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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） 
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1 目的と意義 
1.1 調査目的 

石山玲子（2009）によると、夫婦別姓問題は選択的夫婦別姓1という枠組みから、2002
年を境に例外的夫婦別姓2という枠組みに変化していった。そこで、本調査は石山（2009）
の研究に続く 2003 年以降に新聞が夫婦別姓をどのように報じたかを分析することを目的に
する。この延⻑には、これを通して新聞のフレーミング効果の一端に迫ることを見据えて
いる。フレーミング効果とは、「問題の切り取り方（フレーム）が人々の問題認識や意思
決定に影響を及ぼしていること」（中越みずき 2020、p. 31）を指す。 

 

1.2 調査目的の背景と意義 
先行する石山（2009）の研究は 2002 年 4 月までの記事を対象にしている。理由は、夫婦

別姓問題が選択的夫婦別姓問題という枠組みから例外的夫婦別姓問題という枠組みに変化
し、以降の議論が反対派への譲歩手段として例外制や家裁許可制などの代替案へと変質し
たからである。 

しかし、2003 年以降も、2010 年の参議院議員選挙では夫婦別姓問題に言及する公約が散
見された。また 2015 年には最高裁判所の夫婦別姓訴訟における判決があった。夫婦別姓問
題は現在（2021 年）も政治課題として残り続けている。そのため、2003 年以降の報道も調
べる意義がある。 

（教員コメント：背景と意義が充実すると、調査の方向付けも自動的に鋭くなります。） 
 

1.3 リサーチクエスチョン  
本調査は次の 3 つをリサーチクエスチョンに据える。すなわち、新聞が「夫婦別姓問題」

を①どのように扱い（記事分類などの変数）、②どの程度報道しているか、また、報道す

 
1 選択的夫婦別姓：選択的夫婦別氏制度とは，夫婦は同じ氏を名乗るという現在の制度に加えて，希望す

る夫婦が結婚後にそれぞれの結婚前の氏を名乗ることも認めるというものである。（法務省 HP 内「選
択的夫婦別氏制度（いわゆる選択的夫婦別姓制度）について」より） 

2 例外的夫婦別姓：例外的夫婦別氏制度とは，夫婦は同じ氏を名乗るという現在の制度を原則としつつ，
例外的に夫婦が結婚後にそれぞれの結婚前の氏を名乗ることも認めるというものである。（法務省 HP
内「選択的夫婦別氏制度（いわゆる選択的夫婦別姓制度）について」より） 
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る際に③どのような切り口・フレーム（賛成・反対・中立などといった賛否や理由）で報
道しているか、である。  

これら 3 つのリサーチクエスチョンをさらに次のように細分化する： 
① 

i. 夫婦別姓に関する最高裁判決があった 2015 年以降、記事分類における一
般意見が増加しているか。 

ii. 一般意見が増えるにつれて、政治的な動向にかんする報道も増加している
か。 

② 
i. 参議院選挙や夫婦別姓問題を扱った裁判というイベントに付随して、夫婦

別姓に関連する報道量は増加しているか。 

③ 
i. 2015 年の最高裁判決の内容が、フレームの変化に影響を及ぼしているか。 

ii. 選挙があった年は、事実のみを取り上げ、賛否理由に言及していない記事
が多いか。 

  

1.4 仮説  
本調査は夫婦別姓にかんする議論が選択的夫婦別姓問題という枠組みから 2002 年を境に

例外的夫婦別姓問題という枠組みに変化して以降も、2010 年の参議院議員選挙や 2015 年
の最高裁判所の夫婦別姓訴訟の前後では記事数が増加していると仮定する。記事数の増加
は、新聞社による夫婦別姓問題への注目度の上昇と捉えることができる。 

また、2015 年の最高裁判所の夫婦別姓訴訟では、夫婦を同姓とする現制度を合憲とする
判決が下された。合憲判決が下されて以降、夫婦別姓制度の実現は現実味が薄くなったと
考える。そこで、2015 年の最高裁判所の夫婦別姓訴訟以降、各新聞社の間では政界での表
面的な動きのみを捉える記事が多くなり、当事者の意見や思いや理由にまで踏み込んだ記
事が少なくなったと仮定する。 

これらを受け、リサーチクエスチョンに対応して以下の仮説を設定する： 
 

① 
i. 夫婦別姓に関する最高裁判決があった 2015 年以降、記事分類における一

般意見が増加する。 
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ii. 一般意見が増えるにつれて、政治的な動向にかんする報道も増加する。 
② 

i. 参議院選挙や夫婦別姓問題を扱った裁判というイベントに付随して、夫婦
別姓に関連する報道量は増加する。 

③ 
i. 2015 年の最高裁判決の内容が、フレームの変化に影響を及ぼしている。 

ii. 選挙があった年は事実のみを取り上げ、賛否理由に言及していない記事が
多い。 

 

2 方法 
2.1 分析対象 

本調査では、調査対象に朝日新聞と読売新聞の２紙を用いた。朝日新聞と読売新聞の２
紙を対象としたのは、石山（2009）にならい読者が全国に分布している全国紙を選んだた
めである。なお、先行研究では朝日新聞、読売新聞、毎日新聞の３紙を対象としているが、
本調査はコーダー人数と研究期間を鑑み、２紙に絞った。石山（2009）によると３紙の報
道傾向におおきな違いは見られなかったとされている。そのため、3 紙を 2 紙にすることの
影響は小さいものと見込む。また、本調査が分析対象とする記事の期間は 2003 年 1 月 1 日
から 2020 年12 月 31 日までとした。理由は、2003 年は石山（2009）の調査対象期間（2002
年 4 月まで）が過ぎたあとからとするため、2020 年は本調査の実施時（2021 年）に集める
ことのできる最大年までとするため、である。 

 

 朝日新聞 

朝日新聞の分析には朝日新聞が提供するデータベースの「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。この条件にかかる記事は 585 件あり、本調査ではそ
こから 3 件に 1 件を系統抽出した。その結果、195 件を得た。さらに分析に関係のない記事
（コンタミネーション）を除外し、最終的に 174 件を分析対象とした。コンタミネーショ
ン除外の手順は後方で述べる。 

