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1. 調査目的と意義 

1.1. 調査目的 
本研究は、大阪都構想における朝日新聞と読売新聞及び、2 回に渡り行われた大阪都構想

の住⺠投票時における争点の時系列変化を分析することを目的とする。橋下徹氏が大阪市
⻑を務めていた 2015 年に実施された 1 回目の住⺠投票と、松井一郎氏が大阪市⻑を、吉村
洋文氏が大阪府知事を務める 2020 年に実施された 2 回目の住⺠投票において、どの話題が
争点として取り上げられているのかを分析する。大阪都構想は関⻄圏に住む人にとっては
重要な議題であるが、他の地域では直接的に行政が関わるわけではないので、興味を持つこ
とが少ない。２度行われた投票を通してどのような違いがあったのかを KH Coder（樋口、
2014）を用いて計量的に明らかにしていく。 
当時、2010 年に発足した大阪維新の会の代表であった橋下徹氏は、大阪都構想によって、

2015 年までに大阪市と大阪府の行政サービスの権限を移管させようとした。しかし、2015
年に行われた住⺠投票では、わずか 0.8 ポイントの差で反対票が上回った。大阪維新の会は
大阪都構想を実現させるため、2019 年 4 月には大阪府知事と大阪市⻑を⼊れ替える再選挙、
事実上の大阪都構想の可否を問うクロス選挙が行われたことでも話題になった。しかし、
2020 年の住⺠投票においても、わずか 1.2 ポイントの差で反対票が上回った。 
本研究において大阪都構想の争点について選んだ理由は、劇場型政治家の代表例ともいえ

る橋下氏のもとでの第 1 回住⺠投票と、橋下氏に比べメディアでの発言の影響力が小さい
松井氏と吉村氏のもとでの第 2 回住⺠投票において、報道の争点の変化について分析を行
うためである。T.T.（2018）は、新聞メディアの共振性は劇場型政治家の意向に収斂すると
述べている。したがって、劇場型政治家がいた第 1 回住⺠投票と、彼が去った後の第 2 回
住⺠投票とを比較することで、劇場型政治と新聞報道の関係性がより明確に表れるだろう。 
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1.2. 調査目的の意義 

1.2.1. 調査目的の背景と意義 

選挙公約において差異が見られない第 1 回と第 2 回の住⺠投票について、劇場型政治家の
橋下氏の発言がどれほど力を持つのかを測る。そして、今回は直近の 2020 年に行われた第
2 回目の住⺠投票を用いて、時系列分析を行う。劇場型政治家が報道にどのような影響を与
えるかを測る、つまり、政治家の発言内容ではなく発言態度に注目することで、今後の国政
選挙や住⺠投票への向き合い方を見直す意義があると言える。 
 

1.2.2. 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 が中心となって提起した概
念である（張寧、2000）。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。そこで、本研究では以下の 2 つのリサーチ・クエスチョンを設定する。 
 
RQ1：大阪都構想住⺠投票に関する新聞報道において、各新聞社での争点に共振性が見られ

るか 
RQ2：大阪都構想住⺠投票に関する新聞報道において、2015 年と 2020 年の住⺠投票で争

点に差が見られるか。 
 

1.2.3. 仮説 

以上のリサーチ・クエスチョンに対して以下の 2 つの仮説を定める。 
 
仮説 1：大阪都構想住⺠投票に関する大手新聞 2 社（朝日新聞と読売新聞）の報道において、

各新聞社の争点に共振性が見られる 
仮説 2：大阪都構想住⺠投票に関する大手新聞 2 社(朝日新聞と読売新聞)の報道において、

2015 年と 2020 年の住⺠投票で争点に差が見られる 
 
張（2000）は、主導的役割を果たす有力メディアの存在やメディアが限られた情報源や職

業規範を共有していることから、メディアの報道には共振性が見られると述べている。大阪
都構想についての新聞社の報道にも共振性が見られると考えるのが自然である（仮説 1 に
相当）。住⺠投票直前まで世論調査では賛成意見も多く、結果においても賛成票と反対票の
差があまりなかった。しかし、2015 年は橋下氏、2020 年は松井氏、吉村氏が主導となって
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大阪都構想の実現を目指してきた。その中でたびたび橋本氏の発言が取り上げられる 2015
年と、松井、吉村両氏の発言が比較的取り上げられることの少ない 2020 年とでは、報道に
おいて取り上げられる内容が異なるのではないかと考えた（仮説 2 に相当）。 
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2. 方法 

