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研究成果の概要（和文）：メディア利用の実態、ニュース番組の特性とりわけ政治ニュース、選

挙報道の特徴に関する実証的研究を通じて、以下の知見が得られた。第１は、ニュースへのア

クセスという点でインターネットの比重が高まっていることである。とはいえ、テレビニュー

スの影響が低下しているわけではなく、テレビニュースが自身の社会的判断に大きな影響を与

えている。第２は、現在のニュースのマルチモダリティ的構成が様々な出来事や論点に関する

判断のための多様な情報を提供する側面とともに、「不安」「情動」を形成することでオーディ

エンスを引き付ける情報様式を生み出していることである。 
 
研究成果の概要（英文）：This research pays particular attention to political reality that 
presented through the relationship between television news and its audience. It examines 
three sides, the actual condition of media using, the characteristic of news text of television, 
and citizen’s political consciousness. In doing so, it assesses that television still influences 
political judgment of citizens in increase of using time of internet. And the author insists 
that news text which is constructed of multimodality mode sometimes plays the role of 
producing “fear” and “affection” of audience. It is difficult for citizen to deliberate various 
issues in such a media environment. 
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１．研究開始当初の背景 
 研究開始の時点における研究の背景をい
くつか述べておく。第１は、2007 年におい
て安倍内閣が「憲法改正」を掲げて緊迫した

政治情勢が存在する中で、この問題を新聞テ
レビがいかに報道するか、歴史的検証をおこ
なうことが求められていた。第２は、政治分
野のニュースの「バラエティー化」が進展し、
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政治家のタレント化、タレントの政治家（化）
が顕著となるなかで、政治とメディアの関係
を再考することが焦眉の課題となっていた。
第３は、インターネットの利用動向が無視で
きない状況となる中で、旧来のメディアとイ
ンターネットのかかわりをニュース受容の
視点から考察する必要が生まれた。第４は、
事件、事故、リスク等にかかわるニュースの
特質を考察することが政治・社会意識を見る
上で不可欠であることである。 
 
２．研究の目的 
 こうした社会状況やニュース報道の変化
の下で、以下のような研究目標を設定した。 
a. 日常のニュース報道でその比重を高めて
いる事件・事故・リスクにかかわる報道
の特徴をマルチモダリティ分析の方法を
通じて分析することである。 

b. 政治・選挙報道に関しては、2005年の総
選挙に見られた「注目選挙区」に焦点を
当てた報道から変化が見られるのかどう
か、について検証を加えることである。 

c. インターネットの利用拡大がニュースの
受容過程にいかなる影響を及ぼしている
か、その研究方法を含め検討を加えるこ
とである。 

d. 政治討論番組やニュース番組のみならず、
バラエティー番組やワイドショー番組へ
の政治家が出演する等々、「バラエティー
の政治化」「政治のバラエティー化」とい
うメディア内部の変化が「政治」に対す
る市民の意識や関心や係わり方をいかに
変容させているか、について分析を進め
ることである。 

 ＊研究の出発時点で予測された衆議院総
選挙が 2009 年夏となり、b.の課題の遂行が
遅れたことも指摘おきたい。 
 
３．研究の方法 
 研究代表者・伊藤守の編著『テレビ・ニュ
ースの社会学』で提案したマルチモダリティ
分析を研究協力者全員が共有して番組の分
析に当たった。その上で、実証的研究を推し
進めていくために以下の方法を採用して研
究を進めた。 
a. 市民のメディア利用、とくにインターネ

ット利用とテレビ利用に関する実態的
な調査研究は、統計調査を主軸に据えて
おこなう。その場合は、年層の違い、都
市の規模の違いにも配慮して調査の設
計をおこなう。 

b. 上記の統計調査を主とするものの、テレ
ビ視聴日記を 20~30 名の視聴者に自記
式で記入してもらうなど、メディア環境
の変化の中で、個々の市民がどのような
メディア接触行動をおこなっているの
か、その質的な変化に迫るようなインテ

