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本稿第1部で新型コロナウイルスに関するテレビ報道とソーシャルメディアの連関を検証する中で，「PCR検査」
についてテレビは長期間，繰り返し扱い，またTwitterなどの反応も大きかったことがわかった。第2部ではその

「PCR検査報道」にテレビによる「議題設定」機能が発動されたと仮定し，それがどのように立ち上がり，展開し，
成果を生んだかを放送された番組群の内容分析と，それに反応するTwitterの投稿の分析から検証した。国内
での感染が進む2020 年2月，PCR検査を受けたくても受けられないケースを伝えるテレビ報道が集中し，「検査
拡充」という「議題」が設定された。そしてTwitterにも投稿が相次いだ。しかし3月になると逆に「医療崩壊」
を恐れて検査拡充に反対の「世論」が現れ，緊急事態宣言下の4・5月に「議題」は後景化する。そして「第2 波」
が始まる6・7月には「無症状者への検査」という新たな枠組みで議論が再燃するなど，動態が見えた。

「新型コロナウイルス」はどのように伝えられたか
～テレビとソーシャルメディアの連関の中で～

【第 2 部】PCR 検査・テレビの「議題設定」とTwitter の反応

メディア研究部  七沢　潔／東山浩太／高橋浩一郎　
　

検査に関する報道が1年近くにわたって一定の
水準で持続してきたのだろうか。その疑問に応
えるべく筆者は一つの仮説を立てた。それは，
1970年代からマスメディアの重要な機能として
注目されながら，多メディア，ニューメディア時
代には「衰微」することも予想された「議題設
定（アジェンダセッティング）」の機能 1）が，コロ
ナ禍の状況下でテレビによって担われたのでは
ないか，そして新興著しいソーシャルメディア
がそれに反応して影響力を発揮したのではな
いか，という仮説である。図1に見られるテレ
ビ報道量とTwitter投稿数の推移の連関をは
じめ，本稿第1部の検証からも，この仮説を
支持する材料は複数見つかった。そしてネット
との融合の時代の中で，公共性の新たなあり
方を問われるテレビにとって，それは貴重な示

はじめに

中国で始まった新型コロナウイルスの感染が
日本に飛び火し，国内で初めて感染者が確認
されてから間もなく1年になる。この間，日本
のテレビは多くの時間を割いてこの未知のウイ
ルスについて報道し，ソーシャルメディアがそ
れに深く関わっていたことを，本誌2020年12
月号の本稿第1部で検証した。

またコロナに関する数多あるテーマの中で，
とりわけ「PCR検査」は各テレビ局によって長
期にわたり，比較的コンスタントに扱われ，か
つTwitterなどソーシャルメディアにおいても呼
応するように持続的に関心が持たれたことがわ
かった。

しかしなぜ，医療システムの一部にすぎない
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図 1　「PCR 検査」テレビ報道量と Twitter 投稿数
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唆をもたらす経験であった可能性が高い。
「日々の報道において，比較的少数の争点や

トピックを選択し，またそれらを格づけしなが
ら提示することで，人びとの注目の焦点を左
右し，いま何が重要な問題かという人びとの判
断に影響を与える」マスメディアの議題設定機
能（竹下2008，P3）。それが「PCR検査」報
道の文脈でどのようにして立ち上がり，展開し，
いかなる成果を生んだのか。

本稿第2部では2020年2月から7月までの
番組映像と，より長期間のメタデータ（PTP社
による）などからテレビ番組に登場する人々の
言説を追い，ソーシャルメディアであるTwitter
の反応との連関も含めて検証する。ここで言う
ソーシャルメディアとはTwitter，Facebook，
Instagram，LINE，TikTok，YouTubeなど
を指すが，本稿の分析対象はすべてTwitter
である。

なお，執筆は七沢潔が本文を，東山浩太が
コラム1，3を，高橋浩一郎がコラム2を担当し
た。本文ではテレビ番組を中心に記述し，ソー
シャルメディアについての詳しい分析はコラムに
まとめた。

1. 研究のフレーム設定

1-1　PCR 検査とは
PCR検査とは，「ポリメラーゼ連鎖反応法」

の略で，新型コロナウイルスの感染者を調べる
最も基本的で信頼度が高いとされる検査法で
ある。鼻腔や咽頭から採取した検体や唾液，
喀痰等からウイルスの核酸（RNA）を検出する
ことで感染の有無が判断されるが，専用の測
定機や試薬が必要で，検査結果が得られるま
でに時間がかかる。また，被検者のくしゃみ
による飛沫などに採取者が曝露する危険があ
るなど，検体採取の難しさも指摘されてきた 2）。

日本では2009年の新型インフルエンザ流行
後の反省点として，医療機関や保健所の体制
強化と並んでPCR検査の体制拡充も図られた
が実行されず，その後の医療費削減の流れの
中で，指定感染症の行政検査を担う全国の保
健所は半減していた。その検査体制が弱体化
した日本を感染力の高いコロナウイルスが襲っ
た。1年近く経ってもなお議論が続くPCR検査
の問題には，いまとなれば周知の事実である
が，感染拡大初期には一般には知られなかっ
たこうした歴史的・社会的背景があった。

第1部で示したように，テレビとソーシャルメ
ディアの相互作用が埋め込まれた「間

かん

メディア
社会」3）でのPCR検査をめぐる議論は，ときに
混乱に満ちたものであった。それはこの検査に
よって検知される新型コロナウイルス感染症，
COVID-19の正体は人類にとって未知であり，
軽症者が突然重症者に転じること，感染者に
は無症状者の割合が多いが，無症状でも他者
に感染させることなど，感染防止策，医療対
策を困難にする病像が，時間が経ってから判
明したことにもよる。研究者も医療従事者も政
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治家もジャーナリストも，その言説がウイルス
の未知性に振り回され続けたのである。

このような複雑な状況の中で，テレビ番組と
ソーシャルメディアはどのような「議論」と「学
び」を行ってきたのか，注目すべき成果はあっ
たのか，なかったのか。本稿の視点と論点は
そこにある。

1-2　4 番組を選択

第1部で分析対象とした25 番組の中から以
下の4 番組を選択し，テキスト化して言説を読
み込み，またコーディングの手法を用いた音声
分析などで内容を検証した。
①『羽鳥慎一モーニングショー』
（以下，『モーニングショー』 テレビ朝日　
月～金　8:00～9:55　115分）

②『情報ライブ ミヤネ屋』
（以下，『ミヤネ屋』 日本テレビ／読売テレビ
月～金　13:55～15:50　115分）

③『Nスタ』
（TBS　月～金　15:49～19:00　191分）

④『ニュースウオッチ9』
（NHK　月～金　21:00～22:00　60 分）

選択に際して考慮したのは下記の3つの要
件である。
A: 新型コロナウイルス関連の報道，PCR検査

について時間をかけて扱っていること（本稿
第1部，表 3など参照）　 

B: 朝・昼のワイドショー，夕方の情報番組，
夜のキャスターニュースという，放送時間帯
もスタイルも異なる番組群を代表する個性
を持つこと

C:放送局がすべて異なること

1-3　日付を選択

選んだ4番組について，期間中の全番組を視
聴して分析することは困難であるため，2月から
7月までの各月の1日（3月のみ2日）を選択して，
中央大学法学部などの学生たちの協力で番組
を書き起こし，発話者の種別，発話の仕方，
発話内容などをコーディングして分析した。

図 2　「PCR 検査」報道量の推移と７つの対象日
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選択した日付は図2のグラフの中に表記し
たが，全体の報道量が顕著に多いピークや逆
に少ないピークから選択，5月，6月のように
全体が減少傾向の月は，画期となるような日付
を選んだ。7つの日付ではその日ごとに集中す
るテーマと「注目する番組」を決めて分析を行
い，その時期の報道のモードを描き出すこと
を目指した。

なお，対象4番組の7日間の報道内容を分析
するための参照として，その前後の日付や対象
外の番組もメタデータなどで内容を確認した。
それらの情報を使って，通底するテーマについ
て，対象4番組×7日という基本枠を越えて記
述した場合には，小見出しの先頭に「＃」をつ
けて視覚的にも文脈を整理しやすいようにした。

2. 選択した 4 番組の特徴
（音声分析結果を交えて）

対象番組の内容をテキストに書き起こす際
に番組出演者の音声分析のためのコーディン
グを行ったが，「発話者の種別」はキャスター，
ナレーター，報告・解説者，コメンテーター，

政治家，専門家など12 種類に大別した。そ
れを用いて，対象4 番組の全分析対象日の中
で，どの種別の発話者が，どれだけの時間発
話したかを集計，1日の平均を算出した。そ
の結果が図3である。この図を参照しながら，
選択した4 番組の特徴を紹介したい。
（この章で使用する写真は2020年2月27日に放

送された各番組から引用した）

テレビ朝日の朝のワイドショー『モーニング
ショー』は，全体の35％の時間量をタレントな
ど非専門家を含むコメンテーターが発言。この
比率はほかの番組に比べて群を抜いて高い。

作家（吉永みち子），ジャーナリスト（青木

図 3　各種出演者の発話量比率（7日平均）
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理），編集者（浜田敬子），タレント（長嶋一茂，
石原良純，高木美保）などの多分野から選ば
れたコメンテーターは，曜日で固定されたレギュ
ラー。キャスター（羽鳥慎一）が専門家（岡田
晴恵など）とテレビ朝日社員（玉川徹）の発話
を柱に問題提起し，お互い馴

な じ

染みのコメンテー
ターたちが次 と々自説を述べるスタイルは，まさ
にワイドショーの王道＝「テレビ版井戸端会議」
である。ただし，ほかのワイドショーと違うの
は芸能人のゴシップなどはあまり扱わず，専ら
社会ネタ（あおり運転や不法投棄など），政治
ネタなど硬派なネタを扱うところ。

図3によれば，日本テレビの午後のワイド
ショー『ミヤネ屋』は各種別の発話者がバラン
スよく発話している印象。番組構成は『モーニ
ングショー』と同じく，アナウンサーや記者な
どによるVTRやパネルを使ったリポートが提起
した問題をキャスター（司会）の宮根誠司が専
門家（随時）やジャーナリスト（橋本五郎・読
売新聞特別編集委員など），タレント（アンミカ，
梅沢富美男など）に振ってコメントさせるスタイ
ルだが，違うのは本拠地が大阪の読売テレビ
のスタジオであること。東京の日本テレビのス
タジオに待機したコメンテーター（杉山愛，手
嶋龍一など）は，中継で大阪のスタジオのモニ
ターに登場する。

「では東京はどうでしょうか」と呼びかける
キャスターの発話が示すように，標準語をベー
スにした全国放送の番組の体裁は保ちながら，
随所に関西ローカル色がにじむ。

 TBSの『Nスタ』は午後3時49分に始まり，
夜の7時まで続く191分の長尺の情報番組で，
ライバルの『news every.』（日本テレビ）や

『スーパーJチャンネル』（テレビ朝日）と同じく，
午後4時台，5時台，6時台と構成を変えなが
ら，ニューススタジオからのニュースを随所に
入れ，時事ネタ，社会ネタ，音楽・映画から甘
味処や台所用品の紹介まで，主たる視聴者で
ある主婦層のニーズに寄り添った話題を提供す
る。キャスターは井上貴博アナウンサーとタレン
トのホラン千秋，コメンテーターは専門家（感
染症学，経済学など）やジャーナリストで，ワイ
ドショーのようなタレントや非専門家は登場しな
い。ニュース部門が制作に関わっているため独
自の映像取材や中継も多く，自ずと音声分析で
はVTRに語りをのせるナレーターの発話時間
が長くカウントされる。
『ニュースウオッチ9』はキャスターの有馬嘉

男，桑子真帆（2020年4月からは和久田麻由
子）の二人がニュースを読み上げながら随所で
会話をしたり，感想を述べ，スタジオゲストは
専門家や記者が1，2名程度ワンポイントで登
場するスタイル。ニュース番組らしくビデオ映像

『ミヤネ屋』

『Nスタ』
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で取材されたニュースが長い時間続き，発話時
間の約40％を映像につくナレーションが占めて
いる。テレビ朝日社員の玉川徹が雄弁な『モー
ニングショー』とは対照的に，ともにNHK職
員であるキャスターの発話時間は合わせても
15％に満たない。

3. 番組内容の分析

分析の対象とした7つの日付は感染が拡大
した第1期（2・3月），緊急事態宣言下の第2
期（4・5月），「第2波」来襲の第3期（6・7月）
に分けられる。それぞれの期におけるPCR検
査報道の性格，さらに月によって重心の違う言
説の内容を探り，それによってテレビのPCR
検査報道の主な流れを描く。

3-1　検査拡充か，限定か
情動化する議論・感染拡大の中で
第1期（2・3月）の分析　　

2月27日（木）　

最初で最大の報道量のピーク　

【テーマ】「検査難民」：

　　　　　　なぜ検査が受けられないのか？

各番組の PCR 検査報道

前日の国会で野党議員の「検査が受けられ
ない人が多い」という質問に，加藤勝信厚生労
動大臣が示した「PCR検査の能力は1日あたり
3,800 件だが，実施されたのは2月18日から23
日までの6日間で5,759 件，平均で1日960 件
ほど」との事実を受けた報道が4 番組に共通。
『ミヤネ屋』は特派員と結ぶ中継も交えて日

本の10 倍以上の検査実績がありながら，ドラ
イブスルー方式など新たな採取法を開発する
韓国の実態をリポート，『Nスタ』もキャスター
が「検査難民」という言葉を使って検査能力
の拡充を訴えた。『ニュースウオッチ9』は夕
方に安倍晋三首相が公表した「全国すべての
小・中・高校などの臨時休校要請」の波紋を
伝えることに冒頭14分を割いた。番組は後半，
大阪の「再陽性」の事例をスタジオゲストの専
門家（中山哲夫北里大学特任教授）が「症状
の回復後も体内に残留したウイルスが増殖し
た可能性がある」「感染後のウイルスの挙動は
まだよくわかっていない」とコメントした。また
Twitterに投稿された保健所に検査を断られ
た女性の事例や，10日前から咳が出るため都
内の診療所を訪ねた70歳の男性が，担当医