 
 検索モード：  詳細検索 
 対象誌名:  「朝日新聞」（朝日新聞デジタル、アエラ、週刊朝日を除く） 
 検索キーワード： 夫婦 AND 別姓 
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 検索期間：  2003 年 1 月 1 日〜2020 年 12 月 31 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キーワード 
 朝夕刊：  「朝刊」・「夕刊」 
 本紙/地域面：  「本紙」 
 発行社：  「東京」のみ 
 面名   制約なし  
 

  読売新聞  

読売新聞の分析に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。この条件にかかる記事は 277 件あり、本調査で
はそこから 3 件に 1 件を系統抽出した。その結果、92 件を得た。さらにコンタミネーショ
ンを除外し、最終的に 77 件を分析対象とした。コンタミネーション除外の手順は次節で述
べる。 

 
 検索語：  夫婦 AND 別姓 
 検索方式：  全文検索（言葉の揺らぎを含めて検索） 
 検索期間：  2003 年 1 月 1 日〜2020 年 12 月 31 日 
 全国版・地域版選択：「個別に選択する」を選択し、「全国版」をチェック  
 分類選択：  すべて 
 発行社：  東京（朝刊＆朝刊 2 部＆夕刊）   

 

2.2 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。それぞれの分析対象において表示

された記事のうち、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。その結果、朝日新聞では 21 件、読売新聞では 15 件の記事がコンタミネーションとし
て除外された。以下はコンタミネーションと判断された例である。 

 
 インデックス 

「［気流］１月１７日 オピニオン『２０２０年東京五輪』（投書）」 
「［気流］２月７日 日曜の広場『告白』（投書）」 
「陸上イージス搭載艦 『ミサイル防衛専門』」 

 川柳 
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「［よみうり時事川柳］⻑井好弘選」 
 論点が明らかに夫婦別姓問題からかけ離れている記事 

「女性の再婚禁止 １８０日から１００日に／自⺠チーム検討」 
「［社説］⺠法７７２条 親子関係はＤＮＡで判定できる」 
「［自⺠党ひと模様・秋へ］（６）野田聖子元郵政相、棚橋泰文衆院議員（連載）」 
「ＵＳＯ放送＝１０月２９日」 
「野党共通政策たたき台 衆院選へ４党 教育無償化など柱」 
「『ネットで政治情報』５６％ 読売・早大共同調査」 
「衆院選２０１７ ８党公約比較」 

 

2.3 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 21 174 

読売新聞 15 77 

 

2.4 コーディング方法 
以下では設定したコーディング変数とそのカテゴリを示す。また、必要に応じて設定理

由も示す。いずれの変数についても記録単位は記事ごとである。これらの変数は石山
（2009）を参考に設定した。 

 
【記事分類】（単一選択）  

※複数が該当すると考えられる場合、比重が大きいものを選択する。  
 「政治家意見」     →1  

国会議員・閣僚・官僚・政党関係者が取材やインタビューを受けてコメントしてい
る・記者会見やブログでの発言の引用 

 「学識者・一般意見」    →2 
学識者・非政党関係者が取材やインタビューを受けてコメントしている・社説・オ
ピニオン欄 
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 「政治動向」     →3 
公約・国会の動き・客観的な描写、答弁  

 「社会動向」     →4  
裁判（判決や裁判官の意見）・取り組み 

 「その他」     →5  
解説など 

 
本調査は記事を以上の 5 つのカテゴリに分類することとした。この分類は石山（2009）

の枠組みふまえたものである。ただし、石山（2009）は「解説・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」「イベント」「その他」の 9 つのカテゴリを用いていた。これに対
し、本調査は以下のように枠組みを変更した。 

 
 石山の「解説・社説」 

本調査では、解説を「その他」に、社説を「学識者・一般意見」に。 
 石山の「学識者意見」「一般意見」 

本調査では「学識者・一般意見」と 1 つに統合。理由は、学識者意見と一般意見の
あいだに明確な基準を設けることが困難だと判断したため。 

 石山の「国会を中心とした政治的動向」「その他の政治的動向」 
本調査では「政治動向」と 1 つに統合。 

 石山の「⺠間その他の動向」 
本調査では「社会動向」に名称を変更 

 
【本文記事の文字数】（単一選択） 

 400 字未満の「短い記事」   →1  
 400 字から 999 字までの「中くらいの記事」 →2  
 1000 字以上の「⻑い記事」   →3  
 
【賛否理由の有無】（単一選択） 

 「なし」     →0 
 「あり」     →1  
※賛否理由が「あり」の場合のみ、以下の変数も分析する。 
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【夫婦別姓導入に対する記事全体の論調】（単一選択）  

この変数は記事内容の論調で判断する。記事の書き手（新聞記者）の立場について考え
る必要はない。見出しの論調も含む。  

 「肯定」     →1  
※「否定」の理由を例示して棄却している場合は「肯定」とする。  

 「否定」     →2  
※「賛成」の理由を例示して棄却している場合は「否定」とする。  

 「賛否両方の理由が記述されている」  →3（賛否理由の比率は問わない） 
※対立意見を否定している場合は、１か 2 どちらか支持している方を選択する。 
（教員コメント：この変数は結局、分析に使わなかったということでしょうかね..） 