ンシィブな調査もおこなう。 
c. 研究協力者を２つの班に分けて、１つは

社会文化のニュースを主に分析し、その
特徴を明らかにする。もう１つの班は主
に政治ニュースを担当することとした。
社会文化ニュース班は、事件、事故、リ
スク、労働・雇用、犯罪など、様々な種
類のニュース分析を試みるとともに、ネ
ット内のニュース構成とその受容にか
んする問題も分析に入れて考察をおこ
なった。 

d. 番組収録は、2008年 12月から 2009年
1月にかけて一ヶ月間、2009年 7月から
8 月にかけて一ヶ月間、それぞれ民放 4
局と NHKのニュース番組、バラエティ
ー番組、社会情報番組全体を収録すると
ともに、重要なニュースに関しては随時
収録を進めて、分析をおこなった。 

 
４．研究成果 
以下、研究成果を報告する。ただし、今回
の研究はニュース番組の多面的な側面にわ
たるもので、膨大な知見が析出されたことか
ら、政治班を中心とした政治・選挙報道に限
定してその概要を報告する（統計調査の結果
に関しては、インターネットを調査、全国
1500 名、男女 20-69 歳を対象とした）。 
（１） メディアの利用実態 
1-1 パソコンの利用 
「普段パソコンやケイタイでウェブサイト
を見ている時間」では、全体で 42.2％が「2
時間以上」で最も多く、次いで「1-2 時間」
が 25.7%で、約 7 割が 1 時間以上インターネ
ットにアクセスしている。特に 20 歳代男性
では「2時間以上」が 51.9%と最も高い。 
1-2 ニュースサイト閲覧 
「利用する機会が多いニュースサイト」では
yahoo ニュースが全体で 81.6%でもっとも利
用され、「新聞社系サイト」が 14.8%である。 
1-3 政治関連ニュースのメディア別受容 
政治関連のニュースを得るためのメディア
利用では、「テレビが主」が 54.7%、「どちら
といえばテレビ」が 23.8%、「インターネット
が主」が 7.3%、「どちらかといえばインター
ネット」が 11.8%である。ただし、20-30 代
の男性では「インターネットが主」が 14.0%
となり、他の年代と比較して高いことが窺え
る。 
1-4 なぜ「テレビが主」なのか 
テレビが主なニュース受容のためのメディ
アと回答した人たちのなかでは、その利用実
態にもっとも当てはまるものとして「関心の
あるニュースはインターネットで調べる」
22.0%、「幅広く情報を入手できる」18.7%が
多い。 
1-5 2009 年総選挙の際のメディア利用 
「総選挙の投票にもっとも役立った情報源」



 

 

では、「テレビ」が 43.2%、「新聞」が 16.9%、
「インターネット」が 14.9%であり、テレビ
がもっとも役立ったといえるが、インターネ
ットが新聞に迫る位置にあることが注目さ
れる。 
 
以上の諸点から理解されるのは、依然として
ニュース受容（政治ニュース受容でも）にお
いて重要な機能を果たしているのはテレビ
であること、その理由は「テレビ情報の幅の
広さ」「リラックスして見られる」ことが挙
げられ、「テレビ情報が信頼できる」はそれ
ほど高くないことである。ただし、20-30 歳
代の男性ではインターネットの利用、ニュー
ス受容の際のメディアとしてのインターネ
ット利用の比重が高いことが特徴となって
いる。 
さらに注目してよいのは、こうしたメディア
利用の実態が、都市の規模（大都市、地方の
市町村）でもほとんど差異がないことである。 
（２）政党イメージの変化 
今回の統計調査では、テレビによる選挙報道
で政党のイメージが変化したかどうかにつ
いても調査をおこなった。結果は以下の通り
である。 
2-1 自由民主党のイメージ 
解散決定後のほぼ一ヶ月の期間に「自由民主
党」に対するイメージは変化したか、との問
いに対して「よいイメージから悪いイメー
ジ」へ変化した」とする回答は 5.1%、「悪い
イメージからよいイメージへ変化した」は
1.9%、「悪いイメージのままで変化はない」
が 62.1%、「よいイメージのままで変化はな
い」は 9.7%であった。ここで注目されるのは
20-30 代男性では「よいイメージのまま」が
他の年代より高く 15.6%,16.9%を示している
ことである。 
2-2 民主党のイメージ 
同様の質問をおこなったところ、「よいイメ
ージから悪いイメージへ」が 4.9%、「悪いか
らよいへ」が 3.7%、「悪いイメージのまま」
が 23.3%、「よいイメージのまま」が 34.2%と
なった。ここでも特異なのは、20-30 代の男
性で「悪いイメージのまま」が 34.1%,29,1%
と高い比率を示していることである。それに
対して、50-60 歳代の女性では「よいイメー
ジのまま」が 39.6%,48.8%ときわめて高い割
合を示している。 
 
