
Osamu NAKAMURA's Seminar @WASEDA Univ.  

1 
 

注：当レポートは学部 3 年次春学期の演習でヒューマン・コーディングの技法習得を目的
におこなったプロジェクトを報告するものです。学部 3 年次であること、目的が技法習得
およびチーム制における協業経験にあること、をご承知おきください。（中村理） 
 
提出日 2020 年 8 月 
 

新型コロナウイルスに関する新聞報道の内容分析 
 

O.M.、S.Y.、S.S.、T.M.（各 25％） 
早稲田大学 政治経済学部 中村理ゼミ 

 
 

目次 
1. 目的と意義 .......................................................................................................................... 3 

1.1. 調査目的 ....................................................................................................................... 3 
1.2. 調査目的の背景と意義 ................................................................................................. 4 
1.3. リサーチ・クエスチョン ............................................................................................. 4 
1.4. 仮説 .............................................................................................................................. 5 

2. 方法 ..................................................................................................................................... 5 
2.1. 分析対象 ....................................................................................................................... 5 

2.1.1. 朝日新聞 ................................................................................................................ 5 
2.1.2. 読売新聞 ................................................................................................................ 6 
2.1.3. 日本経済新聞 ......................................................................................................... 6 

2.2. サンプリング法 ............................................................................................................ 7 
2.3. コンタミネーションの判断基準................................................................................... 7 
2.4. 分析対象の概要 ............................................................................................................ 8 
2.5. コーディング方法 ........................................................................................................ 8 

2.5.1. 調査項目 ................................................................................................................ 8 
2.5.2. 調査変数 ................................................................................................................ 8 

2.6. 記録作業の明示的説明 ............................................................................................... 10 
2.7. 信頼性 ......................................................................................................................... 10 

3. 結果 ................................................................................................................................... 12 
3.1. 記事の概観 ................................................................................................................. 12 



Osamu NAKAMURA's Seminar @WASEDA Univ.  

2 
 

3.2. 議題設定レベルの共振性検証 .................................................................................... 14 
3.2.1. 字数の時系列変化 ................................................................................................ 14 
3.2.2. 給付金についての記載 ........................................................................................ 14 

3.3. 焦点形成レベルの共振性検証 .................................................................................... 16 
3.3.1. 期間全体における争点の記載割合 ...................................................................... 16 
3.3.2. 各期における争点の記載割合 .............................................................................. 17 

3.4. 評価レベルの共振性検証 ........................................................................................... 18 
3.4.1. 記事全体の論調 ................................................................................................... 18 
3.4.2. 論調の時系列変化 ................................................................................................ 19 
3.4.3. 各争点における論調 ............................................................................................ 20 

4. 考察 ................................................................................................................................... 23 
4.1. 結果についての考察 ................................................................................................... 23 

4.1.1. 文字数に関する考察 ............................................................................................ 23 
4.1.2. 記事内容に関する考察 ........................................................................................ 23 
4.1.3. 記事分類に関する考察 ........................................................................................ 23 
4.1.4. 記事内の給付金に関する記述の論調の考察 ........................................................ 24 
4.1.5. 争点に関する考察 ................................................................................................ 24 

4.2. 新たな疑問・気づいた改善点 .................................................................................... 25 
5. まとめ ............................................................................................................................... 26 
参考文献 ................................................................................................................................ 26 
付録 1-a. 他チームからの質問・指摘に対する回答 ............................................................. 27 
付録 1-b. 4 年生からの質問・指摘に対する回答 .................................................................. 28 
付録 2. コーディング・マニュアルへの外部コーダーからのコメント ................................ 30 
付録 3. コーディング・マニュアル ...................................................................................... 32 
 
 
  



Osamu NAKAMURA's Seminar @WASEDA Univ.  

3 
 

1. 目的と意義 

1.1. 調査目的 

本調査は、朝日新聞、読売新聞のコロナ禍での経済対策に関しての共振性を測ることを目
的とする。そのために、新型コロナウイルス禍での日本政府による緊急経済対策、中でも「各
世帯や企業への一時給付金」を取り上げる。そして、その争点は日本経済新聞を用いて抽出
する。調査対象ではない新聞の記事を焦点抽出に用いたのは、焦点そのものが調査結果に影
響を与えるのを防ぐためである。その後、朝日新聞、読売新聞２紙の報道を比較する。最後
に、アジェンダ設定の三段階（議題設定レベル・焦点形成レベル・評価レベル）それぞれに
おける共振性の有無を明らかにする。 

「各世帯や企業への一時給付金」とは、政府が打ち出した「新型コロナウイルス感染症緊
急経済対策」のうち、家計への迅速な支援を目的とした特別定額給付金事業を指す。2020
年 4 月 3 日時点での「給付金」は新型コロナウイルスによって収入が著しく減少した世帯
のみを対象とし、給付額は「1 世帯当たり 30 万円」であった。しかし、野党からの批判や
「条件が複雑」などの国⺠の声を受け、2020 年 4 月 17 日に記者会見にて所得によらず 1 人
当たり一律 10 万円を現金給付するという「1 個人当たり一律 10 万円給付」に転換した。そ
の後閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」においては、基準日（2020
年 4 月 27 日）時点で住⺠基本台帳に記録されている者が給付対象者とされている。なお、
緊急経済対策には企業への給付金事業も盛り込まれている。例えば「持続化給付金」、「家
賃支援給付」、「雇用調整給付金」など、企業の経営存続や雇用補助にかかわるものが挙げ
られる。 

新型コロナウイルスに関する多くのテーマ・議論の中から「各世帯や企業への一時給付金」
を選んだ理由は 2 つある。1 つ目は、新型コロナウイルス関連の内容の中でもメディアで頻
繁に取り上げられていたためである。2 つ目は、国⺠全員に配布される給付金ということで
国⺠の関⼼が⾼く、影響を与える範囲が広い重要なテーマだと予想したためである。 

新型コロナウイルスは 2019 年 11 月中国・武漢で発生して以後、世界中で大規模な感染が
確認された。そして、2020 年 1 月 30 日には WHO が「国際的に懸念される公衆衛生上の
緊急事態」を発令するまでとなった。また、一般家庭向けの給付の条件に大きな変更があっ
たため、評価レベルの共振性を測るうえで変更前後に興味深い結果が得られるのではない
かと予想した。 
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1.2. 調査目的の背景と意義 

各社の報道姿勢を内容分析によって的確に把握することで、大量の情報への今後の向き合
い方を再認識することに意義がある。同じ新型コロナウイルス関連の話題を取り扱ってい
るにもかかわらず、各新聞社によってその報道のされ方、表現のされ方に違いがあるように
見受けられた。ある 1 つの事実を報道する場合においても、記事に使われる言葉の選択、主
語の設定、見出しの付け方次第で受け手の抱く印象が大きく異なる。例えば、国会答弁につ
いて野党側の意見を多く取り上げている記事は、安倍政権に批判的な態度を示しているよ
うな印象を受けた。コロナ禍で対面コミュニケーションが希薄になりつつある。それゆえに、
情報を得る手段としてメディア接触の重要度は⾼まっている。 
  

