「無給医問題」をめぐる
報道の“力”の検討
～コロナ禍を入り口に～

メディア研究部

東山浩太

報道が社会（政策）に影響を及ぼしたと言われるとき，どのようなメカニズムが働くのか。本稿では特定の事例に
ついての報道を分析することで，この問いを明らかにしようと試みた。分析には「メディア・フレーム（認識枠組み）
」
や「アジェンダ（議題）構築モデル」といった先行研究の知見を参照した。
事例は，コロナ禍における医療従事者，特に「無給医」と呼ばれる人たちをめぐる報道である。無給医とは，大
学病院で過重な診療にあたっているにもかかわらず，給与が支払われないなど，十分な処遇がなされない若手の医
師たちを指す。重要な働きを担うのに目立たない存在だ。
2020 年 4月，コロナ禍で医療がひっ迫する中，無給医は安全や給与が保障されないままコロナ診療に従事させ
られることになった。こうした事実をつかみ，複数のテレビ番組が彼らの窮状を取り上げた。すると，政策当局が
迅速に無給医に関する処遇の修正に動いたことがわかった。それらの番組を検証すると，医療維持のため「大切な
はずの医療従事者の中に，大切に扱われているとは言えない無給医がいる。手当てが必要ではないか」とのメディ
ア・フレームを共有していたと言えた。
さらにコロナ禍の時期に限らず，無給医の問題に関する報道を遡って調べると，報道の力が束となって当局に働
きかけ，無給医の処遇が（十分ではないが）徐々に改善されつつあることもわかった。現在，給与不払いは違法と
認められるまでになった。これらの分析を通じて，大まかに次のようなメカニズムで報道が社会（政策）に影響を与
えている可能性が見いだせた。
①複数のメディアが争点についてフレームを共有→②集中的に報道が生じる→③それらが政策当局に政策の正当
性を問いかけ，政策が改変される，というものである。

動かしたかを見ることで，社会への影響力を

はじめに

推し量ることとする。

本稿では，報道が社会に影響を及ぼしたと

無給医とは，大学病院の若手医師で，実習

言われるとき，どのように報道に“力 ”が付与

や研究といった名目で長時間かつ責任の重い

され，影 響力を高めたのか，分析を試みる。

診療にあたっているのに，十分に給与が支払

報道が社会を動かすメカニズムの一端を明ら

われない大学院生などを指す。労働者としての

かにすることが目的である。分析のために先

権利もないがしろにされやすい。大学病院で

行研究の知見を援用する。

は，業務量過多であるのに給与を支払える人

分析対象として取り上げる事例は，医療従
事者で，その中の特に「無給医 」と呼ばれる
人々をめぐる報道である。具体的には，報道が
1）

「無給医 」の処遇をめぐる政策 をどのように
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数は限られており，無給医で業務を回している
事情があると言われている。
そのような理不尽な制度であるにもかかわら
ず，こうした実態は長い間，表面化しなかった。

大学病院に残って専門医や医学博士などの資

れた 2021年1月までの 9 か月間とした。この間

格をとるため，または関連病院へ出向するなど

に 2 回，無給医をめぐる国の政策に動きがあっ

の人事権を握られているため，若手医師たちは

たからだ。ただ，分析上，必要となったほか

医局に対して不満の声を上げにくく，問題が潜

の時期にも触れる。

在化していたと見られている。
国は長年，その存在を認めてこなかったが，

なお，なぜ無給医の問題を取り上げるのかを
述べておく。新型コロナウイルスの未曽有の感

2018 年10月からのNHKの継続的な報道を契

染拡大で，エッセンシャルワーカーとしての医

機に，2019 年 6月に存在を認めた。2020 年 2

療従事者の重要性が浮き彫りになった。その中

月時点で，全国に約 2,800人いることを認定し，

で，同じ医療従事者として重要な役割を担って

不当な処遇を改善するよう指導している。

いるのに，立場が弱く目立たない無給医を，マ

新型コロナウイルスの感染が拡大していた

スメディアはどのように伝えたか。目立たないか

2020 年 4月，そうした無給医が，感染した患

らこそ，各社ごとに意識の現れや取り上げ方に

者の診療にあたらされているという実態をテレ

違いが出るはずだと見立てたからである。

ビの報道が明らかにした。このいわば「コロナ
禍の無給医 」問題を入り口に，報道が社会に
及ぼした影響と過程について見ていく。
本稿の構成は以下のようにした。
Ⅰ．2020 年 4月の報道について
（1）報道の経緯と反応
（2）分析のための先行研究の整理
（3）報道の影響力の分析
Ⅱ．2021年1月の報道について
（1）2020 年 4月以降の
報道のフレーム変容
（2）無給医をめぐる政策転換の考察
Ⅲ．ソーシャルメディアとの相互作用

Ⅰ . 2020 年 4 月の報道について
（1）報道の経緯と反応
国内で初めて新型コロナウイルスの感染者が
確認された 2020 年1月から 4月中旬まで，コロ
ナ禍と無給医を関連づけて報じたケースは確認
できなかった。
この問題を先行して報じたのは，4月16日の
NHK『おはよう日本 』だった。コロナ禍で医師
不足が深刻になっていることから，無給医も新
型コロナ患者の診療の「前線に立たされ始めて
いること」がわかったという。首都圏の大学病

（1）先行研究の紹介

院に所属する大学院生の無給医が，匿名でリ

（2）事例分析

モート取材に応じた。
この院生の職場では同月から無給医の動員

分析対象は，主に平日に毎日，全国放送さ

が始まった。放送ではぼかし処理を施した動

れている放送各局のニュース番組，ニュース・

員リストが示され，100人以上の医師が交代で

情報番組とした。さらに，新聞や雑誌のほか，

コロナ患者の診療にあたっており，リストの約

ソーシャルメディアなども加えた。

3 分の1 が無給医だと説明。感染した場合に労

対象の時期は，主に緊急事態宣言が初めて
出された 2020 年 4月から，2 度目の宣言が出さ

災が認められるかなど，職場からの説明はな
かったという。
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院生は，医療の現状を考えると診療をやら
ざるをえないが，
「やらざるをえない以上は，何

することなどを求めた 2 ）。
当時の受け止めについて，筆者がユニオン

かの補償だったりとか安全を担保してほしい」

に尋ねると，
「安心はできないが，無給医の処

と話した。

遇が適切になされるよう一定の効果はあるの
リモート取材の様子

ではと思った」と答えた。
ちなみに，無給医の処遇をめぐっては文科
省と厚労省が関与しており，付属病院を含む
大学の運営が適切になされているかの把握を
行うのは前者，医療従事者の適切な労働管理
を行うのは後者である。
では，このような「コロナ禍の無給医 」報道
は，そもそも誰のどのような問題意識から始

（2020 年 4 月 16 日『おはよう日本』から）

同日午後には，勤務医が加盟する全国医師
ユニオン（以下，ユニオン）が，厚生労働省で

まったのか。2018 年から無給医問題の報道に
あたってきた NHK 社会部記者の小林さやか
に取材した。

会見した。コロナ診療にあたらされる無給医

小林は，無給医問題に臨む自らの基本的な

の事例や，医療従事者の過重労働の実情を明

問題意識として「行政の制度設計が適切でな

らかにした。夕方の『ニュース シブ 5 時』では，

い，または古いせいで，理不尽な目に遭う人

会見の内容を盛り込んで，再び無給医に関す

がいる。そこに光を当てること」を挙げた。コ

るニュースを放送した。

ロナ禍で医師が不足すると，十分な処遇がなさ

また，翌日，NHKのニュースサイトに，前

れないまま診療現場に無給医が動員されると

日の放送をもとにした記事が掲載された。取

いう情報を得て，
「若手医師に危険で条件の悪

材に応じた院生について，病院と明確な雇用

い労働を強いて，大学病院を成り立たせようと

契 約がなく，雇用保険への加入もないこと，

いう旧弊であり，報じることで事態を動かせた

また感染防止のため外部病院でのアルバイト

らと考えた」と言う。

を断られ，生計に不安があるとの情報が付加
された。
そして，初報から6日後の 22日，大学病院
を所管する文部科学省は，大学院生などがコ
ロナ患者の診療にあたる機会が増えることが
想定されるとして，全国の大学病院長宛てに
事務連絡を出した。雇用契約を結んで賃金を
支払うなど適切に雇用・労務管理を行うことや，
労働にあたる診療を行っている場合は労災保
険の対象となるため，保険料の支払いを徹 底
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そして，コロナ禍のような，社会が軌道修正
NHK 社会部 小林さやか記者

