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概要 
  

本研究は「新聞メディアの共振性が劇場型政治家の意向に収斂する」という自らの仮説

に基づき、2015 年 5 月 17 日に実施された都構想に関する大阪市特別区設置住民投票の否

決と新聞メディア報道との関連性を、ヒューマンコーディングを用いながら検証したもの

である。共振性とは Noelle-Neumann and Mathes（1987）が示した議題設定レベル・争

点形成レベル・評価レベルであり、本研究では評価レベルの観点から分析を行った。さら

に Nelson & Willey（2001）を参照して、4 つの争点フレームを構成した。その上で新聞メ

ディアの時系列量的分析を行い、より緻密な考察をした。 

 扱う新聞記事は朝日新聞と読売新聞である。2 紙とも日本を代表する言論機関であり、発

行部数が第 1 位（読売）、2 位（朝日）（読売新聞広告局ポータルサイト参照）というのが選

定根拠である。調査期間は 2015/04/06~2015/04/26 と 2015/04/27~2015/05/17 の 2 期間で

あり、それぞれ「Ⅰ期」「Ⅱ期」と定義する。Ⅱ期は告示日から投票日までの 21 日間であ

り、それと同じ日数だけ過去にさかのぼった期間をⅠ期とした。Ⅱ期は告示後であるため

政治家の議題設定レベル・争点形成レベル・評価レベル（本研究では評価レベルに焦点を

当てる）への影響が始まる。しかしながらⅠ期の影響を受けていない期間を定義すること

で当初のメディアにおける評価レベルを分析することが出来る。このため時系列分析を行

うにあたり有意であると考える。 

 内容分析のコーディングでは、大阪都構想の議論となっていた争点と劇場型政治をテー

マにしている点から独自の 4 フレームを設定した。「行政サービス」「財政」「橋下」「その

他」である。コーディングマニュアルに従いながら、都構想に関してこれらフレームの「肯

定」「否定」の分類を行った。 

 リサーチクエスチョンは「新聞メディアの評価レベルはネガティブに収斂したのか」「新

聞メディアはどのような切り口で都構想を報道していたか」「新聞メディアの報道にどのよ

うな時系列推移があったのか」の 3 つに設定した。冒頭に記した仮説は同じチームの他メ

ンバーにも共通する大枠のものであるが、本研究では具体的な仮説として「都構想に対す

る新聞メディアの評価レベルがネガティブベクトルに収斂している」を設定し、上述のコ

ーディングを行った。 
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 結果としてⅠ期からⅡ期にかけて肯定の増加率を否定の増加率が上回り、新聞メディア

はネガティブベクトルに収斂したと結論付けた。フレームごとの分析では財政フレームと

橋下フレームでは仮説の通りにネガティブベクトルに収斂し、行政サービスフレームとそ

の他フレームでは収斂が認められなかった。 
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1 序論 
 

1.1 背景 

 

2017 年 10 月 10 日に公示された第 48 回衆議院議員総選挙では小池百合子都知事を代表

とした「希望の党」が話題になった。かねてより小池都知事が主宰する政治塾「希望の塾」

や地域政党「都民ファーストの会」などを結成し、国政への進出を伺っていた小池都知事

は、総選挙のタイミングで希望の党を立ち上げた。結果としては合流する民進党系議員へ

の排除発言などが物議をかもし支持率が伸び悩み、立憲民主党に野党第一党を奪われる形

となった。しかしながら、希望の党は連日テレビや新聞で大きく取り上げられ、都知事選

時からそのメディアを巧みに利用した政治手法に注目が集まっていた。 

 このような政治的手法として、橋下大阪市長が掲げた大阪都構想も同様に挙げられる。

本研究ではこれを扱う。大阪都構想は橋下大阪府知事（2008 年~2011 年）を代表とする大

阪維新の会が発表したもので、東京 23 区をモデルとしながら、大阪市・堺市を解体し特別

区を設置するという内容である。道州制にも関連するものであり、佐々木信夫は読売新聞

の取材に次のように答えている。 

 

将来的には、中央集権型の府県制度を廃止して、分権型の道州制に移行すべきだ。

都構想は、同じ統治機構改革である道州制へのステップになる。いずれも反対論は

根強いが、住民が自らの 1 票で統治機構を変えたとなれば、影響力は大きい。 

都構想が道州制移行の障害になるとの指摘もあるが、47 都道府県を 10 ぐらいの州

にまとめる際に、大阪は東京都と並んで都市州として独立すればいい。 

中国という大市場に近い九州では、地元レベルで道州制移行が議論されている。

都構想を弾みに、本格的に動き始めるのではないか。都構想は、「大阪から日本を変

える」という強いインパクトを全国に与えるだろう。（「読売新聞 2015 年 5 月 12 日 

朝刊 『岐路 闘論―都構想』」） 
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これは賛成派の極端な一例であるが、大阪のみならず全国で紛れもなく議論をよんだ論

争である。 

大阪都構想の具体的な内容としては、広域行政事業は大阪府が担当し、地域行政事業は

各特別区が管轄することになり、かねてより問題になっていた二重行政が解消され、地域

サービスが向上されると橋下知事は主張した。一方で自民党・民主党・共産党などがこの

案に反対し議論が紛糾した。このため当時の橋下府知事は大阪都構想を争点にするために

任期を残しながらも知事を辞任、大阪市長に鞍替え立候補し、府知事に大阪維新の会幹事

長の松井一郎が立候補し、異例の大阪市長・大阪府知事ダブル選挙が実施された。両選挙

は 2011 年 11 月 27 日に開票され、それぞれが当選する結果となった。2014 年 3 月 23 日に

行われた大阪市長選挙でも橋下が再選し、それから 2015 年 5 月 17 日の住民投票まで大阪

都構想の議論が中心となっていた。結果として特別区設置住民投票は有権者約 210 万人の

うち、およそ 2/3 にあたる約 140 万人が投票し、1 万票僅差の反対多数で否決され（塩沢、

2016、p.44 参照）、それと引き換えに橋下市長は市長を辞任、政界を引退し大阪を席巻した

橋下政治は終焉した。 

このような橋下政治は「劇場型政治」と呼ばれている。宮崎公立大学学長でもあり、行

政学者の有馬晋作は「劇場型首長」の定義について「一般の人々にわかりやすく、劇的に

みせる政治手法で、自分の政治目的を実現しようとする首長」 （朝日新聞、2017 年 11 月

15 日）と説明している。このように劇場型政治家の特徴は自身の政治目的を達成するため

にポピュリズムを煽り、メディアを劇場化する政治手法を巧みに利用する点である。他に

劇場型政治家の例として小泉純一郎元総理、東国原前宮崎県知事などが挙げられる。本論

文では上述の橋下徹が大阪市長在職期間に実施した大阪都構想に関する大阪市特別区設置

住民投票に焦点を当て分析する。 

まず劇場型政治の定義を考える。Noelle-Neumann（1973）によると、メディアの共振

性は①議題設定レベル（agenda-setting）、②焦点形成レベル（focusing）、③評価レベル

（evaluation）の 3 つが存在すると示されている。そこで「メディアがそれぞれのレベルで

その劇場型政治家の意向に収斂していくものを劇場型政治の成功」と定義した。大阪都構

想に関して考えると住民投票が行われる前に、橋下府知事は大阪維新の会を立ち上げ、大

阪都構想を争点化するために府知事を辞任し市長選挙に鞍替えするなど、すでに「大阪都

構想」というテーマが当時の大阪を席巻していた。この点において住民投票が行われる時

点で、既に議題設定レベルと焦点形成レベルにおいて「都構想」というテーマ、つまり橋

下大阪市長の意向に収斂していたと言える。そのため本研究では評価レベルに焦点を当て、

大阪都構想にどのような PN（ポジティブ・ネガティブ）がくだされているのか、ヒューマ

ンコーディングを用いながら分析を進めた。その際、予め設定した 4 つのフレーム（「行政

サービス」「財政」「橋下」「その他」）に各記事を当てはめながらコーディングを行った。

これにより多角的に分析が可能になると考える。 
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1.2 先行研究の検討 

 

