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要約 

2017 年現在我が国では、約 4 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者という人口構成になってい

る。このように急速に進む高齢化の流れにあって、「高齢者」を取り巻く環境に関して、介

護保険制度や高齢者の雇用問題など様々な視点から議論を進めていく必要に迫られている。

そこで、本研究では計 11 回にわたる衆院選の選挙期間を分析期間とし、「高齢者」に関する

新聞報道を計量的に分析した。具体的には、KH Coder を用いて、①出現頻度上位 150 語を

検出、②クラスター分析、③コーディング・ルールの作成、④クロス集計によるメディア・

フレームの時系列分析という流れで行った。本研究により、メディアが「高齢者」に関する

報道を、どのようなメディア・フレームを用いて行ってきたのかを検証した。結果として、

「高齢者」に関する選挙期間中の新聞報道は、「政党フレーム」「社会保障フレーム」「選挙

戦フレーム」「消費税フレーム」「公共事業フレーム」「野党フレーム」「公約フレーム」「雇

用支援フレーム」という 8 つのメディア・フレームに分類された。そして、選挙期間中のメ

ディアは、各時期の政治的変化を反映したメディア・フレームを通して報道を行っているこ

とが明らかになった。 
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1.調査目的 

 

我が国では平成 17 年に 65 歳以上の人口が総人口の 21.0%を占めることとなった。これ

は平成 12 年と比べると 3.7 ポイント上昇したものであり、高齢化が急速に進んでいる 1。

また、我が国の高齢化は、その水準が高いこととともに、諸外国と比較しても速度が極めて

早いことが特徴である 2。こういった状況下にあって、柳澤は「先進国での長寿化、就業と

生活の多様化に伴い、働きたい個人が意欲・能力に応じて年齢にかかわりなく働き続けられ

る条件の整備も必要となってきている。わが国においては、2007 年問題と呼ばれる、団塊

世代の大量定年、人口減少開始への対策として、高齢者の就労支援は不可欠である。」（柳澤、

2005：143）と述べている。加えて、大田は「高齢者、それも後期高齢者の増大から認知症

の増加は避けられず、こうした判断能力の不十分な高齢者のための権利擁護対策など、新た

な対応あるいはその強化が求められている」（大田、2007：45）と述べている。このように、

我が国は急速な高齢化により、高齢者を取り巻く環境について、多様な視点から議論を進め

ていく必要に迫られているといえる。 

そこで、本研究では「高齢者に関する新聞報道は多様なメディア・フレームを通してなさ

れている」という仮説を立てる。ここまで述べてきたように、高齢者を取り巻く環境につい

ては多様な視点から議論を深める必要がある。そういった状況にあって、メディアは高齢者

に関して、多様な視点からの議論を促すような報道を行う必要があると考えられる。このよ

うな問題意識から、「高齢者に関する新聞報道は多様なメディア・フレームを通してなされ

ている」という仮説を立てた。本研究では、この仮説を検証していくこととする。そのため

に、1986 年以降の衆院選選挙期間を分析期間として、高齢者に関する新聞報道を経年的に

分析する。衆院選選挙期間を対象とした理由は、衆院選は政権選択の選挙であり、その選挙

期間には選挙報道への関心が高まると考えられるためである。この研究を通して、高齢者を

取り巻く環境がどのようなメディア・フレームを通して伝えられてきたかを明らかにして

いく。 

次に本研究の意義について述べる。本研究は、「高齢者」という特定の争点に関して、2017

年の衆院選選挙を含めた計 11 回分の衆院選の選挙期間という長い期間を対象に調査を行う
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点で類をみないものである。加えて、本研究は「高齢者」という 1 つの争点に注目したもの

ではあるが、メディアによって形作られるメディア・フレームが、各時代のトピックをどう

反映し、それが情報の受け手にどのような影響を与えているのかという議論の一助になる

と考えている 3。 

 

2.方法 

 

2-1.分析対象 

分析対象は 1986 年以降の衆院選における高齢者に関する「朝日新聞」「読売新聞」の朝

刊・夕刊の記事とする。分析対象を 1986 年以降の記事としたのは、1986 年以降の記事で

あれば記事収集にデータベースを使用し、分析に必要な記事をテキストデータとして得ら

れるためである。 

分析対象紙として「朝日新聞」「読売新聞」を選定した理由は、発行部数の上位 2 紙であ

ること 4、記事収集にデータベースを使用することが可能であることが挙げられる。記事収

集には、朝日新聞のデータベースである「聞蔵Ⅱ ビジュアル」、読売新聞のデータベース

である「ヨミダス歴史館」を使用する。 

検索キーワードとしては、1986 年以降の衆院選に関わる記事を収集するために「衆院選」

または「選挙」を設定する。加えて、高齢者に関する政策についての新聞報道を分析するた

めに「高齢者」または「老人」を検索キーワードに加える。 

分析期間は 1986 年以降の衆院選の選挙期間、ここでは公示日から投票日までとする。こ

れで、分析期間は計 156 日間である。そして、対象となる衆院選は第 38 回衆院選選挙から

第 48 回衆院選選挙までの計 11 回である。詳細は表-1 のとおりである。ただし、読売新聞

に関してのみ、第 38 回衆院選選挙（1986 年 6 月 21 日～1986 年 7 月 6 日）を分析期間か

ら除外する。理由は、読売新聞のデータベースである「ヨミダス歴史館」に 1986 年 9 月以

降しかテキストとして分析に使用できる記事データが存在しないためである。 

 

表-1 1986 年以降の衆院選の選挙期間 

 

1986/6/21～1986/7/6
1990/2/3～1990/2/18
1993/7/4～1993/7/18
1996/10/8～1996/10/20
2000/6/13～2000/6/25
2003/10/28～2003/11/9
2005/8/30～2005/9//11
2009/8/18～2009/8/30
2012/12/4～2012/12/16
2014/12/2～2014/12/14
2017/10/10～2017/10/22