を余儀なくされる局面では，これまで見通しづ

ニュースで強調するかの「フレーム設定 」いか

らかった社会構造の矛盾や脆弱さが露呈すると

んで，受け手は争点に関する認知や態度，行

いう認識を示したうえで，
「弱いところに強い負

動まで影響を受けうることになる。

担がかかる構造を放置すれば，医療の維持が
危ういとの懸念があった」と述べた。

（2）分析のための先行研究の整理

三谷文栄は，メディア・フレームについて次
のように述べている。
それはジャーナリスト，情報源，社会で共有

以上を踏まえると，NHK が「コロナ禍の無

されている価値観が互いに影響しあう過程（メ

給医 」の問題について事実をつかみ，放送す

ディア・フレームの構築過程 ）を経て報道に現

るや，ただちに政策形成者（政治家や官僚組

れるものである。このようなメディア・フレーム

織，官僚。ここでは文科省 ）を政策の修正に

は，社会の構成員であるオーディエンスに影響

動かしたように映る。

を与える。そして同時に，出来事に対するイ

確かに NHK は無給医報道に実績はあるも

メージや知識，記憶がその社会に蓄積される

のの，しかしそういった見方は，単純にすぎる。

のである。ジャーナリストや情報源のみならず，

繰り返すと筆者の関心は，報道が社会に影響

一般市民であるオーディエンスは，そうして蓄

を及ぼすとき，どのように力が付与され，影響

積されたイメージや知識，記憶を元にその出来

力を高めるのか，メカニズムを明らかにするこ

事に対して反応することになる。3 ）

とである。そこで，以降はメカニズムの考察の
ために先行研究の理論を用いることとする。理

フレーム概念の研究者として知られるトッド・

論とは，一定期間の学術的な議論で彫琢され

ギトリンによれば，フレームを通じてメディアに

た，複雑な課題を分析するためのいわばガイド

現れる言説が作られるプロセスは，選択と排

である。まず先行研究の理論を整理し，その

除のプロセスだという。1つの認識枠組みから

うえでそれらを「コロナ禍の無給医 」報道に当

生まれた言説は，その枠組みが選択した要素

てはめる作業を行う。

によって作られているため，選択されなかった
要素は当然，言説から排除されることとなる。

【メディア・フレーム】
報道の社会に対する影 響力を分析する際，

また，ギトリンは，ジャーナリストがフレー
ムを設定すると，大量の情報を日常的に即座

用いる先行研究はさまざま想定されるが，そ

に処理することができるようになると指摘して

の代表的なものの1つが「メディア・フレーム

いる。ニュースの制作過程で「これはこういう

（認識枠組み）」である。
この概 念は， メディアが出来 事 や 争点を
ニュースとして報じる際に，本来ならさまざま
な解釈が許されるそれらの「どんな要素が注

見方で」と「お約束の範囲 」を設定しておくと，
その限りにおいて送り手は情報を発信しやす
く，受け手も受容しやすいというわけだ。
一方で，出来事や争点を報じるうえで，唯一

目されるのか」を選択・強調することを指す。

の正解のフレームがあるわけではない。出来事

どの争点を選び，その争点のどのような要素を

や争点のどの要素を強調するか，マスメディア
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の中で，複数のフレームが共存する状況もある。

などから実証されたのち，1970 年代以降，研

このような「フレーム競合」の状況について先の

究射程を拡大させ，視座を転換させていった。

三谷は，ウィリアム・ガムソンの考えを紹介して

近年では，メディア・フレームの概念につなが

「フレーム競合に関しては，一時点においては特

るという指摘もなされている 6 ）。

定のフレームが支配的（多数派に支持される）
となる場合もあれば，後に異なるフレームが支
4）

配的になる場合もある」 （（ ）内は引用者）と述
べている。

【アジェンダ（議題）構築モデル】
「アジェンダ（議題 ）設定モデル」と連関する
のが「アジェンダ（議題 ）構築モデル」である。

複数のフレームが競合する場合，各フレーム

これまで紹介した先行研究は，いわゆる「マ

の優勢・劣勢はどのように決まるのか。それは

ス・コミュニケーション研究 」
（メディアの効果

メディアがいずれかの認識枠組みから生まれ

と影響研究 ）と呼ばれる分野のものであるの

た言説を支持し，頻繁に報じることで，そのフ

に対し，
「アジェンダ（議題 ）構築モデル」が結

レームをどれだけ補強するかにかかってくるだ

びつくのは「政治コミュニケーション研究 」
（メ

ろう。

ディアと政治の関係研究 ）である。両者は研究
射程が異なる。

【アジェンダ（議題）設定モデル】
次に，報道の力を説明する先行研究として
「アジェンダ（議題 ）設定モデル」も参照する。
ここで言うアジェンダとは，
「公衆アジェンダ」
「政策アジェンダ」
「メディア・アジェンダ」の 3

大石裕は，同モデルを「社会的な問題や争
点が政策過程に参入する過程のモデル化を試
みたもの」7 ）と定義している。
また，大石はアジェンダが構築される過程
について，エベレット・ロジャーズらによると，

種類に分けられる。公衆アジェンダとは，大多

「『政治エリートによって形成される政策アジェ

数の市民一般が重要だと認識する政治の課題

ンダが，メディア・アジェンダや公衆アジェンダ

で，政策アジェンダとは，政策形成者が優先

など様々な要因によって影響される過程 』と把

する政治課題を指す。メディア・アジェンダと

握 」8 ）されていることを紹介している。

は，メディアが重視し，ニュースとして扱う政
治課題である。

すなわち「アジェンダ（議題 ）構築モデル」
は，各アジェンダの相互の関わりを重視するも

「アジェンダ
（議題 ）設定モデル」とは，メディ

のだと理解できる。政策形成者が何らかの対

ア・アジェンダとなった政治課題や争点は，公

応が必要であると判断するような政策アジェン

衆アジェンダを設定する力があるという理論モ

ダは，政策形成者や，メディア，市民一般など

デルである。これについて竹下俊郎は「マスメ

各アクターによる権力ゲーム（せめぎ合い）を通

ディアで，ある争点やトピックが強調されればさ

じて決められるということである。

れるほど，その争点やトピックに対する人びとの
重要性の認識も高まる」5 ）と述べている。
同モデルは，1968 年のアメリカ大統領選挙
における有権者を対象とした争点の選択調査
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本稿では同モデルを報道が政策過程 9 ）に影
響を与える理論モデルとして位置づけ，分析に
用いる。

【正当性モデル】
最後に，近年の先行研究では「正当性モデ
ル」の骨子を参照する。これは，
「ジャーナリ

「メディア世論 」については後述するが，さし
あたりここでは「マスメディアでの報道の盛り
上がり」と捉えておく。

ズム」の実 践が 社会に影 響を与えるメカニズ

また，
「界」とは，ピエール・ブルデューの

ムを解明しようと，同志社大学の伊藤高史が

概念であり，
「ジャーナリズムの界」は，ここで

『ジャーナリズムの政治社会学 』で提唱したも

は伊藤の言葉を借りて「ジャーナリズム総体 」

のだ。
参照する理由は，これまで挙げてきた先行

と読みかえる。
加えて，前提として伊藤は，選挙の場合は，

研究のエッセンスがまとめられており，報道の

市民一般も権力者個人も等しく投票権限を持

力の働きを分析するうえで合理的だからである。

つため，同モデルの適用除外となるとしている。

主要点の一部を同書から引用する（ここで言う

さらに科学的な手法を用いて得られた世論調

「権力者」を，本稿では「政策形成者」と呼ん

査の結果が，権力者の政策決定の決め手にな

でいる）
。

るケースを否定していない。
以下，
「正当性モデル」の主要点を補足する。

①ジャーナリズムは，市民一般（外部世論）を

はじめに①や②の妥当性は，政治コミュニ

経由して間接的に権力者に影響を及ぼすの

ケーション研究の「アジェンダ（議題 ）構築モ

ではなく，直接，権力者に影響を及ぼし得る。

デル」の観点からおおむね裏づけられる。

②ジャーナリズムは市民一般ではなく，権力

池田謙一は，
「ジャーナリスト」が取材の結

者をはじめとした「個人」に影 響を及ぼす

果，
「議題となる争点そのもの」にあたる事実

ことを通じて社会を動かし得る。それゆえ，

を発掘するスクープ報道がなされたケースに注

「ジャーナリズム→ 市民一般（世論喚起）
→

目し，次のように述べる。

権力者（政策の改変）」といった直線モデル
から離れる必要がある。

ここでは権力ゲームが始まる前にジャーナリ

③ジャーナリズムが権力者に影響を及ぼす資

スト主導で報道がなされ，問題の「公共性 」の

源は主に「正当性」である。
「正当性」は社

獲得が先行するために，公的な権限を有する

会規範（法や道徳）に支えられている。

行政側は，メディアを通じた公共の場でのリア

④ジャーナリズムの界の強みは「情報を収集

リティ形成に対して直接の対応を迫られると言

し，事実を発掘する能力」
「情報を公的なも

える。視聴者の反応より，行政側の敏感な反

のとする能力」
「メディア世論を作り出す能

応がこの問題の社会的な対応の決定に重要な

力」にあり，そうした能力は，それぞれの報

役割を果たしうるのは，こうした通常とは異な

道機関やジャーナリスト一人ひとりの違いや

るリアリティ形成のあり方にある。11 ）

能力を超えて，競争しつつも協同（協働）
する
ジャーナリズムの界の能力に依存している。10）
（③の（ ）
内は引用者）

すなわちジャーナリストが掘り起こして伝える
事実＝争点がそのまま政策アジェンダ（議題 ）
となるような場合，政策形成者は何らかの対応
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を迫られる状況となる。報道が政策過程に直

報道の力の働きを分析するうえでの，伊藤の

接影響を及ぼすケースがありうることを示して

モデルの合理性や注目点を見てきた。一方で，

いる。

本稿はこの「正当性モデル」を全面的に援用す

続いて「正当性モデル」の柱と思われる③④

るものではない。というのは，筆者は，このモ
デルのキーとなる「メディア世論 」という術語を

である。
③について伊藤は，権力者の正当性は社会
規範に支えられており，その中で特に制度化

使うことにためらいがあるからである。理由を
説明する。

されたものが法律である旨を述べている。そ

伊藤自身，
「メディア世論 」の意味を，
「知覚

して「権力者の行為が法律に反していることを

された世論 」という術語と同義であると説明し

ジャーナリズムが暴くとき，ジャーナリズムの

ている15 ）。さらにこの術語の意図するところを

権力者への影響は最大となる」12 ）としている。

次のように記述している。

また，伊藤は④について，別途，
「『情報を
公的なものとして，権力者に認知させる能力 』
は，言い換えると，
『メディア世論 』を作り出
13 ）

す能力でもある」 と述べる。
これについて伊藤の考えを要約すると，情報
に基づく報道が，ただ 1つの報道機関よりも複

社 会心 理 学 者のロバート・M・エントマン
（Robert M. Entman ）は，権力者は報道機関
を通して形成される「知覚された世論 」に影響
されると指摘している。つまり，報道を通して
世論を推し量るというのである。16 ）