上述のように、本稿では議題設定・争点形成・評価の 3 つのレベルのうち評価レベルに

焦点を当てる。その際、「行政サービス」「財政」「橋下氏」「その他」の 4 つのフレームか

ら多角的に分析する。大賀・他（2017）によると「フレームとは社会的な出来事や争点が

ジャーナリストやオーディエンスによって意味づけられ、解釈される際に用いられる特定

のパターンに注目し、その組織化の原理を明らかにする方法論」（p.121）と示されている。

評価レベルのみを分析すると、都構想の失敗と劇場型政治の失敗という一対一の一義的な

側面しか分析できないうえに、当時の政治的・社会的情勢を踏まえた緻密な考察が出来な

い。しかしながらフレーム分析を用いることでこれを克服し、個別の文脈を特定のフレー

ムに当てはめながら、そのフレームの時系列的変化、ひいてはそれらから見出すことので

きる多角的な考察が可能になるのがフレーム分析を行う根拠である。 

 劇場型政治家を題材にした先行研究は数多にある。しかしながら、それらの研究は劇場

型政治家の政治手法やパーソナリティーな側面、批判的評論ばかりが目立つ（有馬晋作

2012 、新田和宏 2008 を参照）。換言すれば、選挙などを通して劇場型政治家の争点形成

や評価レベルに関してマス・メディアを用いた分析をしている研究が少ないということで

ある。一方で中井（2007、p.25）によってテレビ報道を分析することで小泉劇場の考察が

行われている。以下に中井の研究要旨を引用する。 

 

2005 年の総選挙は自民党が 296 議席を獲得し大勝した。「小泉劇場」といわれた

今回の選挙にテレビの報道は多大な影響を与えたといわれている。日々のニュース

は郵政民営化を巡って繰り広げられる自民党内の争いに終始し、野党の存在を置き

去りにした。自民党は争点設定の主導権を握り,さらには「映像」というテレビの特

性をうまく利用して「劇場」を盛り上げ選挙に勝利することに成功した。小選挙区

においては報道の公平さがより一層重視されるにもかかわらず、なぜ特定の政党・

候補者に利すると有権者が感じる報道がなされたのか。実際の夕方の全国ニュース

を中心に項目の頻度や内容を検証しながらどこに問題点があったのかを見ていく。

（中井、2007、p.25） 

 

 上述の通り、この先行研究は選挙期間中のテレビ報道を中心にどのような争点形成がな

されてきたかを分析したものである。結果としてその量的分析から、当初国民が関心を集

めていた「年金」「医療」といったテーマから「郵政民営化」というテーマに収斂し、野党

を置きざりにし主導権を握った、そして「テレビ自らが積極的に『劇場』の後押しをして

ヒーローを作り上げていったことは紛れもない事実であり、きわめて問題が大きい」と結
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論づけている。しかしながらメディアを介した劇場型政治家と世論の関係性に基づく研究

において、これによって十分な知見を蓄積したとは言い難い。そこで本稿ではこの先行研

究のような劇場型政治家へのアプローチを試みながらも、争点形成ではなく評価レベルに

焦点を当てた、フレーム分析と新聞メディアを用いた、より多角的な分析を行う。以上よ

り本稿の独自性はここにある。 

 

 

1.3 リサーチクエスチョン 

 
上述より、本研究におけるリサーチクエスチョンを以下の 3 つとした。 

 

1. 新聞メディアの評価レベルはネガティブに収斂したのか。 

2. 新聞メディアはどのような切り口で都構想を報道していたか。 

3. 新聞メディアの報道にどのような時系列推移があったのか。 

 

 1 では主にⅠ期からⅡ期にかけて、都構想に関するポジティブ・ネガティブの時系列推移

に着目する。本研究では「メディアがそれぞれのレベルでその劇場型政治家の意向に収斂

していくものを劇場型政治の成功」と定義した。換言すれば、都構想の失敗を鑑みて、新

聞メディアの都構想に対する評価レベルがネガティブベクトルに収斂したと仮説を立てる

ことが出来る。これを検証する。 

 2 ではフレーム分析を行う。本研究では PN 分析をそれぞれのフレーム内に分類した上で

行った。フレームはそれぞれ「行政サービス」「財政」「橋下」「その他」である。どのよう

な論点から大阪都構想が報じられていたのか、またその報道量にどのような変化があった

のか、内容分析と併せて調べる。 

 3 では、1・2 の時系列推移に着目する。評価レベルにおけるコーディングは、各記事の

肯定・否定がどのような増減をたどっているのか、またその結果から何が推察できるか考

察する。またフレーム分析のおいても、各フレームの報道量推移から推察できるものを考

えると同時に、評価分析との関連性を明らかにしていく。 

 

 

 

2 内容分析 

 

2.1 検索概要 

 

分析対象は読売新聞と朝日新聞の 2 紙とした。2017 年の朝刊発行部数はそれぞれ 1 位・
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2 位で、9,017,238 部（読売）・6,583,790 部（朝日）であり（読売新聞広告局ポータルサイ

ト参照）、日本を代表する影響力のある言論機関というのが選定根拠である。分析対象期間

は各期間が 21 日間の連続する 2 期間、合計 42 日間である。告示日（2015 年 4 月 27 日）

から投票日（2015 年 5 月 17 日）をⅡ期とし、それと同じ日数だけ過去にさかのぼった期

間（2015 年 4 月 6 日～2015 年 4 月 26 日）をⅠ期とした。これにより最初の新聞メディア

の評価レベルを調査することができ、選挙期間中のそれと比較検討することを可能にした。

記事収集は各新聞社が提供しているデータベースを利用した。読売新聞は「ヨミダス歴史

館」、朝日新聞は「聞蔵Ⅱビジュアル」であり、そして「都構想」が含まれるものを検索し

た。そのとき大阪地域版を含む大阪本社発行の記事を選別した。当時都構想の議論は大阪

だけでなく日本全体を席巻していて、道州制などの議論にもつながっていた。またもとも

と橋下市長は弁護士タレントとして多くの番組に出演、知名度も高かったため、東京のテ

レビ番組・新聞でも連日大きく取り上げられていた。しかしながら住民投票であるため、

有権者・橋下大阪市長・新聞メディアの関係性を分析するには、大阪に限定すべきである

と判断した。選別方法として朝日新聞は検索画面で設定し、読売新聞は検索後に並び替え

を行った。その結果、記事数は朝日新聞はⅠ期：47 件、Ⅱ期：78 件となり、読売新聞はⅠ

期：53 件、Ⅱ期：61 件となった。詳細な方法を視覚的にまとめ、以下に記す。 

 

 

<朝日新聞> 

・データベース：聞蔵Ⅱビジュアル 

・検索モード ：詳細検索 

・対象紙誌名 ：朝日新聞 

・検索語   ：都構想 

・検索期間  ：2015/4/6~2015/4/26（Ⅰ期） 

       ：2015/4/27~2015/5/17（Ⅱ期） 

・検索対象  ：見出しと本文と補助キーワード 

・朝夕刊   ：朝夕刊 

・件数    ：100 件 

・順序    ：古い順 

・本紙／地域面：本紙、地域面（大阪） 

・発行社   ：大阪 

→Ⅰ期…47 件、Ⅱ期…78 件 

 

 

<読売新聞> 

・データベース ：ヨミダス歴史館 
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・検索語    ：都構想 

・検索方式   ：全文検索 

・順序     ：古い順 

・件数     ：100 件 

・検索期間   ：2015/4/6~2015/4/26（Ⅰ期） 

        ：2015/4/27~2015/5/17（Ⅱ期） 

・全国版・地域版：全国版 OR 大阪 

 →Ⅰ期…53 件（68 件）、Ⅱ期…61 件（88 件） 

 

※読売新聞の検索システムでは発行社まで絞ることが出来ないので、検索後に東京・中部・

西部本社発行を除いた。括弧内の数字は検索した際の数字、つまり大阪本社に絞る前の数

字である。検索後に「発行形態」をクリックすると発行社順に並び替えることが出来る。

ただしその場合強制的に新しい順になってしまい、また朝刊・夕刊で別々に並び替わって

しまうので、その点を留意した上で利用した。 

 

 

2.2 記事数の推移 

 

 以下に、2 紙の記事数の推移と比較したグラフ 3 つを示す。まず図 1 に朝日新聞の記事数

推移を示す。 

 

 

図 1 朝日新聞の記事数推移 

 

図 1 は朝日新聞における時系列順の記事数推移である。主に 4/13 と 4/27 に記事数が増加

していることが読み取れる。前者は前日 12 日の大阪府議選、大阪市・堺市議選の投開票が

あり、大阪都構想の前哨戦として注目を集めていたためと推測できる。結果として都構想
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を押し進める「大阪維新の会」が目標とする過半数に届かず、一方で都構想反対派の自民