第38回衆院選選挙
第39回衆院選選挙
第40回衆院選選挙
第41回衆院選選挙
第42回衆院選選挙
第43回衆院選選挙
第44回衆院選選挙
第45回衆院選選挙

第48回衆院選選挙

第46回衆院選選挙
第47回衆院選選挙
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2-2.検索条件のまとめ 

検索の条件は、以下のとおりである。 

 

【朝日新聞】 

 検索モード：詳細検索 

 対象紙誌名：朝日新聞 

 キーワード：(衆院選+選挙)&(高齢者+老人) 

 異体字を含めて検索、同義語を含めて検索に設定 

 検索期間：1986/6/21~1986/7/6、1990/2/3~1990/2/18、1993/7/4~1993/7/18、

1996/10/8~1996/10/20、2000/6/13~2000/6/25、2003/10/28~2003/11/9、

2005/8/30~2005/9/11、2009/8/18~2009/8/30、2012/12/4~2012/12/16、

2014/12/2~2014/12/14、2017/10/10~2017/10./22 

 検索対象：見出しと本文と補助キーワード 

 朝夕刊：朝刊・夕刊 

 本紙/地域面：本紙 

 発行社：東京 

 順序：古い順 

 

【読売新聞】 

 検索語：(衆院選+選挙)&(高齢者+老人) 

 検索方式：全文検索 

 記事一覧表示：古い順 

 検索期間：1990/2/3~1990/2/18、1993/7/4~1993/7/18、1996/10/8~1996/10/20、

2000/6/13~2000/6/25、2003/10/28~2003/11/9、2005/8/30~2005/9/11、

2009/8/18~2009/8/30、2012/12/4~2012/12/16、2014/12/2~2014/12/14、

2017/10/10~2017/10/22 

 全国版・地域版選択：すべてを対象にする 

 分類選択：すべて 

 発行形態：東京朝刊、東京夕刊でないものは分析対象とはせず、データ作成の際に

省くものとする。 

 

上記の検索方法で記事検索を行い、インデックス等短文の記事や、記事文のデータが得ら

れなかったものはコンタミネーションとして後に省いた。その結果、分析対象となる記事数

は朝日新聞が計 245 件、読売新聞が計 228 件となった。詳細は下の表-2、図-1 に示したと

おりである。また、それら記事一覧を付録 2 に収蔵する。 
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表-2 分析期間中の新聞記事数 

*（ ）内の数値はコンタミネーション排除前の新聞記事数 

 
 

 

図-1 分析期間中の新聞記事数の推移 

 

集計単位は、文ではなく、段落としている。その理由は、柳瀬が行った先行研究において

「段落単位で分析を行うことにより、抽出された護の出現パターンや、語同士の関連が見え

やすくなると考えられる」（柳瀬、2012：66）と示されていることにある。 

 

2-3.分析項目・変数/分析法 

本研究では、KH Coder を用いて計量テキスト分析を行い、メディア・フレームの抽出を

行う。その際、分析方法は柳瀬が行った先行研究（柳瀬、2012）にならったものにした。 

朝日新聞（件）
1986/6/21～1986/7/6 24(24)
1990/2/3～1990/2/18 22(22)
1993/7/4～1993/7/18 17(17)
1996/10/8～1996/10/20 33(33)
2000/6/13～2000/6/25 17(17)
2003/10/28～2003/11/9 16(16)
2005/8/30～2005/9/11 23(23)
2009/8/18～2009/8/30 26(27)
2012/12/4～2012/12/16 22(22)
2014/12/2～2014/12/14 25(25)
2017/10/10～2017/10/22 20(21)

245(247)

14(21)
20(33)
26(35)
27(33)
27(49)

年/月/日 読売新聞(件)

14(14)
18(21)

計 228(311)

24(29)

33(48)

25(28)
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KH Coder によって抽出された語の品詞は、名詞（漢字を含む 2 語以上の語）、名詞 B（ひ

らがなのみの語）、名詞 C（漢字 1 文字の語）、サ変名詞（サ変接続の名詞）、形容動詞（必

要、安定など）、固有名詞、組織名、人名、地名、ナイ形容、動詞（漢字を含む語）、形容詞

（漢字を含む語）である。なお、これらの品詞の定義は、『KH Coder 2.x リファレンスマ

ニュアル』（樋口、2015）を参照した。以下に表-3 として示す。 

 

表-3 『KH Coder 2.x リファレンスマニュアル』p.11 より抜粋 

 

 

以下、分析の手順を説明する。 

1. 出現頻度上位 150 語をリストアップする。KH Coder における操作としては、「ツー

ル」→「抽出語」→「抽出語リスト」と進み、「抽出後リストの形式」は品詞別、「記

入する数値」は出現回数、「出力するファイルの形式」は Excel を選択して行う。こ

れにより、新聞記事中でどのような語が多く用いられているかを分析する。本研究で

は、語の単純出現頻度を分析に使用する。 

2. クラスター分析を行う。KH Coder における操作としては、「ツール」→「抽出語」→

「階層的クラスター分析」と進み、「集計単位」は段落、「最小出現数」は 253（出現

頻度 150 位の語の出現回数）に設定する。この設定では、出現頻度上位 150 語を用い

ることとなるが、本研究で使用する品詞は、規定値から分析に不要な名詞 C、副詞、
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感動詞、未知語を省いた名詞 B、動詞 B、形容詞 B、副詞 B、否定助動詞、形容詞（非