 
【夫婦別姓導入に対する賛成理由】（複数選択可） 

※該当箇所に１を記録し、該当しない箇所を 0 とする。 
 「不便・不利益」 

⼾籍などの法的手続き・税制・仕事上の不便・不利益に触れていた場合、1  
 「人格権」 

基本的人権・自由・法の下の平等などといった個人の権利に触れていた場合、1  
 「男女平等」 

男女差別や男女間の権利の違いなどに触れていた場合、女性の活躍に言及している
場合、1（雇用機会均等法など）  

 「家制度改革」 
事実婚や現在の結婚制度に言及があれば、１  

 「多様な価値観」 
価値観・多様さ・多様なあり方に触れられていた場合、1 

 「姓の存続・アイデンティティの維持」 
実家の姓の存続に触れていた場合、今までの自分が否定されるなどの場合、1  

 「時代の流れ」 
時代間の比較、最近の傾向に触れている部分があった場合、1  

 「その他」 
世界と日本の比較など  

 
【夫婦別姓導入に対する反対理由】（複数選択可） 

※該当箇所に１を記録し、該当しない箇所を 0 とする。 
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 「一体感喪失」 
夫婦の一体感、離婚、他人に感じる、家族の崩壊などの懸念に触れられていた場合、
１ 

 「伝統的家族観の維持・社会に定着」 
伝統、夫婦同性であるという制度の定着に言及があった場合、１  

 「子育てへの影響」 
健康な発育、いじめ、子どもの姓の選択に言及があった場合、１  

 「時期尚早」 
決定に至るまでにかかる時間や時期に言及があった場合、１  

 「その他」 
世界と日本の比較など 

 
本調査は記事を以上の 5 つのカテゴリに分類することとした。この分類は石山（2009）

の枠組みふまえたものである。ただし、石山（2009）は「一体感喪失」「社会に定着」
「子供の姓の選択」「家族崩壊」「時期尚早」「子供の健全な育成」「その他」の 7 つの
カテゴリを用いていた。これに対し、本調査は以上の 5 つのカテゴリに再編した。 

教員コメント：賛成理由、反対理由の変数におけるカテゴリが本調査での「フレーム」
に該当すると説明しておくと読者に親切かと思います。 

 

2.5 コーディング 
本調査の結果を導くコーディングには筆者らがコーダーとしてあたった。そのため、コ

ーダーは研究目的及び意義を理解していたのは明らかである。また、コーディング前には
訓練および準備としてペアを組んでテストコーディングを行った。その手続きは次の通り
である。まず、筆者ら 4 人のコーダーを二手に分け、新聞社毎に 2 組のペアを作った。次
に、ペア内での議論は事前に行わずに、系統抽出法を用いて記事一覧の番号のうち「3」の
倍数の記事のコーディングをおこなった。最後に、ペア内で結果を照合し、コーディング
を調整した。このあと、筆者ら 4 人のコーダーは本コーディングに入った。本コーディン
グでは 4 人が独立してコーディングを行い、同様に結果を持ち寄って照合し、単一の結果
に集約した。 

教員コメント：教員の指示で 2 つのペアに分かれ、両ペアのあいだでコーディングを分
担してもらいました。今回の分担は社ごととのことですね。この場合、ペアごとのコーデ
ィングの傾向が社の違いであるかのように出てしまうかもしれません。そのため、安全を
期すには朝日も読売も 2 つのペアで分担するとより良いでしょう。 
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2.6 信頼性 
本調査では信頼性を検定するため、筆者らとは異なる 4 人に独立したコーディングを依

頼した。本稿ではこの 4 人を外部コーダーと呼ぶ。4 人の外部コーダーは筆者らと同じゼミ
に所属する学生である。外部コーダーには筆者らの分析対象から系統抽出によって得た 9
件の記事を渡した。これら外部コーダー4 人のコーディング結果に、筆者らの集約した結果
（1 人分）を加え、合計 5 人分のコーディング結果から一致度を算出した。一致度には
Krippendorff のα（Krippendorff 2004）を用いた。算出には統計ツールである R を用いた。
α は α≤1 の範囲をとり、1 は完全一致、0 はランダムなコーディングに期待される状態、
マイナスはそれ以上に不一致の割合が高いこと（つまりコーダー間で逆のコーディングを
する傾向）を意味する。表 2 に各変数に対する α の結果を示す。参考までに、表 2 には外
部コーダー間でのαも示している。 

教員コメント：外部コーダーにはもう少し記事を渡しておいたほうが良かったでしょう
かね.. 時間のない中でみなさまお疲れ様でした。 

 
表 2  記事内容の信頼性検定の結果（Krippendorff のα） 

 
筆者らの結果 

＋4 人の外部コーダー 
4 人の外部コーダー間 

記事分類 0.551 0.606 
賛否理由の有無 0.752 0.788 
記事全体の論調 0.633 0.682 

賛成理由 0.540 0.576 
反対理由 0.370 0.422 

 

3 結果 

3.1 記事の概観と時期区分 
 本節では分析対象の特徴を概観する。まず年毎の記事数の時系列変化を図 1-1 および図

1-2 に示す。本調査では、記事数が増加している年ほど夫婦別姓問題への注目度が上昇して
いると考え、「記事数」を一つの指標として扱う。両紙とも 2010 年と 2015 年に記事数が
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大きく増えている。よって、2010 年と 2015 年の両年を議論の大きな転換点と捉えること
ができる。本調査はこのように「記事数」に基づいて調査期間をⅠ期からⅢ期に分割した。 

 
図 1-1 年毎の記事数の時系列変化（朝日新聞） 

 

 
図 1-2 年毎の記事数の時系列変化（読売新聞） 

 
Ⅰ期は 2003 年から 2008 年までの 6 年間とする。石山（2009）によると、選択的夫婦別

姓の議論が 2002 年より例外的夫婦別姓に変質したという。そのため、I 期はそれを受けた
最初の 6 年間である。報道数でみると、この期間は比較的、夫婦別姓への注目度が低いこ
とが分かる。 

Ⅱ期は 2009 年から 2014 年までの 6 年間である。図 1-1 および図 1-2 から明らかなよう
に、記事数の増加から夫婦別姓への注目度が高まった期間だと言える。注目度が高まった
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要因として、2010 年の参議院議員選挙が挙げられる。選択的夫婦別姓問題を公約に盛り込
んだ政党が多かったことや、それにともなう世論の強まりが報道にも表れたと考えられる。 