党が議席を伸ばしたことなども話題性があり、記事数が急増した要因の 1 つである。一方

後者は 27 日が住民投票の告示日であったためと推測される。 

  

 

 

図 2 読売新聞の記事数推移 

 

次に、図 2 に読売新聞における時系列順の記事数推移を示す。図１と同様に府議選・市

議選の投開票日翌日にあたる 4/13 と、Ⅰ期とⅡ期の境目にあたる 4/26 から 4/28 にかけて

記事数が急激に増えていることが読み取れる。 

 

 

 

図 3 2 紙の記事数比較 

 

 図 3 は朝日新聞と読売新聞の記事数推移を併記したものである。グラフの形は 2 紙とも

大きな差異はないことが読み取れ、両紙とも報道傾向に大きな偏りがないということが分
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かる。 

 

 

2.3 分析方法 

 

2.3.1 フレーム分析 

  

上述のように検索した後、記事を読みながら都構想に対して 4 つのフレームにおける肯

定・否定を分類した。記録単位は記事であり、記事内の文章量の差異を考慮せず、１文で

も各フレームに該当すれば分類を行うようコーディングを行った。コーディングの種類は

フレームの分類についても、PN においてもマルチコーディングである。またコーディング

マニュアルを付録の 1-1 に、コーダーのコメントとそれに対する返信を付録 1-2 に載せたの

で、適宜参照されたい。各フレームの定義や背景など、その詳細を以下に示す。 

 

      ・行政サービス 

      ・財政 

      ・橋下 

      ・その他 

 

 「行政サービスフレーム」とは行政問題やそれに伴う住民サービスに関わるフレームで

ある。橋下大阪市長は大阪都構想によってもたらされる恩恵の 1 つに二重行政の解消とそ

れによって生じる住民サービスの向上とを主張してきた。一方で自民党・民主党・共産党

などの反対派はそもそも二重行政の存在を否定し、逆に住民サービスが低下し、一体的な

町づくりに懸念が生じると徹底的に反対していた。 

 「財政フレーム」とは大阪市や堺市を再編し特別区を設置するコストとそれによって生

まれる経済効果を天秤にかけた費用対効果の議論に関するもの、または住民に対する税金

や公共料金の負担に関するものである。賛成派は都構想によって税金の無駄使いを見直す

ことができ、また再編コストがかかるもののそれを上回る財政効果を生み出せると主張し

ていた。一方で反対派は都構想はむしろ税金を吸い上げるシステムになり得る、そしてコ

スト面で非効率であるなどと反対していた。 

 「橋下フレーム」は橋下大阪市長自身の性格や政治手法に関するものである。劇場型政

治家はその政治手法故に、一定数の人気票が存在する。「橋下市長の政策だから支持する」

というような政策の中身よりも政治家第一の支持派がいる一方、「彼の政治は独裁だから受

け入れがたい」と主張する反対派が存在した。このフレームは劇場型政治を分析する特有

なフレームだと考える。 

 「その他フレーム」は上記 3 つのフレーム以外、もしくは根拠のない賛成・反対に関す
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るものである。そのような例を朝日新聞から抜粋し以下に示す。 

 

    大阪都構想が実現すると、大阪市内にある約 430 の市立小・中学校はすべて区立

になる。五つの特別区ごとに新たに置かれる区教育委員会が所管し、教員の採用や

異動なども担当する。大阪維新の会は、例えば英語教育強化など、区ごとに独自色

を出しやすくなると説明する。 

    一方、教員の異動が特別区内に限られ、配置の柔軟性がなくなるという課題も指

摘される。都構想の事務作業を担う大阪府市大都市局は「詳細な運用方針は今後決

めていくが、義務教育期間中はより地域に密着した教育行政の充実を図るのが狙い」

と話す。「朝日新聞 2015 年 5 月 7 日 夕刊 『（大阪都構想 1 分チェック：5）市立

の小・中・高、どう変わる？』」 

 

これは教員に関するテーマから、大阪都構想を報じたものである。英語教育強化などの

区独自の政策を実行できるメリットがある一方で、教員を柔軟に配置することが難しくな

り運用に課題が生じるデメリットも報じている。このように 3 つのフレーム「行政サービ

ス」「財政」「橋下」のどれにも当てはまらない具体性の高い記事をこの「その他フレーム」

に分類した。 

また都構想の肯定・否定に言及していないもの（世論調査の事実記事など）を「言及な

し」に分類し、今回の分析において影響が出ないように除いた。 

 

 

2.3.2 時系列分析 

  

本研究ではリサーチクエスチョンの一部として 

   

・新聞メディアの評価レベルはネガティブに収斂したのか。 

  ・新聞メディアの報道にどのような時系列推移があったのか。 

 

の 2 つを掲げていた。つまりフレームごとにコーディングしたものの時系列分析を行う必

要がある。そこで時系列の俯瞰的な流れと細かい流れをみるために、2 段階での分析を試み

た。 

 1 つはⅠ期とⅡ期の比較である。そもそもⅠ期を設定したのは、告示前の最初の新聞メデ

ィアの評価レベル、つまり劇場型政治家である橋下大阪市長による影響を受けていない評

価レベルを調べるためである。したがってこの比較によって、新聞メディアに対する橋下

市長の評価レベルへの影響を考察することが出来る。 

 2 つ目は期間 42 日間をより細かいタームに分けて、各タームのポジティブ・ネガティブ
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の量的変化を分析した。公平性を保つために 21 日間を均等に割ることができる 7 日を１タ

ームとした。1 タームを 1 日もしくは 3 日としてしまうと細かすぎてしまい、また記事数の

推移で示したように比較的数日間にわたって固まって報道されている傾向があり、それを

考慮したためである。具体的には 4 月 6 日から 4 月 12 日を１ターム、4 月 13 日から 4 月

19 日を 2 ターム、4 月 20 日から 4 月 26 日を 3 ターム、4 月 27 日から 5 月 3 日を 4 ター

ム、5 月 4 日から 5 月 10 日を 5 ターム、そして 5 月 11 日から 5 月 17 日を 6 タームの計 6

タームを設定した。次の分析結果でフレームごとの報道量や時系列変化を、具体的な数字

を交え記す。 

 

 
2.4 分析結果 

 
 上述の分析方法でヒューマンコーディングを行った結果を以下に記す 

 

 

表 1 各フレームの記事数 

 

 

表 1 はⅠ・Ⅱ期間の区別をつけずに合計した、各フレームの分類記事数である。「記事数

の推移」の項目でも、2 紙における報道量の変化に偏りがないと推察していたが、分類した

記事数にもほとんど差異がなく一致したことが分かる。Noelle-Neumann（1973）による

とメディア間の共振性は「特定の争点について報道する際に、様々なニュースメディアが

基本的に類似した傾向を示す現象」と定義されており、議題設定レベル・焦点形成レベル・

評価レベルの 3 レベルがあると示されている。この偏りのない分類記事数からも 2 紙は争

点形成レベルと評価レベルで共振していることが分かった。 

 

 

2.4.1 行政サービスフレーム 

〈Ⅰ・Ⅱ期間の比較〉 

 

肯定 否定 肯定 否定 肯定 否定 肯定 否定
読売 41 36 16 26 7 12 34 54 32
朝日 40 39 16 23 8 16 35 55 31

行政サービス 財政 橋下 その他
言及なし
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図 4 行政サービス（Ⅰ・Ⅱ期間） 

 

図 4 はそれぞれ朝日新聞と読売新聞のⅠ・Ⅱ期間における行政フレームの PN 量を比較

したグラフである。朝日新聞では、Ⅰ期の肯定が 15 件、否定が 14 件、Ⅱ期になると肯定

が 25 件、否定も同じく 25 件という結果になった。一方、読売新聞では、Ⅰ期の肯定が 13

件、否定が 11 件、Ⅱ期は肯定が 28 件で否定が 25 件という形になった。 

どちらも共振性が存在しているため、分類された各記事数という点では類似性が極めて

高い。また 2 紙ともⅠ期からⅡ期にかけて、肯定・否定どちらも記事数が増加しており、

そのうえ読売では若干肯定が否定を上回っているものの、2 紙とも肯定・否定どちらも同じ

ような報道量で都構想を報じていることが分かる。 

 

 

〈ターム間の比較〉 

 