自立）である。その結果、140 語が分析に使用されることとなる。この他の設定はデ

フォルト 5のまま行う。クラスター分析により各メディア・フレームの特徴を分析し、

メディア・フレームを策定する。 

3. コーディング・ルールを作成する。コーディング・ルールの基準は、メディア・フレ

ームを構成する語同士の関係性を柳瀬（2012）にならい「and」「or」で結んで作成し

た。そして、作成したコーディング・ルールを KH Coder に読み込ませ、各メディア・

フレームの文書を検索する。KH Coder における操作としては、「ツール」→「文書」

→「文書検索」と進み、「コーディングルール・ファイル」に作成したコーディング・

ルールを読み込ませて行う。また、各メディア・フレームの文書数を調べる。KH Coder

における操作としては、「ツール」→「コーディング」→「単純集計」と進み、「コー

ディングルール・ファイル」に作成したコーディング・ルールを読み込ませて行う。

なお、「コーディング単位」は段落とする。 

4. メディア・フレームの時系列分析を行う。分析期間を、 

1986/6/21~1986/7/6 、 1990/2/3~1990/2/18 、 1993/7/4~1993/7/18 、

1996/10/8~1996/10/20 、 2000/6/13~2000/6/25 、 2003/10/28~2003/11/9 、

2005/8/30~2005/9/11 、 2009/8/18~2009/8/30 、 2012/12/4~2012/12/16 、

2014/12/2~2014/12/14、2017/10/10~2017/10./22 

の計 11 回の衆院選の選挙期間に分類して行う。KH Coder における操作としては、

「ツール」→「コーディング」→「クロス集計」と進み、「コーディングルール・ファ

イル」に作成したコーディング・ルールを読み込ませ、「セル内容」は度数のみ、「コ

ーディング単位」は段落、「クロス集計」は見出し 2 と設定して行う。 

 

3.結果 

3-1.出現頻度上位 150語 

出現頻度上位 150 語をリストアップした結果が表-2 に示すとおりである。「党」（2916

回）、「支持」（2720 回）、「前」（2409 回）、「選挙」（2138 回）、「社会」（1802 回）、「年金」

（1544 回）などといった語が上位に挙げられた。 

 

表-4 出現頻度上位 150 語 
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
党 2916 世代 544 戦い 344
支持 2720 県 537 全国 343
前 2409 無党派 532 関係 342
選挙 2138 地方 522 老人 340
社会 1802 公約 520 多い 339
年金 1544 公明 513 有権者 337
比 1477 東京 512 税率 330
制度 1347 思う 509 予算 328
政治 1314 雇用 497 廃止 327
自民 1262 財源 485 導入 320
税 1261 対策 482 安全 317
改革 1239 憲法 479 会長 317
高齢 1205 各党 465 示す 315
負担 1155 企業 464 基本 313
保障 1135 考える 461 景気 313
国民 1128 会社 449 環境 312
日本 1109 比例 449 働く 311
保険 1053 給付 448 米 309
委員 1052 地域 432 改正 308
政策 1027 調査 430 確保 307
投票 1016 増税 424 参院 304
消費 1006 政府 421 持つ 304
人 969 浸透 420 掲げる 303
医療 964 得る 420 高い 299
共 941 言う 418 見直し 298
民主 928 今回 415 推進 296
介護 904 女性 414 責任 293
衆院 870 拡大 411 増える 292
経済 854 進める 406 強化 290
政権 850 反対 401 子育て 290
問題 809 労働 398 維新 288
候補 799 今 395 引き上げ 285
国 785 議席 393 削減 283
自民党 780 共産 389 実施 283
必要 757 受ける 386 規制 281
支援 716 訴える 383 国会 277
民 716 安定 380 産業 277
政党 707 事業 378 課題 276
代表 694 社民 377 議論 270
固める 688 行う 375 自由 270
実現 659 目指す 368 見る 269
生活 644 図る 363 公共 269
公 624 中心 360 当選 269
民主党 619 将来 357 可能 263
財政 594 求める 356 情報 260
議員 557 子ども 355 前回 259
福祉 557 原発 353 施設 258
所得 553 行政 350 主張 258
首相 549 職員 348 希望 256
教育 546 小 344 区 253
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3-2.クラスター分析 

クラスター分析を行った結果を以下に示す。階層的クラスター分析を行った結果、

デフォルトで 12 個のクラスターに分類されたが、併合水準（図-2）を用いてクラス

ター数を調整し、11 個のクラスターに分類した。なお、分類されたクラスター内の

語数が少なく、クラスターの解釈が難しい場合は、出現頻度の多い語と Jaccard 係

数の高い語を抽出し、解釈に使用することとする。KH Coder における操作としては、

「ツール」→「抽出語」→「関連語検索」と進んで行う。 

 

 
図-2 併合水準 

 

〇クラスター1 
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・「自民」「民主」「公明」「無党派」「支持」など、選挙期間中に政党がどのように支持を

獲得しようとしているかに関する報道であるといえる。そのため、このクラスターを「政

党フレーム」とした。 

 

〇クラスター2 

 
・「年金」「介護」「保険」「負担」「医療」など、介護保険制度や年金、高齢者の医療に

関する報道であるといえる。そのため、このクラスターを「社会保障フレーム」とし

た。 

 

〇クラスター3 
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・「候補」「有権者」「投票」「議席」など、選挙戦における議席数の動向を伝える報道

であるといえる。そのため、このクラスターを「選挙戦フレーム」とした。 

 

〇クラスター4 

 
・「消費」「税率」「引き上げ」など、消費税率の引き上げに関する報道であるといえる。

そのため、このクラスターを「消費税フレーム」とした。 

 

〇クラスター5 

 

・「公共」「事業」の 2 語で構成されている。そこで、KH Coder の「関連語検索」を

行ったところ、「公共」は「事業」（出現数 333、Jaccard 係数 0.4063）、「削減」（出現
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数 248、Jaccard 係数 0.1079）、「予算」（出現数 267、Jaccard 係数 0.082）といった