1.3. リサーチ・クエスチョン 

メディア間の共振性は、ドイツの世論研究者 Noelle-Neumann が提起した概念である。張
（2000）は、メディア間の共振性について「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」（p. 130）と説明している。 

さらに張（2000）によると、Noelle-Neumann and Mathes は、メディア間の共振性は 3 つ
のレベルで確認できるとした。議題設定レベル（「どのトピックが報道され、どのトピック
が無視されるかというレベル」）、焦点形成レベル（「ある争点のどの次元や側面が取り上
げられるかというレベル」）、評価レベル（「争点や出来事をどう評価するかというレベル」）
である（p. 131）。本調査では、新聞 2 紙の間に共振性が見られるかについて、それぞれ 3
つのレベルを区別して分析する。リサーチ・クエスチョンは以下のとおりである。 
 
① 新型コロナウイルス感染拡大に対する給付金についての新聞報道において、各新聞社

間での議題設定レベルの共振性は見られるか 
② 新型コロナウイルス感染拡大に対する給付金についての新聞報道において、各新聞社

間での焦点形成レベルの共振性は見られるか 
③ 新型コロナウイルス感染拡大に対する給付金についての新聞報道において、各新聞社

間での評価レベルの共振性は見られるか 
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1.4. 仮説 

以上のリサーチ・クエスチョンに対して、本調査では以下 3 点を仮説として定める。 
 

① 新型コロナウイルス感染拡大に対する読売新聞、朝日新聞間において、議題設定レベル
での共振性は見られる 

② 新型コロナウイルス感染拡大に対する読売新聞、朝日新聞間において、焦点形成レベル
の共振性が見られる 

③ 新型コロナウイルス感染拡大に対する読売新聞、朝日新聞間において、評価レベルの共
振性は見られない 

 
新型コロナウイルスが世界中で猛威を振っており、メディアの中で新型コロナウイルスに

関する内容が取り扱われることが多いと言える（仮説①に相当）。その中でも政府の対応に
ついての内容は、どのメディアについても同じものを取り扱っていると思われる（仮説②に
相当）。しかし、リベラル系の朝日新聞と保守系の読売新聞では政府や首相に対する評価は
大きく異なると考えられる（仮説③に相当）。 
 
 

2. 方法 

2.1. 分析対象 

本調査では、調査対象として朝日新聞と読売新聞の 2 紙を、争点の抽出として日本経済新
聞を用いた。朝日と読売の 2 紙を対象としたのは、いずれも読者が全国に広く分布してい
るためである。影響を与える範囲が広く、地域などによる読者層の偏りが少ない 2 紙を調
査対象として選択した。日本経済新聞を用いたのは、2 紙から独立しており、第三者的視座
に立って焦点を抽出できると考えたためである。これにより、読売新聞・朝日新聞のいずれ
かの立場に偏らない中立的な分析が期待できる。調査対象の抽出手順は以下の通りである。  
  

2.1.1. 朝日新聞 

朝日新聞の分析に関しては 朝日新聞が提供する記事データベースの「聞蔵ビジュアルⅡ」
を用いた。記事抽出の条件は以下の通りである。抽出後の記事は 91 件であり、コンタミネ
ーション除外後は 67 件であった。 
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 検索モード：詳細検索を選択 
 対象紙誌名：「朝日新聞」を選択 
 検索キーワード：コロナ AND 給付金 AND（政府 OR 内閣 OR 首相） 
 検索期間：2020 年 4 月 7 日〜5 月 25 日（緊急事態宣言が発令されてから解除されるま

での期間） 
 検索方式：異体字・同義語を含めて検索 
 検索対象：見出しと本文と補助ワード 
 朝夕刊：「朝刊」、「夕刊」を選択 
 本紙/地域面：「本紙」を選択 
 発行社：「東京」のみ選択 
 面名の制約は入れない 
 

2.1.2. 読売新聞 

読売新聞の分析に関しては読売新聞が提供する記事データベースの「ヨミダス歴史館」を
用いた。記事抽出の条件は以下の通りである。記事を抽出した後、朝日新聞との条件をそろ
えるため、Excel のフィルター機能を用いて発行社東京の朝刊・夕刊の記事のみを抽出した。
抽出後の記事は 90 件であり、そのうち東京朝夕刊は 77 件、コンタミネーション除外後は
67 件となった。 
 
 検索語：コロナ AND (政府 OR 内閣 OR 首相) AND 給付金 NOT くらしの掲示板 

※読売新聞にのみ「NOT くらしの掲示板」を追加したのは、あまりにもコンタミネー
ションである「くらしの掲示板」のヒット件数が多く、記事数の特定に支障があったた
めである。 

 検索方式：全文検索。言葉の揺らぎ（表記の多様性）を含めて検索 
 記事一覧表示：新しい順、件数は 100 件 
 検索期間：「日付範囲」を選択。2020 年 4 月 7 日〜5 月 25 日（緊急事態宣言が発令さ

れてから解除されるまでの期間） 
 全国版・地域版選択：「個別に選択する」を選択し、「全国版」にチェックを入れる。 
 面名の制約は入れない 
  

2.1.3. 日本経済新聞 

争点抽出には日本経済新聞が提供するデータベース「日経テレコン 21」を用いた。記事抽
出の条件は以下の通りである。抽出後の記事は 115 件であった。焦点は各記事を読んで、
その記事を一言で表すようなフレームを設定したのちに、統合・削除をすることとした。  



Osamu NAKAMURA's Seminar @WASEDA Univ.  

7 
 

 検索キーワード：コロナ AND 給付金 AND (政府 OR 内閣 OR 首相) 
 期間：2020 年 4 月 7 日〜5 月 25 日（緊急事態宣言が発令されてから解除されるまでの

期間） 
 検索方式:全ての語を含む 
 一致方式：完全一致 
 検索範囲:見出し、本文、キーワード 
 同義語展開:「する」を選択 
 シソーラス展開:「しない」を選択 
 検索条件:日経各紙のうち日本経済新聞朝刊と日本経済新聞夕刊  
 
 

2.2. サンプリング法 

検索結果件数の全てを調査できると判断したため、全数調査法を用いる。 
 
 

2.3. コンタミネーションの判断基準 

コンタミネーション除外の手順は以下の通りである。初めに各記事の見出しから、「新型
コロナウイルスに対する給付金の政府対応」に直接関係のないと思われるものを除外した。
次に、残った記事の内容を精査し、文章自体の上記トピックについて関連の有無を判断した。
結果として朝日新聞は 24 件、読売新聞は 23 件コンタミネーション対象記事が選定された。
以下はその数例である。 
  
 給付金に関する相談窓口などをまとめた記事。例：読売新聞の「くらしの掲示板」 
 首相や政治家の 1 日を追うような記事。例：「○○時○○分 ××氏と対談」など事実

が時系列順に並べられただけの記事 
 47 都道府県各知事が一言コメントをするような記事 例：「鳥取県知事 「○○。」」 
 支援型体が給付ではなく貸与であるもの。例：無利子融資 
 新型コロナウイルス関連以外の給付金について言及しているもの。例：育児休業給付金、

児童手当 
 論点が給付金から明らかにかけ離れているもの。 例：「ヴィッセル神⼾ イニエスタ 軽

やかなフットワークを魅せる。」 
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2.4. 分析対象の概要 