Ⅲ期は 2015 年から 2020 年までの 6 年間である。Ⅱ期と同様に記事数が増え、夫婦別姓
への注目度が高まった期間だと言える。要因として、2015 年末に行われた選択的夫婦別姓
訴訟に関する最高裁判所の合憲判決が出されたことが挙げられる。この結果、選択的夫婦
別姓についての世論が強まり、記事数の増加に繋がったと考えられる。 

教員コメント：1 期、2 期、3 期それぞれの分析対象数も示しておくと良いですね。 

 

3.2 文字数 
教員コメント：先に変数説明をしたところの順序で結果も述べていくと良いでしょう。 
夫婦別姓にかんする記事の文字数の推移を社別で示したのが図 2-1 および図 2-2 である。

1 が 400 字未満の短い記事、2 が 400 字から 999 字までの中くらいの記事、3 が 1000 字以
上の⻑い記事である。図の縦軸は記事数の割合になっている。図 2-1 より、朝日新聞に関
してはⅢ期にかけて記事の文字量に大きな変化は見られなかった。一方、図 2-2 より、読
売新聞に関しては記事の文字量はⅢ期につれ増加していく傾向が見られた。ここから、朝
日新聞のほうが夫婦別姓問題に熱心である傾向、読売新聞は参議院議員選挙や最高裁判所
の合憲判決に伴う世論の白熱を受ける傾向、がそれぞれうかがえる。 
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図 2-1 3 期毎の文字数割合（朝日新聞） 

 

 
図 2-2 3 期毎の文字数割合（読売新聞） 

教員コメント：一般に、図は読売と朝日で同じフォーマットで作ったほうが良いですね。
図の大きさ、縦軸範囲、横軸範囲、縦横比率、など、すべてをそろえましょう。また、白
⿊表示でも見やすいよう、点線を使うなどの対応もしておくとより良いでしょう。他の図
も同様です。 
 

3.3 記事分類 
ここでは記事を「1：政治家意見」「2：学識者・一般意見」「3：政治動向」「4：社会

動向」「5：その他」の 5 つのカテゴリに分類した。Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期の結果は図 3-1 およ
び図 3-2 のようになった。図 3-1 より、朝日新聞では全体を通して 2 の「学識者・一般意
見」が多くなっていた。Ⅲ期においては、夫婦別姓に対する最高裁判所の合憲判決もあり、
4 の「社会動向」の増加と 2 の「学識者・一般意見」の増加が見て取れる。図 3-2 より、読
売新聞では全体を通して 3 の「政治動向」がより多くみられた。朝日新聞と同様にⅢ期で
は 4 の「社会動向」の増加と 2 の「学識者・一般意見」の増加が見られた。 
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図 3-1 3 期で分けた、記事分類の割合推移（朝日新聞） 

 
図 3-2 3 期で分けた、記事分類の割合推移（読売新聞） 

教員コメント：番号が何を表すかが分かるようになっているとより良いですね。番号は
あってもなくてもかまいませんが、何を表すかは大事です。 
また、割合とは別に実測度数も見て検討したいところです。 
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3.4 賛否理由の有無 
記事を賛否理由の有無で２つのカテゴリに分類した。賛否いずれかの理由（詳細は 2 つ

の変数、「夫婦別姓導入に対する賛成理由」と「夫婦別姓導入に対する反対理由」のカテ
ゴリを参照）に言及している部分があれば、「あり」とみなす。そして、賛否理由の言及
がある記事は「意見記事」とし、言及のない記事は「事実記事」とした。（教員コメン
ト：結果としては「あり」「なし」のまま示し、意見記事か事実記事かは別の議論とした
方が安全です） 

得られた結果を図 4-1 および図 4-2 に示す。主にわかること以下の通りである。 
 朝日新聞に関しては、意見記事の割合が 50〜60%の間で横ばいになっており、2 期

では落ち込みを見せている。 
 読売新聞に関しては 1〜3 期にかけて意見記事の増加傾向が見られる。 

 

 
図 4-1 3 期で分けた、意見記事と事実記事の割合推移（朝日新聞） 
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図 4-2 3 期で分けた、意見記事と事実記事の割合推移（読売新聞） 

 

3.5 賛成理由 
夫婦別姓に賛成する理由を「不便・不利益」「人格権」「男女平等」「家制度改革」

「多様な価値観」「姓の存続・アイデンティティの維持」「時代の流れ」「その他」の 8
種類のカテゴリに分類した。得られた結果を図 5-1 および図 5-2 に示す。主にわかることは
以下の通りである。（教員コメント：何を 100％としたか説明しておきましょう。また、こ
こでも実測度数を見ておきたいところです。絶対数の増減を押さえておくためです。） 

（教員コメント：以下の説明には図 5-1・5-2 と異なるところがあります。） 
 「不便・不利益」の理由に関しては、朝日新聞は 2 期だけ落ち込みを見せているの

に対し、読売新聞は減少傾向にある。 
 「人格権」の理由に関しては、朝日新聞は 2 期だけ落ち込みを見せているのに対し、

読売新聞では 1 期での言及が見られず、2 期以降で増加傾向を見せた。 
 「男女平等」の理由に関しては、朝日新聞は 2 期だけ突出しているのに対し、読売

新聞では減少傾向にある。（←教員コメント：図は違うようですね..） 
 「家制度改革」の理由に関しては、朝日新聞は全ての期間において言及していたの

に対し、読売新聞では 3 期のみの言及であった。 
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 「多様な価値観」の理由に関しては、朝日新聞は全ての期間において言及していた
のに対し、読売新聞では 3 期のみの言及であった。（←教員コメント：図は違うよ
うですね..） 

 「姓の存続・アイデンティティの維持」の理由に関しては、朝日新聞は全ての期間
において言及していたのに対し、読売新聞では 3 期のみの言及であった。（←教員
コメント：図は違うようですね..） 

 「時代の流れ」の理由に関しては、朝日新聞は全ての期間において言及していたの
に対し、読売新聞では 3 期のみの言及であった。（←教員コメント：図は違うよう
ですね..） 

  