図 5 行政サービス（ターム間） 

 

図 5 は行政サービスフレームにおける 2 紙のターム間の比較である。朝日新聞は 1 ター

ム目から 6 ターム目までそれぞれ、肯定が 1、13、1、9、3、13 件であり、否定が 2、10、

2、7、6、12 件となった。一方で読売新聞は肯定が 3、6、4、13、3、12 件、否定が 2、7、

2、10、5、10 件となった。 

2 紙とも共通して分かることは、1 ターム目は肯定・否定どちらも報道量が少ない点、増

減量に差異はあるものの 2 ターム目で分類記事の増加、5 ターム目で分類記事の減少が見ら
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れる、などのように報道量に類似性が認められる点が挙げられる。またⅡ期において、4 タ

ーム目と 6 ターム目に肯定・否定どちらも報道量が増加している事から、告示日と投票日

に報道が集中し、それにともなって行政サービスに関わる報道が多くなったと推察される。 

 

 

2.4.2 財政フレーム 

〈Ⅰ・Ⅱ期間の比較〉 

 

図 6 財政フレーム（Ⅰ・Ⅱ期間） 

 

 図 6 は財政フレームにおけるⅠ・Ⅱ期間の比較である。朝日新聞はⅠ期の肯定が 9 件、

否定が 4 件となり、読売は肯定が 9 件、否定が 11 件となった。一方でⅡ期は朝日の肯定が

7 件、否定が 19 件となり、読売は肯定が 7 件、否定が 15 件となった。 

 2 紙ともⅠ期からⅡ期にかけて、肯定の記事数が減少し、否定の記事数が増加している。

特にⅡ期は肯定の 2 倍以上の否定に関する記事があることが分かる。一方で朝日はⅠ期で

は肯定が否定を上回っているがⅡ期で逆転し、読売ではⅠ・Ⅱ期両期間とも否定が肯定を

上回っているという差異も認められる。 

 

 

〈ターム間の比較〉 
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図 7 財政フレーム（ターム間） 

 

 図 7 は財政フレームにおけるタームごとの比較である。肯定に関して１ターム目から 6

ターム目まで朝日は 3、6、0、3、2、2 件となり、読売は 1、5、3、2、1、4 件であった。

同様に否定は朝日が 0、4、0、4、5、10 件、読売が 1、5、5、6、2、7 件という結果にな

った。 

 Ⅰ・Ⅱ期間での比較でも分かったように、全体的に肯定の記事数が減少し、否定の記事

数が増加している。朝日のⅡ期は一定の割合で肯定が減少し否定が増加しており、否定に

収斂しているといえる。一方で常に否定が肯定を上回っているのはⅡ期だけだが、読売は

全期間を通して常に否定が肯定を上回っている、もしくは同じである。朝日よりも読売の

方が財政フレームにおいては都構想を批判的に捉えていることが分かる。 

 

 

2.4.3 橋下フレーム 

〈Ⅰ・Ⅱ期間の比較〉 

 

図 8 橋下フレーム（Ⅰ・Ⅱ期間） 

 

 図 8 は橋下フレームにおけるⅠ・Ⅱ期間の比較である。朝日ではⅠ期の肯定が 6 件、否

定が 8 件となり、Ⅱ期では肯定が 2 件で否定が 8 件となった。一方で読売はⅠ期の肯定が 3

件で否定が 7 件となり、Ⅱ期で肯定が 4 件、否定が 5 件となる結果になった。 

 橋下フレームでは上の 2 フレームと異なり、2 紙で大きく差異がみられた。全体的な報道

量は争点形成レベルにおける共振性から類似点がみられるが、ポジティブ・ネガティブに

関する報道量が異なるということがわかる。朝日では肯定の記事数が減少し、否定の記事

数が変わらないことが読み取れ、相対的に否定の記事数が増加したと判断できる。一方で

読売では肯定の記事数が増加しながら、否定の記事数が減少しており、相対的には肯定ベ

クトルに収斂しているといえる。 
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〈ターム間の比較〉 

 

図 9 橋下フレーム（ターム間） 

 

 図 9 は橋下フレームにおけるタームごとの比較である。朝日では１タームから 6 ターム

にかけて肯定が 1、5、0、0、1、1 件となり、否定が 3、5、0、1、4、3 件となった。一方

で読売では肯定が 0、2、1、3、0、1 件、否定が 0、6、1、2、1、2 件であった。 

 この比較でもⅠ・Ⅱ期間の比較で認められたように差異があった。朝日は 2 ターム目で

大きく肯定の記事数が増えたのみで、他タームでは 0 件もしくは１件であった一方で、否

定的な報道は各期間で増加している。3 ターム目では肯定・否定両記事とも 0 件であり、告

示日周辺の 4 タームでは肯定的記事はなかった。それに対して、読売は 2 ターム以降否定

的な記事は一定であり、肯定も否定同様の記事数に落ち着いている。だが 2 ターム目で両

紙とも突出して否定的記事の増加が認められる。 

 

 

2.4.4 その他フレーム 

〈Ⅰ・Ⅱ期間の比較〉 

 

図 10 その他フレーム（Ⅰ・Ⅱ期間） 

 

 図 10 はその他フレームにおける、Ⅰ・Ⅱ期間の比較である。朝日ではⅠ期の肯定が 11

件、否定が 24 件、Ⅱ期の肯定が 22 件で否定が 33 件となった。一方で読売ではⅠ期の肯定
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が 15 件、否定が 18 件となり、Ⅱ期の肯定が 19 件で否定が 36 件という結果になった。 

 2 紙ともⅠ期からⅡ期にかけて肯定・否定が増加しているが、それぞれの上げ幅に若干の

差異が認められた。朝日では肯定が倍以上増加しているが、否定は 1.5 倍増加にとどまって

いる。その一方で読売では肯定が 15 件から 18 件と微増しているのとは対照的に、否定が

18 件から 36 件と倍増している。その細かい推移を次のターム間比較でみる。 

 

 

〈ターム間の比較〉 

 

図 11 その他フレーム（ターム間） 

 

 図 11 はその他フレームにおける 2 紙のターム間比較である。朝日では肯定が 1、9、1、

5、6、13 件で否定が 3、17、2、9、9、15 件であった。一方で読売は 4、8、3、5、4、10

件、否定が 4、12、2、16、7、13 件という結果になった。 

 2 紙ともⅠ期間では 2 ターム目で急増する山型の推移が認められた。一方Ⅱ期間では両紙

に違いが見られる。Ⅰ・Ⅱ期間比較で肯定が倍増していた朝日ではⅡ期間で肯定・否定が

単調に増加しているが、読売では 4 タームと 6 タームよりも 5 ターム目で肯定・否定が減

少する谷型の推移が見られた。ただ山型・谷型の時系列推移のように肯定・否定共に同じ

ような記事数の変化があった。2 紙間では違いがあったが、それぞれの新聞社に焦点を当て

ると、常に否定が肯定を上回りながらも、同じような増減を繰り返していることが読み取

れた。 
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図 12 ターム間における 2 紙合計の記事数 

 

 図 12 はフレームによって分けずに、2 紙合計のタームごとの記事数を示したものである。

いずれも各タームで必ず否定が肯定を上回っていることが分かる。 

 

 

2.5 信頼性の検定 

 

 内容分析の信頼性を検証するために、筆者以外の外部コーダー3 人（本研究に関与した履

歴のない学部 3 年生、著者に対し匿名）を立て、コーダー間でのクリッぺンドルフのα係

数を算出した。その数値を表 2 から表 5 に示す。 

 

表 2  Krippendorff's Alpha Reliability Estimate 行政サービスフレーム 

 

 

 

表 3 財政フレーム 

 

 

 

表 4 橋下フレーム 

 

 

 

表 5 その他フレーム 

 

  

表 2~5 から分かるように、クリッぺンドルフのα係数は行政サービスフレームが 0.4399、

財政フレームが 0.5230、橋下フレームが 0.4982、そしてその他フレームが 0.3803 という

値になった。一般的に 0.6 以上の値で信頼性が確保できたと認定できるが、本研究ではそれ

を大きく下回る結果となった。今後の課題という章でも再掲しているが、コーディングマ

ニュアルの曖昧さが原因と考えられる。 

Alpha LL95%CI UL95%CI Units Observrs Pairs
Nominal 0.4399 0.361 0.5267 120 4 720

Alpha LL95%CI UL95%CI Units Observrs Pairs
Nominal 0.523 0.4082 0.6255 120 4 720

Alpha LL95%CI UL95%CI Units Observrs Pairs
Nominal 0.4982 0.3449 0.6228 120 4 720