取得された分析対象の概要は表 1 の通りである。 
  

表 1 分析対象概要 
 コンタミネーション 

該当記事数(件) 
分析記事数(件) 

朝日新聞 24 67 
読売新聞 23 67 

日本経済新聞 0 115 
 
 

2.5. コーディング方法 

2.5.1. 調査項目 

調査項目は新聞記事である。各社のデータベースを用いて、「記事」を単位として分析対
象を抽出した。詳細なコーディング・マニュアルは、付録 3 として巻末に付している。 
 

2.5.2. 調査変数 

コーディングする変数は(1)字数、(2)記事内容、(3)記事分類、(4)記事内の給付金に関す
る記述の論調、(5)争点である。 

 
(1)字数 
記事内の全ての文字数である。そのうち、「短い記事」は 400 字未満、「中くらいの記事」

は 400 から 999 字、「⻑い記事」は 1000 字以上とした。 
 
(2)記事内容 
2020 年 4 月 3 日に新型コロナウイルスの影響で収入が減少した世帯を対象に 30 万円を給

付することとした。「条件付き給付金」、「一律給付金」（住⺠基本台帳に記載されている
国⺠全員に 10 万円を給付する）、「企業に関する給付金」（売り上げが逼迫した企業への
持続を目的とする）、上記 3 つに該当しない「その他」である。 
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(3)記事分類 
「社説」、「学識者意見」、「政治家意見」、「一般意見」、「国会を中⼼とした政治的

動向」、「その他の政治的動向」、「⺠間その他の動向」、「その他」の 8 点である。 
「社説」は、記事の見出しに「社説」の文字が含まれている記事を指す。 
「学識者意見」は、教育機関や⺠間企業の専門家という権威者の意見・見解が含まれてい

る記事を指す（大学教授や医師など）。 
「政治家意見」は、衆議院及び参議院議員など国政に直接携わる政治家の意見が述べられ

ている記事を指す。ただし、都道府県知事や市区町村⻑など地方自治体の為政者は、これに
含まない。 

「一般意見」は、一個人の意見が述べられている記事を指す。「主婦は〜」や「会社員は
〜」など実名が記載されていない場合であっても、個人への取材で得られた発言だと明確に
判断できる場合は、これに含む。 

「国会を中⼼とした政治的動向」は、国会や各省庁（厚生労働省、警視庁など）において
新型コロナウイルスの給付金に関する政策、法律、及び方向性も含めた項目の決定などが記
されている記事を指す。 

「その他の政治的動向」は、都道府県知事や市町村⻑など地方自治体の政治的な動きや意
見の提示について記されている記事を指す。 

「⺠間その他の動向」は、⺠間企業の動きや企業を代表した意見が記されている記事を指
す。ただし、NPO 法人や NGO 組織をはじめとした非営利団体は、これに含まない。 

「その他」は、利益集団などいずれの分類にも含まれない人の動向や意見が記されている
記事を指す。非営利団体の動向などもその他に分類する。 

 
(4)記事内の給付金に関する記述の論調 
記事のうち給付金に関する記述のみを見て、論調が少しでも楽観的意見のみが述べられて

いれば「ポジティブ」、悲観的意見のみ述べられていれば「ネガティブ」、どちらとも記載
されていなければ「無記載」、両論共に記載されている場合は「両論併記」を指す。 

 
(5)争点 
「給付スピード」、「給付条件及び手続き」、「国⺠の声」、「首相判断」、「政府対応」、

「政府内部意見」、「他国比較」、「その他」の 8 つである。 
「給付スピード」は、国⺠への給付のスピードや関連する問題点について言及している記

事を指す。ここでは、日本全体のみならず、地方自治体の給付スピードについても適用する。 
「給付条件及び手続き」は、給付対象者の条件や手続きの概要、変更点、懸念点などが主

として記されている記事を指す。 
「国⺠の声」は、給付金に対しての国⺠の声が主として記されている記事を指す。 
「首相判断」は、給付金の話題について首相が下した判断や発言、意向全般を軸に記事が
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展開されている記事を指す。 
「政府対応」は、給付金に関する政府の対応について主として記されている記事を指す。 
「国会意見」は、政府の給付金政策に対して生じた、与野党内部からの賛否意見を取り扱

っている記事を指す。 
「他国比較」は、海外諸国の給付金の動向や政策を用いて、主に比較する形で日本の給付

金に対しての意見を記している記事を指す。 
「その他」は、上記いずれにも属さない項目を主として記している記事を指す。 

 
 

2.6. 記録作業の明示的説明 

記録作業過程に採用される観察者の特徴は本調査の主体者であるため、研究に関する目的
及び意義について完全に理解していることが挙げられる。また、記録作業前には観察者の訓
練や準備として 2 人のペアでテストコーディングを行った。4 人の観察者のうち、新聞社毎
に 2 人のペアを組んだ。テストコーディング前にはペア同士での議論は行わず、系統抽出
法を用いて記事一覧の番号のうち「7」の倍数の記事の記録作業を行い、終了後にペア同士
で照合を行った。 
 
 

2.7. 信頼性 

信頼性の検定として、各変数に対しクリッペンドルフのαを統計分析フリーソフト「R」
を用いて算定した。αは一部の記事のコーダーの結果と同ゼミ内の 7 人調査協力者の観察
結果の照合度である。αは 0<α<1 の範囲をとり、1 は完全一致、0 は全不一致を指す。各
変数に対するαの値は以下の通りである。表 2 は記事内容、表 3 は記事分類、表 4 は記事
内の給付金に関する記述の論調および争点の信頼性の結果である。 
  

表 2 記事内容の信頼性検定の結果 
 Krippendorff’s α 

条件付き給付金 0.566 
一律給付金 0.876 

企業に関する給付金 0.725 
その他の給付金 0.351 
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表 3 記事分類の信頼性検定の結果 
 Krippendorff’s α 

社説 0.799 
学識者意見 0.600 
政治家意見 0.545 
一般意見 0.603 

国会を中⼼とした 
政治的動向 

0.259 

その他政治的動向 0.677 
⺠間その他動向 0.234 

その他 0.389 
 

表 4 論調および争点の信頼性検定の結果 
 Krippendorff’s α 

論調 0.402 
争点 0.256 
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3. 結果 
上述の 3 つの仮説に関する分析結果を以下に記す。 

  

3.1. 記事の概観 

本節では、分析に入る前に分析対象の特徴について概観する。まず、1 日あたりの文字数
の時系列変化を示したのが図 1 である。本調査では、字数が多いほど新聞社がその問題を
重要視しているという仮定に基づいて「字数」という変数を扱う。両紙ともに概ね 0〜6000
字の区間で推移している前述の仮定について考える。朝日新聞における 5 月 5 日付近の字
数の急増は議論の大きな転換点と捉えることができる。このようにして、本調査では字数に
基づいて、便宜上調査期間をⅠ期からⅢ期に分割した。 

 