『ニュースウオッチ 9』

※感染者・死者数などは，原則当日の『ニュースウオッチ 9』に，
一部は NHK の「特設サイト・新型コロナウイルス」による（以下同）

この日のニュース

・全国で新たに24人の感染を確認，8人目の死者
・北海道で感染が広がり知事が公立小・中学校を

休校措置
・千葉県市川市が公立校・園を休校に
・イベントの中止（EXILE，Perfumeなど）
・JR相模原駅駅員の感染
・安倍首相，3月2日から全国すべての学校の一

斉休校を要請へ　
（PCR）
・大阪の女性が再検査で再陽性に
・体調不良でも検査が受けられない事態相次ぐ
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師が保健所に電話したのにもかかわらず「重
症でない」と検査を断られた事例を挙げ，ゲス
トの言を借りて，ひっ迫する保健所だけでな
く民間検査を活用することを訴えた。

この日の報道で『ミヤネ屋』『Nスタ』双方に
VTR出演してコメントした呼吸器内科の医師
の大谷義夫（池袋大谷クリニック院長）は自ら
の現場体験を交え，切 と々「PCR検査が受け
られない」実情を告発した。この大谷と感染症
学の専門家・岡田晴恵（白鷗大学教授）が，こ
の日そろってスタジオに出演したのがテレビ朝
日の『モーニングショー』である。この番組は
PCR検査の問題への取り組みが早く，他番組
と同じ事象を取り扱いながらも，のちに浮上し
てくる論点をいち早く先取りして指摘してきた。

  注目番組：『モーニングショー』　　

＃ 2 月 27 日に至るまで　　

2月27日の『モーニングショー』を語る前に，
時計の針をいまから1年前に戻そう。　

2020年1月15日，日本国内で初めて感染者
が確認された。『モーニングショー』が新型コ
ロナウイルスの報道を本格化したのはその翌日
の16日から。17日にはスタジオに岡田晴恵が
登場して新型ウイルスの特徴などの解説をして
いる。1月下旬になると中国の感染が拡大し，
武漢では医療体制がひっ迫し死者が続出する
状況が伝えられ，日本政府が現地にチャーター
機を飛ばして日本人を帰国させることになった。
その頃に，のちに政府の専門家会議の副座長
になる尾身茂（地域医療機能推進機構理事長）
がスタジオに登場し，注目すべき発言をしてい
る。「新型コロナは軽症者が多いのでSARS4）

よりも感染の拡大が早い」「潜伏期間にほかの
人を感染させないような対策が重要」。その後，

対策を困難にするウイルスの特徴が早くも語ら
れていたのだ。以後，番組はチャーター機で
帰国した日本人の一部が無症状を理由に検査
を拒否したことや，検査なしで帰宅したことな
どに注目していく。

PCR検査という言葉を初めて使ったのは2月
3日。この日番組は，中国人とグアムツアーに
参加した男性が帰国後に発熱して相談した窓口
で「検査はできない」と言われた事例を紹介し
ている。翌2月4日には3,711人の乗船者を乗
せて横浜港に現れたクルーズ船，ダイアモンド・
プリンセス号が乗客を下船させずにウイルス検
査を開始。この時岡田は「全員を検査対象に
すべき」「無症状の人でも出歩かないこと」と発
言。以後遅 と々して検査が進まない中で感染者
が次 と々増える。陽性となった人や重症者が運
び出されてもなお3,400人が船内に残された2
月10日，厚生労働省（以下，厚労省）の担当者
は「希望者ではなく対象を選んで検査する」と
発言，理由は「現状の検査体制では3,000人を
超す検査など不可能」というものだった。

横浜検疫所で1日20件強，国立感染症研究
所（以下，感染研）で200件。限られたリソー
スの中で検査が進まず，最終的にはクルーズ
船の感染者は723人に達し，13人が死亡する。
世界のメディアから批判が集まる中，安倍首相
は保健所ルートだけでは1日300件にすぎない
検査能力を，民間検査施設や大学の協力で2
月18日までに1,000件に増やすと約束したが，
事態は改善されなかった。番組には上昌広・医
療ガバナンス研究所理事長なども登場して，行
政検査だけでなく，医療保険を適用して医療
機関が検査を民間会社に委託すること，また
大量検査が可能になるスイスの企業の検査キッ
トなども活用することを提言した。そしてその間
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に岡田が番組で指摘していた国内の市中感染
は広がり，発熱するなど疑わしい症状がありな
がらも，検査してもらえない事例が全国で起こ
り，番組はそれを紹介していった。

2 月 27 日の『モーニングショー』　

番組に占める「PCR検査」の割合（占拠率）

50％（57分39秒／115分）

もとの文脈に戻ろう。この日，2020年2月
27日木曜日の『モーニングショー』は独自に取
材した2つのケースを紹介している。

1つは保健所に「条件に合わない」と言われ
て検査を拒否され，大阪府，厚労省の相談窓
口をたらい回しされた大阪の女性のケース。も
う1つは咳が出て，翌日から発熱して39度を超
え，4日目にようやくPCR検査を受け5日目に
感染が判明したが，すでに重症化して人工呼
吸器をつけた熊本の20 代の女性のケース。

2番目のケースについては，当初は軽症でも
急激に重症化（人工呼吸器の装着や集中治療
室での治療が必要なレベル）する場合があるこ
とへの気づきを感じさせる議論があった。それ
は厚労省が2月17日に出したPCR検査実施の
目安「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日
以上続く方」「強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ

（呼吸困難）がある方」への異議申し立てでも
あった 5）。以下は，この日のコメンテーターたち
の発話。

大谷義夫（医師）：「（厚労省の出した）4日ルール
が正しいかと（疑問に思う），（中略）急速に進行す
る例のことを考えますと，早めに検査をしたほうが
いい」（カッコ内は筆者による補足，以下同）
上昌之（医療ガバナンス研究所）：「早期診断早
期治療が鉄則です。重症まで待ってから診断を

つけるっていうのは，医師として許容しがたい」
玉川徹：「軽症から治療の対象にしなければいけ
ないのは，ハイリスクの高齢者，基礎疾患のある
人たち」

「（厚労相の言と違い）民間の（検査）レベルは高
い。（中略）感染拡大や重症化を予防するために
もPCR 検査の保険適用を急いでほしい」

岡田晴恵はこの日，話題の中心とはややズレ
た発話をする。だがそれは感染症の事例研究
を多く手がけた専門家らしく，場当たり的に目
の前の感染者の経路追跡に追われて感染の全
体像を把握しようとせず，他方でエビデンスも
ないのに唐突に全国の学校に休校要請をする
政府の対応への批判となっている。

「市中感染率がないので（中略），検査をやって
いないこと，疫学調査がないことが，説得力のあ
るシミュレーションが示せないウィークポイントに
なっている」

 

＃「感染症ムラ」という疑惑

再び主文脈を離れる。「コロナの女王」の異
名をとり，賛否両論ありながらも存在感を示す
ことになる岡田晴恵は，一貫して「感染症対策
は十分な検査・調査をもとに立てられるべき」
という原則論を崩さない。医療体制，検査体

岡田晴恵
（『モーニングショー』2 月 27 日放送より）
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制の貧弱という現実を抱えながら，国としての
対策づくりに奔走する研究者たちとは立場が
違う。しかし岡田の口から繰り返し発せられる

「原則論」が鏡のようになって，進行している事
態の異常さを映し出していく。

そして翌2月28日，岡田のコメントが日本社
会にインパクトを与える。キャスターの羽鳥の

「それにしてもなぜ検査が増えないんでしょう
か？」という問いに答えて，ある政治家筋から
聞いた話として語った。

「これはテリトリー争いなんだと。このデータはす
ごい貴重だから，（検査をする地方の）衛生研（究
所）から上がってきたデータは感染研が持ってい
たい，という感染研 OBがいる。その辺がネック
なんだとおっしゃいました。私がそのとき思った
のは，そういうことはやめていただきたいと。（中
略）論文がどうだとか，業績がどうだとかではな
く，人命を，本当のところの人命を守っていただ
きたいと。もともとの感染研の方針に戻っていた
だきたいと。
　感染研の人間，全員がそうだと思ってないです
よ。いまの所長さんなんか尊敬してますし（中略）
だから全員じゃないんです。一部にそういうOB
がいて人命に関わってくるのって怖いなって思って
ます」

検査が民間に広がらないのは，保健所によ
る行政検査の元締めにあたる感染研がすべて
をハンドリングすることでデータの独占をした
いからだ，というこの発言はネットでも広がっ
てさまざまな憶測を呼んだ。中には感染研の
前身組織が旧陸軍の731部隊につながるルーツ
を持つことから「情報非開示」の体質があるの
では，と極端な指摘をする声まであった 6）。感

染研は即座に否定するコメントを出したが，岡
田がかつて感染研の研究員であったため「内
部告発」と受け止められ，拡散に拍車がかかっ
た。同時にメディアや研究者，ジャーナリスト
が，首相が能力向上を打ち上げても検査数が
なかなか増えない原因に興味を持ち，取材・
発言を始める7）。中には10年前の福島第一原
発事故後に流行した言葉「原子力ムラ」になぞ
らえて，感染研，厚労省健康局結核感染症課，
東京大学医科学研究所と国立国際医療研究セ
ンターなどを中核とする「感染症ムラ」があり，
閉鎖的な体質で予算と情報の独占を図ろうと
するがゆえに民間委託を嫌い，検査数が増え
ないと，主張する研究者も登場した 8）。

＃ リンクとなった報道番組

『モーニングショー』の議論の深掘り傾向は，
もともとワイドショーが多くの場合，自前の取
材ではない新聞各社の記事やネット情報など
をネタにしたスタジオトークであり，2時間近
いたっぷりとした時間の中でコメンテーターが
何度も発話するうちに「予定調和」でない議論
に発展するからでもある。それは不正確な事
実を発話する危険と隣り合わせでもある。出
演する記者が，事前に決められたコメントを一
言一句間違えないようにと，手元のメモに目を
落としながら発話する『ニュースウオッチ9』の

「議論」とは対極にある。
ただし，この「検査難民」については先行

してファクト（事実）を掘り起こし，国会も巻
き込んだ議論に発展させたテレビ番組があっ
た。再び主文脈を離れるが紹介する。TBSの

『news23』（以下『23』）である。『23』は2月25
日の番組で，「検査 なぜ十分できない?」と見出
しテロップに掲げ，大谷義夫医師の「酸素（吸
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入器）をつけなくてはいけない重症肺炎」でも
検査してもらえないという声や，国会のやりとり
で露見した国が全国の累計の検査数を把握し
ていない実態，1日で7,548人検査するところ
にまで拡充した韓国の検査体制などを紹介し
ている。3月10日には，2月に地域の中核病院
で医師や患者の集団感染が起こった和歌山県
で，県が相談者との仲介役となって保健所の
PCR検査を促進し，3週間で相談者の67％に
あたる317人を検査してクラスターの拡大を防い
だ実例を紹介した。ちなみに人口が15倍の東
京都で同時期に検査を受けたのは，相談者の
0.9％の127人にすぎない。仁坂吉伸和歌山県
知事の言葉が印象的だ。
「一つだけどうしても和歌山県は従わないと

いうのがあります。『4日間は医師にかかるな』
というところです。そのほうが 2次感染させて
しまう可能性もあるし，そのほうがとても重い
病気になる可能性があります」
「オルタナティブ」を提示して，議論を活性

化する。TBSはその後も韓国のケースを継続
的にフォローし，『23』やBS-TBSの2時間番組

『報道1930』でも取り上げて，田村憲久前厚
労省など専門性を持つ政治家や科学者も議論
に招いて日本の状況を「視える化」してきた。

成立した「議題設定」

PCR検査についての報道量の多さは，こう
して各放送局や新聞社が競うように報道し，ま
た互いにその成果を共有，さらに報道を深め
ていったメディアの動態とつながっている。

メディア研究者の伊藤高史 9）は，著書の中
でジャーナリズムの力の根拠として「情報を収
集し，事実を発掘する能力」と並んで「メディ
ア世論を作り出す」能力を挙げている。そして

この「メディア世論」こそ，メディアが「議題
設定」の成果として構築するものであるとし，
次のように書いている。「多くの報道機関が同
じ事実について報道し，そして，似たような評
価を報道するときに，それは『世論』として認
知されることになる。そのように認知されるこ
とで，報道された『情報』はより強い力を持つ
ことができる」（伊藤2010，P52）
「PCR検査が足りない」という問題は，ほと

んどの放送局や新聞社がこの時期にそろって
報道することで社会が解決すべき「議題」とし
て「設定」されたと言えるだろう。伊藤はさら
に，この「議題設定」と並んで重要なのは「問
題認識の枠組み」（フレーミング）だと言う。フ
レーミングは1980 年代にマス・コミュニケー
ション研究に導入された概念である。「議題設
定」の研究者・竹下俊郎は，フレームとは「あ
る問題や出来事に対する解釈枠組み」，フレー
ミングとは「フレームを状況に適用する行為」
と定義する。そして「議題設定」は認知の次
元に留まるが，フレーミングの効果は態度や行
動の次元まで射程に収めるという（竹下2008，
P243，274）。

これをPCR検査の問題にあてはめると，「検
査難民という，コロナ感染の疑いがあっても
検査を受けられない人々がいる」というフレーム

（認識の枠組み）がテレビ各局で共有（議題設
定）され，報道が集中（フレーミング），国会で
も議論されて，社会問題として解決のプロセス
が始まったという筋立てになる。

そして今日もう1つ重要なのは，その過程で
ソーシャルメディアが反応し，影響を及ぼした
こと，つまり遠藤（2018）が言う，ここ数年顕
著になった「複雑でダイナミックなメディア間相
互作用」があったことだ。
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3月18日（水），24日（火）　

オリンピック延期問題と新たな感染拡大　

テーマ「PCR検査限定論」：
　　　　　　医療崩壊の危機を前に

3月で選んだのは図2でPCR検査の報道量
が下落する18日と24日。ともに夏に予定され
ていた東京オリンピックの延期問題がニュース
の焦点になっていた時期。同時にヨーロッパと
アメリカで感染者数が急激に増え，「パンデミッ
ク（感染爆発）」の危機が迫った時期でもあっ
た。ここではこの2つの日付を一体として番組
の動向を見る。

図4は，PCR検査に関するTwitterの投稿数のうち，
テレビ番組 1）と関連づけて投稿されたものの数の推移
を表している。1 ～ 7月の間，最初で最大のピークは2
月27日前後だった。