Alpha LL95%CI UL95%CI Units Observrs Pairs
Nominal 0.3803 0.3093 0.4601 120 4 720
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3 考察 

 

 以下では各フレームの背景を踏まえた上で、仮説通りに「橋下市長の意向に反してネガ

ティブベクトルに収斂した」かどうかを考察したい。この場合の「ネガティブへの収斂」

は①ポジティブが減少するにつれてネガティブが増加する、②ポジティブが変化なしもし

くは増加しているが相対的にネガティブの割合が高くなっている、の 2 つと定義した。以

上を踏まえ 4 フレームの考察（「行政サービス」「財政」「橋下」「その他」）を示した。 

 

3.1 行政サービスフレーム 

 

 その他を除いた具体性の高い 3 フレーム（「行政サービス」「財政」「橋下」）ではこの行

政サービスフレームに分類された記事（朝日 79 件（朝日の分析対象記事の 63.2%）、読売

77 件（読売の分析対象記事の 67.5%））（小数第 2 位を四捨五入、以下同様）が圧倒的に多

かった。換言すれば大阪都構想は行政サービスに関する問題から報じられることが多かっ

たということになる。行政サービスフレームに関わる論点は、都構想にすることで二重行

政が解消する、もしくは二重行政はそもそも存在しないという議論に端を発している。そ

してそこから結びつくものは住民サービス向上に関わる議題である。もし二重行政が解消

されればその余った人員や予算を住民サービスの向上に回すことができ、下水道事業の改

善や地域のニーズにあった細かい行政運営が可能になると橋下市長は主張する。一方でそ

もそも二重行政は存在せず、特別区を設置してしまうと今まで受けていた行政サービスを

受ける資格がなくなってしまうと主張する反対派との構図が繰り広げられていた。これは

有権者に最も関連性の高いものであり、だからこそ政治家と新聞メディア両方が取り上げ

る割合の高かったフレームだと推察できる。 

 一方で仮説通りに取り上げられる割合が多かったフレームだからこそネガティブに収斂

したかと考えるのは早合点であり、2 紙とも肯定が否定と同数、もしくは上回っているとい

う結果になっている。なぜ争点性の高いフレームで否定的記事より肯定的記事が多いのに

も関わらず、選挙はそれとは反した結果になったのか。ここに生じるギャップを「シルバ

ーデモクラシー論」を用いて考えたい。塩沢（2016、p.46）によると、シルバーデモクラ

シー論とは「少子高齢化が進行し、社会全体における高齢者層の占める比率が高まる中で、

選挙においても高齢の有権者ほどより多くが投票に参加するため、政治や選挙に対する高

齢者層の影響力がより一層高まる」理論であると説明がなされている。実際に世論調査な

どから各年代と賛否を比較すると、20 代から 60 代までで賛成が過半数を占めた一方で、

70 歳以上は反対が 61％と大きく賛成を上回った。なぜ 70 歳以上だけ反対が多いのか。そ

れは敬老パスの有料化が原因の 1 つだと考える。朝日新聞の記事を引用してその根拠を示
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す。 

  

橋下氏は 70歳以上の市民が市営地下鉄や市バスに無料で乗れた敬老パスの一部有

料化を実施。高齢者には根強い批判があるとされる。自民党の市議選候補者は街頭

演説で「もっと使いやすい方向に」と主張しており、橋下氏は 6 日の街頭演説で子

ども教育予算の増額をアピールしつつ、「敬老パスを申し訳ないが改革した。裕福な

東京でも一部負担している」と説明した。（朝日新聞 2015 年 4 月 7 日 朝刊 『男女・

年代で賛否に差 大阪都構想巡る大阪市民世論調査/大阪府』） 

 

記事の通り、70 歳以上の有権者から敬老パスの有料化に根強い批判があったと推測でき

る。そしてシルバーデモクラシー論によると、この行政サービスに不満を抱いていた 70 代

以上の有権者が投票行動における影響力が最も大きいとされている。換言すれば、新聞メ

ディアは行政サービスフレームにおいて肯定的報道をしていて、それに対して 5、60 代ま

での有権者は一定程度影響を受けているが、70 代以上の有権者は敬老パスの有料化などの

過去の行政政策への評価から批判的でありメディアの影響が少なく、そしてその世代が選

挙結果に大きく影響を与えたことが、このギャップを説明できると考える。 

また１ターム目から 2 ターム目にかけて増加しているのは、記事数の推移で推察した通

り、12 日に府議選、大阪・堺両市議選の投票があり、維新の会が第一党になりながらも過

半数を獲得できなかったことにニュース性があり、また大阪都構想の前哨戦と評されてい

たことから都構想関連の報道が多かったことが原因と考えられる。 

 

 

3.2 財政フレーム 

 

 財政フレームは具体性の高い 3 フレームの中で 2 番目に記事数が多かった（朝日 39 件

（31.2%）、読売 42 件（36.8%））。これは財政が行政サービスと結びついて報道される傾向

があったためと推察される。財政フレームはお金に関わるフレームであり、二重行政が解

消されることで税金の無駄遣いが解消され、その分を公共料金の値下げなどを通じて市民

に還元できる、また最低 600 億円の初期費用がかかったとしても、コストを差し引いて 17

年度から 17 年間で 2762 億円の経済効果が見込めると橋下市長をはじめとした大阪維新の

会が主張した。それに対してむしろ行政効率が悪くなり税金や公共料金の値上げが起こり

うる、また都構想によって生まれる財政効果は 1 億円に過ぎず、初期コストが 600 億円か

かることから費用対効果が見込めないと主張する反対派の構図であった（朝日新聞 2015

年 5 月 6 日 朝刊 「『大阪都』異なる目算 賛成派『効果 2700 億円』/反対派は『1 億円』」）。

両者の主張から分かるように行政とセットで報じられる機会が多いが、一方で比較的行政

に関わる議題であり有権者に直接関わることが少ない故に、行政サービスフレームに比べ
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て取り上げられる記事が少なかったと考えられる。また記事数の時系列推移であるが、タ

ームごとの比較では若干のばらつきはあるものの、総じて肯定の記事数が減少し、それと

は対照的に否定の記事数が増加していることが読み取れる。つまりネガティブベクトルに

収斂していると言えると同時に、財政フレームに関しては「橋下市長の意向に反してネガ

ティブベクトルに収斂した」という仮説が立証されたと考える。また１ターム目から 2 タ

ーム目にかけて増加しているのは、行政サービスフレーム同様の影響を受けたものだと考

えられる。 

 

 

3.3 橋下フレーム 

 

橋下フレームは具体性の高い3フレームで最も記事数が少なかった（朝日24件（19.2%）、

読売 19 件（16.7%））。このフレームは劇場型政治家である橋下徹大阪市長（当時）に関わ

るものであり、彼に対する支持・不支持に直結する。都構想以前から弁護士やタレントと

して知名度があり大阪府知事に当選した時から、改革ムードが高まっていて、その頃から

徐々にポピュリズムを巧みに使い分けながら有権者の心を掴んでいった。橋下市長のやる

ことだから賛成である、彼なら大阪を改革してくれる、など賛成の根拠が政策の中身では

なく橋下自身というのが賛成派の心理である。それとは対照的に橋下政治は独裁だ、彼の

やることには反対だなどと主張する反対派である。 

2 紙とも記事数は 20 件前後であることから、新聞メディアは橋下市長をあまり争点化せ

ず、むしろ行政サービスや財政などの観点から冷静に報道していたことが分かる。さらに、

肯定・否定の合計が朝日はⅠ期からⅡ期にかけて 14 件から 10 件、読売が 10 件から 9 件と

減少していることからも、先述のような報道傾向が選挙が進むにつれてより強まったこと

が分かる。 

時系列比較を見てみると、2 紙で差異が見られる。朝日は肯定的記事が減少するにつれて、

相対的に否定的記事が増加している（図 8 参照）。つまりネガティブベクトルに収斂してい

る。一方で読売は 肯定的記事が増加するにつれて、否定的記事が減少している。これは朝

日とは対照的にポジティブベクトルに収斂していると判断できる。しかしながら、読売に

注目してターム間比較を見てみると 2 ターム目で 6 件と否定が急増しているが、4〜6 ター

ム目も合計 5 件と一定程度の否定的記事があり、これは肯定を上回っている。換言すれば、

一見してポジティブベクトルに収斂しているようにみえる推移は、2 ターム目でのⅡ期より

も多い記事件数が原因であり、肯定の記事数が明らかに減少はしていないが、相対的に否

定の記事数が増加しており、朝日同様に否定的記事が多いと結論づけることができる。た

だし、完全にネガティブベクトルに収斂しているとまでは言えない。それに対して朝日は

ターム間比較を見てみても、2 ターム目を除いて肯定は 0 もしくは 1 件だが否定は一定数記

事があり、特に 3 ターム以降の肯定は 2 件である一方で否定は 8 件ありネガティブベクト
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ルに収斂していると言える。なぜ肯定よりも否定派がこのフレームを用いたのか、有馬