 
図 5-1 3 期で分けた、賛成理由/意見記事の割合推移（朝日新聞） 
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図 5-2 3 期で分けた、賛成理由/意見記事の割合推移（読売新聞） 

 

3.6 反対理由 
得られた結果をグラフで示すと、図 6-1 および図 6-2 のようになる。ここから主にわかる

ことは、以下の通りである。 
 「一体感喪失」の理由に関しては、朝日新聞はほぼ横ばいになっているのに対し、

読売新聞は増加傾向にある。 
 「伝統的家族観の維持・社会に定着」の理由に関しては、朝日新聞は 2 期だけ突出

しているのに対し、読売新聞では減少傾向にある。 
 「子供への影響」の理由に関しては、朝日新聞では 1 期に言及がなかったものの、2

期以降で増加傾向が見られた。一方読売新聞では 1 期が最も大きい割合を記録して
いた。 

 「時期尚早」の理由に関しては、両社ともに言及が見られなかった。 
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図 6-1 3 期で分けた、反対理由/意見記事の割合推移（朝日新聞） 
 

 
図 6-2 3 期で分けた、反対理由/意見記事の割合推移（読売新聞） 
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4 考察 

4.1 記事数 
図 1-1 および図 1-2 から明らかなように、両新聞社においても夫婦別姓に関連する何らか

の出来事があった際に、注目度が高まり記事数の増加に繋がることが分かる。それゆえ、
仮説②である「イベントに付随して報道量に変化は増加する」という考えは支持されると
考えられる。また、両新聞社で 2010 年と 2015 年で記事数の大幅な増加が確認できるもの
の、翌年（2011 年と 2016 年）には記事数は減少し、出来事発生以前と差がない程度に戻
っている。以上の様に注目度の高まりは一時的なものに過ぎず、継続して注目される可能
性は低いことが考えられる。 

次に、それぞれの期間に注目する。Ⅱ期において、2010 年では参議院議員選挙を原因に
注目度の上昇、記事数の増加が引き起こされたことが予想できる。また、選挙のあった
2010 年だけでなく、2009 年にも小幅な記事数の増加が見て取れた。つまり、公約の発表時
期や選挙候補者の話題が記事に取り上げられるようになった時期から、徐々に夫婦別姓に
関しても注目されるようになったのではないだろうか。Ⅲ期では、2015 年以降も、2018 年
あたりから 2020 年にかけて、夫婦別姓の議論に高まりが見られる。これに関しては、他の
調査変数に注目して原因を解明したい。 

 

4.2 文字数 
4.1.1.より夫婦別姓への注目度の高まりは記事数の増加と対応すると考察できる。しかし

文字数と記事数の相関、つまり文字数と注目度の相関は新聞社で相違が確認できた。朝日
新聞では、文字数の変化はⅢ期にわたりほとんどみられないため、文字数と注目度の相関
は小さいと考えられる。一方、読売新聞では、文字数はⅢ期になるにつれ増加している。
記事数は、期間ごとの変化を捉えるとⅢ期になるにつれ増加しているため、読売新聞にお
いて文字数と注目度ではそれなりに相関が確認できるのではないだろうか。 

 

4.3 記事分類 
まず、記事分類の割合は、朝日新聞と読売新聞間で大きな違いがみられた。Ⅲ期を通し

て、朝日新聞では「学識者・一般意見」の記事が多く、読売新聞では「政治動向」に当て
はまる記事が多かった。すなわち、朝日新聞では読者の意見や世論を重視して出来事を捉
えることを大切にしたようである。対して、読売新聞では出来事を事実のまま正確に伝え
ることを重視したのではないだろうか。 
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次に記事分類の割合の推移について考察する。両新聞社に共通して言えることは、Ⅲ期
にかけて「一般動向」の記事割合が増加しているということだ。夫婦別姓問題に対する世
論の高まりにより、社会における夫婦別姓に対する取り組みが増加していることが考えら
れる。 

次に、各期間に分けて考察する。Ⅱ期で選挙のあった 2015 年では、読売新聞で増加傾向
が顕著であった。約 7 割が「政治動向」であり、「政治家意見」「学識者・一般意見」は
ほとんどみられなかった。Ⅲ期のみに注目すると、どちらの新聞社においても「学識者・
一般意見」と「一般動向」の両方の割合が最大である。これは前に述べた世論の高まりと
いう考察を補強するだけでなく、仮説①ⅰを支持している。2015 年以降、最高裁判決によ
って夫婦別姓問題が単なる政策の一端ではなく、国⺠に直接関わるテーマであることが広
く認識され、それにより国⺠が夫婦別姓に対して自ら行動する機会が高まったのではない
だろうか。 

次に、仮説①ⅱに言及する。朝日新聞においても読売新聞においても、「学識者・一般
意見」と「政治動向」の相関はあまりみられないと考えられる。そのため、夫婦別姓に対
する世論の動きが活発になる程、政治面での動きも活発化するという効果は確認できなか
った。 

 

4.4 意見記事と事実記事 
朝日新聞と読売新聞間で程度の違いはあるものの、3 期において最終的に意見記事の占め

る割合が約 6 割に達し、事実記事の割合を超えていることがわかる。朝日新聞は１期から
すでに意見記事の割合が大きく、２期３期にかけておおむね割合は横ばいである。読売新
聞は１期の時点では意見記事は３割強であるが、2015 年の最高裁判決を機に約６割まで急
増する。すなわち、意見記事割合の少なかった読売新聞においても 2015 年の最高裁判決を
きっかけに選択的夫婦別姓制度が再び人々の興味関心を呼び、活発な意見交換が促進され
たとみえる。 

両新聞の分析を統合すると、我々の立てた仮設①ⅰ「夫婦別姓の最高裁判決があった
2015 年以降、記事分類における一般意見が増加している」という仮説は矛盾ないものと言
えるだろう。 