 
図 1 字数の時系列変化 

 
Ⅰ期は 2020 年 4 月 7 日から同年 4 月 17 日までの 11 日間である。東京都を含む全国 7 都

府県を対象に緊急事態宣言が発令された 2020 年 4 月 7 日から、各世帯への特別定額給付金
の給付条件が「収入減世帯 1 世帯あたり 30 万円」から「1 個人当たり一律 10 万円」に方針
転換された 2020 年 4 月 17 日までを 1 つの区切りとした。 

Ⅱ期は 2020 年 4 月 18 日から同年 5 月 4 日までの 17 日間である。図 1 からも明らかだ
が、5 月 5 日に朝日新聞の字数が急増している。前後でフォーカシングイベントとして考え
られる国内政治の事象の 1 つとして、総理大臣官邸で前日 5 月 4 日に行われた「第 33 回新
型コロナウイルス感染症対策本部」での安倍晋三首相の発言が挙げられる。この会議では、
緊急事態宣言の解除を発令当初期限とされていた 5 月 6 日から 5 月 31 日に延⻑することが
決められた。緊急事態宣言の延⻑を受けて経済活動への不安が⾼まり、給付金による迅速か
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つ充実した補償を求める世論が強まったと考える。このような変化を起こした転換点とし
て、2020 年 5 月 4 日をⅡ期の区切りとした。 
 

表 5 記事内容の割合（時期別） 
 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 全期間(記事数) 

社説 3.3% 2.4% 1.0% 2.1% (7) 
学識者意見 5.0% 5.9% 7.8% 6.3% (21) 
政治家意見 35.0% 21.9% 17.5% 22.9% (76) 
一般意見 6.7% 9.5% 10.7% 9.3% (31) 
国会政治 41.7% 31.4% 27.2% 31.9% (106) 
地方政治 1.7% 4.1% 8.7% 5.1% (17) 
⺠間動向 6.7% 5.9% 6.8% 6.3% (21) 
その他 0.0% 18.9% 20.4% 16.5% (53) 

 
続いて、時期ごとにみる記事内容の割合を示したのが表 5 である。 
全期間で見ると最も記載頻度が⾼いカテゴリは「国会を中⼼とした政治的動向」の 31.9％

だが、期間ごとに推移を見ると両紙の時系列的な傾向を探ることができる。例えば石山
（2009）は、「記事は大別して、意見を伝えている記事と事実を中⼼に伝えている記事とに
分けられる」（p. 106）としている。 

これを踏まえると、表 5 からは、意見記事（「社説」「学識者意見」「政治家意見」「一
般意見」の割合の合計）はⅠ期からⅢ期にかけて減少する一方（50.0%から 37.0%に減少）、
事実記事（「国会を中⼼とした政治的動向」「その他の政治的動向（地方）」「⺠間その他
の動向」「その他」の割合の合計）が増加していくことが読み取れる（50.1%から 63.1%に
増加）。また、カテゴリ別に見ると、Ⅰ期からⅢ期にかけて「政治家意見」や「国会を中⼼
とした政治的動向」の記載頻度が減少し、代わりに「学識者意見」や「一般意見」、「その
他の政治的動向（地方）」の記載頻度が増加している。 

このことから、次の 2 点について新たに考察した。1 点目は、Ⅰ期からⅢ期にかけて地方
自治体の⻑の意見が注目されるようになった。つまり、裁量が大きくなったこと。2 点目は、
給付金の受け取り手である市⺠の意見が、新聞各紙の論調を下支えする証拠として用いら
れるようになったことである。 
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3.2. 議題設定レベルの共振性検証 

3.2.1. 字数の時系列変化 

本節においては各記事の字数について、時期ごとに共振性は見られるのかを明らかにする。
前掲の図 1 に示したように、Ⅱ期にあたる 5 月 5 日前後に朝日新聞記事の字数の大幅な増
加が見られるが、その他の期間は朝日・読売ともに概ね共振性があると考えられる。 
 

3.2.2. 給付金についての記載 

政府が打ち出した「給付金政策」には主に「条件付き 30 万円給付」「一律 10 万円給付」
「企業向け給付」「その他給付」であった。そこで、各給付金についての記載の有無におい
て、両紙においてどの程度共振性が見られるのか各紙記事数における割合を調べた。結果は
それぞれ図 2 から図 5 の通りである。なお、それぞれについて Pearson のχ2 乗検定とフ
ィッシャー検定をおこなった結果を表 6 に示す。 
 

 
図 2 「条件付き 30 万円給付」の記載の有無 

 
図 3 「一律 10 万円給付」の記載の有無 
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図 4 「企業向け給付」の記載の有無 

 
図 5 「その他給付」の記載の有無 

 
表 6 議題設定レベルの共振性検定の結果 

 p 値 フィッシャー検定 
条件付き 30 万円給付 .2004 .2077 

一律 10 万円給付 .1185 .1237 
企業向け給付 .8588 .8611 
その他給付 .5683 .5755 

 
結果から、いずれの記事内容についても統計学的に有意な共振性はみられなかった。しか

し、両紙において、一般世帯向けの給付金に言及するよりも企業向けの給付金に言及する割
合の方が多い傾向がみられた。本調査では新型コロナウイルス関連の給付金を「国⺠全員に
給付される給付金のため国⺠の関⼼が⾼く、影響を与える範囲が広い重要なテーマ」と位置
付けている。したがって、より広範に支給される「一律 10 万円給付」に言及する記事が最
も多いと推測していた。そのため、この傾向は仮説と異なる点である。しかし、企業向けの
給付金にも種類があり、「持続化給付金」などは、企業を支えることで労働者の雇用を守る
という側面もあるため、妥当な結果であるともいえる。 
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3.3. 焦点形成レベルの共振性検証 

3.3.1. 期間全体における争点の記載割合 

本節では２紙の給付金に対して、取り扱われている争点の共振性について検証する。争点
は「給付スピード」、「給付条件および手続き」、「国⺠の声」、「首相判断」、「政府対
応」、「政府内部意見」、「他国比較」、「その他」の 8 つである。各紙の争点の割合は図 
6 の通りである。 
 

 
図 6 全期間における各争点の割合 

 
全期間の争点割合について、「首相判断」及び「他国比較」に関して共振性が見られた。

しかし、他の争点について大きな共振性は見られなかった。また、両紙共に「政府対応」を
争点とする記事割合が⾼かった。 
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3.3.2. 各期における争点の記載割合 

期間ごとの各争点の記載割合は、朝日新聞は図 7、読売新聞は図 8 の通りである。 
 

 
図 7 期間別の各争点の割合（朝日新聞） 

 
図 8 期間別の各争点の割合（読売新聞） 

 
各期の争点割合の結果として、全期間における共振性が見られたのは「条件・手続き」の

みであった。また、一部の期間において共振性が見られたのは「給付スピード」のⅡ期及び
Ⅲ期、「条件・手続き」のⅠ期、「国⺠の」のⅠ期、「政府対応」のⅠ期及びⅡ期である。
一方で共振性が全く見られなかった。割合に偏りが出たのは「首相判断」、「他国比較」、
「その他」の全期間である。 
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3.4. 評価レベルの共振性検証 