語、「事業」は「公共」（出現数 245、Jaccard 係数 0.4063）、「削減」（出現数 248、

Jaccard 係数 0.0983）、「予算」（出現数 267、Jaccard 係数 0.0850）といった語が関連

語として挙げられた。このクラスターは公共事業に関わる予算の削減を求めるような

記事であると推測される。そのため、このクラスターを「公共事業フレーム」とした。 

 

〇クラスター6 

 
・「拡大」「図る」「共産」「社民」など、野党の勢力拡大に向けた動きを述べた報道で

あるといえる。そのため、このクラスターを「野党フレーム」とした。 

 

〇クラスター7 
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・「憲法」「改正」「米」「原発」「教育」「地方」「労働」「環境」など、様々な争点に関す

る報道がなされていた。特定の争点に関するクラスターではないため、このクラスタ

ーは分析には使用しない。 

 

〇クラスター8 

 
・「比」「前」の 2 語で構成されている。そこで、KH Coder の「関連語検索」を行っ
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たところ、「比」は「民」（出現数 705、Jaccard 係数 0.2360）、「前」（出現数 2300、

Jaccard 係数 0.2289）、「公」（出現数 611、Jaccard 係数 0.1957）、「前」は「比」（出

現数 1477、Jaccard 係数 0.2291）、「党」（出現数 2548、Jaccard 係数 0.1690）、「公」

（出現数 611、Jaccard 係数 0.1345）といった語が関連語として挙げられた。ただ、

この「比」「前」は、記事中では「臼井日出夫５７自（河）前《５》（比）」（読売新聞

1996 年 10 月 16 日朝刊）といった形で使用されており、単純な候補者の情報を表し

ていると判断した。そのため、このクラスターは分析には使用しない。 

 

〇クラスター9 

 
・「政権」「掲げる」「各党」「公約」など、政権獲得に向けて各政党が掲げた公約につ

いて報じたものであるといえる。そのため、このクラスターを「公約フレーム」とし

た。 

 

〇クラスター10 
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・「子育て」「支援」「女性」「働く」など、女性の雇用拡大に向けた諸政策など、雇用対

策に関する報道であるといえる。そのため、このクラスターを「雇用支援フレーム」

とした。 

 

〇クラスター11 



Osamu NAKAMURA's Seminar @WASEDA Univ. 卒業論文 

16 
 

 

・「政策」「経済」「政治」「日本」「財政」「予算」など、特定の争点ではなく、国家単位

での政治のあり方について論じている語が集まっている。そのため、このクラスター
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は分析に使用しない。 

こうして分析に必要なクラスターを抽出したところ、「政党フレーム」「社会保障フレー

ム」「選挙戦フレーム」「消費税フレーム」「公共事業フレーム」「野党フレーム」「公約フ

レーム」「雇用支援フレーム」という 8 個のメディア・フレームに分類された。 

 

3-3.メディア・フレームの抽出 

先に述べたメディア・フレームを抽出するために、コーディング・ルールを作成した。

作成したコーディング・ルール、またそれらのコードが与えられた新聞記事は以下のとお

りである。なお、作成したコーディング・ルールは、付録 1 に付しているので、参照され

たい。 

 

①政党フレーム 

( 自民 or 民主 or 公明 or 無党派 or 支持 ) and ( 固める or 浸透 ) 

→「連続 8 回トップ当選の小沢は自民支持層の 6 割を固め、若者から老人まで広い支持

を集める。近藤は、農林漁業者層の半数近くを引きつけ、出身地の佐渡で圧倒的な強さを

誇るなど、余裕ある戦い。関山は事務・管理職層、３０代後半を中心に支持を集め、社会

支持層の７割に浸透している。山本は無党派層の支持では関山を上回り、逆転の可能性も

残されている。」（朝日新聞 1986 年 7 月 3 日朝刊 6） 

 

②社会保障フレーム 

( 社会 or 保障 or 年金 or 制度 or 保険 or 介護 or 高齢 or 医療 ) and ( 負担 ) 

→「現行制度のままでさえ基礎年金や老人保健の公費負担が、わずか七年後の二０００年

には合計十二兆円へと倍増することは、どの政党もわかりきっている。またそれに対応す

るには、間接税率の引き上げを検討せざるを得ないこともはっきりしているのに、触れよ

うとさえしない。」（読売新聞 1993 年 7 月 10 日朝刊 7） 

 

③選挙戦フレーム 

( 議員 or 参院 or 情報 or 全国 or 調査 or 候補 or 政党 or 衆院 or 選挙 or 今回 

or 有権者 or 代表 or 比例 or 前回 or 議席 or 可能 ) and ( 実施 or 多い or 投票 or 

当選 ) 

→「２０１２年の衆院選では 60代の投票率が７４・９３％に対し、２０代は３７・８９％。

少子高齢化で若い有権者の比重は小さくなり、高齢者に有利な政策が進む一方だ。若者が

投票に行き、政府を自分たちに振り向かせる必要がある。だが今回の衆院選でも、若者の

立場を考えた政策を打ち出す政党は見当たらない。受け皿がないまま選挙権を１８歳に

引き下げても、効果は限定的ではないか。」（朝日新聞 2014 年 12 月 13 日夕刊 8） 
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④消費税フレーム 

( 税率 or 消費 ) and ( 引き上げ ) 

→「２０１３年１０月に予定される消費税率１０％への引き上げについては、「実施すべ

き」が自民で９４％、公明で９８％と圧倒的だった。ただ、自民党はこのうち２４％が「ど

ちらかといえば実施すべき」で、消極的な賛成であることもうかがわせた。」（読売新聞

2017 年 10 月 14 日朝刊 9） 

 

⑤公共事業フレーム 

( 公共 ) and ( 事業 ) 