（2012、p.71）は次のように説明している。 

 

既得権益を失うことを恐れる左右の勢力は，彼らにとって「危険な改革者」である

橋下氏を国民から切り離そうと，なりふり構わず「独裁者」「ヒトラー」と批判を

エスカレートさせているという。 

（中略） 

橋下支持派からは，橋下氏の政策は従来の保守革新にとらわれない既得権益を狙い

打ちにする改革的政策で，保守革新とも既得権益を失いたくないので，独裁者など

という感情的な批判に終始しているという指摘がある。（有馬、2012、p.71） 

 

このように反対派は政策だけでなく橋下市長自身や政策手法を攻撃する傾向があるため、

橋下フレームにおいて否定が肯定を上回ったと考えられる。 

また行政サービス・財政フレーム同様に 2 ターム目で肯定・否定の記事が多いのも同じ

原因であると推察される。特に 2 ターム目の後半で都構想に反対する地域の各団体への補

助金を停止する検討を橋下市長がしているという報道がなされたことが橋下フレームにお

ける記事数の急増に結びついたと推察される。その根拠を読売新聞の記事を引用して以下

に示す。 

 

橋下氏は市幹部に、「政治的中立性」を補助金支出の条件に盛り込めないかどうかの

検討を指示した。維新市議団幹部にも、「反対運動をやると、補助金が止まる可能性

がある」と、地域の各団体に伝えるよう求めた。ただ市関係者によると、補助金対

象の事業そのものに政治色がないなら、事業以外で団体が政治活動をしても口出し

は難しい。橋下氏は 17 日、報道陣に、「慎重に検討を続ける」と述べるにとどめた。 

野党幹部の一人は、「補助金を人質に反対論を封じようとするとは、まさに独裁者。

あと 1 か月、維新との攻防は間違いなく激しくなる」と語った。（読売新聞 2015 年

4 月 18 日 朝刊 『［岐路 大阪 5・17］都構想 主張封じ込め合戦』） 

 

 このように橋下市長の人格が表れるニュースが要因となって、橋下フレームに関わる記

事が増加したと判断できる。 

 

 

3.4 その他フレーム 

 

これまでは具体性の高い 3 フレームで件数の比較をしていたが、その他フレームが 4 フ

レームの中で最も取り上げられたフレームであった（朝日 90 件（71.4%）、読売 88 件
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（77.2%））。その他フレームは行政サービス、財政、橋下の 3 フレームに該当しないフレー

ム、もしくは根拠のない賛成・反対に関わるものである。実際に分類した記事を見ていく

と、以下のような根拠のない賛成・反対が多く認められた。以下に読売新聞の記事を引用

する。 

 

     都構想を最大の政治目標に掲げる大阪維新の会の橋下徹代表（大阪市長）は 16 日

夜の演説で「役所の仕組みを変え、税金の無駄遣いをやめる。東の東京都、西の大

阪都で日本を引っ張る。僕は市民の皆さんが動いてくれると信じている」と呼びか

けた。 

    一方、反対派の自民、公明、民主、共産の各党も市内各地で活動を展開。自民党

の柳本顕市議団幹事長は「歴史ある大阪市をなくしてはいけない。一番不利益をこ

うむるのは市民。都構想は百害あって一利なし。なんとしても大阪市を守り抜かな

くては」と訴えた。（読売新聞 2015 年 5 月 17 日 朝刊 『大阪都構想 きょう審判 

住民投票 期日前に 29 万人超』） 

 

このような記事が朝日でも散見しており、2 紙とも各立場の政治家や専門家、有権者の声

を届けている。そしてⅠ・Ⅱ期間比較をみると選挙の終盤に向かうにつれて、肯定・否定

両方の記事数が増加している。このことから政治家側も都構想の長短を丁寧に説明する姿

勢から有権者の感情に訴えようとする姿勢に変化していったことが読み取れる。そして

Ⅰ・Ⅱ期間比較でも、ターム比較でも読売の 3 ターム目を除いて否定が肯定を上回ってお

り、特に反対陣営が「その選択、後悔しても元に戻せません」（読売新聞 2015 年 5 月 15 日）

のように有権者の感情に直接訴えるようなアピールをしており、新聞メディアも同様にこ

れを報道していたことが分かる。 

また 2 ターム目の肯定・否定の増加は上記 3 タームと同様の理由であると考えられる。

一方でⅠ期は山型で、Ⅱ期は肯定・否定どちらも増加しており、どちらか片方に収斂して

いくような様子は見られなかった。 

 

 

4 結論 

 

この章では前章の考察を踏まえて、3 つのリサーチクエスチョンに対してアプローチをして

いく。ここでリサーチクエスチョンを振り返る。 

 

1. 新聞メディアの評価レベルはネガティブに収斂したのか。 

2. 新聞メディアはどのような切り口で都構想を報道していたか。 

3. 新聞メディアの報道にどのような時系列推移があったのか。 
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以上の 3 つである。それぞれに対して結論を出していく。 

 

 

1 は新聞メディアの評価レベルがネガティブベクトルに収斂したのかという問いである。

2 紙の区別をせずに肯定と否定の記事量をⅠ期とⅡ期で比較すると、Ⅰ期の肯定が 81 件（朝

日 41 件、読売 40 件）で否定が 95 件（朝日 48 件、読売 47 件）となり、Ⅱ期の肯定が 116

件（朝日 58 件、読売 58 件）で否定が 166 件（朝日 85 件、読売 81 件）という結果になっ

た。肯定は 81 件から 116 件に増加し、増加率は 1.43 倍（小数第 3 位を四捨五入）となり、

否定は 95 件から 166 件に増加し、増加率は 1.75 倍（同様に四捨五入）であった。換言す

れば、肯定・否定どちらも増加しているが肯定よりも否定の増加率が高く、相対的にネガ

ティブベクトルに収斂したと結論付けることができ、Ⅰ・Ⅱ期間においては仮説が立証さ

れた。 

ただしフレームごとの収斂に着目すると異なった結果となった。行政サービスフレーム

ではまずⅠ・Ⅱ期間の比較ではどちらの記事数も増加しており、ターム間で比較してもど

ちらかに収斂している結果、もしくはどちらかが相対的に増減している結果は得られなか

った。財政フレームは考察で示した通りに橋下市長の意向とは反対にネガティブベクトル

に収斂し仮説と一致した。橋下フレームでは 2 紙で異なる結果となった。朝日は仮説の通

りネガティブベクトルに収斂していたが、読売はネガティブベクトルに収斂しているとま

では言えなかった。ただし相対的に否定が多いことは認められた。その他フレームはどち

らかに収斂、もしくは相対的にどちらかが増減するような結果は得られなかった。 

以上よりⅠ・Ⅱ期間の比較ではネガティブベクトルに収斂していた。フレームごとに調

べると財政フレームと橋下フレームでは仮説の通りにネガティブベクトルに収斂し、行政

サービスフレームとその他フレームでは収斂が認められなかった。 

2 では切り口、つまりどのようなフレームから報道が行われていたかが問われている。こ

れは考察で示されたが、最も記事量が多かったフレームは「その他」であった。特に選挙

終盤になるにつれて、このフレームに関わる記事数が多くなり有権者の感情に直接訴える

手法が多用されていたことが分かる。特に否定的記事が多いことから、反対派がよく用い

たフレームであることも判断できる。そしてその次に多かったのが「行政サービスフレー

ム」「財政フレーム」「橋下フレーム」という順であった。行政サービスと財政はどちらも

関連性のあるフレームであり、特に前者は有権者に密接に関わるものであるが故に政治家

やメディアが取り上げる機会も多かったと考えられる。一方で橋下フレームの記事が最も

少なかった点から、新聞メディアは橋下市長の劇場型政治を煽ることなく冷静に都構想の

長短を報道していたと判断できる。 

 3 は都構想に関する新聞メディア報道の時系列推移を問うたものである。Ⅰ・Ⅱ期間の比

較をみても、Ⅰ期からⅡ期にかけて全体の記事数が増加しており投票日が近づくにつれて
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都構想を扱う記事が増えていることが分かる。タームごとの 2 紙とフレームの区別をしな