3.4.1. 記事全体の論調 

全期間を通して、各社の論調に共振性が見られるのか調べた。結果は図 9 の通りである。 
 

 
図 9 全期間における各論調の割合 

  
結果から、政府の給付金対策について次の 4 点があげられる。1 点目は、「賛成」論調で

ある記事が各紙共に少ないこと。2 点目は、「反対」論調である記事が各紙ともに多く、特
に朝日新聞において顕著に見られること。3 点目は、賛成や反対の立場について「無記載」
とする記事が、特に読売新聞において多いこと。4 点目は、「両論併記」の記事は、各紙と
も少ないことである。 
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3.4.2. 論調の時系列変化 

全期間において、各社の論調に変化及び共振性はあるのか調べた。結果は、朝日新聞は図 
10、読売新聞は図 11 の通りである。 
 

 
図 10 期間別の各論調の割合（朝日新聞） 

 
図 11 期間別の各論調の割合（読売新聞） 

 
Ⅰ期（4 月 7 日〜4 月 17 日）について、朝日新聞は「否定的」と捉えることのできる記事

が最も多かった。読売新聞においては「無記載」とする記事が多いことがうかがえる。また
Ⅱ期（4 月 18 日〜5 月 4 日）について、朝日新聞は「否定的」とする記事の割合が減り、
「両論併記」の記事が増加したことがわかる。読売新聞は「否定的」と捉えられる記事の割
合が増加した一方で、「両論併記」の記事が減少している。Ⅲ期（5 月 5 日〜5 月 25 日）
について、朝日新聞では「両論併記」記事の割合が減少した。しかし、その他大きな変化は
見られなかった。読売新聞についても、「無記載」とされる論調の記事が若干増加したもの
の、大きな変化は確認されなかった。  
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3.4.3. 各争点における論調 

各紙で 8 つの争点ごとに記事を分類したのち、論調の割合をグラフ化した。結果は図 12
から図 19 の通りである。 

 

 
図 12 「給付スピード」における各論調の割合 

 

 
図 13 「給付条件及び手続き」における各論調の割合 
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図 14 「国⺠の声」における各論調の割合 

 

 
図 15 「首相判断」における各論調の割合 

 

 
図 16 「政府対応」における各論調の割合 
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図 17 「国会内部意見」における各論調の割合 

 

 
図 18 「他国比較」における各論調の割合 

 

 
図 19 「その他」の各論調の割合 

 
全ての争点において、朝日新聞と読売新聞の評価レベルにおける共振性は見られなかった。

また、図 15 の「首相判断」や図 18 の「他国比較」のように、構成する要素が全て異なる
争点も存在した。 
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4. 考察 

4.1. 結果についての考察 

4.1.1. 文字数に関する考察 

観察された文字数に対しての考察を行う。 
まず、全体を通して朝日新聞の字数が多く、1 記事当たりの平均字数は朝日新聞が 1,625

字であるのに対して、読売新聞は 951 字であった。また、5 月 1 日前後から、朝日新聞にの
み字数の増加傾向がみられた。よって、本テーマにおいて、議題設定レベルの共振性は限定
的、もしくは見られないと言える。 

また、朝日新聞は 5 月 1 日から６日にかけての文字数が他時期と比較して多かった。これ
は、5 月 4 日に発表された緊急事態宣言延⻑の影響で、その決断を下した首相の評価に関わ
る項目を多く取り上げたのではないかと考えられる。 

 

4.1.2. 記事内容に関する考察 

記事内容の観察結果についての考察を行う。 
まず、両紙とも、取り扱う記事内容に大きな差は見られず、「企業向け給付金」に関する

記載が多く、「条件付き給付金」及び「その他（給付金）」については取り扱いが少なかっ
た。これは、日本全体の経済が後退している背景を踏まえ、その救済策となり得る各種給付
金に対する購読者の興味・関⼼が集中すると踏んだ共に多くの購読者を抱える新聞社が、大
衆が関⼼を持つと思われる内容（一律給付金や企業給付金）を多く取り扱ったと考えられる。 
 

4.1.3. 記事分類に関する考察 

記事分類の観察結果についての考察を行う。 
全体的に「学識者意見」はどの給付金に対しても内容として用いられていた。これは、新

型コロナウイルスの給付金は特例であり、日常的に給付されていないことから、専門家の知
識を用いた詳細な説明が必要だったのではないかと考えられる。 

都道府県知事などの地方政治的アクターの出現頻度が、両紙とも右肩上がりであったこと
から、給付金を含む国家のコロウイルス対策において、地方自治体（各知事など）の発言力
が⾼まっていると考えられる。 

両紙ともに「国会・政治的動向」の記述が最も多く、次いで政治家意見が多く記述されて
おり、両変数で 54.8%と半分以上を占めていた。これは、給付金に対する項目の最終決定が
なされる国会や、国会を取り巻く政治家に世間の関⼼が集まるからだと考えられる。 
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「一般意見」はⅠ期で 6.7%、Ⅱ期で 9.5%、Ⅲ期に 10.7%と徐々に扱われる割合が増加し
ていた。これは、「条件付き 30 万円給付」から「一律 10 万円給付」へと「家計向けの給
付」の変更があったために、直接影響を受ける一般個人の声を報じた記事が時期を追う毎に
増加傾向したと考えられる。 

「⺠間動向」は各期間において 6%を推移しており、全期間でも 6.3%と取り扱われる割合
について時期による変化は見られなかった。「⺠間動向」には特に大々的に扱われる重要項
目がなく、新型コロナウイルスにより経済が逼迫する中での⺠間企業の対処が取り扱われ
続けたのではないかと考えられる。 
 

4.1.4. 記事内の給付金に関する記述の論調の考察 

記事内の給付金に関する記述の論調の観察結果についての考察を行う。 
読売新聞に比べて朝日新聞に強い「反対」の論調がみられた。よって、今回のテーマにお

いて、評価レベルにおいては共振性がみられないと言える。 
4 月 17 日に政府が、「条件付き 1 世帯 30 万円給付」から「一律 10 万給付」へと政策を

変更したことを受けて、朝日新聞はⅠ期の方が「否定的」の論調が強く、変更以後のⅡ期に
下がったのに対し、読売新聞は変更前の「否定的」論調が 21.4％から 32.1％に増加し、真
逆の傾向がみられた。4 月 27 日からの「企業給付金」政策については、緊急事態宣言が⻑
期化し、経済回復が見込めないため、給付金を望む事業者が増加した情勢を受けて取られた
政策なのではないかと考えられる。 
 

4.1.5. 争点に関する考察 

記事内の争点に関する記述の論調の観察結果についての考察を行う。 
読売新聞はⅠ期で「給付スピード」に関して取り扱っている割合が⾼い。論調は朝日新聞

がネガティブ及び無記載のみに対し、読売新聞は両論併記も加わっている。よって、「給付
スピード」は焦点形成レベルでの共振性は見られるが、評価レベルでの共振性は見られない
と言える。 

「条件手続き」は、両紙共に各期において同程度取り扱っている。論調は無記載、ネガテ
ィブの順で多いが、25%以上の差が開いた。よって、「条件・手続き」は焦点形成レベル共
振性が見られるが、評価レベルでの共振性は見られないと言える。 

「国⺠の声」は、各期共に取り扱われている割合に差は見られない。また、ネガティブな
論調が割合として多い。よって、「国⺠の声」は焦点形成レベル、評価レベルで共振性が見
られると言える。 