また、仮説③ⅱ「選挙があった年は事実のみを取り上げ、賛否理由に言及していない記
事が多い」に関しては、朝日新聞は 2010 年の意見記事/事実記事の割合は 47%で平均の
43%より微増、読売新聞に関しては 2010 年の意見記事/事実記事の割合は 80%で平均の
49%よりかなり増ということが確認できた。 
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4.5 賛成理由 
朝日新聞・読売新聞の順で、期ごとの賛成理由の割合推移を考察する。 
まず朝日新聞からみる。１期では「不便・不利益」と「姓の存続」が他の賛成理由を凌

駕している。２期になると「不便・不利益」と「多様な価値観」が他の賛成理由を凌駕し
ている。３期になると「男女平等」「人格権」「不便・不利益」「多様な価値観」がほぼ
同程度に現れその他の賛成理由を若干程度上回っている。とはいえその他の賛成理由
（「時代の流れ」「その他」以外の６つの賛成理由）の割合にほぼ差はない。（教員コメ
ント：割合でみるとそうですが、実測度数はいかがでしょう。これは他の部分での議論で
も同様ですね。絶対数がもたらす意味と割合がもたらす意味はそれぞれ異なるので、両面
から観察することが一般に肝要です。） 

次に読売新聞をみる。１期では「不便・不利益」と「男女平等」が他の賛成理由を圧倒
的に凌駕している。２期になっても状況は不変である。ただし「人格権」が新たに登場し、
「不便・不利益」「男女平等」の次に多い割合を占めている。３期になると「不便・不利
益」「男女平等」に「姓の存続・アイデンティティの維持」も同程度の割合で並ぶように
なる。なお２期に急増した「人格権」は３期では落ち込みを見せている。 

両新聞の分析結果から、１期には「不便・不利益」、つまり「夫婦同性制度によって個
人が被る不便・不利益が社会にインパクトを与える」というフレームが賛成理由に強くで
ている。対して２期・３期には「多様な価値観」「人格権」「姓の存続・アイデンティテ
ィ」など、「個人の人格と価値観の尊重の重要性」というフレームに賛成理由が移行した
のではないかと推察する。１期の賛成理由フレームには、当時選択的夫婦別姓制度の妥協
案として挙げられていた例外的夫婦別姓制度に対する反発が現れていると考えられる。ま
た、２期・３期に「個人の人格と価値観の尊重の重要性」というフレームに賛成理由が移
行した理由には２つの可能性が考えられる。１つ目は、期間中に起きたイベント（参議院
議員選挙・最高裁判決）で争点として選択的夫婦別姓制度が挙げられたことにより、賛成
派の人々も自分事として選択的夫婦別姓制度を捉え、論じたからではないだろうか。ある
いは、2 つ目は、１期の「個人が被る不便・不利益が社会に与えるインパクト」という賛成
理由のフレームでは、夫婦同性を受け入れている人々（選択的夫婦別姓制度が導入されて
もされなくても個人の便益は変わらない人々）への訴求効果が薄いと考えられたから、と
いう可能性もある。 

つまり、仮説③ⅰ「2015 年の最高裁判決の内容が、フレームの変化に影響を及ぼしてい
る」は、賛成理由におけるフレームに関しては矛盾のないものと言えるだろう。 
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4.6 反対理由 
朝日新聞・読売新聞の順で、期ごとの賛成理由の割合推移を考察する。 
まず朝日新聞をみる。１期は「一体感喪失」の割合が他の反対理由から突出している。

２期になると「一体感喪失」に加え「伝統的家族観の維持・社会に定着」が他の反対理由
を凌駕するようになる。「伝統的家族観の維持・社会に定着」は「一体感喪失」を大きく
上回っている。３期になると「一体感喪失」「伝統的家族観の維持・社会に定着」に加え
「子供への影響」も一定の割合を占めるようになる。 

次に読売新聞をみる。１期ですでに「一体感喪失」「伝統的家族観の維持・社会に定着」
「子供への影響」が同程度の比較的高い割合でみられる。２期ではこの分布が変化し、
「一体感喪失」が他の反対理由（「伝統的家族観の維持・社会に定着」「子供への影響」）
から突出するようになる。３期になっても依然「一体感喪失」が他の反対理由（「伝統的
家族観の維持・社会に定着」「子供への影響」）を凌駕する分布は不変である。 

これらの両新聞の分析結果からわかる通り、反対理由の割合に関しては両新聞社が真逆
の方向で推移している。石川（2003）（教員コメント：さて、石川 2003 とは？ 参考文献
一覧にないので..石山 2009 でしょうか）によると 1998-2002 年にかけて反対理由には「選
択的夫婦別姓制度による家族の一体感喪失」というフレームが強くみられた。これは賛成
理由が「人格権」フレームから「男女平等」フレームに変化したにもかかわらず、反対理
由のフレームはその変化に対応できなかったことを示唆している。対して、今回の研究対
象期間である 2003 年から 2020 年にかけては、不動だった反対理由のフレーム「選択的夫
婦別姓制度による家族の一体感喪失」が揺らぎを見せたと推察される。朝日新聞では「一
体感喪失」のみに頼り切る反対理由フレームが多様化し、「伝統的家族観の維持・社会に
定着」「子供への影響」に広がった。一方読売新聞では当初（１期）多様化していた反対
理由フレームが最終的には（３期では）「選択的夫婦別姓制度による家族の一体感喪失」
という反対理由フレームに落ち着いている。1998 年から 2002 年には不動だった「選択的
夫婦別姓制度による家族の一体感喪失」フレームが揺らいでいると考えられる。 

よって、仮説③ⅰ「2015 年の最高裁判決の内容が、フレームの変化に影響を及ぼしてい
る」は反対理由フレームに関しては確認できなかった。 

 

4.7 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。 
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 信頼性検定において、一部の変数で信頼に足る値を出すことができなかった。原因
には、コーディング・マニュアルが複雑であったこと、変数の分類が客観性に欠け
ていたことなどが考えられる。 

