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1.

はじめに
ソーシャルメディアの普及によって情報発信者による情報発信能力が向上している

ことを受け、逢坂（2014:332）はマスメディアが情報を独占した時代は終わり、マスメ
ディアはネットユーザーの意見を報道に反映させつつあると述べている。遠藤（2014:
277-228）はネット上にある様々な情報媒体プラットフォーム間のつながりによって、
メディアが作成する記事内容に今まで以上の精密さが求められ、その結果、マスメディ
アによる報道もより科学的になっていくに違いないと推察している。が、ソーシャルメ
ディアの普及が新聞記者による政治報道慣習を変えるほどに影響を及ぼし、その結果政
治報道が本当に「精密化」していくのだろうか。
政治報道慣習
政治的出来事の報道体制に関してこれまでに少なくとも二点問題点が指摘されてい
る。一点は記者の取材方法に関わる問題で、もう一点は、実際に出来上がった記事に関
わる問題である。
記者の取材方法．日本の新聞記者はほとんどが「サツ回り」
（警察署につめて情報を
もらう行為）を通して取材活動の基礎を学ぶという。警察関係者と信頼関係を築くこと
でスクープに至る情報を得ることが若い新聞記者には期待されており、そのためには、
早朝取材対象者宅等をたずねる「朝回り取材」、夜取材対象者宅等を訪ねる「夜回り取
材」を行うことが強く期待されている（早稲田大学ジャーナリズム教育研究所［以下「早
稲田」］2013: 122-123）。この夜討ち朝駆けを通して取材対象者と良好な関係を築くこと
を学んだ後、政治部記者を目指す者は、サツ回りで得た取材対象者との関係構築のノウ
ハウを、新たな取材対象者（政治家）との良好な関係を構築するのに用いるのである。
当然のことながら、そのような良好な関係を構築する過程において、取材対象者に不利
益となることは記事に書けないと考える記者が生まれることとなる（稲垣 1996:44-46;
早稲田 2013: 292-293）
。この取材対象者に甘い態度は記者クラブに内在する問題として
もしばしば指摘されている（岩瀬 2001: 20-56;ファクラー 2012: 51-94; 長谷川 2013:4853）。
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記事の内容．報道記事を分類すると、出来事を客観的に報道するニュース記事と出来
事に対して論評を行う論評記事がある（早稲田 2013: 138-139）
。当時日経新聞の政治部
記者だった田勢（1996）は、政治的出来事の報道を行っているニュース記事（あるいは
政治記事）は、派閥間の離合集散しか書いていないと報告している。北村（1996: 81）
も毎日新聞では政治記事は派閥取材が原則であると書いている。政策がかかれていない
記事が日本では通常の政治記事なわけである。
では論評記事はどうなのか。論評記事の代表格ともいえる社説の特徴に関して、2001
年米国で発生した 911 同時多発テロを論評した日本の新聞社 6 社（朝読毎の三全国紙と
三ブロック紙）の社説を分析した Nanri（2006）はこう述べている。日本の新聞の社説
は、
（１）冒頭の部分である特定の出来事（社会問題）を提示し（２）その出来事を 4 つ
ないし 5 つの視点から批判する。それぞれの批判は数行で行われるため、深い議論は提
示されない。そして（３）最後の視点からの批判は「システム型解決策」の提案となる
場合が多い。システム型解決策とは、社説冒頭で言及されている出来事（以下「冒頭出
来事」）に関わる大きなシステムが冒頭出来事の解決に当たるべきだ、とする解決策を
言う。Nanri（2006）が調査した社説は、すべて冒頭出来事が「911 同時多発テロ」の発
生であり、これに関係する大きなシステムは「国際社会」である。システム型解決策と
は、国際社会が連携してこのテロ問題を解決すべきだ、とする解決策である。たが、そ
の「国際社会」が誰によって構成され、具体的にどのような連携をして、具体的に何を
すれば冒頭出来事によって引き起こされた問題が解決できるのかという提案はなされ
ずに社説は締めくくられる。1
批判はするが具体的解決策は一切提案されない日本の社説。それと、派閥情報しかな
い日本の政治記事。これが日本の政治報道の現状であるというわけである。社説につい
ては更に次のような報告を付け加えたい。Nanri（2006）は、「911 同時多発テロ」を論
評した日本の 18 紙の社説比較をした Nanri（2005）
、上記 18 紙の社説を The Washington
Post, The New York Times, The Los Angeles Times に掲載された「911 同時多発テロ」を論評
した社説と比較した Nanri（2004）の延長線上に来るもので2、Nanri（2004）は、批判は
するが具体的解決策は提案しないというのは反自民党（あるいは野党系）新聞（朝毎の
二全国紙、三ブロック紙、及び、11 の地方紙）の社説の特徴であると報告している。更
に Nanri（2014）は、日本の新聞社 37 社が 2013 年 3 月にそのホームページ上に掲載し
1