「首相判断」は、Ⅰ期及びⅢ期で朝日新聞はわずかに取り扱っているが、読売新聞は全く
取り扱っていない。一方で、Ⅱ期において読売新聞は 10%程度取り扱っているが朝日新聞
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は全く取り扱っていない。論調については、朝日新聞は無記載、読売新聞はネガティブな論
調が多かった。よって、「首相判断」は全期間を通しての焦点形成レベルの共振性は見られ
るものの、期間毎の共振性は見られず、評価レベルでの共振性も見られないと言える。 

「政府対応」は、Ⅰ期は両紙共に 50%と大きく扱っていたのに対し、Ⅱ期では 20%と大
きく減少している。また、Ⅲ期では読売新聞が 50%と再び大きく取り上げた。論調割合は
朝日新聞がネガティブ、読売新聞は無記載が多かった。 

「国会内部意見」は、Ⅰ期において取り扱われている割合は 10%と同程度であるが、Ⅱ期
及びⅢ期では差が開いた。論調については大半がネガティブであった。 

「他国比較」では両紙、各期共に取り扱われている割合は僅かであり、大きな差は見られ
ないが、その論調は異なる結果となった。よって、「他国比較」では焦点形成レベル、評価
レベルでの共振性が見られないと言える。 

「その他」では両紙、各期共に取り扱われている割合は僅かであり、大きな差は見られな
いが、その論調は異なる結果となった。よって、「その他」では焦点形成レベル、評価レベ
ルでの共振性が見られないと言える。 

全期間を通して取り扱う争点の割合に関して大きな差は見られない。一方で、論調に関し
ては差が生じる結果となった。よって、全体を通して焦点形成レベルでの共振性は見られる
ものの、評価レベルでの共振性が見られないと言える。 
  

4.2. 新たな疑問・気づいた改善点 

本調査を通して様々な疑問点や改善すべき点が見つかった。今後のより良い研究活動のた
め、以下にまとめる。 

 
 争点抽出において、日本経済新聞にのみ依拠する部分が多かった。抽出対象とした根拠

をより明確にし、争点抽出対象を選ぶ手法を探りたい。 
 信頼性検定において、いずれの変数でも統計的に有意な値を出すことができなかった。

原因として、コーディング・マニュアルが複雑であったこと、コーディングルールが自
身の主観的な前提に依拠しており、客観性に欠けたことなどが挙げられる。 

 リサーチ・クエスチョンや仮説をもう少し詳細に記述しておくと、調査目的から逸れず
に出すべきデータが「明確であったように思う。 

 単純な「文字」のみのコーディングにおいては、文の裏に隠されているであろう細かな
含意や文脈を分析対象とすることが困難であった。文字以外の要素もコーディング対
象と出来る分類内容を考えたい。 

 観察単位を「記事全体」とするか、「給付金について述べている部分」とするか、最後
まで曖昧に進めてしまった。 

 政府が条件付き 30 万円給付を発表したのは 4 月 3 日であった。そのため分析対象期間
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を 4 月 3 日からと設定し、より正確な時系列変化を調べるべきであった。 
 字数や記事数を調べた段階で、予め政府の動勢などに基づいて大まかにⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ

期などを考えておくと、より円滑に作業を行うことが可能であったように思う。 
 

  

5. まとめ 
本調査では、新型コロナウイルスに関する給付金の議題設定レベル、焦点形成レベル、評

価レベルでの共振性の検証を行ってきた。議題設定レベルでは、共振性は見られた。しかし、
緊急事態宣言の延⻑が発表された翌日の 5 月５日のみは両紙の間で、大きな差が見られた。
また、焦点形成レベルでの共振性も見られた。全期間の争点割合について「首相判断」及び
「他国比較」に関して共振性が見られた。また、全期間について「条件・手続き」、一部の
期間について「給付スピード」、「国⺠の声」、「政府対応」についての共振性が見られた。
しかし、「首相判断」、「他国比較」、「その他」に共振性は見られなかった。評価レベル
の共振性は見られなかった。8 つの争点全てに共振性は見られず、評価に大きな差が出た。 
  
  

参考文献 
石山玲子「選択的夫婦別姓をめぐる新聞報道の分析 : 賛否理由におけるニュースフレーム 

を視野に入れて」、『成城文藝』、第 209 号（2009）、pp.113-95  
井美奈子「『2020 年東京オリンピックの招致』のテレビ報道分析」、早稲田大学政治学研

究科ジャーナリズムコース修士論文（2015） 
河野武司「第 40 回および 41 回総選挙に関するテレビ報道の比較内容分析」、『選挙研究』、

第 13 号（1998）、pp. 78-88 
⾼岡志帆、尾花尚弥、濱田美来、植原慶太、今村知明「健康危機情報の及ぼす社会反応の新

聞報道量を指標にした定量分析の試みと比較」、『医療情報学』、第 29 巻第 6 号（2009）、
p. 255-264 

張寧「ニュース報道におけるメディア間の共振性の検証」、『マス・コミュニケーション研
究』、第 56 巻（2000）、p. 130-144 

宮脇健「リスクにおけるマスメディア報道 : H1N1 インフルエンザのマスクに関する報道
の分析」、『尚美学園大学総合政策論集』、第 13 巻（2011）、pp.55-71 
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付録 1-a. 他チームからの質問・指摘に対する回答 
Q.なぜ分析対象として取り上げる話題を経済対策に焦点を絞ったのですか? 
A.理由は二つあります。1 つ目は新型コロナウイルス関連の内容の中でメディアで頻繁に取

り上げられていたため。二つ目は国⺠全員に配布される給付金ということで国⺠の関⼼
が⾼いと予想したためです。 

 
Q 仮説③評価レベルのが脱字している？ 
A.ご指摘ありがとうございます。修正しておきました。 
 
Q.字数の基準はどうやって決めましたか？ 
A.石山（2009）で用いられていた字数のカテゴリを参考にしました。 
 
Q.社説とその他の記事ではどうしても傾向が変わってしまうと思うのですが除外しなかっ

たのはなぜですか? 
A.社説にこそ各新聞社の論調が顕著に現れると判断したためです。念のため、今後社説は独

立してコーディングも行えるような対応策は現段階で取っています。 
 
Q.検索条件に「首相」を追加した理由を教えてください。 
A.この研究の目的の 1 つである給付金自体に対しての首相への論調を調べるためです。 
 
Q.調査変数の論調は、石山(2009)を参考に記事の見出しごとでコーディングするという認

識で合っていますか。 
A.いいえ。見出しごとのコーディングではなく、記事内容全体を見て P/N を判断します。 
 
Q.記事分類の中で「その他の政治的動向」や「⺠間その他の動向」の分類方法というか判断

基準は何か? 
A.「その他の政治的動向」は都道府県知事や市町村⻑などの地方公共団体における首⻑の給

付金に対する動向、「⺠間その他の動向」は一般に株式会社など法人の給付金に対して
の動向を指します。 

 
Q.調査対象の項目で日本経済新聞が出てきているが、調査対象に入れたのはなぜか? 
A.争点抽出のため用いました。大手新聞社の中で読売新聞と朝日新聞の中間の立場をとる