この時期，広く拡散した投稿は，例えば25日に
『news23』が放送した「韓国の検査体制の充実ぶりと
国内体制の比較」についてのものが1万6,800リツイー
ト（単一投稿では半年間で最多）。また，24日『Nスタ』
で，専門家の岡田晴恵が，PCR検査拡充のためには
健康保険適用としたほうがよい旨の発言をしたことに
ついての投稿は4,100 余りリツイートされた。

Twitterではすでに1月下旬に，感染疑いの人たち
が医療機関をたらい回しにされているという投稿が見
られた。2月に入ると，PCR検査を受けたくても受け

られない人たちを指す「検査難民」というワードが出
現。そして下旬には「＃検査難民」となり，Twitter利
用者の間で，検査をめぐる切実な不安が広く共有され
たことが見て取れる。

さらに，26日に国会で野党議員が「検査難民」という
ワードを用いて政府の検査体制を批判するや，テレビ番
組でも同様のワードを使った企画などが頻出した。
『news23』『Nスタ』など国内の検査体制を問う番

組に関する投稿が広く拡散したのは，こうした背景が
あったと考えられる。

他方，テレビ番組と関連づけて投稿され，広く拡散
したものには，かなりの割合で共通項が見いだされた。
投稿に番組から切り取った画像や動画が添付されてい
たのである2）3）。

PCR 検査
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図 4　「PCR 検査」関連投稿数の推移

18日のニュース

・全国で新たに33人の感染を確認，累計 899人
・聖火を運ぶ輸送機がギリシャに飛ぶが，森喜朗大

会組織委員長など関係者は同行せず
・日本サッカー協会会長の田島幸三，欧州出張から

の帰国後に感染判明
・欧州からの帰国者に感染者多数
・EUは域外からの入国制限，フランス全土で外出制

限，世界162か国で感染確認された人17万9,112
人，死者 7,426人（イタリアで2,503人）

24日のニュース

・全国で新たに38人の感染を確認，累計1,089人，
死者43人（累計）

・WHOテドロス事務局長「パンデミックは加速してい
る」

・東京オリンピック１年程度延期に（安倍首相とIOC
バッハ会長が電話会談）

コラム 1

Twitterによる拡散と議論の活性化
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あらためて本稿第1部で示した，8つの新型コロナ
ウイルス関連ワードを含む投稿すべてを分析したとこ
ろ4），7月までの半年間で，平均37％のものに画像・
動画が添付されていた（ツイートにURLが記載され，
他ツイートに添付してある画像や動画に行き着くものを
数えた）。最も割合が高かったのはPCR検査に関する
もので，46％だった。そのうちリツイートが多かった投
稿上位100に限ると，半分余りの53％に，番組の画像・
動画が添付してあった。つまり，広く拡散する投稿に
は，番組の切り取り画像や動画が添付されている傾向
があるのだ。

このような，画像・動画つきのツイートの拡散傾向は
どのような意味を持つのだろうか。

1つは，正の側面である。韓国の検査体制の紹介
であれ，検査拡充の方策についてであれ，テレビの
言説が画像・動画とともにTwitterで拡散されること
で，広く問題意識の共有＝「争点化」がなされたと見な
せる。検査拡充を求めるか否かという争点がテレビと
Twitterで共有されて，何度も放送され，拡散したこ
とで，対面の場でも話題になる機会が増えたかもしれ
ない。そうして争点が顕在化することで，政権に対し
て問題を蔑ろにできないと認知させる効果を上げたと
言えよう。

一方で負の側面もある。ツイートに添付される動画
が，番組本来の文脈と関係ない意味合いで拡散する
傾向があることだ。

例えば，3月16日『モーニングショー』に出演した玉
川徹の動画を添付し，彼が検査拡充すべしとの持論
を翻したとして非難した投稿は，1万余りリツイートさ
れた。動画では，番組中の玉川の発言15 秒が抜いて

ある―「（略）医療崩壊を起こさないこと，これが
一番大事なことですね。PCR検査をしたほうがいい
とかしないほうがいいとか，そんな話はもう終わった
話だと，ぼくはそう思ってます」。リツイートのコメント
は，投稿者と同様に玉川の“翻意”を非難するものが
多かった。

ところが，翌17日の同番組で玉川は，16日の発言
の真意は，議論は検査拡充の方向ですでに決着した
ということだったと説明した。実際，16日の番組映像
で発言の前後を見ると，玉川は説明通りの意図で話し
ていたことがわかる。つまり，投稿者は全体の文脈を
考慮せず，自分が強調したい発言のみを切り取った動
画を投稿していたのである。

画像・動画を添付した投稿が拡散されやすい傾向
にあり，かつ，正と負の側面があることがわかった。
負の側面は複雑性を削がれた番組動画が拡散し，本
来の文脈からかけ離れたものが誤解や対立を生むおそ
れもあるため，テレビメディアにとって看過できない問
題である。だが，テレビとソーシャルメディアの相互作
用が強まる中で，その解決は容易ではないだろう。

注：
1）「テレビ番組」とは12月号掲載の第1部に準じた25 番組を指

す。
2）番組から動画を切り取り，Twitterに投稿する行為には著作

権法違反の疑いがあるが，本稿はその現象面を紹介すること
を目的とするため，是非は問わない。

3）例示した投稿に添付されている動画は，2020 年3月10日の
『news23』（TBS）から。

4）「PCR検査」「武漢」「クルーズ船」「休校」「休業補償」「自粛」
「マスク」「緊急事態宣言」。

占拠率が低下した PCR 検査報道

ニュースの焦点がヨーロッパとオリンピックに
移っていることもあり，『モーニングショー』で
さえPCR検査関連の占拠率は18日が13％（15
分），24日は24％（27分43 秒）と低く，『Nス
タ』はともに6％（12分）前後，『ニュースウオッ
チ9』は11％（6分39秒），0％であった。その
中で27％（30 分55 秒），12％（13分27秒）と
比較的時間をかけてPCR検査問題に取り組ん
でいたのが『ミヤネ屋』であった。

  注目番組：『ミヤネ屋』

キャスターの論調が変化

2月にはPCR検査の拡充の必要を強調して
いた『ミヤネ屋』のキャスターの宮根誠司は，
この頃になるとその必要性に懐疑的と思われる
発話を繰り返している。例えば3月18日には，
政府の専門家会議の委員である釜

か ま や ち

萢敏
さとし

日本医
師会常任理事に対し，
「医療資源としても限りがあるから，まあ人手もい
るということで，先生これ，PCR 検査を全員が
必ずしろという意味合いでおっしゃってるわけじゃ
ないですよね」　
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「患者さんの目線で考えたらいい」と，検査
の拡充を説く上昌広に対しては，
「軽症，無症状で終わる方が大半だというデータ
もある。この中での検査の必要性というのはいか
がでしょう？」

そして3月24日の番組では，
「イタリアなんかはPCR 検査をどんどんやって，
医療崩壊を起こしてしまった」

イタリアの医療崩壊の最大の原因は，ICU（集
中治療室）のベッド数が極端に少ないことなど
医療体制の貧弱であり，イタリア並みに検査を
しても医療体制が盤石で崩壊しなかったドイツ
の事例を見れば，検査の増加だけが原因では
ないことは明らかだ。だが，PCR検査と医療
崩壊を直結して語るキャスターの言説の背景に
は，この間に起こった出来事や番組出演者の
発話があった。

＃ 「PCR 検査限定論」というフレーミング

第1部で記述したように，医療現場のマスク
不足を報じた『モーニングショー』に対して3月
5日に厚労省が「優先的に配布している」と名
指しで抗議のツイートをした一件があったが，
それと前後して『モーニングショー』や玉川徹

への批判がソーシャルメディア上に集中し始め
た。集団感染の経路を追って新たな感染の芽
をつぶすクラスター対策に集中し，貧弱なPCR
検査体制を守るためにリソースを絞る政府を
援護しようと，検査の拡充を訴える番組への
攻撃も始まっていた。つまり「官」による攻撃
を「狼

の ろ し

煙」ととらえて反応するかのように，「反
PCR検査拡充論」とも「PCR検査限定論」と
も言えるような，対抗的な言説と枠組みの適
用，「フレーミング」が始まったのである。そし
てこのPCR検査を「医療崩壊」に結びつけ，
検査拡充に否定的な一部の「世論」はその後
長らく根を張ることになる。
「宮根の変」に先立つ3月4日，『ミヤネ屋』の

大阪のスタジオには新進気鋭の専門家・村中璃
子が立っていた。「医師でジャーナリスト」の肩
書の村中は，製薬会社の研究所で勤務したり，
WHO（世界保健機関）のパンデミック対策にも
関わったという。発話は強いトーンであった。

「政府がこの前，受診の目安を出しました。『発熱
から4日間様子を見てください』というあれを，しっ
かり守っていただかないと，ちゃんとクラスターの
追跡も行えないような状態になってしまいます」

「PCRでコロナが見つかっても軽症であれば普通
の風邪薬が出るだけ。重症であれば人工呼吸器
とかになるけど，それはほかの原因でも同じです。
新型コロナとわかっても特別なことをしてもらえる
わけではなくて，治療と関係ないから，こちらが
検査してもらって受けるベネフィットはあまりない
です」

こうした村中の発言がキャスターの宮根に影
響を与えたことは容易に想像できる。だが村
中のこの見立ては，その後軽症と判断された

宮根誠司
（『ミヤネ屋』2020 年 3 月 18 日放送より）
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患者が重症に急変する事例が続発したこと，
また「アビガン」などの既製の抗ウイルス薬を
早期投与することで重症化を防げた事例も出
てきて，適切ではなかったことがいまや明らか
だ。この事例は，専門家であっても病像が未
知である感染症を前にしたときに，世論をミス
リードする言説を流布する危険性があることを
教えている。

一方，この時村中が一般への「PCR検査」
を抑えてでもやるべしと擁護した厚労省のクラ
スター対策は，市中感染の広がりの中でリンク
が追跡不能のケースが増えると効果の限界を
見せ，その後対策は外出や移動の制限など社
会全体の行動規制に切り替えられていく。
「PCR検査限定論」というフレーミングは「医

療崩壊」の恐怖とセットになってテレビでも
ソーシャルメディアでも一時は勢いを得た。村
中のTwitterへの投稿が広く拡散されたことも
あった。しかし，その後事態が流動化する中
で，新たなフレーミングの陰に隠れていく。

ほかの 3 番組における言説

『モーニングショー』は3月18日も「（院内感
染対策のためにも病院に）発熱外来を作って

（検査をし），患者を積極的にシンプルな形で
分ける」（岡田晴恵），「イタリアで起きた医療
崩壊を起こさないためにも，医療の貯めみた
いな，余裕みたいな部分が必要」（浜田敬子），

「（院内感染ゼロの）自衛隊病院がどんなところ
をポイントにして院内感染を防いだのか明らか
にしてほしい」（玉川徹）といった地に足の着い
た議論をしている。
『Ｎスタ』は18日，経済産業省出身で中部大

学特任教授の細川昌彦をスタジオに招く。移
動や外出の制限などで混乱が始まった海外の

リポートを見たあとで細川が「人の動きあって
こその経済」と持論を述べると，キャスターの
ホラン千秋が「経済よりも何よりも大事なのは
人命」と言い放つ場面が印象的。細川はそれ
でも「今は経済をちょっと我慢しても，感染を
抑えるほうにウエイトを置く時期でしょ。それ
が徐々に実態がわかってくれば，死者を抑えな
がら，どうやって折り合いをつけていくかとい
う次の段階はあるかと思います」と粘った。今
から見れば，その後の展開を予見するかのよう
な発話だった。

そして24日の『Nスタ』で圧巻だったのは都
市封鎖されたフランス，イタリアの暮らしの点
描に続き，イギリスの新型コロナウイルス感染
者の39歳の女性が集中治療室のベッドから，
スマホで世界に送った動画メッセージ。咳が止
まらず，息絶え絶えになりながら「自分は大丈
夫だと過信しないで」と呼びかける姿は，新
型コロナウイルス感染症の恐ろしさが肌身に迫
る，鮮烈な映像だった。
『ニュースウオッチ9』は18日には海外の研

究者のまとめた1か月間のPCR検査数のデー
タをもとに，中国32万，韓国25万に比べて
日本が3万2,000 件と一桁少ない実態を伝え，
WHOのテドロス事務局長の「検査 ! 検査 ! 検
査！」という言葉と，新潟市の保健所が韓国に
学んで始めたドライブスルー方式の検体採取な
どの試みを紹介。日本でも検査能力は1か月
でおよそ2倍になったが，実施されるのは2割
にすぎない実態や，検査を簡略化する機器の
開発について伝えた。そして「イタリアのよう
に医療崩壊が起きないように，検査と医療体
制を連携させる」必要を説く専門家（賀来満夫・
東北医科薬科大学特任教授）の言葉を紹介し
た。
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24日はIOC会長との電話会談で「オリンピッ
クの1年程度延期」を決めた安倍首相，小池百
合子東京都知事らとの中継インタビューを行っ
た。PCR検査には触れていないが，劇的に悪
化する世界の感染状況を伝え，前日に小池都
知事が東京の「ロックダウン（封鎖）」の可能性
に触れたことも伝えた。

PCR検査に関するテレビ番組について，どのような人
たちが，どんなことをツイートしていたのか，「投稿数」1）

と「エンゲージメント数」の2点に着目することで分析し
ていく（エンゲージメント数は，「RT（再投稿）＋返信＋
いいね」を合計した数値で，受け手がどの程度共感し，
拡散したかの目安になると考えた）。

具体的には，1 ～ 7月の対象期間にPCR検査関連
のテレビ番組 2）についてツイートした人の中から，頻繁
に投稿した上位100人（以下，頻回投稿者）と，エン
ゲージメント数の高い，つまり拡散力のある投稿をし

た上位100人（以下，拡散投稿者）を抽出した。その
中から，それぞれ上位 20人を抜き出したのが下図で，
図5が頻回投稿，図 6が拡散投稿の上位 20人のリスト
である。

図5・頻回投稿者の「投稿数計」を見ると，1位は7
か月で239 件，つまり平均すると1日1件以上投稿して
いる計算になる。しかし1位から20 位までの全投稿へ
の「エンゲージメント数計」を見ると，一部を除いて概
して高くない。