2.1. 調査方法（分析対象と分析期間） 
分析にあたり、期間を 1 期〜3 期の 3 つに分けた。1 期は、2015 年 3 月 20 日〜6 月 16 日

である。これは、第 1 回住⺠投票実施決定日から第 1 回住⺠投票日の１ヶ月後までにあた
る。2 期は、2017 年 5 月 26 日〜7 月 26 日である。これは、協議会設置可決日から 1 回目
の協議会の１ヶ月後までにあたる。そして 3 期は、2020 年 9 月 3 日〜11 月 30 日である。
これは、第 2 回住⺠投票実施決定日から第 2 回住⺠投票日の１ヶ月後までにあたる。 
 

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。 
 
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 ：大阪 AND 都構想 
検索期間 ：2015 年 3 月 20 日〜6 月 16 日、2017 年 5 月 26 日〜7 月 26 日、2020

年 9 月 3 日〜11 月 30 日 
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 ：「大阪」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。 
 
検索語 ：「大阪 and 都構想」 
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。2015 年 3 月 20 日〜6 月 16 日、2017 年 5 月 26
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日〜7 月 26 日、2020 年 9 月 3 日〜11 月 30 日 
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 
 

以上の条件で検索後、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
て発行社大阪の朝刊・夕刊の記事のみを抽出した。記事一覧は付録 2 におさめた。 
 
 

2.2. 分析の手続き 
以上の手順によって抽出した記事を KH Coder にかけて分析を行う。はじめに前処理を実

行する。抽出する品詞は柳瀬公（2012）に倣って、「名詞」「名詞 B」「名詞 C」「サ変名詞」
「形容動詞」「固有名詞」「組織名」「人名」「地名」「ナイ形容」「動詞」「形容詞」「タグ」の
13 種とした。 

KH Coder の「複合語検出」コマンドを利用した。スコアが高く、分類が細すぎる語句は
強制抽出語として設定した。強制抽出語は「淀川」「アベノミクス」「都構想」「住⺠投票」
「政治家」「二重行政」「橋下」「特別区」の 8 つである。 

また今回の研究では、柳瀬（2012）は用いていなかった「使用しない語句の指定」を利用
した。抽出語リストの 300 番目までの語をチェックし、記事内容に関係のない語を除外し
た。使用しない語句は「朝日」「読売」「図」「写真説明」の 4 つである。 

集計単位は「段落」とした。分析期間中の記事の総語数は 587,636 語であった。異なり語
数は 13,564 語であり、そのうち 11,136 語を分析に用いた。抽出語上位 100 語は表 1 の通
りである。 
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表 1 抽出語上位 100 語 

 
 
 

2.3. 分析の方法 
まず「階層的クラスター分析」を実行する。語の最小出現数は 320 回、最小文書数は 1 に

設定した。Ward 法と Jaccard 距離を用いた。併合水準を参照し、64 語を 8 つのクラスター
に分類した。結果は表 2 の通りである。 

次にコーディング・ルールを作成した。クラスター1 は二重行政解消に伴う住⺠サービス
の充実に関する記事が多かったため、「住⺠サービスフレーム」と名付けた。クラスター2 は
二重行政の現状と特別区の設置による問題解消についての記事が含まれているため、「二重
行政フレーム」とする。クラスター3 は「説明」「示す」など政治家から市⺠に向けて理解
を促すための内容であるため、「市⺠の理解フレーム」とした。クラスター4 とクラスター5
は「賛成」「反対」「賛否」等類似する語が登場したため統合し、「住⺠投票フレーム」と名
付けた。クラスター6 は各政党名に加え、「訴える」等の意見を示す語が登場したため、「政
党による評価フレーム」とした。クラスター7 とクラスター8 は「知事」「市⻑」両方の役職
を務めた「吉村」「松井」が含まれるため統合し、「維新の会フレーム」とした。これら 6 フ
レームは全て含まれる語同士を「or」で結んでルールを作成した。コーディング・ルールは

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
大阪 8436 サービス 568 堺 374 声 298
都構想 4026 議員 559 政治 367 持つ 297
住民投票 2218 自民党 544 思う 360 職員 296
反対 2174 廃止 535 幹事 356 淀川 292
維新 2164 賛否 515 示す 354 影響 285
特別区 1803 支持 515 区 346 投開票 284
市 1701 東京 514 財政 346 告示 282
市長 1603 地域 510 コロナ 340 自治体 280
賛成 1455 知事 506 権限 338 大都市 275
橋下 1385 府議 504 行う 330 語る 274
投票 1279 行政 499 幹部 320 開く 271
府 1219 設置 492 有権者 320 言う 270
市議 1063 市内 473 街頭 319 市議会 270
市民 934 実現 454 公明党 319 改革 268
住民 823 人 439 議会 318 受ける 268
選挙 814 二重行政 437 政党 317 民主 268
説明 776 議論 427 記者 315 政策 266
代表 763 必要 418 演説 312 批判 266
松井 728 地方 399 決める 310 進める 264
制度 725 訴える 395 実施 310 問題 264
会 686 問う 395 考える 306 会議 261
前回 625 候補 393 一郎 304 委員 260
自民 624 多い 382 都市 304 推進 260
公明 597 主張 376 北 303 成長 260
党 584 吉村 375 活動 300 調査 258
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付録 1 におさめた。これら 6 つのフレームを用いて分析を行う。 
 