数の報道機関でなされたほうが「メディア世論 」
を作り出し，
「公開性 」が高まることで，権力

すなわち「メデイア世論 」とは，突き詰めると

者に認知されやすくなることだという。権力者

「世論 」ではなく，報道のことだろう。したがっ

は報道によって自らの正当性への問いかけを認

て「メディア世論を作り出す」とは，マスメディ

知すると，それが強ければ強いほど，政策の

アの中で，世論 17 ）を推測させるような，一定の

修正などに動かざるをえなくなる，ということで

量の報道が行われている状態だと解釈できる。

ある。
そして，筆者が正当性モデルで最も重要だ
と考える点は，先のメディア・フレームの概念

【メディアの協同モデル】
以上のことから本稿では，以降，話をわかり

を，このモデルと接続させていることである。

やすくするために「メディア世論 」や「正当性モ

伊藤は，権力者を動かすためには報道各社の

デル」という術語を基本的に使わない。しかし

間で，
「メディア世論 」が構築されることが重要

ながら「正当性モデル」の骨子を参照して報道

であり，それが成し遂げられるためには，各社

の力を分析することから，その理論モデルを，

間で「何が正当か」についての報道のフレーム

「メディアの協同（協働 ）モデル」と仮称する。

が大まかに一致することが重要である旨，指摘

先の主要点④の説明部分から伊藤自身の言葉

14 ）

している 。フレーム設定による報道の影響力
を，さらに高める仕組みを語るものとして，注
目することができる。
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を引用したものである。
そして，次のような流れで報道に力が付与さ
れ，政策へと影響を及ぼすものと仮定する。

図

本稿における先行研究の整理

マス・コミュニケーション研究
メディア・フレーム

×

etc.

政治コミュニケーション研究
アジェンダ（議題）構築モデル
伊藤高史 正当性モデル
骨子を用いる

メディアの協同モデル（仮称）

伴う初めての緊急事態宣言が発出されていた。
必要とされる医療が，提供できる医療を超える
「医療崩壊 」が生じるのではないか，といった
かまびす

報道が喧しかった。
この時期，テレビが医療従事者を描くうえで
どのようなフレームが採用されていたのか。広
く共有されていたのは，A「医療を維持するた
めに医療従事者は大切であり，不安と危険を
減らすようあらゆる支援が必要ではないか」と
いうフレームだった。フレームを導き出す検証
は，以下のプロセスで行った。

❶報道から未知の事実が明らかになり，各

4月に放送されたニュース番 組，ニュース・

社の報道のフレームが共有される→❷世論喚

情報番組のメタデータ（エム・データ社 ）を用

起を推測させるような一定の量の報道がなされ

いて，
「医療従事者 」というワードを使った番

る→❸政策形成者に自らの政策の正当性への

組タイトルを検索した 18 ）。すると1,849 件がヒッ

疑いを認知させ，政策の改変へと動かす―。

トした（そ のほ か は，1月138，2月228，3月

このモデルでは（伊藤も同趣旨を述べている

229，5月1,604，6月573 で，半年間では4月が

が ），争点について一定の量の報道がなされる
には，各社のメディア・フレームが共有される
ことが重要になるという考え方を採る。

最も多かった）。
本稿の分析対象番組の具体的な条件は，各
局の地上波で平日の毎日，全国放送されてい

ここまで報道に力を与える仕組みを説明する

るもので，当時 30 番組あった 19 ）。土・日曜の

先行研究の概念を整理した。図に簡潔にまとめ

番組を含めないのは，平日ニュースのまとめな

たので参照してほしい。

どが多いからである。1,849 件のうち，土・日

次節からはまず，コロナ禍以降，マスメディ

曜のものやメタデータ上で重複しているものを

アでは医療従事者と無給医をどのようなフレー

除外すると，条件に合う番 組の実数は 542。

ムで描いてきたかを見る。そして「メディアの

ここから25％にあたる135 番組を，番組や日

協同モデル」を「コロナ禍の無給医 」問題を含

にち，時間帯などできるだけ偏りが出ないよう

む無給医問題の報道に当てはめてみて，報道

にして選んだ。そのうえで，これらの中の医

が社会（政策 ）に影響を与えるメカニズムを適

療従事者に関連するコーナーやニュースのみ

正に説明できるかを考察していく。

視聴した（ 1つのコーナーで医療従事者に関す
る複数の話題が扱われるケースもある）。

（3）報道の影響力の分析
（3）- 1 2020 年 4 月の支配的なフレーム

135 番組の中では，医療崩壊を招くおそれが
あることから，医療従事者へ負担が集中する

コロナ禍で診療にあたらされる無給医の問

様子が描かれていた。描き方の特徴は，主に 2

題 が 提 起された 2020 年 4月は，感 染 拡 大に

つのカテゴリーに分類することができた。医療
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従事者の活動の「危険・不安」を描いたものと，

えようとするさまざまな動きが取り上げられた。

活動に対する「支援 」を取り上げたものである。

まず，政府や自治体の対策について挙げる

前者と後者の数は同程度で，1つのコーナーの

と，医療従事者の負担を減らすために，軽症

中でともに語られるケースが多かった。

者などを受け入れる宿泊施設を確保したこと

「危険・不安 」のカテゴリーでは，まず，感

や，医療用資機材を大量確保し整備しようとい

染者が増えるとともに病床が埋まり，医療従事

う動き，重症や中等症の患者を受け入れる医

者が過重労働せざるをえず，疲労困ぱいしてい

療機関の診療報酬を引き上げる特例的な措置

ること，それに患者と接触する機会が多いた

を決めたことなどのニュースが日々報道された。

め，各地で医療従事者の感染が頻発している
ことが多々報じられていた。

また，医療従事者を励まし，尊厳を取り戻し
てもらおうという取り組みも伝えられた。

また，例えば4月10日の『Nスタ』
（TBS）で

羽生結弦ら著名アスリートたちが医療従事者

は，院内感染が生じた病院の職員やその親族

を激励する動画を SNS に投稿したことは，複

が，タクシーの乗車拒否や引っ越し業者から

数 番 組で扱われた。 同月16日放 送の『news

のキャンセルに遭うなど心ない扱いを受けて，

every. 』
（日本テレビ ）では，1日に何回も手を

精神が疲弊しているというケースも取り上げら

洗うため，肌荒れがきつい医療従事者に対し

れていた。

て，業者が保湿クリームを無料で提供すると

さらに，医療用マスクやガウンが慢性的に不

いう細やかな取り組みが伝えられた。

足し，感染の危険におびえながら，それらを

以上から導いたのが，主に 2 つのカテゴリー

使い回して診療にあたらざるをえない医療従事

から成るA のフレーム「医療維持のため，大

者の姿も伝えられていた。

切な医療従事者の不安と危険を減らすあらゆ

同月16日放送の『情報ライブ ミヤネ屋 』
（日

る支援が必要ではないか」である。このフレー

本テレビ ）では，スタジオで，政治哲学者の萱

ムは，135 の番組のコーナーやニュースのうち，

野稔人が，医療従事者のケアの必要性につい

ほとんどから見いだせたため，当時，テレビメ

て次のように指摘した。

ディアの多数派が支持した支配的な認識枠組
みだったと言えよう。

医療資源と言ったときどうしても人工呼吸器
の数とか病床の数とか，物理的な資源にばか
り目がいっていたという現実はありますよね。

（3）-2 異なるフレーム
NHKを含む各放送局で，A のフレームに基

本来は呼吸器であろうが何だろうが，スタッフ

づいた報道が支配的な中，4月16日に NHK が

がいないと回らないわけですね。
（略 ）そこの

報道したのが，
「コロナ禍の無給医 」問題だっ

部分で資源を供給していくという体制を準備し

た。

てこなかったというところは否めない

この報道は，新たにどのようなフレームを提
起したかというと，B「大切なはずの医療従事

一方で，
「支援 」のカテゴリーでは，医療崩

者の中に，大切に扱われているとは言えない無

壊が起きないよう，窮状に陥る医療従事者を支

給医がいる。手当てが必要ではないか」であ
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は，会見でユニオンの代表が「安倍総理から