対して図6・拡散投稿者の「投稿数計」を見ると，
一部を除いて決して多くはないが，「合計エンゲージメ
ント数計」は1位は10万を超え，20 位でも1万5,000
近くと高い数値を示している。

なお，両方のリストに入っている人が2人いる。頻

＃ あるコメンテーターの受難

PCR検査報道をめぐるテレビとソーシャルメ
ディアの関係を見るうえで，重大な事件が3月
に起きていた。2月に各局の番組を渡り歩いて
出演し，PCR検査が受けられず，医療現場で
患者や医師が追い詰められている事態を告発
した大谷義夫医師が，3月に入りTwitterなど
で「政権批判をしている」「反日」などと猛烈な
批判にさらされ，経営するクリニックに日に20

※図5と6で○ ● は同一投稿者を示す

図 5　頻回投稿の上位 20人 図 6　拡散投稿の上位 20人
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Twitter投稿者の分析
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回投稿の11位と13位は，それぞれ拡散投稿の7位と
17位にランクインしている。しかしそのほかに上位 20
位以内で重なる投稿者はおらず，多くの投稿をする人
が，必ずしも高いエンゲージメント数を獲得している
わけではないことがわかる。

それでは，回数多く投稿した人，拡散力のある投
稿をした人はそれぞれどのような内容をツイートした
のだろうか。まずは頻回投稿者について見ていく3）。

頻回投稿者の1位は企業で，2位以下は個人であ
る。個人による投 稿の2～20 位の内容を見ると，
PCR検査の拡充を訴える番組に賛意を示すものも少
数見られたが，大半はそれらの番組に対して懐疑・
批判的な投稿だった。上位 2～5位の頻回投稿者は，
いずれもPCR検査の精度の低さ，偽陽性の問題，医
療崩壊を招く危険性，PCR検査を推進している諸外
国での感染者の多さを挙げ，拡充を訴える番組や出
演者を「プロパガンダ」「PCR真理教」などと揶揄する
ものもあった。また，それ以外の投稿では，ある主
張を一方的に述べるだけのつぶやきや，同じ内容の繰
り返しも多く，中には政権擁護や排外主義的なツイー
トをする投稿者も一定数見られた。

一方，拡散力のある投稿をした人の投稿内容を見
ると，頻回投稿の上位 20人に比べて，PCR検査拡
充を訴える番組を支持するものが多く見られた。拡散
投稿の上位1 ～ 3位の投稿者は，韓国や和歌山県の
検査体制を伝えた『news23』や，PCR検査の拡充を
訴えた『モーニングショー』などの番組に言及しなが
ら，国内の検査体制をなかなか整えることができない
政府を批判しており，「やるやる詐欺」と揶揄するもの
もあった。他方で，投稿の中には『モーニングショー』
のコメンテーター・玉川徹の発言の一部を切り取って
誤解を招いたものや，また，医療現場の大変さを伝
えた『スッキリ』に言及し，検査拡充を訴えた番組を
批判するものも見られ，必ずしもPCR検査の拡充を
支持する声だけが高いエンゲージメント数を獲得して

いるわけではない。
また10 位にはTBS公式ニュースが入っており，放

送とは別の形で存在感を示している4）。
エンゲージメントの高い投稿の形式を見ていくと，

頻回投稿とは異なり，PCR検査に対するスタンスに
かかわらず，読み手を意識して文章やレイアウトが組
み立てられており，また意外性や知りたいことなどが
的確に表現されているため，読んでいて共感しやすい
書きぶりになっている。

例えば「昨日のnews23で驚いたのが，これ！韓
国の新型コロナPCR検査のための検体採取所 スー
パー前の福引所みたいな気楽さ！」（2月26日・4万
4,935エンゲージメント），「凄い差だね，相談センター
から医療機関への紹介件数，和歌山317人（67％）
東京127人（0.9％）」（3月11日・2万7,207エンゲージ
メント）などである。

Twitterユーザーの中にはいわゆる著名人も多く，
拡散投稿者の中にも村中璃子（12位），保坂展人（22
位），門田隆将（29 位），茂木健一郎（37位），島薗進

（44位）などが確認された。しかし村中を除いて拡散
投稿の上位 20 位以内には入っていない。拡散投稿上
位者のほとんどが，ネット上では知られていても，一
般には無名の人であり，Twitterにおいては著名性よ
りも，内容や書きぶりによって高いエンゲージメント
数を獲得する可能性があると考えられる。　　
注：
1）投稿者の傾向を把握するため，投稿数にRTは含めず，オリ

ジナル投稿に限った。
2）ここでのテレビ番組とは，第2部で対象とする『モーニング

ショー』『ミヤネ屋』『Nスタ』『ニュースウオッチ9』に，比較
的早い段階からPCR検査についての報道によりTwitter投
稿者の間で注目されていた『news23』を加えた5 番組とした。

3）拡散投稿の上位 20人については，PCR検査についてのすべ
ての投稿を確認したが，頻回投稿の上位 20人については，
投稿数が多いため，ランダムサンプリングにより1投稿者につ
き40 投稿程度を確認した。

4）ほかにも，27位に『news zero』が，73位に『報道ステーショ
ン』がランクインしている。

～ 30 件の抗議の電話が連日寄せられ，患者
からの電話もつながらなくなるほどの妨害を受
けた。中にはクリニックに乗り込んでくる見知
らぬ男性もおり，応対した夫人は心労から体調
を崩した 10）。「政権を批判したのではなく，医
学的見地から（検査の）必要性を訴えただけ」
という大谷医師だが，その後は一時番組出演
を辞退するようになった。 大谷義夫

（『おはよう日本』2020 年 7 月 3 日放送より）
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フレーミングのはらむ危険性

この「事件」をのちに取材・報道したNHK
の朝のニュース番組『おはよう日本』（7月3日放
送）では，メディア研究者の辻大介（大阪大学
准教授）が次のようにコメントした。
「政権批判の問題として，問題の枠づけがさ

れてしまった。“フレーミング”と研究の世界では
いうんですけど（中略）とりわけソーシャルメディ
アの場合は，どういう議論の文脈の中でなされ
た発言なのかは全く気にせずに，その発言だけ
を抜き出してきて，それに対して自分なりの位置
づけを与える」

マスメディアの「議題設定」と並んで重要な
「認識（解釈）の枠組み（フレーム）」の適用＝
フレーミングに注目しながらPCR検査報道の
流れを検証してきたが，これは思わぬところ
から飛んできた曲球である。「認識の枠組み」
であるフレームを多くの報道機関が共有するこ
とで「メディア世論」が作られ，人々の行為へ
の強い影響力も持つ。だが，そのためには伊
藤（2010）が言うように多くの人が認める「正
当性」がその枠組みになくてはならない。しか
しこの時ソーシャルメディアで起きていたのは，
もとの言説を恣意的に歪曲する“フレーミング”
であり，それを拡散することで「世論」に影響
を及ぼそうとする利己的，政治的，あるいは
偏った「正義感」のなせる行為である。

玉川徹を「変節者」として印象づけて貶める
ため意図的に話の一部だけを切り取って拡散
する。検査の必要を素朴に訴える大谷医師を

「政権批判者」にフレームアップして憎悪の標
的にする。

それはテレビとソーシャルメディアが織りなす
「間メディア社会」には，出演者に危害が及び
かねないほどの暴走が意図的に引き起こされ

るリスクが潜在することを示している。　
一面では「議題設定」に貢献し，建設的な

未来の可能性を感じさせる「間メディア」の連
携。それが遠藤（2018）が言う「豊かな公共
性の場」として必ずしも健全に機能しないの
はなぜだろうか。遠藤はアメリカの社会学者
Wayne Bakerの「考察」を次のように紹介して
いる。「メディア進化によってこれまで以上に公
共性に対する意識や，社会的繫がりを活用する
能力の高さが必要とされている。にもかかわら
ず，人びとがそれを十分に認識していないため
に問題が起こる」11）

誕生して月日の浅い「間メディア社会」。テレ
ビ自身も問われ続けてきたことだが，その成熟
はこの先どのようにすればもたらされるのか。
課題が浮かび上がった。

3-2　政治家たちのショータイム
緊急事態宣言，後景化するPCR検査問題
第2期（4・5月）の分析

新たに確認された感染者数が3月下旬から
急増する中，日本政府は4月7日に7都府県に
緊急事態宣言を発し，同月16日に全国に拡大。
不要不急の外出や県境を越えての移動の自粛
を呼びかけた。その間，3月29日にコメディア
ンの志村けんが，4月23日には俳優の岡江久
美子が死亡。有名人の相次ぐ死は，人々に新
型コロナウイルスの脅威が身近に迫っているこ
とを印象づけた。

また各番組でも感染拡大防止のためスタジ
オ出演者の間隔をあけたり，キャスターのうち
一人は局内別室からの中継にしたり，出演者の
一部は自宅などからのオンライン参加にするな
ど対策をとり始めた。

感染が拡大し死者も増える中，PCR検査を
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めぐるテレビ報道も再びピークを迎え，陽性率，
抗体検査（P49～50参照）といった市中感染
率を測る尺度の導入をめぐって議論が始まる。

だが5月に入ると，確認された感染者数の
低下もあって，関心は緊急事態宣言の解除や，
解除に向けた出口戦略に移り，3月の「ロック
ダウン」発言以来，連日のテレビ出演で存在感
を高めていた小池東京都知事や，「大阪モデ
ル」と名づけた独自の出口戦略を立てた吉村
洋文大阪府知事など，政治家の露出も増える。

4月23日（木）　

第2の報道ピーク，有名俳優の死

【テーマ】 感染と死が身近になった

  注目番組：『Nスタ』

それは「身内の死」だった

この日の最も衝撃的なニュース，俳優・岡
江久美子の死をいち早くとらえ，分厚く報じた
のはTBSの夕方の情報番組『Nスタ』である。
番組冒頭，スタジオでの井上貴博キャスターの
発話がすべてを物語っている。

「こんにちは，3 時50 分をまわりました。『Ｎスタ』
の時間です。非常に悲しいニュースが入ってきま
した。女優の岡江久美子さんが，亡くなったこと
がわかりました。岡江さんは弊社の朝の情報番
組『はなまるマーケット』に17年以上出演してくだ
さっていました。あの番組は，私たちTBSアナウ
ンサーが，新人の頃そして駆け出しの頃に必ずお
世話になる番組で，私を含めTBSアナウンサー
は皆，岡江久美子さんに，そして『はなまるマー
ケット』に育てていただいたという気持ちを持っ
ています。あまりに，突然です。残念です。去
年の年末に初期の乳がんを手術し，今年2月末
まで放射線治療を行い，免疫力が低下していた
のが，重症化した原因とみられているようです」

もう一人のキャスターのホラン千秋は局内の
別スタジオからの中継で，何度も共演し「芸能
界のお母さん」と慕ってきた岡江の死が信じら
れないと語る。つまり『Nスタ』（TBSと言うべ
きか）のスタッフにとってそれは「身内の死」で
あることが，それゆえ「気持ちの整理がつかな
い」ことが発話から伝わってくる。TBSは岡江
久美子がポーラテレビ小説『お美津』で芸能界
デビューした，いわば「ふるさと」のような局で，
17年間メインパーソナリティーを務めた朝の情
報番組『はなまるマーケット』は代名詞とも言え
る人気番組だった。『Nスタ』はこの日，TBS
のアーカイブにある映像を使いながら，「飾ら
ない人柄で誰からも親しまれた」在りし日の岡
江をほうふつと描き，夫の大和田獏や長女の
美帆の「残念で信じがたい」というコメントや，
芸能界の友人や街の人の声を集めた。路上で
初めて岡江の死を番組スタッフから聞かされた
女性の表情が印象に残る。視線が宙にくぎづ
けされたような，本当に驚いた顔。それは岡江

この日のニュース

・全国で新たに401人の感染を確認，累計1万
2,394人，死者23人（累計322人）　

・俳優・岡江久美子が新型コロナウイルス感染で
死亡　　

・埼玉県の52歳男性，自宅療養していたが容態
が急変して重症化し，死亡

・長崎港の大型クルーズ客船で48人の感染確認
・休業要請に応じないパチンコ店等の名称を公表へ
・政府の専門家会議，行動指針「人との接触を8

割減らす，10のポイント」公表
・小池都知事，「GW12日間はステイホーム週間。

スーパーでの3 密避けるため，買い物は3日に1
回程度，最少人数で」
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への親愛と同時にその死がコロナとつながって
いることへの困惑，とでもいうのだろうか。

検査を早くしていれば……　

番組にはその後，2人の感染症の専門家が
登場した。まずスタジオゲストの岡田晴恵は，
岡江は重症化のリスクが高まる60 代（63歳）
で，2019年に乳がんの手術を受け，翌年1月
から放射線治療を受けていたこと，つまり基礎
疾患があったにもかかわらず，発熱から3日後
に容態が急変して病院に運ばれ，集中治療室
に入るまでPCR検査を受けていないことに着
目，次のように発話している。

「様子を見るように言われた時に，PCR 検査がで
きて，基礎疾患もお持ちだったわけですし，60
代でございますので，ここで『アビガン』投与っ
ていうことが，もし，できるような状況があれば，
もしかしたら違ったんじゃないかと。ですから，
やはり早期に検査して，早期にハイリスク者には
薬を出せるというシステム作りっていうのが，大事
なんじゃないかっていうことも，この岡江さんを
見て痛感いたしました」
　
ちなみに日本発の早期治療薬と期待される

「アビガン」については，同じこの日に『Nスタ』
に引用されたラジオ番組の中で，沖縄滞在中
に感染が判明した俳優の石田純一が入院先の
病院から電話をかけ「おかげさまでアビガンも
やっぱり効いて」回復したと発言していた。

もう一人の専門家の松本哲哉（国際医療福
祉大学教授・感染疫学）は，この日発覚した
コロナの恐ろしい病像に言及した。埼玉に住
む52歳の男性は軽症と言われて自宅療養して
いたが，容態が急変して死亡した。これを受

けて厚労省は軽症者は自宅療養でなく医師の
ケアが効くホテルで療養するように方針を変え
た。そしてこの，松本との対話の中で，キャス
ターの井上は次のような反省を口にしている。

　
「こういうふうな事例が出てきて，私たちも日 ，々
報道でその，最初お伝えしていた8 割が軽症であ
るというこの言葉の一人歩きがものすごく怖いな
と最近感じてまして。軽症だからマシってことは
もうまったくない」