表 2 クラスター分析による語の分類 

 
 
  

クラスター番号 構成する語

クラスター１ 住民、サービス

クラスター２ 二重行政、市、府、地域、廃止、設置、特別区

クラスター３ 思う、多い、人、行政、権限、東京、区、財政、コロナ、示す、

必要、制度、議論、主張、市民、説明、政治、実現

クラスター４ 反対、賛成、住民投票、大阪、都構想

クラスター５ 賛否、問う、前回、有権者、投票、市内、行う

クラスター６ 自民、公明、市議、府議、漢字、自民党、候補、選挙、地方、

堺、支持、訴える、幹部、議員、党

クラスター７ 知事、松井、吉村

クラスター８ 市長、橋下、代表、維新、会
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3. 結果 

3.1. 頻出語 
記事中の上位 100 語を示した表 1 を参照すると、出現した後の上位には「大阪」（8436 語）、

「都構想」（4026 語）、「住⺠投票」（2218 語）など選挙の概要を述べるために使われている
語が見られた。また、「維新」（2164 語）、「市⻑」（1603 語）、「橋下」（1385 語）、「代表」
（763 語）、「松井」（728 語）、「知事」(506 語)、「吉村」(375 語)など大阪維新の会に関す
る語が多く使われていた。また、「松井」と「吉村」の 2 語を足しても、1103 語と「橋下」
の 1385 語よりも登場回数が少なかった。さらに「行政」(499 語)、「二重行政」(437 語)、
「財政」(346 語)など都構想に関する公約の語が並んだ。 
 

3.2. クロス集計によるフレームの時系列変化 
また該当する記事を用いて、クロス集計を行った。それぞれの 6 つのクラスターを 1 期〜

3 期の時系列毎に分析を行った。 
 

 
図 1 「住⺠サービスフレーム」における時系列変化 

 
「住⺠サービスフレーム」における時系列変化を図 1 に示した。「住⺠」「サービス」など

の語が含まれる「住⺠サービスフレーム」においては、朝日新聞、読売新聞ともに 2 期で朝
日新聞は 3.47%、読売新聞は 2.61%まで落ちこみ、3 期では朝日新聞は 10.08%、読売新聞
は 7.29%まで上昇した。 
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図 2 「二重行政フレーム」における時系列変化 

 
「二重行政フレーム」における時系列変化を図 2 に示した。朝日新聞は 1 期が 20.47%、

2 期が 24.75%、3 期が 27.49%であり、約 7%上昇した。読売新聞は 1 期が 24.11%、2 期に
43.14%まで上昇したが、3 期では 31.37%まで落ち込んだ。 
 
 

 
図 3 「市⺠への理解フレーム」における時系列変化 
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「市⺠への理解フレーム」における時系列変化を図 3に示した。朝日新聞は 1 期が 27.57%、
2 期が 36.63%、3 期は 39.92%まで上昇した。読売新聞は 1 期が 37.91%、2 期に 43.79%ま
で上昇し、3 期では 42.33%と同水準だった。 
 

 
図 4 「住⺠投票フレーム」における時系列変化 

 
「住⺠投票フレーム」における時系列変化を図 4 に示した。朝日新聞は 1 期が 51.64%、

2 期は 55.45%、3 期は 59.89.%まで上昇した。読売新聞は 1 期が 62.6.%、2 期に 70.59%ま
で上昇したが、3 期では 60.93%と約 10%減少した。 
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図 5 「政党による評価フレーム」における時系列変化 

 
「政党による評価フレーム」における時系列変化を図 5 に示した。朝日新聞は 1 期が

30.77%、2 期に 43.07%まで上昇したが、3 期は 20.09.%まで減少した。読売新聞は 1 期が
37.15%、2 期に 41.18%まで上昇したが、3 期では 27.61%と大きく減少した。 