→「第二に公共事業の額は減らすが、中身を生活、福祉中心に切り替える。例えば、全国

でプールがない小中学校が約六千七百校ある。プールをつくれば八千億円のプロジェク

トになる。待機者を全部まかなう特別養護老人ホームをつくれば四千億円のプロジェク

トになる。」（朝日新聞 2000 年 6 月 13 日朝刊 10） 

 

⑥野党フレーム 

( 戦い or 安定 or 拡大 or 課題 or 中心 or 共産 or 社民 or 維新 or 希望 ) and ( 目

指す or 図る or 高い or 得る ) 

→「社民、共産と国民新党は１議席を確保できるか微妙な情勢。国民新党は小選挙区に候

補者がいる富山、新潟で支持が高い。」（朝日新聞 2005 年 9 月 4 日朝刊 11） 

 

⑦公約フレーム 

( 政権 or 自民党 or 民主党 or 各党 or 公約 ) and ( 掲げる ) 

→「総選挙で各党が掲げているのが公的介護制度の導入だが、そのやり方には現場から意

見がある。」（朝日新聞 1996 年 10 月 12 日朝刊 12） 

 

⑧雇用支援フレーム 

( 子育て or 女性 or 生活 or 子ども or 財源 or 所得 or 給付 or 世代 or 将来 ) and 

( 支援 or 働く or 受ける or 増える or 確保 or 導入 or 求める or 示す ) 

→「これまで日本では、終身雇用に守られた男性の働き手が家族を養うことで、社会保障

の役割は高齢者への給付に集中できた。だが非正規雇用の増加や急激な少子高齢化で、従

来の仕組みが機能しなくなった。現在の課題は、いかに現役世代の支援に軸足を移しなが

ら、持続可能な社会保障を目指していくか。もはや選択肢の幅は広くない。各党が根本か

ら対立する点は少なくなってきている。」（朝日新聞 2012 年 12 月 7 日朝刊 13） 

 

続けて、先に述べたメディア・フレームの文書数（本研究においては段落数）を集計す

るため、KH Coder の単純集計を行った。その結果が表-5 に示したとおりである。 
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表-5 をみていくと、全体の文書数（本研究では段落数のこと）は、25759 件あり、その

中で、「政党フレーム」「社会保障フレーム」「選挙戦フレーム」「消費税フレーム」「野党

フレーム」「公約フレーム」「雇用支援フレーム」「公共事業フレーム」のいずれかに該当

する文書数は、3873 件であった。この中で、最も全体の文書数に占める割合が高かった

のは、「雇用支援フレーム」（3.40%）、次に「選挙戦フレーム」（2.80%）と続く。なお、

何もコードが与えられなかった文書は 22538 件あった。ただ、表-5 では数値が低く違い

が見えづらいため、コードが与えられなかった文書を除いた上で、「政党フレーム」「社会

保障フレーム」「選挙戦フレーム」「消費税フレーム」「野党フレーム」「公約フレーム」「雇

用支援フレーム」「公共事業フレーム」に含まれる文書数の単純集計をまとめたものが、

表-6 である。 

表-6 を見てみると、最も文書数に占める割合が高かったのは「雇用支援フレーム」

（22.90%）、次に「選挙戦フレーム」（18.61%）、「政党フレーム」（17.91%）、「社会保障

フレーム」（16.83%）、「野党フレーム」（11.36%）、「公約フレーム」（4.41%）、「公共事業

フレーム」（4.31%）、「消費税フレーム」（3.95%）と続いてくる。 

 

表-5 メディア・フレームの文書数 

 
 

表-6 メディア・フレームの文書数（コード無しの文書を除外） 

 

 

3-4.メディア・フレームの時系列分析 

最後にメディア・フレームの時系列分析を行うため、KH Coder で選挙時期と各メディ

【フレーム名】 【文書数】 【パーセント】
＊与党フレーム 694 2.69%

＊介護保険フレーム 652 2.53%
＊選挙戦フレーム 721 2.80%
＊消費税フレーム 153 0.59%
＊野党フレーム 440 1.71%
＊公約フレーム 171 0.66%

＊雇用対策フレーム 875 3.40%
＊公共事業フレーム 167 0.65%

＃コード無し 22538 87.50%
（文書数） 25759

【フレーム名】 【文書数】 【パーセント】
＊与党フレーム 694 17.91%

＊介護保険フレーム 652 16.83%
＊選挙戦フレーム 721 18.61%
＊消費税フレーム 153 3.95%
＊野党フレーム 440 11.36%
＊公約フレーム 171 4.41%

＊雇用対策フレーム 875 22.90%
＊公共事業フレーム 167 4.31%

（文書数） 3873
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ア・フレームとのクロス集計を行った。その結果は表-7 に示したとおりである。以下、時

系列順に表-7 をみていく。 

 

・1986 年 14 

「選挙戦フレーム」が 57 件、「政党フレーム」が 46 件、「野党フレーム」が 21 件の順

に文書数が多かった。 

・1990 年 

「政党フレーム」が 63 件、「選挙戦フレーム」が 43 件、「野党フレーム」が 41 件の順

に文書数が多かった。 

・1993 年 

「選挙戦フレーム」が 68 件、「野党フレーム」が、「政党フレーム」が 22 件の順に文

書数が多かった。なお、8 つのメディア・フレームが全体の文書数に占める割合は、この

年が最も低かった。 

・1996 年 

「政党フレーム」が 146 件、「選挙戦フレーム」が 118 件、「野党フレーム」が 114 件

の順に文書数が多かった。なお、8 つのメディア・フレームが全体の文書数に占める割合

は、この年が最も高かった。 

・2000 年 

「社会保障フレーム」が 104 件、「雇用支援フレーム」が 78 件、「選挙戦フレーム」が

51 件、「公共事業フレーム」が 51 件の順に文書数が多かった。 

・2003 年 

「社会保障フレーム」が 78 件、「雇用支援フレーム」が 66 件、「政党フレーム」が 44

件の順に文書数が多かった。 

・2005 年 

「社会保障フレーム」、「雇用支援フレーム」が 77 件、「政党フレーム」が 51 件の順に

文書数が多かった。 

・2009 年 

「政党フレーム」が 91 件、「雇用支援フレーム」が 90 件、「選挙戦フレーム」が 59 件

の順に文書数が多かった。 

・2012 年 

「雇用支援フレーム」が 144 件、「社会保障フレーム」が 84 件、「政党フレーム」が 64

件の順に文書数が多かった。 

・2014 年 

「雇用支援フレーム」が 134 件、「選挙戦フレーム」が 91 件、「政党フレーム」が 50

件の順に文書数が多かった。 

・2017 年 
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「雇用支援フレーム」が 168 件、「選挙戦フレーム」が 92 件、「政党フレーム」が 85