この自己反省は，岡江久美子という「身内」
の突然の死に心動かされてのことであろう。番
組の最後に井上は視聴者にこう呼びかけてい
る。

「確かにいま，日々更新される感染確認の数字と
いうのは，なかなか一気に好転することはありま
せん。ですが，いまの状況で抑えられてるという
のは，一つ皆さんの努力の結晶，賜物だと思い
ます。繰り返し申し上げますけれども，命より大
切なものはないという，もう絶対的にそうだと思
います。ですから，もう少し，粘っこく，辛抱強く，
皆さんで手を………」
 
この日NHKの『ニュースウオッチ9』では岡

故・岡江久美子と井上貴博（枠内）
（『Nスタ』2020 年 4 月 23 日放送より）
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江久美子の死について問われた小池東京都知
事が「コロナウイルスは他人事じゃない。ぜひ
自分のこととして，また自分の家族（のこと）と
して考えていただきたい」と述べ，政府の専門
家会議の尾身茂副座長が「全世代が一生懸命，
皆で心を合わせて協力し合う必要のある病気」
と国民に呼びかけている。『ミヤネ屋』も含め，
この日の午後以降の3番組は，それを利用して
いるように見える政治家の言説も取り込みなが
ら，気さくな人柄の人気女優という「身内」の
死にフレームを合わせていた。

4 月 23 日の『モーニングショー』

この日の『モーニングショー』は，ほかの3
番組と違い，岡江久美子死去のニュースが入
る以前に放送されている。そのため事前の企
画通りに番組全体の44％にあたる51分をかけ
てPCR検査に関する話題を取り上げている。

まず序盤ではVTRリポートで，新型コロナ
ウイルス感染患者の入院体制を拡充した埼玉
の救急クリニックや院内感染が起こった東京・
港区の病院，防護着やマスクも足りない大阪の
病院など，医療現場の奮闘ぶりや厳しい現実
を伝えている。

スタジオでは新たに公表されたデータに玉川
と岡田が反応した。慶應大学病院が新たに入
院する一般の患者にPCR検査を行ったところ，
67人中4人が新型コロナウイルスに感染してい
て，陽性率は6％，全員が無症状だったという。

玉川：「16人の人がいたらその中に1人感染者，
いわゆるウイルスを感染させる力を持っている人
がいるということになるわけですよね。そうすると
スーパーだって16人お客さんがいたら，その中に
1人感染者がいてもおかしくないという話になって

くるんですね」
岡田：「病院の中に無症状キャリアとして6％とま
ではいかないにしても，かなりの割合で入ってく
るという可能性があるわけですね。そうすると院
内感染ということにつながってきますので，医療
崩壊とか，それから市中で，もしこの6%を真に
受けなくてもですね，この5％とか3％とかってい
う市中感染率があるとすると，これは非常に重い
数値でございます」

＃ 岡田晴恵と玉川徹

岡田はかねてから市中感染率を知りたいが政
府がデータを公表しない，調査もしていない，
と批判していた。と同時に前日に出された政府
専門家会議の提言にPCR検査や保健所の「体
制強化」が盛り込まれたことには，「ここまでき
たかという感じ」と感慨を述べた。岡田にとっ
てテレビ出演は，専門家として自らが思う対策
を政府に実行を迫るツールでもあるようだ。

ただし，この慶應大学病院の調査結果から，
すぐに市中感染率につなぐ論法には，疫学
データの評価の仕方として問題があることを，
岡田はこの日夕方に出演した『Nスタ』で共演
者の森永卓郎（獨協大学教授）に指摘された。

「（社会調査では）67人程度の小さなサンプル
では誤差が大きく出るので1,000人，2,000人
規模の調査をしないといけない」と12）。

研究者としては表現に前のめり感が強い岡田
が，ときに「コロナの恐怖を煽っている」と批
判されるのはこのあたりの対応からであろう。
一方，いわば同志のような関係で岡田と論を
張ってきた玉川徹は，この日，政府サイドの専
門家たちに対し，鋭い批判を行った。

「専門家会議含めPCRを絞っていたわけですね。
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で，今ここで増やしましょうというふうなことに
なった。これは転換しているわけですね，方針
を。で，なぜ転換したのかというふうなことの説
明がない。（中略）東北大学の押谷（仁）教授が
専門家会議のメンバーで，厚労省のクラスター対
策班のメンバーでもあるんですけれども，3月22
日の『NHKスペシャル』でこういうふうに言ってい
るんですね。むしろPCR 検査を抑えていること
が，日本が踏みとどまっている大きな理由だと考
えられます，としゃべってらっしゃるんですよ。そ
れが4月になると，そうじゃなくてやっぱりPCR
増やさなければいけないというふうに変わってい
るんですね。4月の11日に 13）。これはじゃあ，中
で何がどういうことがあったのかと，いうふうなこ
とを僕はぜひ知りたいと思っていまして，ここを
ちゃんと知っておくことで今後にも生かされると思
うんですけど」
 

あえて要約すれば「押谷教授に言説のスキッ
プがあるのではないか」という玉川の指摘だ
が，その是非はここでは問わない。一方，市
中感染率への強い関心や，政府筋の研究者の
言説へのこだわりは，緊急事態宣言下にあっ
ても『モーニングショー』が，行政が推す「ステ
イホーム」などの枠の外で，「感染症対策と検
査の関係」という独自の関心に基づくフレーミ
ングを追求していることを表している。岡田と

玉川が牽引する番組は熱烈な支持者と厳しい
批判者に囲まれながら，次のパワーポイントを
待っているように見えた。

5月15日（金）　

緊急事態宣言解除へ，首長たちの出口戦略

この日の前日，39の県で緊急事態宣言が解
除された。残された北海道，埼玉，千葉，東
京，神奈川，大阪，兵庫，京都の8 都道府県
は出口に向けた戦略をどう描くかが焦点となる
中，大阪府は「大阪モデル」と呼ばれる独自の
判断基準で休業要請解除に動く。東京都も7
つのモニタリング指標をもとに4 段階の緩和ス
テップを打ち出す。

それは大阪独自のコロナ対応を打ち出し，メ
ディアへの露出度を高めながら人気が急上昇し
た吉村大阪府知事，3月の「ロックダウン」発
言以来，物議を醸しつつも，感染状況や感染
防止対策を伝える連日の記者会見で存在感を

玉川徹
（『モーニングショー』2020 年 4 月 23 日放送より）

小池百合子東京都知事

吉村洋文大阪府知事
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高める小池東京都知事をはじめ，地域のリー
ダーたちのショータイムのような時空間となっ
た。（左頁の写真2 枚はともに『ニュースウオッチ9』

2020年5月15日放送より）

それに関して図7の4 番組の音声データの
コーディング分析「5月15日の発話量比率」は
興味深い。政治家の発話の割合を見ると『ミヤ
ネ屋』が46％，番組の半分近くと突出して高
いのである。

【テーマ】 政治家たちによるフレーミング

  注目番組『ミヤネ屋』

本拠地が大阪の読売テレビのスタジオであり
ながらも，全国放送の体裁を保つ『ミヤネ屋』。
だが，この日の放送は思い切り「大阪ローカル」
に振れていた。

イントロ開け，「通天閣のライトアップの色が，
赤色から緑色に変わりました」と興奮気味に伝

えるリポーター。ナレーターが「独自の大阪モ
デルをクリア，大阪各地で警戒信号が達成を
示す緑に」とフォローする。そして吉村府知事

「このコロナウイルスと共存していく新たなス
テージ，第2のステージに入ったというふうに認
識をしています」。そこでナレーターが極めつき
の締め。「昨日は白のシャツで腕まくり，そんな
吉村府知事を支え続ける男，松井（一郎）大
阪市長がこのあと生出演。大阪が迎える次な
る戦いとは」

のっけから大阪色全面の演出だが，番組は
このあと小池東京都知事の記者会見の生中継
が延 と々続く。

「東京は感染拡大の危機のまだ最中にあるという
ことでございまして，これ，東京アラート，警報
と言っておりますけども，この真っ最中だという
こと，このことをぜひお忘れなきようにお願いを
申し上げたいと思います。ですから，ステイホー
ム，ステイイン東京，そしてソーシャルディスタン
ス，全部SSSでありますけども，うちにいましょ
う，東京にいましょう，そして社会的な距離を保っ
ていきましょう。この3つ，まずは徹底してみん
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この日のニュース

・全国で新たに50人の感染を確認，累計1万6,287人
・緊急事態宣言が39県で解除，「新しい日常」へ
・夏の全国高校野球，中止も検討
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なで命と暮らしを守っていきたいと存じます」

大阪の通天閣のライトアップに対抗し，レイ
ンボーブリッジを危機の度合いに応じて色を
変えてライティングし，「東京アラート」なる造
語を繰り出す小池東京都知事。記者会見では
自粛解除に向けたロードマップやモニタリング
指標が公表された。だがCM前に再三宣伝さ
れる，松井大阪市長が登場する後半が待ち遠
しい気分のキャスター宮根誠司。スタジオでも

「大阪モデル」などの言葉が飛び交う。
そもそも「大阪モデル」14）とは何か。この日

番組で言われているのは休業要請解除への条
件である。それは政府が緊急事態宣言解除の
具体的な基準を示さない中で，大阪が独自に
決めた指標だった。

1）感染経路が不明な人数の直近1週間の平
均が1日10人未満

2）PCR検査の陽性率が7％未満
3）重症者の病床使用率が60％未満
この3つの条件を7日連続で達成した場合

に，段階的に自粛を解除する。5月15日は，
その前日に7日連続で条件が満たされて通天閣
の点灯が緑に変わり，休業要請の段階的解除
が始まる，大阪人には待ちに待った，誇らしい
タイミングであった。松井大阪市長が中継で参
加してからの会話。

宮根：市長，無茶苦茶髪の毛伸びましたね。
松井：いやーもう。散髪行けないんですよ。これ，
3か月行ってませんね。
宮根：市長も不眠不休で忙しかったと思いますけ
ども。
松井：それはもう吉村知事がね，全面的に司令
塔でやってくれてますから。僕は家でステイホーム

しながらね，吉村知事の指示命令に従いながら
ね，裏方で支える側をずっとやってました。
宮根：松井市長が実は裏で糸引いてたっていう話
は大阪府民の中では噂になってまっせ。
松井：いやいや，これはもう吉村司令塔ですよ。
それで大阪府民が一致団結できて，まあ何とか
大阪モデルというもので3つの数字をクリアした
というのが今の状況ですね。
宮根：昨日私も家から通天が見えるんで，緑色に
光った時に何とも言えない気持ちになりましたが，

（中略）まああのこれ，タカさんね，今回は吉村
知事も昨日の会見でね，もし第2 波来て間違っ
てたら僕が責任をとりますと言うんですよ。大阪
の番組で。その腹の括り方っていうところはもう
吉村さん松井さんに任せるかって大阪府民はそう
なって頑張ったと思うんですよね。
タカ：いやあの，やっぱりリーダーの発信力とい
うか言葉って大きいと思うんですよ。で，大阪の
場合には言葉だけじゃなくてその目に見える動き
方をちゃんと示してくれるじゃないですか。ついて
いきやすいと思うんですよね。

タカとは，（ビート）たけし軍団のメンバーで
芸人のガダルカナル・タカである。橋下徹，松
井一郎に続いて「大阪維新の会」に現れた
ニューヒーロー，吉村大阪府知事を寿

ことほ

ぐ雰囲
気に満ちたスタジオ会話である。

そもそも結党者の一人で大阪府知事だった
橋下徹が人気のテレビコメンテーターであった
ことからもわかるように，「維新」の政治家たち
はメディア乗りがよい。だがそれが高じると8
月に起こった，「うがい薬でコロナウイルスを減
らせる」発言のように，府知事自ら記者会見を
開いて研究途上の未確認な説をPRし,店頭か
らうがい薬が消える買い占めパニックを起こす
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ことになる15）。そして『ミヤネ屋』はその記者
会見も生中継した。読売テレビは，そもそも橋
下を売り出した放送局であり，「維新」への傾
斜ぶりは以前から指摘されるところであったが，
衒
てら

いもなく行政の長たちと睦み合い，一つの政
党に近すぎる距離で接する姿は危うい。

このように，緊急事態宣言とその解除周辺
は，国の政治家にとっても地方の首長にとっても
施策をめぐってメディアに露出する絶好の機会
で，記者会見などを使ってそれぞれが自分を売
り込み，施策の見栄えを高めるフレーミングが
企てられた。通天閣やレインボーブリッジのライ
ティングはテレビ映像を利用して施策のイメージ
アップを図った代表例だ。そして一部のテレビ
は自発的にそれに乗っていたように見える。

タレント長嶋一茂の発話

この日はPCR検査については低調だった。
番組時間の中でPCR検査関連が占める割合

（占拠率）は，『ミヤネ屋』が4％，『Nスタ』と
『ニュースウオッチ9』がともに7％。かろうじ
て『モーニングショー』が17％と二桁を保った。
その『モーニングショー』で印象深かったのは，
5月に入ってなお，高熱が出ているにもかかわ
らず病院をたらい回しにされて死亡した若い無
名の相撲力士と，出口戦略や緩和の条件を結
びつけて語った長嶋一茂の言葉である。

「昨日か一昨日，若い28 歳の力士の方が亡くなっ
たじゃないですか。で，その時にどうも発熱をし
てるから，たらい回しになっちゃったわけですよ
ね。で，岡田先生が以前からおっしゃっていた
発熱外来をどこまで普及させるかという話なんだ
けども，発熱外来の対応率ってのも入れたほうが
よくないですか。これどんなに数字を出してもで

すね，発熱外来のほうの対応がよくないとです
ね，解除は嬉しいけど，いつまで経っても怖いっ
ていうこの国民の気持ちは，たぶん僕消えない
と思うんですけど，どうですか」

とかく「専門家でない素人が口出しをする
な」と批判を受けるワイドショーだが，忘れら
れそうなコロナの社会的な犠牲者16）を自らの心
情に引き寄せて語る元スポーツ選手の言葉に，
わが身と近い目線を感じて相槌を打った人も多
かったのではないだろうか。コロナ禍で発露し
た格差，とでも言うのか，有名なスポーツ選手
などが，比較的症状が軽い段階で検査を受け，
入院もできるケースがある中，無名で，発熱し
ているがゆえにたらい回しにされ命を落とした
青年の悲劇は視聴者の琴線に触れるニュース
だったのではないだろうか。