 
図 6 「維新の会フレーム」における時系列変化 

 
「維新の会フレーム」における時系列変化を図 6 に示した。朝日新聞は 1 期が 29.19%、

2 期に 43.56%まで上昇し、3 期は 21.59.%まで減少した。読売新聞は 1 期が 33.38%、2 期
に 50.33%まで上昇したが、3 期では 21.67%と大きく減少した。 
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3.3. 対応分析による争点の差 
次に対応分析を行った。これにより新聞社と記事が発行された時期についてどのフレーム

が扱われていることが多いかを測る。 
 

 
図 7 新聞社および時期の対応分析 

 
新聞社および時期の対応分析を図 7 に示した。朝日新聞、読売新聞共に 1 期は「政党によ

る評価フレーム」と「維新の会フレーム」、3 期は「市⺠の理解フレーム」と「二重行政フ
レーム」に特徴が見られた。しかし 2 期にはどのフレームも集まらず、特徴が見られない結
果となった。 
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3.4. 共起ネットワークによる新聞二社の比較 
次に共起ネットワークにおける新聞 2 社の比較を行った。これにより新聞社と時期におい

てつながりがある語を明示的に示す。 
 

 
図 8 共起ネットワークによる新聞社および時期の分析 

 
共起ネットワークによる新聞社と時期の分析を図 8 に示した。読売新聞においては、「自

⺠」が 1 期、「府」「制度」などが 3 期とつながった。朝日新聞においては、「選挙」が 1 期、
「住⺠」「市⺠」「投票」が 3 期で主に見られた。2 期においては、読売新聞では「設置」「吉
村」「権限」などが使われており、朝日新聞では「公明」「示す」などが使われていた。また、
読売と朝日の双方とつながったのは、1 期では「橋下」や「市議」、3 期では「松井」であっ
た。 
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4. 考察 

4.1. 結果についての考察 
本研究では大阪都構想が 2 度の住⺠投票を実施した際にどのような争点の変化があるのか

を検討するため、大手新聞社 2 社の争点及び時系列分析を行ってきた。以上の結果を踏ま
えて考えられる要因を示す。 
 

4.1.1. 頻出語ついての考察 

まず、頻出語に関する考察を行う。 
3.1.で確認したように、大阪維新の会についての語が多く使われていたことから、大阪維

新の会、橋下氏、松井氏、吉村氏に関して述べられており、政策そのものよりもどの政党が、
そしてどのプレーヤーが実行するかに重きを置いているということがわかる。 
また、2020 年に大阪維新の会のトップとして大阪都構想を指揮した松井氏と吉村氏よりも

2011 年の大阪維新の会発足当時から都構想を掲げ、2015 年で指揮をとり、政界を引退した
橋下氏の発言の方が多く取り上げられていることから、1 度目の選挙では、報道における橋
下氏個人への注目度が高かったことがわかる。 
 

4.1.2. クロス集計ついての考察 

以下ではクロス集計に関する考察を行う。 

【住⺠サービスフレーム】 

朝日新聞、読売新聞共に「住⺠サービスフレーム」についての記事割合は少なく、大阪都
構想が成⽴した後に変わる住⺠サービスに対して、有権者自体もしくは新聞社が重要事項
ではないと判断したことがわかる。また、1 期と 3 期に多かったことから、2015 年、2020
年共に住⺠投票の論点が住⺠サービスの効率化であるために、住⺠投票の前に言及が増え
たと考えられる。 
 

【二重行政フレーム】 

大阪の現状の問題である二重行政に関して、都構想及び法定協議会設置段階でも大枠の概
要を説明する際に必ず用いるため、2 期での割合が比較的高くなったと考えられる。 
 



Osamu NAKAMURA's Seminar @WASEDA Univ.  

 17

【市⺠への理解フレーム】 

「市⺠への理解フレーム」は、朝日新聞、読売新聞共に 1 期から 3 期まで比較的高水準で
あり、尚且つ上昇した。大阪都構想は国政選挙ではなく、一自治体の住⺠投票であり、国政
選挙よりも規模が小さく、1 人当たりの比重が大きいため、市⺠への訴えかけが重要となっ
たと考えられる。 
 

【住⺠投票フレーム】 

「住⺠投票フレーム」も、朝日新聞、読売新聞共に非常に高い割合で出てきた。これは、
フレーム内に「大阪」や「都構想」という語が含まれているからであると考えられる。また、
特に 2 期は段落数が少ないことから、結果に偏りが出てしまったと考えられる。 
 

【政党による評価フレーム】 

「政党による評価フレーム」では、平均して 30%の割合で推移し、２期で最も割合が大き
くなった。朝日新聞、読売新聞共に 2 期と 3 期で同程度の割合になったいる。2 期では議会
で政党同士の議論がなされていたものの、3 期は投票直前であり、記事内で政党に関する言
及がなくなったと考えられる。 