い合計記事数の比較は１タームから順に肯定が 14、54、13、40、20、56 件で否定が 15、

66、14、55、39、72 件であった（図 12 を参照）。2 ターム目で記事が急増しているのは考

察で示した通り府議選、大阪・堺両市議選の影響を受けていると考えられ、4 ターム目に告

示日そして 6 ターム目に投票日があったため 4 タームから 6 タームにかけて谷型の記事数

推移をしていると推察できる。さらに全てのタームで否定が肯定を上回っており、新聞メ

ディアは批判的に都構想を報じていたと判断できる。フレームごとの時系列推移は１番の

リサーチクエスチョンに対する結論で示した通りである。 

以上より 3 つのリサーチクエスチョンに対する結論を示し、仮説が部分的に立証された。

劇場型政治家はメディアを巧みに利用しながら、国民のポピュリズムを煽る傾向がある。

それと同時に、新聞メディアの評価レベルがネガティブベクトルに収斂したことと実際に

都構想が否決されたことから、新聞メディアが世論形成に大きな影響力があることも分か

った。本稿が政治家・メディア・有権者の関係性を問う有意義なものになり、今後の当該

分野における研究への貢献になれば幸いである。 

 

 
 
5 今後の課題 

 
 本研究の仮説は「都構想の失敗は新聞メディアの評価レベルがネガティブベクトルに収

斂したことによるものである」というものだったが、Ⅰ・Ⅱ期間比較では相対的に収斂し

たと結論付けることができ、部分的に仮説が立証されたと考える。一方でフレームごとの

分析では財政フレームと橋下フレームでは収斂が認められたが、行政サービスフレームと

その他フレームでは収斂が見られなかった。なぜ収斂しなかったのか、またなぜ収斂した

のか、その点を検証する十分な知見を得られなかった。 

またネガティブベクトルへの収斂の定義として、①完全に肯定が減少し否定が増加する、

②肯定の増加率よりも否定の増加率が上回っている、とした。①は収斂そのものであり、

②は「相対的に収斂」という表現を用いた。しかしながら実際にこれら 2 つの収斂という

定義や表現が正しいのか、時間をかけて検証することが出来なかった。 

そして信頼性の検定においてクリッぺンドルフのα係数値が0.3803~0.5230という値を算

出し、十分信頼性を担保することが出来なかった。コーダーからのコメントを付録に載せ

ているが、コーディングの疑問点が多く寄せられたことはコーディングマニュアルの不備

であったと考える。判断基準が曖昧であった箇所も見受けられる。 

以上を今後の課題としたい。 
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〈付録〉 

1.1 コーディングマニュアル 

 

①調査対象 

 読売新聞・朝日新聞の 2 紙を扱う。テストコーディングは記事数全 239 件のうち 120 件

（系統抽出 50%）を担当してもらいたい。尚、テストコーディングシートには系統抽出済

みの記事一覧が記載されている。 

 

 

②期間 

 調査期間は 2 つ。それぞれ告示日前 21 日間をⅠ期、告示日から投票日までの 21 日間を

Ⅱ期とする。 

Ⅰ期…2015/04/06~2015/04/26 

Ⅱ期…2015/04/27（告示日）~2015/05/17（投票日） 

 

 

③検索条件 

 <朝日新聞> 

・データベース：聞蔵Ⅱビジュアル 

・検索モード ：詳細検索 

・対象紙誌名 ：朝日新聞 

・検索語   ：都構想 

・検索期間  ：2015/4/6~2015/4/26（Ⅰ期） 

       ：2015/4/27~2015/5/17（Ⅱ期） 

・検索対象  ：見出しと本文と補助キーワード 

・朝夕刊   ：朝夕刊 

・件数    ：100 件 

・順序    ：古い順 

・本紙／地域面：本紙、地域面（大阪） 

・発行社   ：大阪 

→Ⅰ期…47 件、Ⅱ期…78 件 

 

<読売新聞> 

・データベース ：ヨミダス歴史館 
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・検索語    ：都構想 

・検索方式   ：全文検索 

・順序     ：古い順 

・件数     ：100 件 

・検索期間   ：2015/4/6~2015/4/26（Ⅰ期） 

        ：2015/4/27~2015/5/17（Ⅱ期） 

・全国版・地域版：全国版 OR 大阪 

 →Ⅰ期…53 件（68 件）、Ⅱ期…61 件（88 件） 

※尚、読売新聞の検索システムでは発行社まで絞ることが出来ないので、検索後に東京・

西部本社発行を除いた。カッコ内の数字は検索した際の数字、つまり大阪本社に絞る前の

数字である。検索後に「発行形態」をクリックすると発行社順に並び替えることが出来る。

ただしその場合強制的に新しい順になってしまい、また朝刊・夕刊で別々に並び替わるの

で、その点留意した上で利用されたい。コーディングシートはコーディングする際に記事

を見つけやすくするために、大阪朝刊→大阪夕刊のそれぞれ新しい順で羅列されている。 

 

 

⑤分析対象語 

 今回コーディング対象となる文章は以下に分類されるテーマを含むものである。 

・行政サービス 

  →肯定派は「都構想は二重行政を解消し住民サービスを改善する」と主張する一

方で、「二重行政はそもそも存在せずむしろ市民サービスが低下する」と否定派

は主張する 

・財政 

 →税金の無駄遣いを解消する、特別区に再編することそれ自体にコストがかかり

費用対効果が見込めない、もしくはむしろ財政的に非効率になるといった論点 

・橋下氏 

 →劇場型政治家によく見受けられるものだが、その政治家自身の人気票というも

のが存在する。ここでも「橋下市長の政策だから賛成する」や「彼の政治は独

裁だ」など、都構想に対する肯定・否定の根拠が橋下氏自身やその政治手法に

よるものを分析する 

・その他 

→上記３つに言及していない、もしくは根拠のない肯定・否定 

・言及なし 

→肯定・否定に言及していない（世論調査の事実報道や全く関係のない記事など） 

 

⇒それぞれのテーマで都構想に対して肯定か否定かを分類する。 
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⑥分析方法 

 各記事を読んで、上記のそれぞれのテーマに対して「肯定」「否定」の 2 分類を行う。該

当するコーディングシート欄にそれぞれ「1」を記入する。該当しないセルは空欄のままで

よい。 

 

⑦分析単位 

 分析単位は記事である。「肯定」「否定」が両方読み取れた場合はそれぞれの欄に「1」を

記入すること。記事全体の論調を分類するのではなく、1 文でも登場するテーマごとに分類

すること。その際の文章数による差異は考慮せず、「1」と記入する。 

 

 

⑧分類を判断する基準の具体的な単語と記事例 

〈肯定〉 

【語】：賛成である/行政のむだ減らしにつながる/二重行政を解消/税金の無駄遣いを見直す/

効率化/住民の声をより聞ける/行政の役割分担をすれば発展/財政効果を生み出せる/大阪市

を守る/今より充実/大阪の活性化/発展につながる/億の効果額/実現させたい/このままでい

いのか 

 

〈否定〉 

【語】：反対している/住民サービスがよくならない/地域コミュニティーが成り立たない/住

みづらい町/コスト面などで非効率になる部分も生じてくる/一体的なまちづくりに影響が

出る懸念/無駄遣い/税金を吸い上げる/市民の暮らしを削る/不満が多い/メリットはない/反

対票を呼びかける 

 

〈具体例〉 

A) 読売新聞 2015/04/23「［Ｑ都構想］住民サービスは？」 

・橋下氏はこれを例に、「市全体で数を増やすのは調整が大変だが、特別区では自分た

ちで決められる」とメリットを強調している。→ポジティブ（行政サービス）に１カウン

ト 

・「各区の財源を調整する仕組みをつくっても、一定の財政格差が生じることは避けら

れない」として、住民サービスが低下したり、税金や公共料金が値上げされたりする可能

性を指摘している。→ネガティブ（行政サービス）・（財政）にそれぞれ１カウント 
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B) 読売新聞 2015/04/13「［スキャナー］統一選２０１５ 都構想『僅差の勝負』」 