ろう。
先のメディア・フレームの概念の説明で，争

は医療現場を守るためあらゆる手を尽くすとい

点を伝えようとメディアが特定のフレームを選

う言葉が述べられました。
（略）とてもあらゆる

択する際，排除される要素があると述べた。

手が尽くされているとは思えない」と発言した

この場合，支配的なフレームから排除された要

様子を放送し，危機感を伝えた。

素とは無給医の存在である。コロナ禍の無給

また，21日朝の『グッとラック！』
（TBS）は，

医の過重で不当な診療行為は，可視化されに

匿名の無給医にリモート取材。大学病院から

くかった。B はそれを見過ごさないように，と

月額 3 万円の給与しか払われず，外部病院での

いう枠組みである。

アルバイト診療でしのいでいたのに，感染を防

B のフレームはどのような経過をたどって存
在感を増したのか。詳しく追っていく。
NHKの 4月16日の初報から文科省の事務連

ぐ目的のため続けられなくなり，生活がままな
らないとの訴えを伝えていた。
これらの経緯を踏まえ，
「メディアの協同モ

絡が出た 22日まで，在京民放のニュース番組，

デル」の概念を参照すると―NHKの報道が

ニュース・情報番組を視聴すると，少なくとも

示したフレームB「大切な医療従事者の中に，

8 つの番組が「コロナ禍の無給医 」を取り上げ

大切に扱われていない無給医がおり，手当て

ていた（新聞では日本経済新聞と朝日新聞が短

が必要ではないか」について，民放の 8 番組が

く伝えた）。なお，無給医という言葉を使わず，

そのフレームを共有した。それゆえ NHKとあ

「大学院生の医師」というくくりで扱ったものも
含む。

わせて 10 番組 20 ）が無給医の窮状を報じた。こ
れらは，直接，政策形成者＝文科省に対して，

これらは， ほとんど 16日午 後にユ ニオン

「コロナ禍で無給医が診療に不当にあたらされ

が 会見した内容をもとに報 道していたため，

ており，それを放置してよいのか」と問いかけ

NHKの報道を追随したと意識していたかはわ

た。そこで文科省は自らの政策の正当性に疑

からない。ただ，複数の番組が同じ方向をとっ

いが寄せられていることを認知したため，迅速

たと言える（同じ会見が素材でも，無給医に言

に無給医の処遇改善を図るよう周知した―

及した部分をまったく扱わない番組もあった）。

このように考察できるのである。

その中で，例えば同日夕方の『news every. 』
会見の様子

1 点，指摘しておきたいのは，一連の経緯の
中で，各社が初報を追随しやすくなったポイン
トがあるということだ。
4月16日朝の初報のあと，
「コロナ禍の無給
医」問題を扱った番組の多くが，同日午後のユ
ニオンの記者会見の内容をもとに伝えたもので
あったことは述べた。結果的に初報の追随と
なった形だが，このように，初報のあとに当局
や当事者，あるいは権威ある団体・個人などが

（2020 年 4 月16日『news every.』
から）

報道を追認する内容をアナウンスすると，一般
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に報道各社の追随を行う抵抗感が減じられる。

フレームを相対化することの必要性を説く。

アナウンス内容を引用すれば，独自に取材対
象を見つけるという過程を省略し，真実相当

ニュースの生産過程のいずれの段階におい

性の担保された記事を時間をかけず作成でき

ても，
（略 ）フレームそれ自体を問い直し，それ

るからである。

をどの程度ずらせるのか，さらには鋳直せるの

さて，テレビではこの時期，AとB のフレー

い なお

かということが重要な課題となる。22 ）

ムが共存していたこととなる。しかし，支配的
な AとB のフレームは競合関係にあるとまで

この時期にB のフレームを共有して「コロナ

は言えず，A は B を包括している側面があっ

禍の無給医 」問題を報じた各番組は，大石が

た。ただし，社会が排除していた要素を明示

言うところの支配的価値観を再生産する既存

したことで，B は A の認識枠組みをわずかな

の A のフレームを「ずらす」効果を上げたと言

間でも「ずらした」と言えよう。

えよう。
「ずらす」ことは，社会の多数派が見
過ごしていた課題や存在への，気づきをもたら

（3）- 3 枠組みを「ずらす」報道

す可能性に向けて開かれている。

先行研究では，認識枠組みを「ずらす」報道
の重要性が語られている。ここまで「コロナ禍
の無給医 」問題を通して，報道の果たした役
割を見てきたが，同時に意義も理解するために
触れる。

Ⅱ . 2021 年 1 月の報道について
（1）2020 年 4月以降の報道のフレーム変容
次に「コロナ禍の無給医 」をめぐる国の政

大石裕は，
「ジャーナリズムという活動 」が，

策に大きな動きがあったのは，2021年1月だっ

特定の既存のフレームに依存して報道を続け

た。したがって，ここからは 1月に生じた動き

ることの危うさについて，次のように指摘して

を中心に記述する。まずは，2020 年 4月，文

いる。

科省が処遇改善を打ち出して以降，無給医を
めぐってどのような報道がなされてきたかを概

出来事がニュースに変換される過程におい

観する。

て，既存のフレームが活用され，社会の多数
派が支持し，受容している支配的価値観が再
生産されるという側面も同時に存在する。21 ）

（1）-1 1 月までの報道の経緯
NHK は「コロナ禍の無給医 」の続報を2020
年 4月29日，
『おはよう日本 』で伝えた。都内

「既存のフレーム」とは本ケースに照らすと，

の日本医科大学の病院で働いている大学院生

A である。そして「支配的価値観が再生産され

などの医師たちに対して，有志の若手医師らが

る」というのは，
「医療従事者を支援する機運

調査を行ったところ，複数の無給医がコロナ

はあるが，無給医の存在は念頭にないまま」と

診療にあたっていることが判明。若手医師らは

いう状況を指す。そうならないよう大石は，出

補償などを求めて，調査結果を労働基準監督

来事を報道する過程で持ち出されやすい既存の

署に提出したという。
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この続報について，報道各社の追随はほぼ

2020 年 7月から2021年1月まで，ニュース番

なかった。当事者への直接取材の可否など情

組，ニュース・情報番組のメタデータで，
「医療

報の裏づけが難しい事情があったと思われる。

従事者」というワードを使った番組タイトルを

5月からは，新聞や雑誌が「コロナ禍の無

検索したところ，1月は 961件と，2020 年 4月

給医 」の問題を断続的に報じる動きがあった。

の1,849 件の約半数だった（ 2020 年 7月267，8

毎日新聞や『AERA 』
『週刊東洋経済 』，その

月370，9 月219，10 月186，11 月237，12 月

ほか，通信社の配信で複数の地方紙が記事を

957 ）。

掲載した。

なぜこのようなことになったのだろう。1つの

各記事は B のフレームを共有し，匿名の無

要因として考えられるのは，新型コロナをめぐ

給医を取材して，窮状を報告するという内容が

る社会と医療の両面で，複数の課題が同時多

基本だった。しかし，大学院生の医師を，最

発的に深刻化し，放送各局が医療従事者の取

低賃金ぎりぎりの時給でコロナ診療にあたら

材に集中しにくかったことだ。

せている東京の大学病院の名前を明らかにし

この時期は，病床数がかつてないほどひっ

たり，無給医を対象に特別手当を支給しよう

迫するような事態に陥るまで，なぜ医療体制の

とするものの難航する大学病院の実情を伝え

構築が遅れたのか，が焦点化されていた。コロ

たりと，初報より踏み込んだ情報を盛り込んで

ナ患者の受け入れが，一部の病院に集中してい

いるものも見られた。

るという不均衡が問われ，法改正の議論も起き

7月から年明けまでは， 各 社で「コロナ禍

た。さらに，病像のはっきりしない海外の新型

の無給医 」の問題は散発的にしか報じられな

コロナウイルスの変異ウイルスについて，国内で

かった。

も感染者が確認されたことなどもあった。
1月中，医療従事者に触れた番 組タイトル

（1）- 2 1 月のメディア・フレーム

961件のうち，2020 年 4月の際と同様の方法で

2021年1月は，無給医の存在を国が正式に

作業をしたところ，条件にあてはまる番組実数

認定して以降，
「コロナ禍の無給医 」ひいては

は 325 あった 23 ）。そこから，25％の 81番 組を

無給医問題そのものにとって，最大の動きが

選んで，関連するコーナーやニュースを視聴し，

あった局面だと考えられる。医療従事者および

描き方の特徴を調べた。その結果，複数のフ

無給医に関するメディア・フレームの変容を見

レームが共存しているように映った。

ていく。

まず，A のフレーム「医療 維持のため，大

1月は初旬から新型コロナウイルスの感染者

切な医療従事者の不安と危険を減らすあらゆる

数が全国で 7,000人を超える日が続き，政府は

支援が必要ではないか」は確認できた。これ

8日，首都圏の 4 都県に 2 度目の緊急事態宣言

は 81番組中 50 番組において見られた。

を出した。

例えば，同月21日に発表された，現役世界

同月のテレビの医療従事者の取り上げ方を見

王者の井上尚弥らが参加するボクシングのチャ

てみると，2020 年と様相を異にしていた。取り

リティーイベント開催の話題は複数番組が取り

上げる機会が激減していたのである。

上げた。収益の一部は医療従事者の支援など
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に寄付されることになっていた。

早ければ 2月下旬から医療従事者，3月下旬か

一方で，A’
と言うべきフレームも存在するよ

ら高齢者に対して始めるとされた。視聴した 81

うに映った。
「医療を維持するためにあらゆる

番組のうち72 番組で，医療従事者とワクチン

支援を医療従事者に行うべきだが，限界では

接種は関連づけて報道されていた。

ないか」というものである。感染患者の増加に

その中で，患者に接する機会が多い医療従

伴う人手不足に対して，いくら支援を手厚くして

事者の優先接種について，疑問視する報道は

も追いつかないひっ迫ぶりを，
“限界”や“崩壊 ”

