り組みでした。ただし、この排除が客観的に行われ

たかについては、コーダを用いて検証したほうが良かったでしょう。この点について

は、以下でもう一度ふれます。 

 メディア・フレームを抽出する際に、柳瀬の方法に客観的な方法でアレンジを加えた

のは良いアイディアだと思います。頻出語をもとにクラスターを構成し、それをフレ

ームとするのは王道ですが、より少ない登場回数の語を必然的に消し去ってしまいま

す。でも、より少ない登場回数の語も入れてクラスター分析をすると、個々のクラス

ターが複雑化します。この点を関連語でおぎなってみるという発想なのだと思いま

す。スマートな方法かもしれません。 

 併合水準の状況をみると、クラスター数は 12 よりは 11 のほうが良かったのではない

かと思います。 

 分析したクラスターは 12 個のうち 2 つだけとのことですが、一般論で言うと、これ

はもっと多くを使うべきだったのではないでしょうか。理由は、選挙で教育に言及さ

れたわけではない記事をコンタミネーションとして除外していますから、抽出された

多くのクラスターは教育を語る正当なフレームだったのではないかという期待からで

す。 

 けれども、表 5 をみると、たしかに教育とは関係がないとみられるクラスターが多く

ありますね。とすると、こんどは「コンタミネーションの排除はうまくいったか」が

気になってきます。上で指摘した、コーダを用いたコンタミ排除の客観性のチェック

導入は、この点と関係しています。教育に関係ないクラスターが多くなった理由とし

て考えられるのは、筆者が脚注 4 で書いてくれている通りだと私も推測します。だと

すると、結局は少数のクラスターだけを分析するということで正解だったものとは思

いますが、これらの点が確かだと読者にも見えるようになると良いなと思います。 

 脚注の 4 にある通りの状況がある場合、教育を語った部分だけを分析にかける、とい

う方法も、手間はかかりますが、ありえます。 

 クラスター2 は教育といえるのか、ちょっと微妙な気がします。実際、このクラスタ

ーは、「教育」というキーワードが使われていない記事にも多く現れているでしょう

から、今回のサンプリングで調べることにはやや不足があるかもしれません。 

 