と推測できるため日経新聞を選択しました。 
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付録 1-b. 4 年生からの質問・指摘に対する回答 
Q.「〜を目的とする」の部分において、ただ朝日と読売に偏りがあるのかではなく、「コロ

ナ禍での経済対策に関する報道において偏りがあるのか」と明記した方が良いと思いま
す。 

A.ご指摘ありがとうございます。修正しました。 
 
Q.日経新聞について「中立」と言い切るのではなく、仮説の項にあるような「第三者」等の

文言で言い換えた方が良い気がします。言い切るとその根拠を示さなければいけなくな
るので。 

A.日経新聞の中立性を示す先行研究を探して、参考文献に含めます。 
 
Q.検索語をそのように設定した理由もあると良いと思います。 
A.追加しておきました。 
 
Q.どのように焦点を抽出して争点フレームを設定したのかを明記した方が良いと思います。 
A.ご指摘ありがとうございます。追加しました。 
 
Q.朝日をリベラル、読売を保守と言う根拠となるものがあると良いと思います。例えば、別

の経済対策に関する新聞報道分析をしている先行研究の結論を用いるなど。 
A.自分たちの共通感覚のみでこのような主張をしてしまっていました。日経新聞の中立性

同様に、論拠を示せるようにします。 
 
Q.改行を増やしてほしい。 
A.コーディング・マニュアル確定に向けて注意したいと思います。 
 
Q.都関係者の意見はどうなる？政治に直接関係しているわけではないし、企業の会社員や

一般人という立ち位置も違和感があります。 
A.「その他」に分類してください。 
 
Q.記事分類その他の具体例が欲しいです。 
A.ご指摘ありがとうございます。追加しました。 
 
Q.論調をコーディングする際、「この補償で支援できると見る」は賛成に含みますか？補償

と給付金は同義でしょうか。 
A.コンタミネーションを除外する段階で、メインテーマが給付金以外の記事は対象から外
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してあります。したがって本調査の分析対象の記事において、「補償」は「給付金」と
同義だと捉えていただいてかまいません。 
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付録 2. コーディング・マニュアルへの外部コーダーからのコメント 
Q.読売新聞の検索条件について；マニュアルに記載されている条件で検索した結果、コン

タミネーション除外前が 91 件ではなく 83 件になってしまいました（原因はわからない
です…） 

A.コーダー用のコーディング・マニュアルで、読売新聞の検索条件で本来必要な「首相」が
抜けていました。正しくは「コロナ AND (政府 OR 内閣 OR 首相) AND 給付金 NOT 
くらしの掲示板」です。申し訳ありませんでした。 

 
Q.語尾に「『〜〜を決定した。』『〜〜する方針を固めた。』『衆議院は〜〜の意向を明ら

かにした。』」とありますが、この後には何が続くのでしょうか。 
A.具体例として示しました。述語を付け足しておきます。 
 
Q.芸能人は一般意見としてくくっていいのでしょうか。性質がかなり違うような気がしま

すが、とりあえず一般意見に入れておきました。 
A.一般意見に入れてください。 
 
Q 記事分類のところで、国会政治的アクターに限定されていて、省庁の動向をその他に入

れるしかなかったが、それでいいのでしょうか。マニュアルに言及なしでした。 
A.コーディング・マニュアル中に「国会政治的アクターによる動向：ここで言うアクターに

は省庁なども含める」と書いてあります。 
 
Q.コーディング・シートについて；文字数の欄が 2 つありました。 
A.字数のコーディングはチームメンバーのみで行ったため、外部コーダーの方には不要な

記入欄でした。混乱させてしまい申し訳ございません。 
 
Q.読売新聞で検索結果の記事数が何度やっても一致しませんでした。(自分のせいだと思い

ますが、、、) 
A.申し訳ありません。提出したコーディング・マニュアルが更新されておらず、検索語の

(OR 首相)が欠落しておりました。 
 
Q.コーディング・マニュアル内で争点の変数名が統一されていなかったので、一瞬⼾惑い

ました。(国会意見と政府内部意見) 
A.申し訳ありません。訂正しておきます。 
 
Q.争点についての分類が難しかった。コーディング・マニュアルにより詳細な具体例が欲
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しい 
A.以後具体例を加えるよう改善します。 
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付録 3. コーディング・マニュアル 
 
はじめに 

本マニュアルの説明に従い、コーディング・シートへの記入を行ってください。途中で判
断基準が曖昧になった際には本マニュアルを再度確認してください。 
  
調査対象 

コーディング対象は 134 件(朝日新聞 67 件、読売新聞 67 件)です。 
  
  
検索条件 
【朝日新聞】 
『聞蔵ビジュアルⅡ』 
検索モード ：詳細検索 
対象紙  ：朝日新聞 
検索キーワード ：「コロナ AND 給付金 AND(政府 OR 内閣 OR 首相)」 

 (異体字と同義語を含めて検索) 
発行日  ： 2020 年 4 月 7 日から 2020 年 5 月 25 日まで 
検索対象 ：見出しと本文と補助ワード 
朝夕刊  ：朝刊と夕刊 
面名  ：(指定なし) 
本紙/地域面 ：本紙 
発行社  ：東京 
順序  ：古い順 
→上記で検索すると 91 件が該当する。（コンタミネーション除外後 67 件） 
  
【読売新聞】 
『ヨミダス 歴史館』 
検索語  ：「コロナ AND(政府 OR 内閣 OR 首相)AND 給付金 NOT くらしの掲
示板 
※読売新聞にのみ「NOT くらしの掲示板」を追加したのは、あまりにもコンタミネーショ
ンである「くらしの掲示板」のヒット件数が多く、記事数の特定に支障があったためである。 
検索方式 ：全文検索(言葉の揺らぎ(表記の多様性)を含めて検索) 
順序  ：古い順 
検索期間 ：2020 年 4 月 7 日から 2020 年 5 月 25 日まで 
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全国版・地域版選択：「個別に選択する」「全国版」 
面名  ：（指定なし) 
分類選択 ：大分類・詳細分類共に「すべて」 
→上記で検索すると 90 件がヒットする。（Excel で東京朝夕刊に絞った後 77 件→コンタミ
ネーション除外後 67 件） 
  
  
分析単位 

コーディングしていただく変数は以下の通りです。 
  
1. 「記事内容」（複数選択） 
2. 「記事分類」（複数選択） 
3. 「記事内の給付金に関する記述の論調」（単一選択） 
4. 「争点」（単一選択） 
※「文字数」に関してはコーディングを行わないでください。 
  
それぞれの変数の詳細は以下の通りです。 
  
1.「記事内容」（複数選択） 

カテゴリは、一般家計向け条件付き 30 万円給付・一般家計向け一律 10 万円給付・企業を
対象とする給付金全般・その他の 4 点。 

記事全体を見て、それぞれのカテゴリに対し記載がある場合は「1」記載がない場合は「0」
を記入する。「給付金」という文字が出てきたら取り上げ方の大小にかかわらず「1」にカ
ウントする。各カテゴリの詳細な定義は以下の通りである。 
 
 一般家庭向け条件付き 30 万円給付 (記載ありは「１」、記載なしは「0」) 