まったくなかった。医療従事者の優先接種に

と表現していたコーナーやニュースを指す。こ

ついては，前提とするがゆえに詳しく言及せず，

れは 81番組中 75 番組で見られ，Aとあわせて

高齢 者への接種の必要性や緊急性を前面に

伝えることも少なくなかった。

打ち出しているように映った。

この時期には，政府は医療従事者の確保の

代表的なケースとしては，同月25日，厚労

ため対策を打ち出していた。コロナ患者を受け

省が自治体に対して，ワクチンの接種開始から

入れている医療機関に対して，別の医療機関

9 週間以内に，すべての高齢者が 1回目の接種

が医師や看護師などを派遣した際には，派遣

を受けられる体制作りを目標として伝えたこと

元に最大で医師は 1人あたり1 時間につき1 万

を受けての報道である。同日の
『スーパーJチャ

5,100 円，看護師は 5,520 円を補助するという

ンネル 』
（テレビ朝日）では，自治体側の課題

ものである。しかし，補助金があっても，看護

を取材し，そのうち強調されたのは，地域の

師などの離職がやむことのないケースが複数

複数箇所で同時並行で高齢 者の接種を進め

のニュースで伝えられていた。

るため，ワクチン接種をすでに済ませた（と想

1月14日放 送の『とくダネ！』
（フジテレビ ）
は，愛知県でコロナ患者を受け入れている病

定される）医療従事者をいかに確保するか，で
あった。

院の限界に等しい現状を放送した。コロナ患

こうした報道からは，やはり医療従事者の

者の重症者病棟では人手不足のため，勤務時

接種は円滑に終えられることを自明視し，
「高

間を終えた看護師が働かざるをえなかったり，

齢者接種のための医療従事者」という構図が

コロナ患者の専用病床が 1 床確保できても，

見いだせた。したがって，C の認識枠組みを

対応に一般患者より多くの人手が必要だったり

導いた。

・ ・ ・

と，厳しい実情が描かれた。あわせて，病院

高齢者はウイルス感染で重症化しやすく，接

や療養施設に入ることを待っているコロナ患者

種が急がれなければならない存在であること

たちがその日，東京都だけでも6,000人を超え

は言うまでもない 24 ）。ただ，この時期，Cフレー

ていることも伝えられた。

ムに基づいた言説が繰り返し伝えられることに

3 つ目に見いだされたフレームは C「医療従

よって，
「医療従事者の先行接種が想定どおり

事者は当然だが，高齢者へのワクチン接種をと

になされるほどのワクチンは供給されるのか」

にかく急ぐべきではないか」というものである。

という争点に注意が及ばなくなっていたと考え

1月には国内での新型コロナウイルスのワクチ
ン接種の準備が進み，当初，ワクチン接種は
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られる。
結果，どうなったか。4月初めごろから，ワ

クチン未接種の医療従事者が高齢者の接種に

のニュースは本来「無給医の問題 」に属するも

取り組むという，逆転現象が各地で生じている

のである。

ことがわかった。2月から始まった医療従事者

しかし，同日の『ニュース シブ 5 時 』では，

の接種だが，厚労省によると，4月初めまでに

これを「コロナ禍の無給医 」の問題に関連づ

対象者約 470 万人のうち，少なくとも1回接種

けて放送した。上記内容に，現在もコロナ診

を受けたのは約 91 万人にとどまった。ワクチ

療にあたらされている他大学の匿名の無給医

ンの安定供給がなされなかったことが主な要

のインタビューなどを加えた。所属病院では給

因とのことだった。

与が正当に支払われない状態がいまだ続いて

さて，肝心の B のフレーム「大切な医療従

いることを証言してもらって，その是非を問う

事者の中に，大切に扱われていない無給医が

たのである。B のフレームを改めて立ち上げ

おり，手当てが必要ではないか」は，どうだっ

た形になった。

たのか。1月中旬まで調べたところ，これに基
づく報道は確認できなかった。
コロナ禍の社会と医療を取り巻く状況が厳し

NHK 社会部の取材チームによると，ニュー
スが「無給医の問題 」であるのは承知してい
た。ゆえにそのことを伝えるストレートニュース

さを増し，医療従事者への言及が減るととも

のみ放送するという選択肢はあった。一方で，

に，無給医をめぐる問題は忘却されていたと

新型コロナのいわゆる第 3 波はまだ続いている

言ってよいだろう。同月の末に無給医の処遇に

ことから，現在のコロナ禍の無給医の苦しさと

関する大きな局面を迎えるまでは。

「無給医の問題 」をあわせて伝え，問題提起
に広がりを持たせる選択肢もあることを，番組

（1）- 3 フレームの復活
2021年，無給医に関する関係者の動きは，

の担当者と協議したという。結果，番組は後
者を選択し，放送に至ったということである。

1月15日，ユニオンらがコロナ診療にあたる無

1月中，
“労基 署動く”のニュースは，各 社

給医の環境のさらなる改善などを求めて，厚労

で伝え方が分かれた。
「無給医の問題 」とし

省で改めて会見したことから始まった。これは

て取り上げたのは，民放では TBS，テレビ朝

NHKや共同通信などが伝えた。

日，日本テレビがストレートニュースで，新聞

そして 26日，NHK は，
『おはよう日本 』で，

では，NHKと同じタイミングで報じ，朝刊で

日本医科大学に関して「おととし10月下旬から

大きく取り上げた毎日新聞をはじめ，読売新聞

の少なくとも13日間，付属病院で外来診療に

などだった。

従事させていた大学院生 11人に賃金を支払っ

NHKと同様に，
“労基署動く”を「コロナ禍

ていなかったことが，労働基準監督署の立ち入

の無給医 」と関連づけて報道したのは朝日新

り調査で確認され」
「是正勧告が行われた」こ

聞と共同通信だった。民放ではなかった。時

とを報じた。これは無給医の大学院生の診療

期を少しばかり広くとると，2月，3月には，
『週

行為を「労働」と認める，医療・労働行政の大

刊東洋経済 』や毎日新聞が，是正勧告を「コ

きな転換を意味した。

ロナ禍の無給医 」と関連づけて取り上げた。

勧告の対象期間がコロナ禍の前のため，こ

しかし B のフレームは，以降，医療従事者
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そのものに関する報道が一転して激増するとと

表

もに埋没していった。先に述べたようにワクチ

無給医報道の流れ
出来事

ン接種開始が近づくにつれ，医療従事者が付

18 年 10月 26日，NHK 無給医について特集

随的にせよ取り上げられる機会が増えたのであ

11月 21日，NHK 無給医について特集

る。2月中の「医療従事者」というワードを使っ

22日，文科省 無給医実態調査へ

た番 組を検索すると，過去最高の 2,643 件に
跳ね上がっていた。
以上のように，いったん立ち上がった Bフ
レームだったが，改めて政策形成者に何かしら
の動きを促すことにはつながらなかった。むし
ろ政策形成者の動きを受けて，報道各社が動
き出し，ごくごく短期集中の報道を行ったケー
スとなった。

19 年 6月

6 ～ 7月 NHK ほか新聞各紙 集中的に報道
7月

2月

7日，文科省 無給医調査の最終結果
公表

3 ～ 4 月 コロナ禍で医療従事者の報道増加

（2）無給医をめぐる政策転換の考察
院生の診療行為を労働と認めたわけだが，こ

2日，厚労相「賃金不払いは労基法違
反」

〜 20 年 2月 各マスメディア 無給医報道続く

4月

さて，2021年1月に労基署が無給医の大学

28日，文科省 無給医調査の中間結果
公表

16日，NHK「コロナ禍の無給医」初報
～ 22日，民放 8 番組など報道
22日，文科省 各大学病院へ周知

5 ～ 7月

毎日新聞や『AERA』
など「コロナ禍の
無給医」報道
（略）

れは，厚労省が外部から何の影響も受けずに
突如として決めたことなのだろうか。
この政策の転換は「コロナ禍の無給医 」の
問題のみならず，無給医の問題そのものに関わ
る大きなものである。少なくとも，マスメディア

21年 1月 20日付 労基署 日本医科大に是正勧告
26日，NHKや毎日新聞など是 正勧告
報道
26日，NHKや朝日新聞など是正勧告を
「コロナ禍の無給医」問題と関連づけ
■ 報道

の政策形成者に対する相当に強い働きかけが
必要だったと推測できる。したがって，背景を
明らかにするには，コロナ禍以前の無給医報
道も含めて考察することが欠かせないと筆者は

【2018 年 10 月～ 2019 年 7 月】
大 学 病院に， 無 給 医が いること。 この実
態を初めて報じたのは，2018 年10月26日の

見立てた。
本節では，無給医報道を始まりから振り返

NHK『ニュースウオッチ 9 』である。匿名の当

りつつ，
「メディアの協同モデル」にのっとって，

事者たちの協力を得て，無給医の存在を社会

政策転換がなされたメカニズムを検討する。

的に認めるよう求める声を特集として届けた。

以下，時期ごとに区切って説明する。これま

「当局の発表に依らず，メディア自らの責任で，

での無給医をめぐる報道の経緯をごく簡潔に

未知の事実を明らかにする」という意味で，調

表に示した。参照しながら読み進められたい。

査報道である。
NHK は翌年 7月にかけて同番組で 4 回，関
連する特集を放送したほか，ウェブ 記事など
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でも積極的に伝えた。この段階では「現行の