 賛否理由の項目においては、先行研究をみていないと区別がつきにくいものも多く、
コーディング・マニュアルにより詳細な説明が必要であった。 

 記事分類において、今回のコーディングでは「一般動向」に裁判関連の出来事を含
めた。しかし、そのために世論の動きと裁判関連の動きがまとまってしまい、分け
て分析することができなかった。 

 

5 まとめ  
本調査では、夫婦別姓問題の①扱い方、②報道量、③フレーミング効果についての検証

を行ってきた。①については、最高裁判決と同時期に一般意見の増加があり、世論の高ま
りが推察された。一方で、一般意見と政治的動向の相関関係は見られなかった。②につい
ては、2010 年の参議院議員選挙や 2015 年の夫婦別姓の最高裁判決があった際に記事数の
伸びが確認された。政治的・社会的なイベントに付随して夫婦別姓問題に関連する報道量
は増加していると言える。③については、最高裁判決と同時期に夫婦別姓に賛成するフレ
ームが変化していることが認められた。しかし、夫婦別姓に反対するフレームは、2003 年
から 2020 年にかけて変化が見られたものの、最高裁判決が決定的な要因になったとは考え
にくいと推察する。選挙があった年に事実記事が多いという仮説は、朝日新聞においては
当てはまったが、読売新聞は顕著に現れているわけではなかった。 

 

参考文献  
石山玲子（2009）「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、pp.113-95  
Krippendorff, K. (2004), Content analysis: An introduction to its methodology. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 
中越みずき（2020）「〈リサーチノート〉メディア・フレーミング効果の調整要因として

の関心度の検討：「注意のバリア」仮説に注目して」『KG 社会学批評』第 9 号、
pp.31-39  
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付録 
付録 1-a 他チームからの質問・指摘に対する回答  

 リサーチクエスチョンと共に仮説を立てるとより分かりやすいと思いました。  
→仮説も書いてみました  
 

 「①どのように扱い、また②どの程度報道しているのか。報道する際には、③どのよ
うな切り口で報道しているのだろうか。」←これを調べるために何を調べるのか、ど
こと対応しているか書くとより分かりやすいと思います。  
→本文に詳細を追記しておきました。  
 

 調査目的について、選択的夫婦別姓に関する記事が 2003 年以降減少している理由は何
なのか。（もう少し背景に触れると良い？？）  
→先行研究は記事数の減少を理由に 2003 で研究を打ち切りにしていました。この記述
を参考に、2003 年を皮切りに減少すると記述しました。 （石山 2009） 
 

 リサーチクエスチョンの１と３の違いは何か。  
→記事分類と賛否の立場の違いです。本文に詳細を追記しておきました。  
 

 調査対象の記事件数について、「約」がついていることに理由はあるのか。（間違っ
ていたら申し訳ないけれど、不要？？）  
→記事の検索方法を変更するかもしれないので、暫定という意味で「約」とつけまし
た。ご指摘通り以降は省略します。  
 

 現在は 2021/6/3 なので、2021 年を調査範囲に入れなかった理由を知りたいです。  
→年ごとの変化もとらえたかったため、12/31 までのデータが取れない 2021 年は範囲
外としました。  
 

 文字数に関して、400 文字と 1000 文字を基準にした理由を知りたいです 。 
→先行研究で 400 字と 1000 字が基準にされていたため、そちらの基準を参考にしまし
た。  
 

 調査項目の「記事の論調」には見出しの論調も含まれるのでしょうか。  
→含まれます。  
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 一つの記事に賛成理由と反対理由の両方が含まれる場合はどのように扱うのか気にな
りました。  
→両方含まれていた場合、どちらもコーディング・シートにチェックします。  
 

 反対理由のカテゴリの中の「一体感喪失」と「家族崩壊」が似ているという印象を受
け、この二つの違いを知りたいと思いました。  
 →これは先行研究に倣って設定したカテゴリでしたが、今回の研究においては統一し
ます。  

  

付録 1-b 4 年生からの質問・指摘に対する回答  
 「夫婦別姓導入に対する賛成理由（該当箇所のみ 1 をコードしてください）」⇒単一

選択なのか複数選択なのかを明記してほしいです（「各作品を見て、該当するコード
を 1 つだけ選び、コーディング・シートの該当欄に記入してください」という 2 ペー
ジ目の記述がこの変数にも該当するのかの判断が怪しいです。）  
→コーディング：マニュアルの賛否理由部分に複数選択の旨を加筆しました。 
 

 ページ数を明記して欲しいです 
→しました 
 

 文字数は自動でコード化できるので、コーダーのミスの可能性も考慮して先に埋めて
おく といいと思います。 
→自動でコード化するので、コーダーに調査していただく変数から「文字数」を削除
しました。 
 

 賛否理由の有無は論調の変数に包含した方がコーダーに優しいと思います。 
→「賛否理由の有無」と「論調の変数」についての順番、なぜこの二つをコーディン
グするのかについては上記「賛否理由の有無」の項目に注意書きで理由を記載しまし
た。 
 

 賛否理由の有無をコーディングしてもらうときは賛否の対象を限定しないとコーダー
が混乱してしまいます。今回は研究の意義を考えて、夫婦別姓への賛否が描かれてい
るかどうかで判断しました。 
→「記事内容の論調で判断する」ことをコーディング・マニュアルに加筆しました。 
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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 

 
 記事分類で複数該当すると考えられる場合、比重が大きいものを選択することがコー

ディングする上で大切だと思いました。 
 

 夫婦別姓導入に対する記事全体の論調は、記事の書き手（新聞記者）の立場について
は考えず記事内容の論調で判断することも重要でした。 
 

 強調すべきところが太文字又は赤文字になっていてとても分かり易かったです。 
 

 記事分類でその他が時々出てきたのですが、解説など、としか書かれていなかったの
で、もう少し例を出してくれると自信を持ってコーディングできます。 
 

 政治家と一般人の意見の比較みたいな記事の場合は、記事分類のどこに該当するのか
わからなかったです。 
→分量の比重が多いと思われる方を選択していただければと思います。 
 