・「僕が都構想を提案したのは、税金の無駄遣いを止めるためだ」。橋下氏は中盤以降、

都構想の理念の説明に時間を割くようになった。過去の府市の巨大投資の失敗例を挙

げ、「（二重行政が）このままでいいのか」と強調した。→ポジティブ（財政）・（行政

サービス）にそれぞれ１カウント 

・自民、民主、共産各党の候補は一貫して「大阪市をつぶさせない」と都構想反対を

訴えた。→特に根拠なく否定しているので、ネガティブ（その他）に 1 カウント 

 

C) 朝日新聞 2015/4/12 「選ぶ、街のゆくえ 統一地方選・前半戦、きょう投開票 【大

阪】」 

・都構想で新設される特別区が東京２３区をモデルにしていることを念頭に、「東京の

区長も『大阪市のような権限と財源がある政令指定市になりたい』と言っている。こ

れ以上、維新に力を与えても混乱するだけだ」と主張。さらに「維新が鳴り物入りで

始めた民間人校長や公募区長もやってみたらセクハラ、パワハラ」と述べ、維新代表

の橋下徹大阪市長の政治手法にも矛先を向けた。→ネガティブ（その他）・（橋下氏）

に 1 カウント 

・＜共産党・山下芳生書記局長＞ 

 大阪市の強大な権限と財源を全部吸い上げ、府知事が好き勝手できるようにするの

が一番の狙いだ。→ネガティブ（橋下氏）に 1 カウント 

 

D) 朝日新聞 2015/4/13 「きちんと無駄を省いて 不都合な面話してない 大阪都構想・

有権者に聞く ／大阪府」  

・１１日に結婚式を挙げたばかりの会社員男性（２８）＝福島区＝も維新に票を投じ

た。「若い世代としては都構想できちんと無駄を省いてほしい。子育て支援にも期待し

たい」と話す。都島区の無職女性（７２）も「東京への一極集中が進み、大阪は景気

が悪い。この機会に大阪に変化をもたらして」と維新を支持する。→ポジティブ（行

政サービス）・（その他）にそれぞれ 1 カウント 

・都島区の自営業男性（５４）は「民意で選ばれた橋下市長、松井知事が進めるのだ

から」と、都構想には賛成するが、「魅力ある議員がいない」と投票用紙には自分の名

前を書いた。→ポジティブ（橋下氏）に 1 カウント 

 

E) 朝日新聞 2015/04/12「自分の１票、なにを託す ３選挙、きょう投開票 統一地方選 

／大阪府」  

世論調査の事実報道のみで、都構想に関して肯定・否定の記述がない→言及なしに１

カウント 
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1.2 コーダーのコメントに対する返信 

 

2018 年 1 月 回収時の記録 

 

コーダーがコーディングに要した時間 

1 人目 240 分 

2 人目 150 分 

3 人目 <不明> 

 

 

コーダーからのコメント 

〈1 人目〉 

 

・抽出された記事を最初から全て分析対象として採用しており、コンタミネーションの排

除をしていない点には疑問を抱いた。例えば、コーディングをしている最中に「よみうり

時事川柳」のコーディングをすることがあったが、このように明らかにコンタミネーショ

ンとみなされるだろう記事に関しては先に除外してもよいのではないかと感じた。 

  

⇒批判を真摯に受け止めたい。「言及なし」にチェックを入れることで、最初からコンタ

ミネーションの排除をする必要がないと判断した。 

 

・都構想の内容そのものではなく、都構想に関する説明会のあり方に対する批判的な意見

をどう扱うかに迷いが生じた。 

  

⇒今回の分析対象は都構想そのものに対してであるため、説明会のあり方に対する批判

において、説明会から都構想を批判しているのか、説明会の批判に終始しているのか

でコーディング結果が変わる。そのような微妙な差異を具体例としてコーディングマ

ニュアルに記載すべきであった。 

 

・市民が市長に対し都構想に関する不安点を質問したという内容の記事は否定にカウント

するべきなのかどうか迷いが生じた。 

 

 ⇒そのような記事はあくまで都構想の不安点を質問したという事実記事である。そこか

ら都構想が不安であるというようなコメントがあれば、否定的記事として扱う。 

 



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

32 
 

 

〈2 人目〉 

 

・「大阪や各地区の文化」に関わる賛否が複数あった。「行政」に近い気もしたが、サービ

スについて述べているわけではないので、「その他」にいれた。「文化」に関わるカテゴリ

があっても面白いかもしれないと思った。 

 

 ⇒「その他」に入れるべきである。ただし、文化から地域コミュニティーというテーマ

で都構想を議論している場合は「行政サービス」フレームに該当する。 

  実際に大阪の文化という側面から報じている記事も散見していた。「文化」フレームを

設けることで、さらに意義のある考察ができた可能性がある。今後の課題の１つとし

たい。 

 

・コーディングシート、マニュアルともに簡潔に整理されており、大変わかりやすかった。 

 

 

〈3 人目〉 

 

・コーディングシートの先頭枠を固定してほしい。 

 

 ⇒批判を真摯に受け止める。今後のコーディングに向けての改善策としたい。 

 

・コーディングマニュアルには担当記事数が 120 とあるが、コーディングシート、記事は

128？であったため統一してほしい。 

 

 ⇒全記事数 239 件のうち系統抽出率を 50％に設定したため、外部コーダーが担当すべき

記事は 120 件である。またコーダーに渡した記事一覧を確認したが、問題なく 120 件

の記事が記載されていた。単純にセル番号から 128 件と誤判断をしたと推察される。 

 

 

 

2. 記事一覧 

 エクセルファイルで別に添付した。 

 

 

教員コメント 
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 全体をそつなくまとめてあり、4 年生の卒業論文として良いと思います。手直しを求め

た点も当初から多くはありませんでした。自分でテーマを設定し、手法を組み立て、

実施し、データを整理して、最後にそれを論説文として書き上げるという一連の流れ

を独立しておこなうことができたことを高く評価します。当チームの中では唯一ヒュ

ーマン・コーディングに取り組んだことも、全体に良い視点を加えることになったと

思います。 

 一方で、コーダを用いた信頼性においては、残念ながらないという結果になりました。

筆者は一貫したコーディングを行ったかもしれませんが、それがうまくマニュアルに

表現できてはいなかったようです。再現性がない、ということは結果の確かさを損な

うことになります。コーダのコメントも参考に、今後の改善点としましょう。卒論で

あればこれでまずは OK、と私は考えています。世の中には信頼性を調べていなかった

り、誤った方法でコーダを使っていたりする査読論文もありますから。 

 リサーチクエスチョンの 3 は時系列変化だといいます。これは 1 の「収斂」を含むの

ではないでしょうか。であれば統合して捉えても良かったかと思います。 

 図 3 で両紙の傾向が似ているとしていますね。時系列上の階差をとったうえで相関を

計算するなどすると、なお良かったでしょう。 

 「その他フレーム」の例として教育にかんする記事が挙げられました。ただ、こうし

た議題を「行政サービスフレーム」から切り離して良かったのか、検討してはどうか

と思います。 

 表 1 に両紙のフレームと肯定否定の状況が示されています。独立性の検定をするなど

して、違い具合を量的に評価すると、なお良かったでしょう。 

 「考察」において、ネガティブへの収斂について 2 つの定義を導入しています。この

定義にもとづいて、リサーチクエスチョンへの回答もなされました。しかし、絶対数

でみて収斂したという定義 1 は分かりますが、相対的にある方向へ変化したことをも

って収斂とする定義 2 は、妥当でしょうか。幸い、これらは何を収斂と呼ぶかという

定義だけの問題なので、かりに定義をかえたとしても本研究の結論の本質を変えるも

のではありません。 

 肯定と否定の両方があるとき、そこにどれほどの差があれば、一方が卓越していたと

言えるでしょうか。論文中の記述には、その点で違和感のある部分がありました。 

 結論に「新聞メディアが世論形成に大きな影響力があることも分かった」とあります

が、メッセージ研究である本稿でそう述べるのは、やや過大でしょう。ただ、それを

類推だとして、今後、他の手法も交えて立証していくことには意義がありますね。 

 