一茂の発話をきっかけに，親しみを感じるタ
レントなどが「自分のこと」として語ろうとする
からこそ，専門家たちが難しい言葉で正しい議
論をしただけでは届かない，心に響く「リテラ
シー（理解）」が生まれるのではないか，と筆
者は考えるようになった。視聴者を含む国民
全体がコロナ禍の当事者となった状況で，この

「リテラシー」は大切だ。ジャーナリズムが世の
中を変える力を持とうとするのならば，インテ

長嶋一茂
（『モーニングショー』2020 年 5 月 15 日放送より）
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リ層だけに通じる「エリートの言行録」に終始
してはならないのだ。

3-3　「社会的検査」への道　　
再燃する議論・「第2波」到来の中で　
第3期（6・7月）の分析

第3期は，緊急事態宣言も解除され，一旦
は新規の感染者数が一桁にまで落ちた東京
で，新たな兆しがあった6月半ばから，再び全
国に感染が拡大した7月，8月にかけて，「第2
波」の勃興期にあたる。一時は第1波よりはる
かに多い，全国で1,000人を超える新規の感染
者が連日確認され，東京周辺のみならず，北
海道，愛知，大阪，福岡，沖縄などにも波が
及び，感染者も当初多かった20・30 代から次
第に高齢層に広がった。だが，幸い目立った
医療崩壊は起こらず，重症者や死者の数も抑え
られた 17）。

それは東京都がかねてから感染のホットス
ポット（エピセンター）として目をつけていた新
宿・歌舞伎町のホストたちにあえて仕かけた積
極的検査が引き金を引いた新たなステージで
あった。それゆえPCR検査に的を絞った論考
を続ける本稿にとって，必然的にこの期のテー
マは感染拡大防止には欠かせず，また経済の
再生にとっても鍵になる「無症状者に対する検
査」である。それはやがて「社会的検査」と名
づけられる新領域をめぐる議論でもある。

選択した6月15日，7月30日は1か月半離れ
ているが，同じ一つの流れの起点とピークとし
て扱い，注目番組は自治体や国の政策に対す
る立ち位置が微妙に異なる2つの番組『モーニ
ングショー』と『ニュースウオッチ9』とする。

6月15日（月）　

東京・新宿歌舞伎町で集団感染　

【テーマ】 新宿「アウトブレイク」をどうとらえるか？

注目番組：
『モーニングショー』『ニュースウオッチ 9』

前日に東京で5月5日以来40日ぶりに40人
を超える新型コロナウイルス感染者が見つか
り，当日はさらに増えたというニュースをどうと
らえるかで『モーニングショー』と『ニュースウ
オッチ9』は対照的であった。

「経済再生」への期待の中で

『ニュースウオッチ9』は冒頭12分間をアメリ
カから導入する予定だったミサイル防衛システム

「イージスアショア」について河野太郎防衛大臣
が表明した配備計画の停止をめぐる「特集」に
あて，その後，都合25分30秒にわたり新型コ
ロナウイルスに関連したニュースを流した。番組
の総時間の42.5%にあたるが，そのほとんどが

「経済再生」に関わる内容だった。6月19日の都
道府県の境をまたぐ移動の解禁を前に期待が
高まる国内の観光地や旅行業界，EU域内の国
境をまたぐ移動が緩和され，観光業の立て直し
に動くフランス，イタリア，ドイツ，スペインな
どの表情。日本の国会でも持続化給付金，雇
用対策，そしてGoToキャンペーンが議題に。

コロナ感染関連はスタジオトークを入れても

この日のニュース

・本州の広い範囲で猛暑日
・全国で新たに72人の感染を確認，累計1万7,590人
・東京都で48人の陽性が確認され，うち20人が

新宿・歌舞伎町のホストクラブ従業員
・中国・北京の食品卸売市場で72人が集団感染
・東京，大阪などで公立高校の運動部が部活再開
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3分，そのうちPCR検査関連は1分30秒，全
体の2.5%にすぎない，コメントをそのまま文字
にできる量だ。

ナレーター：「今日全国で確認された感染者は72
人，そのうち48人が東京です。48人のうち20人
は，集団検査を受けた新宿区の繁華街にある同
じホストクラブの20 代と30代の従業員。また3
人は，別の接客を伴う飲食店の従業員と客で，
合わせて23人が，夜の繁華街に関係する人だと
いうことです。2日続けて，感染確認が40人以上。
今後も拡大するおそれについて，専門家は―」
濱田篤郎：「この中で1/3以上は，新宿の「夜の
街」関係の方が，ある程度症状がなくても受けら
れた結果だということなんですね。今の状況から
して，市中感染にすぐ移行していくというような
状況にはないというふうに私は思います」

濱田篤郎は東京医科大学の教授で，NHK
の番組にコメントすることも多い感染症学の専
門家である。だが結果としてこの時の見立ては
外れた。歌舞伎町の感染はやがて池袋などほ
かの盛り場や，札幌，埼玉，横浜，名古屋，
大阪，福岡，そして沖縄などの盛り場に飛び火
し，会食などを通して職場や家庭での感染も
広がっていった。

無症状者による感染

『モーニングショー』はこの日PCR検査の番
組内占拠率が16%で，同番組としては必ずし
も高くない。しかも冒頭は中国・浙江省の高速
道路で起こったタンクローリー爆発事故につい
て。開始から12分経ってようやく新型コロナウ
イルスの感染状況の話題になる。

小池都知事の前日の記者会見。当日のデー

タを使った夜の『ニュースウオッチ9』と違い，
朝番組の『モーニングショー』は前日の6月14
日の映像とデータを使っている。

小池：「（47名のうち）18 名が新宿区が今回実施さ
れました集団検査で陽性と判断された方々でござ
いますので，今回はあの，非常に積極的に検査
を行った結果としての数字でございまして，これ
はかつての数字とはかなり違ってきていると」

「昨日は緊急事態宣言解除後で最も多い47
人の新規感染者」という羽鳥の振りに岡田晴
恵は，
「今回の47人は，『夜の街』に結構，検査の人が
入ってますので，病院も何人かおられますので，
まあここは冷静に見ようかなって感じはいたします」

と珍しくおっとり構えている。すでに半年も続
く「岡田ゼミナール」の面々は全員リモートで参
加，レギュラーの玉川徹，石原良純，山口真
由 18）にスタジオの羽鳥が話を振りながら議論を
深めていく。岡田は「新宿や歓楽街をもっと調
べなくてはいけない」と言い，抗体検査で網を
かけ，引っかかった店は抗原検査，そこで残っ
た陰性の人にはPCR検査と，3 種類の検査を
組み合わせて効率的に無症状の感染者を隔離
する方法を提案。

抗体検査とは血液を採取してウイルスに対す
る抗体を検出，過去の感染の有無を調べる検
査法で，主として感染の広がりを調べる疫学
調査に用いられる。抗原検査は鼻咽頭や唾液
から検体をとってウイルスのたんぱく質を検出
する方法で，対象は発症後の感染者に限られ，
PCR検査より精度が劣るとされる。しかし，遺
伝子の抽出などに時間のかかるPCR検査と違
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い，それぞれ15分，30分程度の短時間で済ま
すことができるのが特長である19）。

この話題はその後，アメリカの感染再拡大
や黒人差別反対デモの盛り上がりのリポートを
はさんで，再度活性化する。

羽鳥がパネルを使って仕かける。

「WHO，先週会見しまして，世界的な感染の広
がりについてのコメントです。世界におけるコロナ
感染の約40%が無症状感染者によって広められ
たと言われている，やはり無症状感染者というの
が，いまポイントになってきているということです。

（中略）感染の広がり方を分析した研究論文 20）が
出ております。具体的に，どんな人が感染させ
たのかという数字の割合です。発症前の感染者，
発症してない人が46%です。発症した人が38%，
発症前の感染者のほうが人に感染させる確率が
高かったということになります。そして，無症状の

（ままの）感染者はどれくらい人に感染させるか，
10%。環境による接触感染，これは少ない，6%
だということになります」
　　
すでに2月，3月の段階で日本の専門家会

議の研究者たちも気づいていた「無症状者か
らの感染」が，6月になってようやく世界のオー
ソリティー，WHOから認められたというニュー
ス 21）を，新宿・歌舞伎町で始まったホストた
ちの「集団検診」に結びつけて持ち出すところ
に，この番組の見識の高さがうかがえる。ち
なみに専門家会議は，2月の北海道でのクラス
ターの多発の背景にこの「無症状者からの感
染」があることを報告しようとしたが，厚労省
から「パニックが起きるから」と止められてい
たことが最近明らかになっている22）。

羽鳥の仕かけに岡田晴恵が応える。

「積極的に検査をすると。まああの，ホストの方
ほとんどが無症状だった。お若い人は無症状の
方多いと思うんですけどね，そういう人が高齢者
にうつさないためにも，積極的な検査体制と，あ
とは恐縮ですけど，新宿の街をですね，やはり
対策を早急にとりませんと，ここから広がるとい
う可能性があるので」

玉川徹が続いた。それは『モーニングショー』
がその後の議論を牽引する役割を担う宣言と
なった。

「経済なのか，それとも感染抑止なのか。で，そ
の両方を両立させる第3の道っていうのがあるん
じゃないかと。それの一つの答えになるようなも
のが，いま中国で行われている大規模な検査だ
と思うんですよね。で，少なくとも，1,000万人
に関して，武漢の市民全員にPCRやりましたの
で，不可能ではないんですよ，それは。で，そ
ういうふうなことによって，多くの無症状の陽性
者を見つけることができている」

ほかの 2 番組

ちなみにこの日の『ミヤネ屋』は吉村大阪府
知事が諮問する在関西の専門家による会議，
通称「大阪会議」の議論の様子を紹介。「（第1
波の）ピークアウトは3月28日前後だった」「（そ
れ以降に行われた緊急事態宣言も営業の自粛
も）効果はなかった」という極論も飛び出す展
開だった。『Nスタ』で特筆すべきは，集団検
査に応じた新宿・歌舞伎町のホストクラブの経
営者にインタビューしたこと。8店舗を経営す
る代表は前向きだった。

「PCR 検査を受けて僕たちクリーンにやってます
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よってオープンにすることによって来客数が上がる
と思っているので，僕は前向きに受けていく店舗
は増えてくると思ってますね」

7月30日（木）　　　

沖縄，大阪，福岡……全国に感染拡大，
1日に確認された感染者数1,000人超

【テーマ】PCR検査をどこまで広げるか：
　　　　　　　　　「世田谷モデル」の波紋

のちに「第2波」23）と呼ばれる，国内で確認
された感染者数の増加。東京都では7月に入り
1日200人を突破，その後増減を繰り返しなが
ら上昇，全国的に拡大を続けることになる。新
宿の小劇場で起こった感染者37人，濃厚接触
者850人というクラスターや，観光地沖縄を襲
う米軍キャンプの感染者増。北海道，埼玉，
名古屋，大阪，福岡などで増え続ける感染
者……。2月，3月よりはPCR検査のキャパシ
ティーが増したとはいえ，地域によっては保健
所が再びフル稼働となり，検査と病院などの受
け入れ体制のひっ迫を医師たちが懸念，声を上
げ始めた。

そうした状況で登場し，注目されたのが東京
大学先端科学技術研究センターの児玉龍彦名
誉教授。「3.11」後に放射能汚染された福島で
除染による土地の回復を訴え，実践して注目さ
れた児玉は，今度も新型コロナウイルスの感染
が進む中，チームを組んで1万5,000件を超え
る抗体検査を行うなど独自の活動をしていた。
その児玉が7月9日の『モーニングショー』に出
演，「新宿はエピセンター（感染の震源地）に
なっている。徹底検査をやる地域を広げて感染
を封じ込めるべき」と無症状者も含め地域丸ご
と検査することを主張，翌週には国会に参考人

として招かれ，中国が採用している大量検査を
可能にするプール方式を使ってでもすぐに着手
すべきだと，感極まりながら強調した。

この児玉の提案に刺激を受けた東京・世田
谷区の保坂展人区長は，「いつでも，誰でも，
何度でも」受けられる，開かれたPCR検査拡
充策を提案，「世田谷モデル」と名づけてテレ
ビに登場する。

先行する『モーニングショー』

7月30日，『モーニングショー』は保坂世田谷
区長をオンライン中継で結び，羽鳥や玉川が質
問して「世田谷モデル」の構想を詳しく聞いた。
世田谷区は人口92万人。東京23区の中で最多
で，香川県（95万人）には及ばないが，山梨県

（81万人）を凌駕する。PCR検査は1日200件
ほど行っているが，7月に入って陽性率が上が
り，7日平均の値は直近で12％，前日は過去最
多の47人の感染が新たに確認されたという。

保坂：「4月の段階で検査をなかなか受けられな
い，何日も待たなければいけないという事態があ
りましたので，とにかく世田谷区では相談を受け
たらその日のうちに検査を受けられると。これ，
だいたい実現をしてきたんですが，ここ1週間，
10日，かなりそこが厳しくなってきたというのも
現実です」

保坂は児玉と相談のうえ，複数の検体を一
度に試験管に入れて処理し，陽性が出たもの
を再検査するプール方式で大量の検査を可能
にして，オートメーションの検査機器を地元医
師会が作った検査センターの近くに設置すると
いう。それによって1日のPCR検査の件数を
一桁上の2,000～3,000 件（のちに第1段階は



52 JANUARY 2021

本文で詳述されている「世田谷モデル」をめぐるテ
レビ報道に対して，ソーシャルメディア側の反応をこ
こでは概観する。「世田谷モデル」に象徴される社会
的検査の必要性に関する議論はどのようにテレビと
ソーシャルメディアの間で往還を重ね，広がりを見せ
たのか。時系列で表に示した。

無症状の感染者が PCR検査を受けないまま感染を
広げることで，社会全体の感染抑制がされにくくなる
ことは，7月までにすでに一部では問題視されていた
が，東京大学の児玉龍彦の発信などで徐々に一般に
認知されていく。きっかけの1つは，7月16日の参議
院予算委員会で児玉が大量検査を可能にする具体的
方策について述べたことで，その様子がテレビ中継さ
れ，切り取った動画を添付したTwitterの投稿が，か
なりの規模で拡散したことだと思われる。この中継動
画つき投稿は複数あり，合わせると少なくとも約2.3
万リツイートされた。