件の順に文書数が多かった。 

 

続いてメディア・フレーム各々に注目し、その時系列分析を行った。その結果が図-3 に

示したとおりである。1986 年から 1996 年にかけては 8 つのメディア・フレームの文書

数は全体的に増加している。ここから 2005 年にかけて「介護年金フレーム」と「雇用支

援フレーム」は文書数が大きく増加し、「政党フレーム」、「選挙戦フレーム」「公約フレー

ム」、「消費税フレーム」は文書数がほぼ横ばいの状態で推移し、「野党フレーム」「公共事

業フレーム」はゆるやかに文書数が減少している。2005 年から 2009 年にかけては、8 つ

のフレームの文書数は全体的に減少している。ただし、ここから 2017 年にかけて「公共

事業フレーム」を除いては、7 つのフレームの文書数は増加しており、中でも「雇用支援

フレーム」と「選挙戦フレーム」の増加の幅は大きなものになっている。 

最後に、メディア・フレームごとの全体の文書数に占める割合の推移を分析した。結果

は図-4 に示したとおりである。図-4 をみてみると、「選挙戦フレーム」「政党フレーム」

「野党フレーム」は 1993 年から 1996 年あたりで増加しつつ、他の時期ではほぼ横ばい

の状態で推移している。「社会保障フレーム」と「雇用支援フレーム」は 2000 年から 2005

年にかけてともに大きく増加している。ただ、「雇用支援フレーム」は 2014 年と 2017 年

にも大きく増加しており、この点で「社会保障フレーム」とは異なる。「消費税フレーム」、

「公約フレーム」、「公共事業フレーム」は低い水準の横ばいの状態で推移している。ただ、

「公共事業フレーム」は 2000 年に大きく増加しており、この点で他の 2 つのフレームと

異なっている。 

 

表-7 単純集計による各メディア・フレームの文書数 

＊（）内の数値は、その年の全文書数に占める割合 

 

＊与党フレーム ＊介護保険フレーム ＊選挙戦フレーム ＊消費税フレーム ＊野党フレーム ＊公約フレーム ＊雇用対策フレーム ＊公共事業フレーム 計
1986 46   (2.54%) 10   (0.55%) 57   (3.15%) 0   (0.00%) 21   (1.16%) 3   (0.17%) 11   (0.61%) 0   (0.00%) 148
1990 63   (2.76%) 17   (0.75%) 43   (1.89%) 1   (0.04%) 41   (1.80%) 1   (0.04%) 25   (1.10%) 0   (0.00%) 191
1993 22   (1.88%) 12   (1.02%) 68   (5.80%) 3   (0.26%) 27   (2.30%) 0   (0.00%) 10   (0.85%) 0   (0.00%) 142
1996 146   (4.26%) 91   (2.65%) 118   (3.44%) 42   (1.22%) 114   (3.32%) 20   (0.58%) 72   (2.10%) 29   (0.85%) 632
2000 32   (1.86%) 104   (6.04%) 51   (2.96%) 14   (0.81%) 23   (1.33%) 14   (0.81%) 78   (4.53%) 51   (2.96%) 367
2003 44   (2.88%) 78   (5.11%) 35   (2.29%) 15   (0.98%) 14   (0.92%) 12   (0.79%) 66   (4.32%) 25   (1.64%) 289
2005 51   (2.95%) 107   (6.18%) 48   (2.77%) 5   (0.29%) 20   (1.16%) 20   (1.16%) 77   (4.45%) 18   (1.04%) 346
2009 91   (2.88%) 42   (1.33%) 59   (1.87%) 6   (0.19%) 26   (0.82%) 29   (0.92%) 90   (2.85%) 13   (0.41%) 356
2012 64   (1.73%) 84   (2.27%) 59   (1.59%) 20   (0.54%) 36   (0.97%) 29   (0.78%) 144   (3.88%) 25   (0.67%) 461
2014 50   (2.16%) 44   (1.90%) 91   (3.93%) 26   (1.12%) 41   (1.77%) 18   (0.78%) 134   (5.78%) 2   (0.09%) 406
2017 85   (2.93%) 63   (2.17%) 92   (3.17%) 21   (0.72%) 77   (2.66%) 25   (0.86%) 168   (5.79%) 4   (0.14%) 535
合計 694   (2.69%) 652   (2.53%) 721   (2.80%) 153   (0.59%) 440   (1.71%) 171   (0.66%) 875   (3.40%) 167   (0.65%) 3873
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図-3 折れ線グラフによる各メディア・フレームの文書数 
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図-4 バブル集計による各メディア・フレームの文書数  

 

 

4.考察 

 