収入減で困窮している国⺠のみに 1 世帯当たり 30 万円を給付する「条件付き現金給付」
について述べられている。学生や留学生など職業ではない特定の身分に対しての条件
付き給付金はカウントせず、「その他」に分類する。 

 
 一般家庭向け一律 10 万円給付 (記載ありは「１」、記載なしは「0」) 

4 月 27 日時点で住⺠基本台帳に記載されている国⺠全員が受け取ることができる「特
別定額給付金」について述べられている。 
 

 企業を対象とする給付金全般 (記載ありは「１」、記載なしは「0」) 
「持続化給付金」、「家賃支援給付」、「雇用調整給付金」について述べられている。
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企業の経営存続や雇用補助にかかわるものはすべて含む。 
 
 その他 (記載ありは「１」、記載なしは「0」) 

「一般家庭向け条件付き 30 万円給付」、「特別定額給付金」、「家賃支援給付」、「雇
用調整給付金」以外の給付金について述べられている。例：「住宅確保給付金」 

  
  
2. 「記事分類」（複数選択） 

「社説」、「学識者意見」、「政治家意見」、「一般意見」、「国会を中⼼とした政治的
動向」、「その他の政治的動向」、「⺠間その他の動向」、「その他」の 8 点。 
記事全体を見て、それぞれのカテゴリに対し記載がある場合は「1」を、記載がない場合は
「0」を記入する。各カテゴリの詳細な定義は以下の通りである。 
 
 社説 (記載ありは「１、記載なしは「0」) 

見出しに「社説」と明記されている。 
 
 学識者意見 (記載ありは「１」、記載なしは「0」) 

教育機関や⺠間企業などの権威者が新型コロナウイルス関連の給付金について意見を
提示している。 
例：大学教授、○○総合研究所、元衆議院議員 

 
 政治家意見 (記載ありは「１」、記載なしは「0」) 

衆議院及び参議院議員など国政に直接携わる政治家の意見が述べられている。 
 
 一般意見 (記載ありは「１」、記載なしは「0」) 

一国⺠としての意見を提示している。ここでは、実名の記載がなくとも個人としての属
性が判断できれば「１」とカウントする（例：「主婦は〜」、「会社員は〜」、などは
「1」）。 
また企業や利益集団などの組織や、都関係者の意見を総称して代弁している場合は「0」
とし、代わりにそれぞれ「⺠間その他の動向」、「その他」、「地方の政治的アクター
による動向」を「1」とする。（例：「○○株式会社の重役は〜」、「○○協会は〜」、
「都関係者は〜」） 
 

 国会を中⼼とした政治的動向 (記載ありは「１」、記載なしは「0」) 
国会や各省庁（厚生労働省、警視庁など）において新型コロナウイルスの給付金に関す
る政策、法律、及び方向性も含めた項目の決定などが記されている。 
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政治家個人の発言（例：「菅官房⻑官は 8 日の記者会見で「収入が大幅に減少した事業
者には幅広く給付金の対象とすることで企業継続を支援していくことが基本だ」と強
調し…」）は「政治家意見」を「1」とし、「国会を中⼼とした政治的動向」は「0」と
する。語尾に「〜〜を決定した。」「〜〜する方針を固めた。」「衆議院は〜〜の意向
を明らかにした。」などが挙げられる。） 

  
 地方の政治的アクターによる動向(記載ありは「１」、記載なしは「0」) 

都道府県知事や市町村⻑など地方自治体の政治的な動きや意見の提示について記され
ている。 
例：「小池百合子都知事は〜」「東京都は〜」「全国知事会は〜」 

  
 ⺠間その他動向 (記載ありは「１」、記載なしは「0」) 

⺠間企業の動きや企業を代表した意見が記されている。 
例：○○株式会社の重役は〜」、「○○会社は〜」、「国⺠生活センターは〜」 

 
 その他 (記載ありは「１」、記載なしは「0」) 

利益集団などいずれの分類にも含まれない人の動向や意見が記されている。 
例：「○○協会は〜」、「都関係者は〜」 

  
 
3. 「記事内の給付金に関する記述の論調」（単一選択） 

記事のうち給付金に関する記述のみを見て、論調がポジティブであれば「1」、ネガティブ
であれば「2」、無記載であれば「3」、両論共に記載されている場合は「4」を記入してく
ださい。また、補償と給付金は同じものとして捉えてかまいません。（例：「この補償で支
援できると見る」は賛成、つまり「1」） 
  
 ポジティブ (記載されていれば「1」) 

「好感が持てる」「期待できる」など少しでも擁護や賛同する意見についての文面が記
されている。 
 

 ネガティブ (記載されていれば「2」) 
「不満の声が出た」、「落胆の声が多い」、「支給要件がわかりにくい」、「難しい」、
「懸念がある」など少しでも批判的と受け取れる文面が記されている。 
 

 無記載 (記載されていれば「3」) 
賛否どちらとも受け取れる記載が全くない。事実のみを述べている記事はこれにあた
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る。 
 

 両論併記 (記載されていれば「4」) 
「好感が持てる」などの擁護する意見と「落胆の声が多い」などの批判する意見が同じ
文及び異なる文において記されている。 

  
  
4. 「給付金における争点」（単一選択） 

各記事が給付金のどのような点に焦点を当てて記されているかを探るため、以下８項目に
争点を分類した。これらの項目はいずれも、日本経済新聞の 2020 年 4 月 7 日〜5 月 6 日の
1 か月間の記事を条件設定のもと抽出したもの。詳細は上記３.３日本経済新聞参照のこと。 

給付スピードに関しての記載であれば「1」、給付条件及び手続きは「2」、国⺠の声は「3」、
首相判断は「4」、政府対応は「5」、政府内部意見は「6」、他国比較は「7」、その他は「8」
を記入してください。 
  
 給付スピード (記載されていれば「1」) 

国⺠への給付のスピードや関連する問題点について言及している。日本全体のみなら
ず、地方自治体の給付スピードについても適用する。 

 
 給付条件及び手続き (記載されていれば「2」) 

給付対象者の条件や手続きの概要、変更点、懸念点などについて主として記されている。 
 

 国⺠の声 (記載されていれば「3」) 
給付金に対しての国⺠の声が主として記されている。 

 
 首相判断 (記載されていれば「4」) 

給付金の話題について首相が下した判断や発言、意向全般を軸に記事が展開されてい
る。「首相は〜と説明した。」「総理は〜として対応する方針を示した。」など。 

 
 政府対応 (記載されていれば「5」) 

給付金に関する政府の対応について主として記されている。ここでいう「政府」には各
省（主に経済産業省や厚生労働省など）も含まれる。 

 
 国会意見 (記載されていれば「6」) 

政府の給付金政策に対して生じた、与野党内部からの賛否意見を取り扱っている記事
である場合。 
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 他国比較 (記載されていれば「7」) 

海外諸国の給付金の動向や政策を用いて、主に比較する形で日本の給付金に対しての
意見を記している。 

 
 その他 (記載されていれば「8」) 

上記いずれにも属さない項目を主として記している。 
  
  

コーディング・マニュアルは以上になります。お忙しい中ご協力いただきありがとうござ
いました。 