問題点を指摘する趣旨のニュースでは，ほとん

医療体制を支えるのに重要な役割を果たして

どで D のフレームが確認できた（経緯説明の

いる無給医の存在を認めないことの是非」を

ニュースなど除く）。

争点とし，国による無給医の診療の実態把握

すると7月2日，医療を所管する厚労省の根

や労働環境の改善を図ることがアジェンダ（議

本匠大臣（当時）が文科省の調査結果を受け

題 ）として設定された。

て，記者会見で「賃金不払いは労働基準法違

2 回目の特集放送後の2018 年11月22日，文

反であり，速やかに改善が図られる必要があ

科省は全国の大学病院に対して，無給医の存

る」と述べた。そして違反が認められた場合，

在について調査を行うことを発表した。

何らかの措置をとる考えを示した。政策形成者

この時点で，無給医報道に取り組んだのは

のトップが自らの政策の正当性のなさをはっき

NHKのみだった。1つの報道機関が集中的に

り認めた。まさに，先に述べたように「権力者

報道を行うことで政策の正当性に疑いを投げ

の行為が法律に反していることをジャーナリズ

かけた結果，文科省が動いたのである。した

ムが暴くとき，ジャーナリズムの権力者への影

がってこの時期には，政策の改変には各社の

響は最大 」となったのである。

集中的な報道が必要だとする「メディアの協同
モデル」は当てはまらない。
その後，文科省が無給医の存在を認めたの
は翌 2019 年の 6月28日だった。 全 国の 50 の

束となった報道が働きかけ，メディア・アジェ
ンダ（「違法状 態を是正せよ」）を政策形成者
が取り組むべき政策アジェンダに拡大させたこ
とになる。

大学病院の約 2,100人について勤務実態を確

さて，文科省の調査結果の発表まで，各社

認し，無給医と認定したということで，新たに

は NHKの無給医に関する報 道をほとんど追

給与支給の対象とすることを発表した（中間発

随しなかった。なぜこの発表で追随しやすく

表という位置づけで，いくつかの大学について

なった／せざるをえなくなったのか，ここにも

調査は継続 ）。同時に同省は，各大学病院に，

ポイントがある。

医師の適切な雇用，労務管理を求めることを
文書で通知した。

国がこれまで明らかにしてこなかった情報を
公開する，ということは何であれ広く関心を呼

NHKの一連の報 道の結果，ひとまず無給

ぶため，追随の1つの要因だろう。しかし，そ

医の存在を国に公式に認めさせるというアジェ

れよりも重要な要因は，無給医の働き方に法

ンダは解決した。

律違反の疑いがいよいよ濃くなったからだと考

文科省の調査結果を受けた 6月末から7月に

えられる。政策の正当性は法によって担保され

かけて，報道各社は，無給医を不当に働かせ

るため，違法状態だったことがわかれば，正

ることの違法性を強調し，それを放置すること

当性のない政策が社会を動かしていたこととな

が医療の質の劣化につながることを集中的に

る。規範的には社会の木 鐸を自認しているマ

伝えた 25 ）。この局面で広く共有されていたのは

スメディアは，そこで是正に向けた動きを強く

D のフレーム「無給医の働き方の違法性を放

促されることになるのである。

置してよいのか」だった。この時期の無給医の

ぼくたく

逆に言えば，この点は，
「なぜ NHKの無給
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医に関する報道がなかなか追随されなかった

給医がいると発表した。

か」を考察するうえでも有効である。NHK が

そして話は，同年 4月につながる。予期せぬ

無給医問題の労基法違反の側面を強調しだし

コロナ禍で，平時でも疲弊しているのに，無給

たのは，実は 2019 年 6月に入ってからだった。

医の若手医師がコロナ禍でひっ迫した医療現

なぜ 2018 年10月の初報から強調しなかったの

場に動員されているという事実が明らかになっ

か。担当記者によると，背景には，雇用契約

た。この局面では，先に見たように無給医に

を結んでいない医師を実質的に働かせたケース

関するフレームの共有が生じ，放送各局が集

で，違法性を争った判例がほとんどなかったこ

中的な報道を行った。

とがあったという。違法性を明白に打ち出しに

無給医をめぐるマスメディアの報 道の経 緯

くかったことが，各社の追随が生じなかった

を振り返った。2021年 1月に労基署が大学病

要因の1つである可能性がある。

院へ立ち入り，賃金未払いについて是正勧告
を行ったことは，2019 年 7月に厚労省に設定

【2019 年 7 月～ 2020 年 4 月】
続くこの期間では，NHKや朝日，読売といっ
た新聞，また『AERA 』
『週 刊東洋経済 』と

された「無給医の働き方は労基法違反であり，
是正する」というアジェンダの，一応の解決を
意味することがわかった。

いった雑誌が，無給医問題について，ピーク

この間，1年半の年月が経過した。大量の

を形成するとまではいかないが，途切れること

報道が政策形成者に働きかけ，政策が改変さ

なく伝えた。民放では，この期間，無給医に

れるという伊藤高史の「正当性モデル」は，短

関する報道はなかった。

期間で事態が動くケースを想定している。それ

この中で，6月に発表された以上に無給医は
いるのではないか，との問いが提起された。

を骨子とした「メディアの協同モデル」でも，1
年半という期間は，政策の改変の方針が示さ

先の調査では，診療に従事するのは自己研

れてから目に見える形となるまでのスパンとして

さんや研究が目的であるとして，無給医と認

は決して長くはないと捉える 26 ）。したがって同

定されなかった医師は約 3,600人にのぼってい

モデルは，この期間に適用できると判断した。

た。しかし調査に際しては，文科省が求めた

これまで見てきたことをまとめると，2019 年

ように，大学側が医師当人に直接聞き取りをし

6月から2021年1月にかけて，無給医の処遇の

て労働状況を確認したケースは全体の 40％ほ

問題（「コロナ禍の無給医 」問題も含む）につ

どにとどまっていた。約 3,600人は無給医の認

いて少なくとも2 回，報道各社による集中的な

定から本当に除外されてよいのか，現在，続

報道がなされた。その中で厚労省は，
「労基法

行中の調査とは別に“再調査 ”を行い，より精

違反の状態の是正」というアジェンダを設定さ

査する必要があるのではないか。こうした問い

れ，解決を迫られてきた。

かけが当局に投げかけられた（ 2021年10月現
在で，再調査にはつながっていない）。

つまり一連の報道の積み重ねの“圧 ”が，労
基署の大学病院への立ち入り調査に結実し，

結局，文科省は全大学分の調査を終えたと

アジェンダの一応の解決を図らせた―このよ

して，2020 年 2月7日，全国に約 2,800人の無

うに考えられるのである。無給医の処遇をめぐ
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かん

る政策が大きく転換したメカニズムについての

あり，この状況を遠藤は「間 メディア社会 」と

想定である。

名づけている。
さらに，ソーシャルメディアの利用が加速度

Ⅲ . ソーシャルメディアとの相互作用

的に進む現況を踏まえたうえで，間メディア社
会についてこうも説明する。

（1）先行研究の紹介
これまで，報道の持つ力の働きについて，マ

間メディア性の高度化が進むことは，ネット

スメディアの分析を通じて考察してきた。しか

上を駆けめぐる情報のトラフィック（流通量 ）を

し，現代においては，マスメディアの報道に加

増大させるだけではない。間メディア空間にお

え，ソーシャルメディアの情報流通も検討しな

けるトラフィックは，異なるメディア間の相互関

ければ，報道が社会（政策）に影響を与えるメ

係を緊密化し，指数関数的に増大していく。29 ）

カニズムの全体像がわからないのではないか。
本章はこうした問題意識のもと，ソーシャル

これは，特定の争点をめぐってマスメディア

27 ）

メディアのうち，利用率が増加傾向にあり ，

の発信する情報量が Twitterで増幅され，そ

また検索によって遡って投稿の内容が把握で

れがまたマスメディアに伝わることでさらに増

きるTwitterを例にとる。そして Twitterとマ

幅され，それが再び Twitterで……という相互

スメディアの関係が，本稿の分析対象の期間

作用が生じることである。相互作用による情報

中，無給医問題に影響したのかどうかを試み

量の変化や議論の方向づけは，争点に対する

に探る。

受け手の認知や態度，そして社会的な行動に

はじめに，Twitterなどのソーシャルメディ

も影響しうる（ツイッターデモなど ）。

アが社会に影響を与えうる，ということについ

また，西田亮介は，2020 年，政局と絡んで

て，すでに示したものとは異なる先行研究を

「新型コロナ対策とちょうど重なる時期に政権が

紹介する。

『耳を傾けすぎる政府 』へと追い込まれた」30 ）

遠藤薫は，近年のメディア環境の特徴につ
いて次のように説明している。

と評している。
「耳を傾けすぎる政府」という評言はどのよ
うな意味なのか。西田の考えを筆者なりに要

多くの人がインターネットを日常的に使うよう

約すると，特に政治的難局では，政府が政策

になっているとしても，多くの人はマスメディア

などを表明する場合，国民に対する深い説明

も利用しているし，マスメディアの情報がネット

や説得には多くの政治的コストおよび時間を要

を介して伝わったり，ネットの情報がマスメディ

する。政府にはそれらを省略したいという思惑

アを介して伝わったり，様々な新たな様相が現

があるため，Twitter上のやりとりなど，可視

28 ）

れている。

化された「わかりやすい民意 」に耳を傾け，語
りかけることで支持を得ようとする，ということ

これは，重なって層をなした各メディアの間

である。これはつまり，政策を検討・評価する

で，情報の相互参照が進んでいるということで

うえで，合理性や代表性に乏しくても「わかり
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やすい民意 」，言うなれば疑似的な民意として
「Twitter上の意見 」が重視されている状況を

「コロナ禍の無給医」問題を伝える
NHK ニュースのアカウント

意味する。
遠藤と西田の考えを参照して，無給医問題
におけるTwitter上の疑似的民意とマスメディ
アの報道との相互作用を見ていく。
あらかじめ断ると，NHKの場合，無給医を
めぐる報道では Twitter の情報が取材の端緒
になったわけではないということである。
（2021年 10月15日確認）