 夫婦 and 別姓の単語が 2 回以上使われていないと、ほとんどの場合それが主題ではな
いので賛否理由について述べられていないように感じました。国会の動きのまとめに
記載されているもの等も含めるよりも、2 回以上「夫婦別姓」という単語が出てくる記
事を対象にしたほうが良いかなと思いました。いまの段階でこの抽出方法ができるの
かは不明ですが、、、 
→4.7 の「新たな疑問点・気づいた改善点」に追加します。（教員コメ：ないような..） 
 

 記事分類で複数該当すると考えられる場合、比重が大きいものを判断するのが難しい。 
→4.7 の「新たな疑問点・気づいた改善点」に追加します。 
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付録 3. コーディング・マニュアル  

1.はじめに  

 本マニュアルを読み、コーディング・シートへ記入してください。途中で判断基準が曖
昧になった際は、本マニュアルを再度確認してください。  

  

2.分析対象 

読売新聞と朝日新聞を分析します。記事に関しては、各自のコーダーが「ヨミダス歴史
館（平成・令和版）」と「聞蔵Ⅱビジュアル（1985〜）」から入手してください。検索条
件は以下を参照してください。  

 
2.1.読売新聞 

検索データベース：ヨミダス歴史館（平成版）  
 検索ワード：  夫婦＆別姓  
 検索対象期間：  2003 年 1 月 1 日〜2020 年 12 月 31 日  
 検索方式：  全文検索（言葉の揺らぎを含めて検索）  
 全国版・地域版選択： 全国版  
 分類選択：  すべて 
 発行形態：  東京朝刊・東京夕刊 

（記事一覧画面にて発行形態でソートして抽出） 
 以上の条件で 277 件が該当。ここから 3 件に 1 件を系統抽出し、92 件が分析対象。 

 
※コーディング・シートにおいて、分析対象以外は塗りつぶされています。分析対象の

記事 ID は 3 の倍数であり、それらは塗りつぶされていません。それらをコーディング
してください。 

 
2.2.朝日新聞  

検索データベース：聞蔵Ⅱビジュアル（1985〜）  
 対象紙誌名：  朝日新聞 （朝日新聞デジタル、アエラ、週刊朝日を除く） 
 キーワード：  夫婦＆別姓 
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 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キーワード 
 検索対象期間：  2003 年 1 月 1 日〜2020 年 12 月 31 日  
 朝夕刊：  朝刊・夕刊 
 本紙/地域版：  本紙  
 発行社：  東京 
 面名   制約なし 
 以上の条件で 586 件が該当。ここから 3 件に 1 件を系統抽出し、195 件が分析対象。 

 
 検索総記事数 586 件 195 件 3 件毎の系統抽出  
 
※コーディング・シートにおいて、分析対象以外は塗りつぶされています。分析対象の

記事 ID は 3 の倍数であり、それらは塗りつぶされていません。それらをコーディング
してください。 

 

3.分析単位・分析方法  

抽出単位は夫婦別姓に関する記事、記録単位は記事です。コーディング・ルールは以下
の通りです。各記事を読んで該当するコードを選び、コーディング・シートの該当欄に記
入してください。解答欄がずれないよう、入力するセルが一致しているかをよく確認しつ
つ進めてください。調査していただく変数は「記事分類」「賛否理由の有無」「夫婦別姓
に対する賛成理由」「夫婦別姓に対する反対理由」の 4 つです。以下にこれらの変数を説
明します。  

 
【記事分類】（単一選択）  

複数が該当すると考えられる場合、比重が大きいものを選択してください。 

 「政治家意見」     →1  
国会議員・閣僚・官僚・政党関係者が取材やインタビューを受けてコメントしてい
る・記者会見やブログでの発言の引用 

 「学識者・一般意見」    →2 
学識者・非政党関係者が取材やインタビューを受けてコメントしている・社説・オ
ピニオン欄 

 「政治動向」     →3 
公約・国会の動き・客観的な描写、答弁  
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 「社会動向」     →4  
裁判（判決や裁判官の意見）・取り組み 

 「その他」     →5  
解説など 

 
【賛否理由の有無】（単一選択） 

 「なし」     →0 
 「あり」     →1  

※賛否理由が「あり」の場合のみ、以下の変数もコーディングしてください。 
 
【夫婦別姓導入に対する賛成理由】（複数選択可） 

該当箇所に１を記録し、該当しない箇所を 0 としてください。 
複数選択可です。 
 「不便・不利益」 

⼾籍などの法的手続き・税制・仕事上の不便・不利益に触れていた場合、1  
 「人格権」 

基本的人権・自由・法の下の平等などといった個人の権利に触れていた場合、1  
 「男女平等」 

男女差別や男女間の権利の違いなどに触れていた場合、女性の活躍に言及している
場合、1（雇用機会均等法など）  

 「家制度改革」 
事実婚や現在の結婚制度に言及があれば、１  

 「多様な価値観」 
価値観・多様さ・多様なあり方に触れられていた場合、1 

 「姓の存続・アイデンティティの維持」 
実家の姓の存続に触れていた場合、今までの自分が否定されるなどの場合、1  

 「時代の流れ」 
時代間の比較、最近の傾向に触れている部分があった場合、1  

 「その他」 
世界と日本の比較など  

 
【夫婦別姓導入に対する反対理由】（複数選択可） 

該当箇所に１を記録し、該当しない箇所を 0 としてください。 
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複数選択可です。 
 「一体感喪失」 

夫婦の一体感、離婚、他人に感じる、家族の崩壊などの懸念に触れられていた場合、
１ 

 「伝統的家族観の維持・社会に定着」 
伝統、夫婦同性であるという制度の定着に言及があった場合、１  

 「子育てへの影響」 
健康な発育、いじめ、子どもの姓の選択に言及があった場合、１  

 「時期尚早」 
決定に至るまでにかかる時間や時期に言及があった場合、１  

 「その他」 
世界と日本の比較など 

 

4.終わりに   

特に不明瞭な点がなければ、以上のコーディング・マニュアルに従い、コーディング作
業を行ってください。  