注目したいのは，児玉の助言を受けた世田谷区区
長の保坂展人が，BSの番組で初めて「世田谷モデル」
構想を明らかにした28日以降，Twitter上で「世田谷
モデル」や「社会的検査」のワードを含む投稿が増加
を見せたことだ。保坂は30日には地上波の番組でも
同じ構想を語った。そこで28 ～ 30日に限って，テレ
ビ番組に関連して上記2つのワードを含む投稿を確認
したところ，構想を支持するものが多数だが，不支
持のものもあった。このあたりからTwitter上で議論
が生じたと言えるだろう。

支持では，例えば「国や都の判断を待っていたら
遅い」「都や国に取り組みを見習ってほしい」などと，
取り組みを一自治体の国や都に対するチャレンジとと
らえる文脈で応援する投稿が複数見られた。これは
BSの番組が「“遅すぎる”国の判断に自治体の“下克
上”，動き出す世田谷モデル」とのタイトルを掲げ，そ
うした二項対立の構図を打ち出したことに影響を受け
た側面もあった。ほかに，「いま，感染症対策と経済
活動の両立を可能にするただ1つの方法として期待す
る」という投稿もあった。

一方の不支持では，構想の実現性に疑問を呈する
ものが目立った。

例えば，「検査を一気に拡充すると，陽性者数が
増える。その人たちを隔離する施設を区で確保できる
のか」「医療資源を無症状者に集中させることで，中
等症，重症の患者に回せなくなるような事態は想定し
ているのか」。また，「検査を継続するための財源は
あるのか，はじめからNPOなどの支援を期待するよ
うでは頼りない」。ほかに，「構想は評価するものの，
ほかの地域の住民が出入りして感染を広げる以上，
この取り組みは世田谷区だけでは成功できない」とい
う趣旨の投稿も見られた。

テレビもソーシャルメディアもそれまで，PCR検査
に関しては，症状が現れている人を中心に据えて語る
ことが多かった。しかし7月以降は，感染拡大の潜
在的要因までケアする社会的検査の重要性が注目さ
れるようになっていく。「世田谷モデル」構想の表明
は，その議論の転換をもたらす契機だったと位置づ
けられる。

表

コラム 3

「世田谷モデル」をめぐる議論

日付 テレビ ソーシャルメディア

7月9日 『モーニングショー』に児玉出演
無症状の人にもPCRをと主張

7月9日～ 賛意を示す動画添付ツイートが約8,000RTなど

7月16日 参議院で児玉，参考人として陳述。NHKで中継
大量検査を可能にするプール方式にも言及

7月16日～ 動画添付したツイートが約2.3万RTなど

7月28日 『報道1930』（BS-TBS）に保坂出演
初めて「世田谷モデル」構想語る

7月30日 『モーニングショー』などに保坂中継出演
「世田谷モデル」構想語る

7月28日～ Twitterで「社会的検査」のワード広がる
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600 件に修正）に増やし，人と接触することが
不可欠で，社会の継続に必要な高齢者の介護
施設や保育園，障害者施設などで働く人約2
万3,000人が定期的に検査を受けられる仕組
みを作るという。これまで発症者とその濃厚接
触者の検査に限定されてきた公費負担を，感
染リスクの高い仕事（エッセンシャルワーク）に
携わる人には，無症状でも適用しようという発
想だ。これは，いまや通常の医療目的の検査
とは区別して「社会的検査」という言葉で呼ば
れ，その後政府も行政検査として財政負担す
る方向に動くが，このときはまだ「公用語」に
はなっていない。

PCR検査はこの時点では従来の保健所によ
る行政検査と，世田谷区医師会による保険診
療としての検査，通常の病院の発熱外来の3
つのルートで行われるようになっていた。世田
谷区では医師会の検査センターを拠点として，
検査に必要な段取り・検体採取・結果報告・
行動履歴の聞き取りなど手数のかかる仕事を
民間に任せ，保健所の負担をできるだけ軽減
する方針 24）。
『モーニングショー』の羽鳥，玉川のインタ

ビューは，保坂の視野はこの「社会的検査」を
超えた範囲まで広がっていることも引き出して
いる。保坂はこの「世田谷モデル」はアメリカ
のニューヨークに学んだという。第1波で多く
の犠牲者を出したニューヨーク州では感染の封
じ込めのため，州に居住する人なら誰でも街に
作られた検査デポに行って無料でPCR検査を
受けられるという。病院，介護施設に限らず，
学校，美容室，スポーツジムで働く人も検査
で陰性が証明されて仕事ができるように，定期
的に何度でも検査を受けられるという。だから
保坂のキャッチフレーズは「いつでも，誰でも，

何度でも」であったのだ。
しかしその後，保坂の構想は財政上の理由

で壁にぶちあたる。プール方式で検査にかか
るコストを大幅に下げることが構想の要だった
が，厚労省がこの方式をなかなか認めないた
め，検査を「誰でも」「何度でも」することが難
しくなったのだ。

『ニュースウオッチ 9』の着目

ニュース番組である『ニュースウオッチ9』は，
この時期は九州を襲った豪雨災害など重大な
ニュースが相次ぎ，対応に追われた。しかし，
新型コロナウイルスの感染拡大に無症状の感
染者が寄与していることへの着目は怠っていな
かった。

7月3日には無症状の感染患者を知らずに
ICUに入院させ，院内感染クラスターを招いた
北九州総合病院を取材し，いまはすべての入
院患者に30分で結果が得られる抗原検査を行
い，無症状感染者をチェックして医療崩壊を防
いでいる様子をリポートした。7月6日には6月
に解散した政府専門家会議に代わって作られた

「新型コロナウイルス感染症対策分科会」の初
会合があり，会長の尾身茂が「無症状でも感染
リスクの高い人には公費でPCR検査を行う」こ
とを提言したと報じた。

そして東京都で過去最多の367人の新規
感染（確認）者が出た7月30日は，さすがに
トップニュースで扱った。番組は東京都北区の
PCR検査センターを訪ね，検査数が1日80 件
以上に急増し，検査体制の拡充の必要を訴え
る医師の声を紹介。その延長線上で世田谷区
の保坂区長も，「保健所の業務の一部を区役
所のほかの部署や民間に委託して負担を減ら
して検査できる人数を増やしていく」方針と紹
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介されている。あくまで医療目的の検査体制の
バックアップが主眼で『モーニングショー』で開
示された「社会的検査」の実現やそれ以上の
構想などは語られなかった。また東京都医師
会はすでに設置した40か所のPCR検査セン
ターに加え，唾液を使ったPCR検査を受けら
れる医療機関を都内で1,400か所まで増やす
方向で検討していることを伝えた。

　　　
＃ 「前衛」と「後衛」

第3期はテレビ朝日の『モーニングショー』
とNHKの『ニュースウオッチ9』の報道内容を
比較したが，2つの番組はある意味で「前衛」
と「後衛」と名づけて対置することができる。

『モーニングショー』は新宿の「アウトブレイク」
から「無症状者への検査の拡大」というキー
ワードを読み取り，その後登場したキーパーソ
ン，児玉龍彦，保坂展人らをいち早く番組に
登場させた。そして以前から番組で話題にして
きたこの「無症状者へのPCR検査の拡大」が
ようやく現実の課題になってきたことを察知す
ると，まずは「社会的検査」を実現する方向で
新たなフレーミングに乗り出した。
『ニュースウオッチ9』は災害や緊急事態宣

言解除後の「経済再生」という，政府が打ち出
す新しい課題の消化に時間をとられ，新宿の
感染アウトブレイクの隠れたメッセージを読み
解く余裕がなかった。無症状感染者というキー
ワードには気づきながらも，それをテーマに
番組を組み立て，キャンペーンを張ることはな
かった。その意味では『モーニングショー』の
前衛性に対し，後衛的であったと言える。

この傾向は「検査難民」がテーマとなってい
た第1期（2・3月）でも同じだった。『ニュース
ウオッチ9』はこのテーマで他メディアや他チャ

ンネルを牽引することはなく，さりとていわゆ
る「特落ち」もなく，ファクトでリードするTBS
の『news23』や論調で先を行くテレビ朝日の

『モーニングショー』の仕かける議題設定とフ
レーミングのプレイヤーの一翼を担い続けた。
それはある意味でファクトや設定された議題の
社会への定着や行政がそれにどう対応したか
を示すアンカー（錠）のような，後衛としての役
割を果たしていたとも言える。

　

4. PCR 検査という「議題設定」と
　フレーミングの成果

本稿は2019年12月に中国で症例が報告さ
れ，その後全世界を巻き込んで熾烈な感染拡
大を続けてきた新型コロナウイルスに関する日
本のテレビ報道を，最もクリティカルで持続的
なテーマであったPCR検査を題材に分析して
きた。その視点は冒頭に挙げたように，テレ
ビがジャーナリズムにとって「事実の取材・発
掘」と並んで重要な機能「議題設定（アジェン
ダセッティング）」をどのように発揮し，それに
ソーシャルメディアがどのように反応してきたか
を検証することに置いた。この章ではその評価
を行い，小括とする。

4-1　テレビ番組間の連関
視聴者の「不安」　

新型コロナウイルスの感染拡大との対峙は，
誰もが当事者として関係する，身近で，かつ地
球規模の広がりを持つテーマであった。その
中で「PCR検査体制が貧弱」である問題は，
保健所の減少など保健医療システムの弱体化
を背景にしている。制度が関係した硬い話題
であり，それゆえ通常なら視聴率の獲得を優
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先するテレビ局，とりわけ民放が半年以上も持
続的に取材するネタではなかったはずだ。に
もかかわらず，時期によって増減はあるもの
の，キャンペーンのようにこの報道が続いたの
は，誰しもが感染者となりうる中で「検査の狭
隘」は不安を抱かせる種であり，政治家や官
僚が改善を約束しても実行されない問題（ミス
テリー）であり続けたからであろう。感染の大
波が来るたびに医療機関の検査と受け入れか
ら取り残されるかもしれない危機感を誰しもが
抱いていたのだ。

その中で異なるテレビ局の間で，異なる時間
帯に，演出形態も異なる番組群が放送された。
その視聴と内容分析を通してわかったことを記
したい。

ワイドショー

今回分析した朝・昼の「ワイドショー」は志
向や嗜好がだいぶ違うが，新聞，テレビ，ネッ
ト情報も含めた他メディアをソースとするファク
トを題材に，素人，専門家がフラットで親密
性のある空間で議論と学習を重ね，長期にわ
たって反復持続した点は共通していた。ステイ
ホームで増加したテレビの前の視聴者たちは，
専門家の見立てにうなずくと同時に，例えば元
スポーツ選手や健康志向のタレントや編集者な
どの非専門家のコメンテーターの発するコメン
トの中から自分にフィットするものを選び，ある
いは合わないものを排除しながら，未知のウイ
ルスへの対処法を腑に落とす形で消化してきた
のではないだろうか。とりわけ，毎日のニュー
スをカバーする義務を負わず，視聴者の関心
が集まるPCR検査の問題に先駆的かつ集中的
に取り組み，ときに「炎上」しながらも勇敢に
議論を先導してきたテレビ朝日の『モーニング

ショー』の貢献は大きかった。

情報番組

夕方の情報番組『Ｎスタ』は，その日のニュー
スを中心に都知事をはじめとする政治家の記者
会見を生中継で取り込み，なおかつ専門家のピ
ンポイントのトークを取り入れて，事態の焦点を
浮かび上がらせようとした。また3時間もの長
時間を生かして，主婦層などが求める衣食住の
絡んだ身近な生活情報を提供した。コロナ禍で
失われがちな「生活感覚」や「皮膚感覚」「情緒」
といったセンサーが発揮されていた。

キャスターニュース

夜のキャスターニュースはその日1日を取材に
生かせる強みから，コロナ感染防止のために
取材活動が制約される中でもファクト（事実）
をつかまえる努力を続けた。政府の政策の批
判につながるPCR検査報道には慎重に見えた
NHKと，積極的にオルタナティブを掘り起こし
たTBSなどの違いはあるものの，キャリーされ
たファクトはワイドショーやソーシャルメディア
でも引用されて，議論の土台を構成した。

つまり3つの異なる類型の番組群は，「時間
をかけたディスカッション」25）「生中継」「事実
の発掘」などそれぞれの状況に適した異なる
機能を生かしながら，コロナ報道，PCR検査
報道の活性化に貢献していた，と評価できる。

4-2　ソーシャルメディアの反応

また今回のTwitterの分析によって，テレビ
報道調査で選んだ番組群は，直接番組を見て
いないTwitter利用者のセンサーにも触れ，さ
まざまな賛意と反発や批判，ときには憎悪を搔
き立て，番組の中でさまざまな形で言及され，
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引用され，あるいはネタとなって再生されたこ
とがわかった。

本稿で言えば「検査難民」「世田谷モデル」
といったテレビがフレーミングする一部の話題
には多くの投稿や再投稿（リツイート）がなさ
れ，「議題設定」された議論の活性化に一役
買った。またソーシャルメディアでは動画を投
稿に添付して共有する機能がここ数年で各段
に進み，テレビとソーシャルメディアのエンゲー
ジメントは飛躍的に高まっていた。重症患者
や死亡した患者の遺族が，スマホから映像を
投稿したり，場合によっては中継してそれが世
界中に広がったことや，また世界中のセレブが
ソーシャルメディアを通じて歌やメッセージを発
信，テレビでも視聴されインパクトを与えた事
実がそれを象徴している。

だが同時に，PCR検査の拡充をテレビ番組
で訴えていた医師に批判の投稿が集中し，電
話攻撃にさらされた事例は，ソーシャルメディ
アが動画の発言の一部だけを切り取って投稿
したり，レッテル貼りによって歪んだフレーミン
グをすることで盲信や暴力が誘発される危険性
を印象づけた。

テレビとソーシャルメディアとの連関には多く
の課題が残されていることがわかった。

ところで本稿が参照概念としてきたマスメ
ディアの「議題設定」の理論研究は1970年
代，アメリカの選挙報道の分析を対象に始まっ
た。竹下はその頃は「議題設定」の効果の実
証は「メディア報道の内容分析」と世論調査な
ど「受け手の意識調査」に基づいて行われた
という（竹下2008，P38）。本稿は，その前者
は行ってきたが，後者は行っていない。