本研究においては、KH Coder を使用し、選挙期間中の高齢者に関わる新聞記事を、「政

党フレーム」「社会保障フレーム」「選挙戦フレーム」「消費税フレーム」「野党フレーム」

「公約フレーム」「雇用支援フレーム」「公共事業フレーム」の 8 つのメディア・フレーム

に分類することができた。さらに、この 8 つのフレームを時系列的に分析すると、時期に

よって量的な違いがみられた。これは、法令の制定や改正などの政治的変化が起きたこと

に依拠していると考えられる。 

例を挙げるため図-3 をみていく。1993 年から 1996 年にかけては「政党フレーム」「野

党フレーム」「選挙戦フレーム」は大きく文書数が増加している。1993 年から 1996 年は、

小選挙区比例代表並立制を導入した政治改革四法が 1994 年に制定された前後の期間で

あり、選挙戦の動向に注目が集まったためであると考えられる。2000 年から 2005 年に

かけては「社会保障クラスター」の文書数は大きく増加している。これは、2000 年から

の介護保険制度の実施が影響しているといえる。なお、この流れは平成 17 年介護保険制

度改革が行われた 2005 年まで続くことになる。そして、2012 年から 2017 年にかけて、
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「雇用支援フレーム」は文書数が大きく増加している点で特徴がある。これは、2015 年

に労働派遣法が改正されたり、2016 年頃から長時間労働の是正を求める声が高まったり

したことなどが影響していると推測される。 

しかし、1986 年、1990 年、2009 年には突出して文書数の多いフレームはなく、先に述

べた 8 つのメディア・フレームとは異なる切り口から報道がなされていたことになる。

この点においては、メディア・フレームの分類の際に、3 つのクラスター（3-2.クラスタ

ー分析を参照）を、メディア・フレームとして設定しなかったことが影響していると考え

られる。 

以上のことから、高齢者に関する新聞報道は 8 つのメディア・フレームを通して行われ、

多様なメディア・フレームを通して行われているといえる。また、時系列的に分析すると、

各メディア・フレームには量的な変化がみられ、これは各年代の政治的変化を反映したも

のだということも分かった。しかし、「1.調査目的」でも述べたように、高齢者に関する

議論は多様な視点から行われるべき状況にある。今後の新聞報道は、各年代の政治的変化

を強く反映させるあまり多様な視点からの議論を妨げになるような状況を生まないよう

考慮して行われるべきだといえよう。 

 

5.まとめ 

 

本研究では、1986 年以降の衆院選において高齢者に関する新聞報道がどのように行わ

れてきたかを分析してきた。そして、選挙期間中の高齢者に関する新聞記事は、時期ごと

にメディア・フレームを設定し、その上で報道を行っていることが明らかになった。また、

そのメディア・フレームは各時期の法令の制定や改正といった政治的変化を反映したも

のであると分かった。一方で、1986 年、1990 年、2009 年のように、8 つのメディア・

フレームとは異なる切り口から報道がなされていたという期間もあった。この点につい

ては、メディア・フレームの設定方法を改めることで、異なる結果が得られていたと考え

られる。 

また、ここで仮説の検証をしておきたい。本研究では、「高齢者に関する新聞報道は多様

なメディア・フレームを通してなされている」という仮説を立てた。結果として、先に述

べたように「政党フレーム」「社会保障フレーム」「選挙戦フレーム」「消費税フレーム」

「公共事業フレーム」「野党フレーム」「公約フレーム」「雇用支援フレーム」という 8 つ

のメディア・フレームが検出され、仮説は検証されたといえる。さらに 8 つのメディア・

フレームを時系列的に分析すると量的な違いがみられたことから、そのメディア・フレー

ムは時代によって異なるということも明らかになった。 

最後に、改善すべき部分もあったので、ここに示しておく。1 つ目は、本研究では、選

挙期間の記事を分析対象としたため、候補者の情報だけを述べた記事や選挙結果など、事

実記事も多く含まれていたことである。そのため、データの正確性に少し不備があったよ
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うに思われる。今後は、コンタミネーションの基準をより厳しく設定することが求められ

よう。2 つ目は、コーディング・ルールの信頼性と妥当性の構築である。本研究では、先

行研究（柳瀬、2012）にならってコーディング・ルールを作成したが、適当なクラスター

を抽出するため、筆者が何度も調整を加えて行ったものであるため、より客観的な基準を

作成することが必要であると考える。3 つ目は、時間の制約もあり、本研究は朝日新聞社

と読売新聞社の 2 紙を統合したデータを扱った研究にとどまってしまった。今後は、新

聞社を増やし、新聞社同士の特徴を比較していくことで、より意義のある研究になろう。 

 

注 
1総務省統計局「Ⅰ 進行する少子・高齢化」 

www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/sokuhou/01.htm （2018 年 1 月 9 日閲覧） 
2文部科学省「平成 18 年版 科学技術白書 第 1 部 第 1 章 少子高齢社会の現状と科学

技術の課題」 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa200601/001/001/0101.htm 

（2018 年 1 月 9 日閲覧） 
3竹下によれば、メディアがいかなるフレームを利用して報道を行うかが、当該の出来

事や問題に対する受け手の解釈にどのような影響を及ぼすことをフレーミング効果

と呼ぶ（竹下、2008：243） 
4日本 ABC 協会「新聞発行社レポート 半期」2017 年 1 月～6 月平均 によると、

2017 年 1 月から 6 月にかけての全国版朝刊の発行部数は、読売新聞が 8,830,415

部、朝日新聞が 6,256,562 部、毎日新聞が 3,016,502 部、日本経済新聞が

2,718,263 部、産経新聞が 1,555,261 部であった。 
5本研究では KH Coder 2（安定板）（Ver.2.00f、2015 12/29、RSS）を使用した。この

手順におけるデフォルトでは、クラスター分析のオプションが「方法」は Ward

法、「クラスターの色分け」に✔、「フォントサイズ」は 100％、「プロットサイズ」

は Auto、「実行時にこの画面を閉じない」に✔を入れない設定になっている。 
6朝日新聞「８６衆院選・朝日新聞情勢調査－－中部」 
7読売新聞「［社説］各党は選択肢を政策で示せ」 
8朝日新聞「（２０１４衆院選）働く１９歳、語る 私も納税者・若者支援して・地元守