（2）事例分析
まず，2020 年 4月16日，NHK が「コロナ禍

こへ初報が放送され，その後，無給医の処遇

の無給医 」問題についての初報を伝える前の

に関する人気のツイートをしたアカウントと合計

Twitter の状況を検索して視認した。

リツイート数は増加し，報道の問題提起が拡

コロナ禍において無給医が被る影響につい

散した。

てのツイートは，遅くとも3月後半から確認で

この傾向を見ると，
「Twitter上の意見の集

きた。当事者のものと思しきアカウントが，感

合」がマスメディアの報道を後押しした，ある

染防止のため主な収入源である外部病院での

いはその報道が Twitter上の意見の集合を後

アルバイト診療ができなくなることへの不安を

押しした蓋然性がある。これらの相互作用の

語ったものが目立った。

結果，政策形成者をして Twitter上の疑似的

4月に入ると，検索・視認のかぎり，
「コロナ
禍の無給医 」問題について語っているアカウン
ト数は明らかに増えた。4月1日から15日まで，

な民意に「耳を傾け」させ，政策の正当性へ
の疑いを認知させたとも想定しうる。
さて， 同月 2 3 日以降，2 0 21 年 1 月までの

人気ツイート（ここでは 1,000 以上のリツイート

Twitter の状況を見ると，無 給 医に関して広

のついたもの）を投稿したアカウントは少なく

範に拡散したツイートは見つからなかった。同

とも3 つ確認でき，合計リツイート数は約1 万

月26日に各社が取り上げた“労基署動く”の

1,000 だった。新型コロナ患者の診療のため，

ニュースの直後も，Twitter が盛り上がった様

動員される恐怖を語ったものも含まれた。

子は見いだせなかった。

続 いて NHKの 報 道 が なされた16日以 降，

「Twitter上の意見 」とマスメディアの報道の

文科省が動いた 22日までを見ると，人気のツ

相互作用が，無給医問題のある局面に影響を

イートをしたアカウントは少なくとも7つ確認で

与えた蓋然性があることを見てきた。しかし，

き，合計リツイート数は約1 万 9,000 だった。

関連ツイートを全数把握するような精緻な調査

整理すると，16日の初報の放送前，Twitter
ではすでに「コロナ禍の無給医 」の処遇を問
題視する土壌がある程度形成されていた。そ
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をもとにしておらず，相関を証明できるもので
はない。

を推測させたと思われるほど ）報道量が増え，

おわりに
これまで「コロナ禍の無給医 」報道を入り口
に，最終的にはそれを含む無給医報道の始ま
りから2021年1月までの経緯を見てきた。そし

政策が目に見える形で改変されたという事実が
確認できた。これは先述の図式とおおむね合
致する。
したがって，
「メディアの協同モデル」は，

て，伊藤高史の「正当性モデル」を骨子とした

報道が社会（政策 ）に影響を及ぼすメカニズム

「メディアの協同モデル」で，報道が 社会（政

を説明する理論モデルの1つとして適している

策 ）に影響を与えるメカニズムを説明できるか

可能性があると結論づける。
こうしたマス・コミュニケーション研究や政

どうかを検証した。
同モデルは，次のような流れである。

治コミュニケーションの先行研究を用いて，報

❶報道から未知の事実が明らかになり，各

道が社会（政策 ) に影響を及ぼすメカニズムを

社の報道のフレームが共有される→❷世論喚

考察した国内の先行論文は，管見ながら主に

起を推測させるような一定の量の報道がなされ

新聞報道を対象にしていた。本稿がそれらに

る→❸政策形成者に自らの政策の正当性への

付け加える部分があるとすれば，テレビ報道

疑いを認知させ，政策の改変へと動かす―。

の具体例を対象に考察し，雑ぱくながら先行

前出の「マス・コミュニケーション研究 」の
観点では❷→❸の証明はできない。同研究の

研究の有効性を確認したことかと思われる。

以下，本稿のまとめを行う。

射程は報道から世論形成への影響までだから
まず，本稿を通じてわかったことを主要点に

である。
しかし，本 稿では「政治コミュニケーション
研究 」の「アジェンダ（議題 ）構築モデル」を，

絞って示す。
▪2020 年 4月，
「コロナ禍の無給医」問題につ

報道による政策過程への影響を説明するもの

いてテレビを中心に報道がなされたあと，時

として位置づけたことを思い出してほしい。
「メ

を置かず文科省が処遇改善へ動いた。
「メ

ディアの協同モデル」は同モデルを包含してい

ディアの協同モデル」によると，複数のテレ

る。

ビ番組の間でメディア・フレームの共有が果

大石裕は，アジェンダの構築過程で，マスメ

たされた結果，一定 量の報 道がなされた。

ディアが自らのアジェンダを広く拡大させ，政

それらが政策形成者に対し問いかけを行い，

策に影響を与えることを可能とするプロセスに

政策を修正させたと説明できる。

ついて，
「取材・調査→公表→世論喚起→（政
治 ）エリートの関心の喚起→エリートの行動→
（（ ）
内は引用者 ）というドリス・グラ
状況修正」

▪この際，支配的だった「医療従事者を大切
に扱いたい」という既存のフレームの中で，
「少数者である無給医も大切に扱いたい」と

バーによる図式があることを紹介している 。

いうフレームの立ち上がりが見られた。政策

今回，1社が先行報道を行い，同じフレー

の修正という結果からして，既存のフレーム

ムを共有した他社の追随がなされた結果，争

である前者に依拠して生じる支配的な価値観

点に関して短期間で（政策形成者に世論喚起

を後者が相対化する効果があったと見られ

31 ）
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同紙の初報は，権力者を動かすほどの強い

る。
▪コロナ禍が収まらない中，2021年1月の報道

影響力を持ちえなかった，と判断した 32）。こ

では，医療従事者に対する複数のフレーム

れに対し，元 NHK 記者で司法取材経験の

が共存しているように見え，
「無給医も大切

長い小俣一平は，初報以来，各社はこの事

に」というフレームは忘却されていた。ただ

件を報じる時機をねらっており，追随される

し，月末に無給医をめぐる大きな政策の転換

のに 8 年かかったとしても同紙の影響は少な

が起きた際には，そのフレームもごく短期間

くない，と評価した 33）。

であるが復活した。

このように初報のあと，その反響が見られ

▪大きな政策の転換とは，労基署が無給医の

るまでに長期間を要したと言われるケースは

大学院生の診療を「労働」と認め，給与を支

ままある。それらのケースに働いたさまざま

払わない状態を労基法違反として，大学病

な力の作用を説明するため，新たなモデルを

院に対して是正勧告を行ったことだった。こ

検討する必要性が見えてきた。

れを無給医報道そのものの始まりに遡り，考

▪本稿では，報道各社がスクープを追随しや

察した。すると，2019 年 7月，束となった報

すい／せざるをえない状況となるポイントをい

道の影響を受けて政策形成者が設定したア

くつか挙げた。記者の体験論に根差したそ

ジェンダを，2021年1月までの報道の積み重

うしたポイントはほかにもある。

ねによって，一応の解決へと向かわせた流
れが浮き彫りになった。

例えば，日本経済新聞の記者だった大塚
将司はスクープの類型について，著書の中で
「取材相手に『時期も中身もあなたの言う通

続いて，本稿から発展させられそうな論点も

り記事にするから，すべてを教えて』と記者

いくつか得た。

の方が頼むケースも同じである。記者仲間で

▪「正当性モデル」を下敷きにした「メディアの

は“握り”と呼ばれる」34）と述べている。取

協同モデル」は，先述したとおり，報道の社

材対象の許可が出てニュースにすれば，すぐ

会に対する影響が短期間で表れるケースのメ

に取材対象が発表を行う手はずなので，バ

カニズムを説明するのに適している。しかし，

リューが大きいほど各社が追随することはほ

影響が長期間を経て表れたと言われるもの

ぼ間違いない。このように取材者と取材源と

にも適合するのかは検討の余地がある。

の関係性にも目を向け，報道の追随を生じさ

例えば，
いわゆる「薬害エイズ問題」は，毎
日新聞が問題を提起する初報を伝えたあと，

せる要因を本邦で本格的に分類化することも
意義があるだろう。

8 年ほど遅れて1995 年から1996 年にかけて

42

報道各社が問題を取り上げ，集中的な報道

最後に，本稿が積み残した課題もある。

が生じた経緯があった。伊藤高史は，この

▪本稿ではマスメディアの報道とソーシャルメ

件について触れ，
「メディア世論」
（本稿では

ディアの情報流通を考察し，相互作用が生じ

マスメディアでの報道の盛り上がり）が生じ

た蓋然性があると述べた。しかし検証が十

るまで相当な時間がかかったことなどから，

分であったとは言いがたい。例えば無給医
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はら

報道の，ある局面での Twitter の全投稿を入

ある。今回はそのポイントをいくつかでも肚 に

手して，単純に「無給医」というワードが含

落としたかった。

まれる投稿の数を把握すれば，報道の問題

本 稿で取り扱った報 道のケースは NHK が

提起がどういった規模で広がったか／広がら

リードし，他社が絡んで展開していくものだっ

なかったかを測ることはできたであろう。

た。しかし，無論，どの社がリードしても構わ

▪報道で寄せられる政策の正当性に対する問

ず，むしろ初報以降，各社入り乱れて報道が

いかけについて，当の政策形成者はどう受け

展開するケースを読み解き，公共的課題の解

止めていたのか。当事者の聞き取り調査を行

決に向けて各社の果たした役割を明らかにする

うことができれば，報道の力を考察するに際

ことにより意義がありそうだ。

して，実情がつかめたであろう。

報道が社会に影響を与える仕組みを理論モ

▪本稿では，テレビ番組については，事前に

デルを援用して分析することは，マスメディア

特に仮説を立てず，特定の対象（医療従事

と各アクター，そして公共的課題との複雑な影

者）をめぐる報道内容から特定のメディア・

響関係を詳らかにすることにつながる。そのこ

フレームを抽出した。その際のコーディング・

とを通して，現場の取材者が，報道とその結

ルールを明確にせず，精度に検討の余地が

果の全体像の中で，自身の取材の位置づけと

残る。

意味づけを確認することに貢献できると考えて

▪当のテレビ番組のフレームの分析にしても，

つまび

いる。

主にナレーションと取材対象者，または出演

（ひがしやま こうた）

者の発話内容を材料としたにすぎない。テレ
ビの構成要素には映像と文字情報，音響な
どがある。それらを含む全体のメッセージを
踏まえておらず，フレーム分析が十分であっ
たか，検討の余地が残る。