ただし新聞とテレビ，ラジオが真ん中にい
る一方通行のコミュニケーションだった50年前

のメディア環境と，インターネットの普及を経て
ソーシャルメディアの時代となった現在では「受
け手」像は大きく異なる。いまや「受け手」は
誰しもが「送り手」に転じて，ソーシャルメディ
アを通じて影響力を発揮できるようになった。
その変化をとらえてフレーミング研究の領域で
は「オーディエンス（視聴者）フレーム」なる言
葉が導入され，従来のメディア・フレームとの
相互作用が研究対象になっている26）。
「コロナ報道」をめぐって起こったテレビと

ソーシャルメディアの相互作用を分析した本稿
はまさに，その新たな研究領域の入り口に立つ
ものであった。

4-3　解決に向けたフレーミング

最後にテレビ，ソーシャルメディアが関わっ
てPCR検査問題を「議題設定」してきたこと
の現実的な成果について評価したい。

それを端的に表す，象徴的な場面が10月14
日の『モーニングショー』で見られた。玉川徹
が毎週木曜日にスタジオに立って行う「そもそ
も総研」のコーナーに，この日，9月の菅新政
権発足で厚生労働大臣に任命された田村憲久
がゲストで招かれ，PCR検査拡充をめぐって
玉川と議論を繰り広げたのだ。

以前にも厚労相を務めた田村は，感染症対
策にも詳しく，コロナ以後は自民党の新型コ
ロナウイルス感染症対策本部長としてさまざま
なテレビ番組に出演していた。とはいえ，3月
にはTwitterに名指しで『モーニングショー』
の「間違い」を指摘する投稿をし，返り討ちに
あってTwitterでもたたかれた厚労省の大臣
が番組に現れ玉川と相対したことは，半年を
超える日々の中で，いかにPCR検査問題がメ
ディア空間で語られ，人口に膾

かいしゃ

炙し，制度と
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政策に変化が生まれてきたかを物語る。何より
も二人の話す雰囲気にそれが表れていた。パ
ネルを使って政府が無症状者の検査範囲を今
後どこまで広げる可能性があるかを問いただ
す玉川に，田村は早口だが誠実に答えようと
する。有症状者と並んで公費負担でPCR検
査が行われることになる「感染リスクの高い」
無症状者とは，感染が進む地域の医療施設や
高齢者介護施設の従業員とされるが，その指
定は地元自治体の判断に委ねられること，ま
た特定地域で広く住民の検査をすることも自
治体の判断次第でありうること，ただし中国
が武漢で行った地区全員1,000万人を強制的
に検査するようなことは人権を尊重する日本で
はできない，など政府が進める「社会的検査」
の輪郭が明かされ，その先のありようが語られ
ていく。
「検査拡充は当たり前といっても，そうじゃ

ないって人もいるでしょう？」と玉川が問うと，
「（厚労省周辺にも）玉川さんと対極の人たちが
いますが，話せば結局検査を広げることが必
要だとわかる。無症状でもやっていきますよ」
と答えた。

さらにインフルエンザとコロナがダブルで
流行しそうな冬場に備え，1日20万件の抗原
検査ができるようにするという。医療キャパシ
ティーの限界を露呈させないためか，当初は専
門家会議の委員に「無症状者からの感染」の
事実について公表しないように求めた厚労省
が，政策を転換する可能性があることをうかが
わせる瞬間だった。

一時は「反日」や「PCR真理教」，「変節者」
などとTwitterでたたかれ，新聞記者やメディ
ア研究者，漫画家などから「不安を煽る」と批
判されながらも，一貫して事態の改善を訴え続

けた番組がもたらした成果がそこにあった。そ
してそれは，ほかの多くの番組があとに続き，
ソーシャルメディアも連動することでもたらされ
た成果でもあった。

おわりに

本稿を閉じるにあたり，今回得られた主な
知見について記述しておく。

第1部では1月から7月末までの25番組のメ
タデータの解析によりわかったテレビ番組の報
道態様とそれに関するソーシャルメディアの反
応を総合的・俯瞰的に検証した。その結果以
下のことがわかった。
• 対象となった朝・昼・夕・夜の情報番組，ワ

イドショー，キャスターニュース番組では多く
の時間を割いて関連報道を行い，ほとんど
の番組で視聴率が増加した。

• テレビは一定程度ソーシャルメディア由来の
情報を扱い，中でもTwitterは多く利用され
た。

• Twitter全体にとっては，テレビのコロナ報
道は話題の1％を占める程度だったが，テー
マによっては活発に反応した。

• さまざまなテーマの中で「PCR検査」「マスク」
「自粛」などについてテレビは持続的に報道
し，Twitterでもそれに呼応するように投稿
と拡散がなされた。

第2部では，「PCR検査」報道について，テ
レビ番組による「議題設定」という視点から検
証し，それに反応したTwitterの動向を分析し
た。その結果以下のことが浮かび上がった。
• 2月，PCR検査を受けたくても受けられない

ケースが多発する中，テレビ各局はその拡充
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を訴える報道を展開し「議題」が設定された。
• ソーシャルメディアの投稿・拡散も高まり「検

査難民」なる造語も生まれた。背景には番
組映像を切り取って添付できるなどソーシャ
ルメディアの動画投稿の機能強化があった。

• 3月になると逆に医療崩壊につながる，と検
査拡充に反対する言説が広まり，ネット上で
は拡充を訴える番組への攻撃が相次ぎ，恣
意的な動画編集を施した深刻な個人攻撃も
なされた。

• 投稿者の分析では頻繁に投稿する人の投稿
は必ずしも多く拡散されない，また多く拡散
される投稿者は必ずしも有名人でなく，知り
たいことを的確に，共感できる形で発信する
タイプの人であることがわかった。

• 4月，5月の緊急事態宣言下では有名人の死
や政治家のパフォーマンスに話題を奪われた
が，6月，7月からの「第2波」では，感染リ
スクの高い医療・介護関係者などには，無
症状であっても検査を行う「社会的検査」の
議論がテレビ，ソーシャルメディアで活性化
し，政府も動いた。

以上のことから，新型コロナウイルスに襲わ
れた2020年の日本ではテレビとソーシャルメ
ディアが相互作用する「間メディア社会」が存
在感を持ち，社会問題の解決に向けて公共性
のある議論がなされたが，ソーシャルメディア
の持ち込む歪曲されたフレーミングや社会の分
断，政治家によるフレーミングに弱いテレビ局
の体質も露見して，相互作用には課題も多いこ
とがわかった。

コロナ禍という特殊な状況下で見えた未来
につながる新しいコミュニケーションの動き。
それが今後どのような局面で，どのような態様

で再び現れるのか，注意深く観察し続ける必
要がある。

と同時に，この原稿の校了日の2020年12月
10日現在，ヨーロッパ，アメリカに続いて11月
に顕著になった日本の感染拡大は，収束の気
配が見えない。新聞やテレビ画面には連日「第
3波」「過去最多」の文字が躍り，重症者の急
増による医療現場のひっ迫が伝えられている。
アメリカなどの製薬会社の製造するワクチンの
実用が一部で始まったという朗報はあるもの
の，先行きは不透明だ。本稿で検証した新型
コロナウイルス報道におけるテレビとソーシャル
メディアの連関もまた，いまだ途上にあると言
わざるをえない。そのことを申し添えておく。

（ななさわ きよし/ひがしやま こうた/たかはし こういちろう）

　本誌2020年12月号掲載「『新型コロナウイルス』
はどのように伝えられたか【第１部】」のグラフの記
載に誤りがありました。データ変換時の手違いに
よるものです。おわび申し上げます。
　グラフ表記を訂正した論稿の全文PDFはNHK
放送文化研究所ホームページでご覧いただけます。

（https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
domestic/20201201_7.html）
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注：
 1） 「より小規模で分散化した新しいメディアや情

報源に受け手を奪われる結果，ニュースメディ
アの議題設定機能も衰微していく」（Shaw,D.
L.,Hamm,B.J,1997），竹下俊郎『増補版メディア
の議題設定機能』（学文社，2008）P.239

 2） 岡田晴恵『知っておきたい感染症 新版 新型コロ
ナウイルスと21世紀型パンデミック』（ちくま新書，
2020）P.49，50ほか

 3） 遠藤薫「間メディア社会におけるポスト・トゥルー
ス政治と社会関係資本」『ソーシャルメディアと公
共性』（東京大学出版会，2018）P.24，25 

 4） 重症急性呼吸器症候群。原因不明の重症な急性
肺炎として2003年にアジアを中心に世界で流行
した新しい感染症。

 5） 厚労省の出した「目安」では2つの条件のどち
らかにあてはまることを求めていたが，双方にあ
てはまることを要すると厳格に解釈された事例も
あった（一般財団法人アジア・パシフィック・イニ
シアティブ「新型コロナ対応民間臨時調査会 調
査・検証報告書」2020年，P.194）。

 6） IWJ検証レポート（https://iwj.co.jp/），2020年
3月26日，29日ほか

 7） 例えば日経バイオテクは2月28日付のオンライン
記事で，当初感染研は大規模な検査の必要性を
認識しておらず，手間のかかる自家調整の遺伝子
検査法を確立，試薬も外部委託する際には調整
が必要なので手間と時間がかかり民間委託が進
まない一因となったと分析。
ht tps : // b io . n i kke ibp . co . j p/atc l /news/
p1/20/02/28/06625 

 8） 上昌広（医療ガバナンス研究所）「『感染症ム
ラ』解 体せねば『日本 医 療 』に明日はない」

「Foresight」（新潮社）2020年6月8日
https://www.fsight.jp/articles/-/46990 

 9） いとうたかし：同志社大学社会学部教授。著書
に『ジャーナリズムの政治社会学～報道が社会を
動かすメカニズム』（世界思想社，2010）ほか

 10） 大谷義夫『肺炎を正しく怖れる』（日経プレミアシ
リーズ，2020 ）P.38，39，40

 11） 3）と同論文P.28
 12） 厚労省は4月，東京都と東北6県で献血者1,000

人を対象に抗体検査を行い，結果を5月に公表，
陽性率は東京で0.6%，東北6県は0.4％だった。

 13） 玉川が言及した2つの『NHKスペシャル』は3月
22日放送の「パンデミックとの闘い～感染拡大は
封じ込められるか～」と，4月11日放送の「新型
コロナウイルス 瀬戸際の攻防～感染拡大阻止 最
前線からの報告～」。押谷教授の発言内容は以
下などから確認できる。
ht t p s : //www. n hk . o r . j p/spe c i a l /p lu s /
article/20200326/index.html 

 14） 「大阪モデル」とは3月に「入院フォローアップセン
ター」を設置して病院間の連携で患者を動かし，
段階に応じた病床の確保を目指したことや，5月
に中等症患者を受け入れる「コロナ専門病院」を
設置したことなども指す。しかしその後，その「コ
ロナ専門病院」では医師や看護師が多数退職し，
人手不足に陥っていることが報じられた。

 15） 吉村大阪府知事は8月4日に緊急記者会見を開
き，大阪はびきの医療センターの研究成果をもと
に「ポピドンヨードを含むうがい薬は口中のコロ
ナウイルスを減らす効果がある」として，うがいの
励行を呼びかけた。しかし直後に薬局などでう
がい薬の買い占めが起こり，また研究は論文にす
らなっていない段階で，複数の専門家が疑問視
するなど批判を浴び，翌日釈明の会見を開いた。

 16） 三段目の力士・勝武士（28歳）は4月4日から5日
にかけて38度の高熱を発したが，保健所の電話
回線が混雑してつながらず，その後も複数の病院
に受け付けてもらえず，血痰の症状が出る中8日
に都内の病院に入院，その後転院した先で10日
にPCR検査を受け陽性が判明。19日から集中
治療室に入ったが5月13日に死亡。糖尿病の持
病があった。

 17） 国立国際医療研究センター国際感染症センター
の大曲貴夫センター長は9月30日，記者会見で
国内第1波（2020年5月まで）に比べ6月以降の
第2波では，あらゆる年齢層で死亡率が低下した
と語り，原因として発症から診断までの時間が短
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縮され，軽症のうちに見つかることで医療介入が
でき，重症化率が下がったことを挙げた。

 18） 石原良純は俳優で石原慎太郎（作家，元東京
都知事）の次男。山口真由は元財務省の官僚で
ニューヨーク州弁護士，信州大学特任准教授。

 19） 10）と同書P.67，68
 20） “Quantifying SARS -CoV-2 transmission 

suggests epidemic control with digital contact 
tracing”。 2020年5月にアメリカの科学雑誌

“Science”に掲載されたオックスフォード大学の
研究者らによる論文。各国から集めた40ケース
の集団感染の研究データから分析。

 21） WHOの危機対応の統括と技術責任者は，6月9
日，一般市民からの質問に答えて，「新型コロナ
ウイルスに感染した人のおよそ40％は，無症状の
感染者からうつされていた」との見方を明らかに
した。

「NHK NEWS WEB」（2020年6月10日）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200610/
k100124644971000.html?utm_int=news_

 22） 河合香織「分水嶺～ドキュメント・コロナ対策専
門家会議　第2回クラスター対策と『情報の壁』」 

『世界』2020年11月号，P.168，169 
 23） 2020年8月19日，日本感染症学会の冒頭，館田

一博理事長は「いま，日本は『第2波』のまった
だ中にいる」と発言。この前後からNHKはじめメ
ディアは「第2波」を使うが，厚労省は「定義して
ないのでコメントできない」とし，西村康稔経済
再生担当相は「緊急事態宣言を発出したころとは

状況が違う」と答えている。
 24） 「特別インタビュー PCR検査の大幅拡大を目指

す『世田谷モデル』～新型コロナウイルス感染
症に特化した特別措置法を～保坂展人（東京都
世田谷区長）」『マスコミ市民』2020年10月号
P60

 25） ワイドショーのように生放送ではないが，NHKは
10月11日，『NHKスペシャル』の枠で「令和未
来会議 新型コロナの不安 どう向き合う？」と題し
て，医師，専門家からタレントまでさまざまな立
場の人たち10名がスタジオで議論する模様を収
録，編集して放送した。

 26） 大石裕『ジャーナリズムとメディア言説』（勁草書
房，2005）P.112，113