また、特徴語と組み合わせると、朝日新聞は個人を、読売新聞は政党を意識した報道を行
っていると考えられる。2015 年の大阪都構想は橋下氏が主導となって行われた。橋下氏は
会見において、質問した記者 1 人に対して徹底的に攻撃をするなど、メディアを通じて自
らの発言力や権限の強さをアピールした。発言はたびたびメディアでも取り上げられてお
り、朝日新聞はその橋下氏個人の発言を取り上げることが多かったと考えられる。 
 

【維新の会フレーム】 

「維新の会フレーム」については、朝日新聞、読売新聞共に 1 期は約 30%、2 期は約 40%、
3 期は 20%と比較的高い水準で推移していたことから、大阪維新の会の議員の発言がメデ
ィアで大きく取り上げられたと言える。また、3 期よりも 1 期の方が約 10%程度高い水準
であることから、松井、吉村両氏よりも橋下氏の発言が報道を大きく賑わせたと考えられる。
そして、2 期の割合が高いのは、2017 年 9 月 24 日に行われた堺市⻑選挙の時期と重複して
おり、必然的に大阪維新の会について取り上げることが増えたからだと考えられる。 
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4.1.3. 対応分析ついての考察 

続いて、対応分析に関する考察を行う。朝日新聞、読売新聞共に 1 期は「政党による評価
フレーム」と「維新の会フレーム」、3 期は「市⺠の理解フレーム」と「二重行政フレーム」
に特徴が見られたことから、争点は変わっているものの、同じ変遷を辿っていると考えられ
る。 
 

4.1.4. 共起ネットワークについての考察 

最後に、共起ネットワークに関する考察を行う。朝日新聞、読売新聞共に、1 期では「橋
下」、3 期では「松井」とつながったことから、大阪維新の会の代表の発言を大きく取り扱
ったことがわかる。また「維新の会フレーム」の割合を見ると、1 期の方が 3 期より 10%多
かったことから、橋下氏の発言により注目が集まったことがわかる。加えて、1 期は橋下氏
など人物に注目していたが、3 期では政策に注目するようになったことがわかる。 
 
 

4.2. 新たな疑問・気づいた改善点 
本研究を通して見つかった疑問点や改善すべき点は 2 つある。 
1 つ目は、2 期は他の時期と比べて圧倒的に記事数が少ないことから、1 つの段落が持つ割

合が大きくなり、有意な結果と言えなくなったことである。 
2 つ目は、KH Coder を使用する際に新聞の発行社と時期で分けていたが、朝日新聞と読

売新聞でつながったグラフが出てしまい、テキストデータにおいて時期の分け方を工夫す
る必要があったことである。 
 
 

5. まとめ 
本研究では、大阪都構想住⺠投票に関する大手新聞 2 社（朝日新聞と読売新聞）の報道に

おける、争点と争点に関する時系列分析について検証を行った。その中で、朝日新聞と読売
新聞の取り扱う記事の争点に差は見られなかった。しかし、2015 年に行われた１度目の住
⺠投票と 2020 年に行われた 2 度目の住⺠投票の争点で時系列分析を行うと、政治家や政党
の割合は 3 期より 1 期の方が高く、政策内容の割合は 1 期より 3 期の方が高くなっていた。
したがって、2 度の住⺠投票を通して確認しても、劇場型政治家としての橋下氏の発言力が
強いと明らかになった。 
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付録 1a：コーディング・ルール 
*住⺠サービス 
住⺠ or サービス 
 
*二重行政 
二重行政 or 市 or 府 or 地域 or 廃止 or 設置 or 特別区 
 
*市⺠の理解 
思う or 多い or 人 or 行政 or 権限 or 東京 or 区 or 財政 or コロナ or 示す or 必要 
or 制度 or 議論 or  主張 or 市⺠ or 説明 or 政治 or 実現 
 
*住⺠投票 
反対 or 賛成 or 住⺠投票 or 大阪 or 都構想 or 賛否 or 問う or 前回 or 有権者 or 投
票 or 市内 or 行う 
 
*政党による評価 
自⺠ or 公明 or 市議 or 府議 or 幹事 or 自⺠党 or 候補 or 選挙 or 地方 or 堺 or 支
持 or 訴える or 幹部 or 議員 or 党 
 
*維新の会 
知事 or 松井 or 吉村 or 市⻑ or 橋下 or 代表 or 維新 or 会 
 

付録 1b：コーディング・ルールの txt ファイル 
付録 1a と同じものを別の.txt ファイルに収蔵。 
 

付録 2：分析対象一覧 
別のエクセルファイルに収蔵。 