注：
1）本稿では政策を，施策や事業を含めた一連の取
り組みという広い意味で捉える。
2）厚生労動省も2020 年 4月28日，医療従事者のコ

結びに，本 稿執筆の個人的な動機に触れ
る。筆者は元記者であるが，現役時代，ある
社のスクープが時を置かず各社の追随報道を
招き，自治体の政策が修正へと動くケースを
経験した。その逆で，スクープとして報じられ
たニュースが，追随されぬまま，いつしか忘れ
られ……というケースも見聞した。独自に事実
をつかむ行為は大切だが，それを報じるだけ
では，他社を動かし，政策形成者をも動かす
には至らないこともある。報道に力を与えるポ
イントがいくつかありそうだと感じていたので

ロナ診療では，感染経路が特定されずとも，業
務で感染した蓋然性が高いケースは労災保険の
給付対象となる，との方針を明らかにした。
3）三谷文栄（2010）
「日本の対外政策決定過程にお
けるメディアの役割」
『マス・コミュニケーション研
究』No.77，ｐ209
4）三谷文栄（2017）
「原発輸出政策をめぐるメディア
言説の編制」山腰修三編著『戦後日本のメディア
と原子力問題』ミネルヴァ書房，ｐ138
5）竹下俊郎（2008）
『メディアの議題設定機能 増補
版』学文社，ｐ4
6）大石裕（2005）
『ジャーナリズムとメディア言説』
勁草書房，p109を参照。
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7）大石裕（2006）
『コミュニケーション研究 第 2 版』
慶應義塾大学出版会，p137

分析対象番組 2020 年 4 月時点

19）
放送局

8）大石裕（1998）
『政治コミュニケーション』勁草書
房，p70
9）政策過程とは一般に，
「政策課題の認知→政策

NHK

立案→決定→執行→評価」という流れを指す。

③ NHKニュース7
⑤ oha!4 NEWS LIVE

世界思想社，pp213－214
出版会，p137

②ニュース シブ 5 時
④ニュースウオッチ 9

10）伊藤高史（2010）
『ジャーナリズムの政治社会学』
11）池田謙一（2000）
『コミュニケーション』東京大学

番組名
①おはよう日本

⑥ ZIP!
日本テレビ

⑦スッキリ
⑧情報ライブ ミヤネ屋

ちなみに池田はスクープ報道の例としてベビーホ

⑨ news every.

テル問題の発掘（堂本暁子，1981）や（立花隆，

⑩ news zero

1974）に始まる田中角栄の金脈追及報道を示して

⑪グッド ! モーニング

いる。無給医問題の発掘もその一例に違いない。

⑫羽鳥慎一 モーニングショー

12）前掲注 10），p35

テレビ朝日

⑬大下容子 ワイド ! スクランブル

13）同上，p45

⑭スーパー Jチャンネル

14）同上，p105 に，
「ジャーナリズムが力を持つには，

⑮報道ステーション

『何が正当か』についての大まかな認識の一致が

⑯はやドキ !

必要とされる」とある。

⑰あさチャン！

15）同上，p52 に，
「『メディア世論』
（知覚された世
論）」とある。

⑱グッとラック！
TBS

16）同上，p38

⑲ひるおび！
⑳ゴゴスマ～ GOGO ! Smile! ～

報道を通じて政策形成者が世論を推し量ることに

㉑ Nスタ

ついては，ほかの論者も指摘している。蒲島郁

㉒ news23

夫ほか（2010）
『メディアと政治 改訂版』有斐閣，
pp118－119 で竹下俊郎は，ジェームズ・リマー

テレビ東京

㉓ News モーニングサテライト
㉔ワールドビジネスサテライト

トの議論を参照して「何が世論であるかを示唆す

㉕めざましテレビ

る情報は，まず選挙結果として得られる情報と，

㉖とくダネ!

それ以外の多様な機会に得られる情報とに大別
できる」と述べたうえで，選挙結果以外の重要な

フジテレビ

㉗バイキング
㉘直撃 LIVE グッディ !

情報源としてマスメディアの報道や論説などを挙

㉙ Live News イット!

げている。

㉚ FNN Live News α

17）ここで言う
「世論」とは，蒲島郁夫ほか（2010）
『メ
ディアと政治 改訂版』，p116 で竹下俊郎が定義

20）10 番組とは，
『羽鳥慎一 モーニングショー』
『スー

する「ある社会内で，ある争点に関して有力なも

パー Jチャンネル』
（テレビ朝日）
，
『Oha!4 NEWS

のと認知されている意見」とする。

LIVE』
『情報ライブ ミヤネ屋』
『news every. 』
（日

18）日経テレコンの「エムデータTVウォッチ」にエ
ム・データ社が提供したメタデータを使用した。

『報道 1930』
（BS-TBS）
，
『おはよう日本』
『ニュー

NHKや在京民放 5 社，大阪と名古屋の民放各社

ス シブ 5 時』
（NHK）
。135 の分析対象番組に限

の地上波のニュース番組，ニュース・情報番組を
検索することが可能である。
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本テレビ）
，
『グッとラック！』
『ひるおび！』
（TBS）
，
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らず，無給医を扱ったものを選んだ。
21）前掲注 6）
，p118

22）同上，pp118－119

一方で，政策に影響を与える変数はマスメディア

23）2020 年 4月の 分 析 対 象 番 組を 先 に 示した が，

以外にもさまざま存在する。

2021年1月時点では，若干の変 動が見られた。

32）前掲注 10）
，第 5 章を参照。

フジテレビの『直撃 LIVE グッディ！』の放送が

33）小俣一平（2010）
「『発 表報 道 』と『調査報 道 』」

終了し，
『バイキング』が時間を延長して『バイキ
ング MORE』となった。ゆえに分析対象は 29 番
組だった。

『NHK 放送文化研究所年報 』No.54，pp285－
286を参照。
34）大塚将司（2004）
『スクープ』文藝春秋，p191

24）一方で，政府が高齢者接種を急ぐのは，東京オ
リンピック・パラリンピックを見据えて，政府の対

参考文献：

策は順調であると強調する思惑もあるという指摘

・伊藤高史（2007）
「アジェンダビルディングとジャーナ

を行う報道もあった。
例えば「表層深層／高齢者ワクチンあす接種開
始／予約殺到，混乱の様相／メンツ保つ国，つ

リズム研究」
『慶應義塾大学メディア・コミュニケー
ション研究所紀要』No.57
・大石裕（2014）
『メディアの中の政治』勁草書房

けは自治体に」
（神奈川新聞 2021年 4月11日）共

・大嶽秀夫（1990）
『政策過程』東京大学出版会

同通信配信

・Gitlin, T.（1980）The Whole World is Watching ,

25）6月28日から7月2日までに限って，5つの全国紙
と通信社，放送各局の無給医関連記事を日経テ
レコンで検索したり，視認したりした結果，31本
となった（うち，民放は TBSとテレビ朝日の2 本）
。
NHKの 初 報 が 出 た 翌日の 2018 年10月27日か
ら2019 年 6月27日まで同条 件で調べたところ，
NHK 以外で無給医関連記事を出稿したメディア
は，共同通信と日本経済新聞がそれぞれ1 本だっ
た。

Univ. of California Press
・ 竹川俊一（2012）
「社説と報道によるフレーミング分
析」
『マス・コミュニケーション研究』No.80
・比嘉要（1992）
「TVメディアにおける議題設定の課
題」
『琉球大学法文学部紀要 . 社会学篇』No.34
・東山浩太（2021）
「『メディア世論』が社会を動かす」
『放送研究と調査』2021年 4 月号
・W・ラッセル・ニューマンほか（2008）
『ニュースはど
のように理解されるか』川端美樹ほか監訳，慶應義

26）筆者の取材に対して，NHK 社会部記者の小林さ

塾大 学出版 会 ※原 著 Common Knowledge: News

やかは，
「そもそも大学病院の医師の処遇は，文

and the Construction of Political Meaning , Univ. of

科省と厚労省の間で調整が必要なことである。ま

Chicago Press（1992）

た，厚労省本省と労基署のやりとりが生じるため，
根本元厚労相の発言から是正勧告が出るまで1年
半の時間がかかったものと思われる」と話した。
27）総務省情報通信政策研究所の令和 2 年度版「情
報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調
査報告書」によると，全年代の Twitter の利用率
は調査を開始した 2012 年以来，上がり続けてお
り，2020 年は42.3％だった。
28）遠藤薫（2016）
「間メディア民主主義と
〈世論〉」
『社
会情報学』第 5 巻1号，p4
29）同上，p5
30）西田亮介（2020）
『コロナ危機の社会学』朝日新
聞出版，p175
31）前掲注 8），p73
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