以上の知見から、自由民主党は解散前から
「悪いイメージ」を持つ人の割合が高かった
ことが予測され、テレビが各政党のイメージ
変化にはさほど影響を及ぼさなかったとい
うことが言えそうである。言い換えれば、解
散前の自由民主党の議員や党首の発言やそ
の報道によってあらかじめ「悪い」印象がも
たれており、「テレビ政治」を考察する場合

には、選挙前の１年もしくは前回の衆議院選
挙の４年間の検証作業が必要とされるかも
しれないということだろう。 
 
（３）番組のテクスト分析、マルチモダリテ
ィ分析の結果 
3-1 ワイドショー番組における政治ニュー
スの扱い 
朝と夕方のワイドショー番組・ニュースショ
ー番組においては、解散後の政治ニュースの
扱いは限定され、「静かな選挙」とでもいう
べきものであった。その理由は、この同じ時
期に女性タレントの覚醒剤事件をめぐる報
道が過熱し、選挙報道が横に追いやられた結
果であるが、そのこと自体、現代のテレビニ
ュースにおけるニュースバリューとして何
が重きを置かれているかを示す事実として
注目すべきことがらといえる。尚、逢坂によ
れば、03 年、05 年、09 年における衆議院選
挙関連情報の放送時間の推移で見ると、今回
の選挙は「量的」に見れば時間数が短く「全
般的に低調であった」との指摘である。 
3-2 番組の特徴① 
今回の報道の特徴は、各党の政策・マニフェ
ストを比較した「政策中心」の報道が多かっ
たことである。しかし、分析から示唆される
のは、各政党の政策の紹介や比較に終始して
しまうなかで、それぞれの政策の差異が浮か
び上がらず、その政策を実行した場合のメリ
ットやデメリットなど一歩踏み込んだ分析
がなされないため、視聴者に対する判断材料
の提出という点で不十分であったことであ
る。 
3-2 番組の特徴② 
上記のように、ニュース構成では「マニフェ
スト」中心の報道がなされたといえるが、他
方で「注目選挙区」の報道量も少なくない。
05 年では、このタイプのニュース報道では
「刺客」と言われた「小泉チルドレン」と「抵
抗勢力」との対比が描かれたが、今回は「民
主党圧勝」という世論調査を前提として、「接
戦」の選挙区を焦点化し、「自民」の大物男
性議員 VS 民主の若手女性候補、「現職の小泉
チルドレン」VS「前回惜敗した候補」、とい
った二項対立図式が描かれた。なかでも「苦
労する自民候補」の『顔』や『遊説』の映像
が多用されたが、その映像は 05 年と同じく
視聴者の感情や情動を喚起するようなもの
が採用されていたといえる。「静かな選挙」
であったとはいえ、05 年でつくられたニュー
ス構成が継続されていることをうかがわせ
る結果といえる。 
3-2 番組の特徴③ 
上記のように、「政策」「マニフェスト」を解
説する報道量が多いことが特徴として挙げ
られるが、マニフェストに掲げられた「雇用」
「貧困」「子育て」「年金」など個別の争点と