りたい」 

9読売新聞「衆院選 候補者アンケート 増税是非 対立鮮明」 
10朝日新聞「党首討論会の主な発言 日本記者クラブ主催」 
11朝日新聞「衆院選、序盤の情勢 北関東・北陸信越ブロック」 

12朝日新聞「ベンチャー企業家・外国人社長に聞く（総選挙 会社・カネ・ひと）」 
13朝日新聞「（公約を問う：４）語られない社会保障 総選挙」 

141986 年には読売新聞が含まれていない。詳しくは 2-1.分析対象を参照されたい。 
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付録 1. コーディング・ルール 

 

＊与党フレーム 

( 自民 or 民主 or 公明 or 無党派 or 支持 ) and ( 固める or 浸透 ) 

＊介護保険フレーム 

( 社会 or 保障 or 年金 or 制度 or 保険 or 介護 or 高齢 or 医療 ) and ( 負担 ) 

＊選挙戦フレーム 

( 議員 or 参院 or 情報 or 全国 or 調査 or 候補 or 政党 or 衆院 or 選挙 or 今回 

or 有権者 or 代表 or 比例 or 前回 or 議席 or 可能 ) and ( 実施 or 多い or 投票 or 

当選 ) 

＊消費税フレーム 

( 税率 or 消費 ) and ( 引き上げ ) 

＊野党フレーム 

( 戦い or 安定 or 拡大 or 課題 or 中心 or 共産 or 社民 or 維新 or 希望 ) and ( 目

指す or 図る or 高い or 得る ) 

＊公約フレーム 

( 政権 or 自民党 or 民主党 or 各党 or 公約 ) and ( 掲げる ) 

＊雇用対策フレーム 

( 子育て or 女性 or 生活 or 子ども or 財源 or 所得 or 給付 or 世代 or 将来 ) and 

( 支援 or 働く or 受ける or 増える or 確保 or 導入 or 求める or 示す ) 

＊公共事業フレーム 

( 公共 ) and ( 事業 ) 
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付録 2. 記事一覧 

別添のエクセルファイルを参照 

 

 

教員コメント 

 先行研究にのっとって、スタンダードに手続きを進めてまとめたという印象ですね。

当初はサンプリングに迷いがありましたが、まずはやってみようということで進め

ました。やってみたところ思うような結果が得られなかったという印象ですが、形は

きれいにまとめてくれました。 

 いくつか論文のフォーマットとして気になる部分を指摘しておきます。 

 注は Word の機能を使ってうちましょう。 

 調査目的にある柳沢の引用はいわゆる「短い引用」のフォーマットで記されてい

ますが、やや長くて読みづらい印象があります、ブロック引用にするか、不要な

ものを除いて短くするほうが良いでしょう。 

 表 7 はやや見づらいですね。エクセルで作り直してみると良かったなと思いま

す。 

 この研究は「選挙で高齢者がどう語られたか」を調べたい、というのがもともとの動

機だったものと私は理解しています。一方、この研究で実際にサンプリングできたの

は、「選挙期間中に高齢者が何とともに語られたか」に近かったのではないでしょう

か。つまり、たまたま「選挙」という話題も出た記事の中に高齢者の話題も出ただけ

で高齢者の選挙政策の話ではなかった、ということはなかったでしょうか。この点、

いくつかの記事で確認しておくべきでした。両者のずれが大きい場合、分析がちがっ

た方向へいってしまったことになりますから。できれば対象記事をあらかじめヒュ

ーマン・コーディングでふるいにかけ、選挙の中で高齢者が語られたと言える記事の

み、あるいはその部分のみをコンピュータ・コーディングにかけると良かったでしょ

う。 

 前項の続きです。たとえば「雇用支援フレーム」は、高齢者がどう語られたか、とい

うよりは、高齢者も大切だけど、というようにそれとともに語られた別の選挙争点だ

ったのではないかと思います。だとすると、結果の解釈には注意が必要ですね。なぜ

なら、高齢者に関して雇用支援への声が高まったのではなく、高齢者によらず選挙の

争点に雇用支援が打ち出された、ということかもしれないからです。 

 こうしたことから、分析の結果から分かったことは、当初の目的から逸脱した方へ向

かったように見えます。そこが課題ですね。 

 メディア・フレームを抽出するにあたって設定したルールがどれほど妥当か、検討し
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ておくと良いでしょう。これは筆者が改善すべき点の 2 つ目に述べる通りですね。 

 その点に関連して、この論文では各ルールがどういった記事に対応するのか、1 ルー

ルにつき１記事だけですが例示してくれています。これはとても分かりすくて良い

点です。 

 クラスター11 は巨大でルール化しずらいものでもありますが、捨てて良いものだっ

たでしょうか。「老人」「施設」「福祉」といった言葉が含まれていますので、質問ま

で。 

 3―4 で表 7 の説明をしています。これは記せば確かにその通りなのですが、表 7、

図 3 からも得られる情報かと思います。そうすると、説明ではどういった部分に注

目してそれらの図表をみれば良いか、特徴や重要な部分はどれか、を述べてもらえる

とより良かったかもしれません。 

 図 3 の説明をするところに「続いてメディア・フレーム各々に注目し、その時系列分

析を行った」と記されています。しかし、図 3 は表 7 と同じものではないでしょう

か。表 7 とはことなる新たな分析をした結果が図 3 であるかのようにも読めますが、

確認まで。 

 要約とまとめには「選挙期間中のメディアは、各時期の政治的変化を反映したメディ

ア・フレームを通して報道を行っていることが明らかになった」とありますね。これ

は一見、自明に思えますから、より詳しい説明をつけて意義をうちだすと良かったで

しょう。 

 