 

 

リンクして一般市民の声を吸い上げる報道
もかなりの量に上ることも特徴として指摘
できる。しかしこれらの論争点が取り上げら
れる場合でも、「雇用不安」「貧困」の問題は
つねに男性の映像を使って紹介されるなど
ジェンダーバイアスが映像を通じて強化さ
れているなどの問題が指摘できる。 
3-2 番組の特徴④ 
「子育て」「教育費無料化」「高速道路無料化」
「年金」など国内問題がテーマ化されやすい
のに対して、外交や国防に関する議論はその
ほど多くはなく、「内向き」の報道に終始し
たことも今回の報道の特徴として指摘でき
る。とりわけ、基地問題、安保条約に関する
民主党の政策と自由民主党の政策との違い
に関する報道はごくわずかであった。 
（４）テレビ報道とインターネットの連動関
係 
すでに研究成果（１）の項で指摘したように、
いまだニュース受容という点ではテレビが
占める位置がきわめて大きいといえる。しか
しその一方で、20-40 歳代の年代ではニュー
スサイトへのアクセスにとどまらず、BLOG や
TWITTER などによる情報発信が活発化してお
り、こうしたコミュニケーションによる影響
も無視できない。本研究では、こうしたコミ
ュニケーションにおいて政治ニュースがい
かに扱われ、受容・消費されているのかに関
するケーススタディをおこなった。その結果
意は今後の慎重な検討が必要だが、きわめて
重要な側面を指摘できるように考えられる。
その１つは、ネット環境における政治に関す
る情報発信はテレビの映像がその中心を占
めており、テレビとの連動関係がはっきりと
示されている点である。第２に、とくに、そ
の中心を占めるのがテレビ映像の一場面を
取り出して、その人物の欠点や人格を揶揄し、
時には辛らつな攻撃を加えるコメントが多
発していることである。これらの発言が連鎖
して、ネットユーザーの感情や情動が動員さ
れ、『第２の世論』とでもいうべき環境が作
り出される。 
こうした状況の成立は、政治・選挙とメディ
アの関係を新聞とテレビといった旧来のメ
ディアとの関係からの視点だけで考察して
はならず、こうしたメディアとインターネッ
トとの相互関係もしくは相互浸透の関係か
ら捉えなおされるべき特性を帯びているこ
とを示唆している。 
また、それとともに、ネットユーザーあるい
は視聴者のニュース受容やリテラシーのあ
り方がメディア環境の変容の下で、それと連
動して変化していることも予測させる。情報
の生産と消費の回転が高速化し、それに対応
するかのようにネットユーザーの情報発信
が「一時的」「刹那的」「情動的」なものとな
っていく傾向がないかどうか、精緻な分析が

求められることを示唆する結果である。 
 
（５）小括 
2009 年の衆議院選挙後の報道や識者の解説
によれば、今回の報道は 05 年と比較して「静
かな」「低調な」報道であり、マニフェスト
を中心とした「堅実な」報道が主流を占めた
というのが一般的な評価として定着しつつ
ある。今回の統計調査と番組分析に依拠した
本研究も、こうした見解を完全に覆すもので
はなく、ほぼ同様の見解を一部共有するもの
である。しかしながら、本研究から指摘でき
るのは、ニュースの細部に立ち至って検討し
てみると、05年の総選挙報道で指摘された特
徴が今回も随所で見られ、政策に関する判断
材料の適切な情報提示、二項対立的な判断で
はすまないより高度な判断を「熟慮」させる
情報提供という点で多くの課題を今後に残
しているといえる。むしろ本研究では、視聴
者の感情や好感にもとづく瞬時的な判断を
迫る情報提示が継続していることを重視す
べきであり、それが「視聴者」や「ユーザー」
の「政治的なことがら」への「見ること・聞
くこと」の欲求の核心をなしているのではな
いか、という問題を提起したい。今後の研究
に向けた仮説である。 
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