「システム型解決策」の詳しい説明は南里（2001）を参照のこと。
Nanri（2005）が先に執筆されてその後に Nanri（2004）が執筆されている。Nanri
（2005）は日本の新聞の社説には相互に似通ってはいるが違いもあると主張したのを受け
て、Nanri（2004）は米国三紙の社説と比較することで Nanri（2005）の主張が妥当かど
うか検証をしている。結果は米国三紙の社説に比較すると日本の新聞の社説はその論調・
ジェンダセッティングにおいて同一である、というものであった。つまり Nanri（2005）
が指摘した日本の新聞社説における論調の多様性は、アメリカのそれと比較すると、多様
性と呼べるものではなく、むしろ同相性を例証するモノである、というのが Nanri
（2004）の結論である。
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た社説（朝毎読の三全国紙、産経、三ブロック紙、及び 30 の地方紙）277 本を調査し
（国防問題、アベノミクス、TPP 交渉を論評したもの）次のような調査結果を得ている
のである。これら 37 紙の社説は、国防問題ではどの社説も、第二次大戦当時の日本軍
による慰安婦の組織的強制連行の否定、南京「大虐殺」の虚構性の指摘という形をとり
つつ中国・韓国の批判をし日本の戦争責任問題を黙殺するか、日本は第二次大戦の戦争
責任に言及しつつ安倍政権の国防政策をする一方で中韓との領土問題は黙殺するかの
どちらかとなっている。アベノミクスに関しては 37 紙中 31 紙が論評。うち 22 紙が金
融緩和で国債が暴落しハイパーインフレが起こるとしてアベノミクスに反対している
が、アベノミクスに代わる景気対策の提案をしている社説は一本もない。TPP 交渉につ
いては 28 紙が論評しているが、この 28 紙はいずれもわずか三つの「事実」、（a）米国
は日本からの輸入自家用車に対する 2.5％の、及び、同トラックに対する 25％の関税を
維持する、(b)日本の簡保は当面新商品を開発しない、(c)米国政府は日本側の農産物に対
して一定の配慮をする、に言及するのみで、あとは TPP に賛成するか反対かという社
説となっている。TPP にどう対処すべきなのか解決策は全く提示されていない。ジャー
ナリスト田原総一朗は戦後のリベラルジャーナリズムは「批判はするが対案を出せない」
と言ったが（田原 2015）
、これは何もリベラルに限ったことではないと言えよう。3
さて、Nanri の一連の社説批判は一点大切な点が欠けている。批判はするが具体的解
決策は一切提案されない日本の社説。では具体的に社説は何が書けたのだろうか。Nanri
の著作こそ批判のための批判になっている可能性は否めない。本稿は一連の Nanri の報
道批判の総決算という意味で、社説とニュース記事両方を調べ、かつ、第一次資料にも
当たり、政治報道の場で具体的に何が書けたはずなのかという点からもう一歩踏み込ん
だ日本の新聞による政治報道分析を行い、インターネット時代における新聞政治報道の
精密度を調査してみようと思う。
データ選定と分析手順
本稿では大阪府・大阪市特別区設置協議会（以下「法定協」；後述）の膠着状態（後
述）に焦点を当て、その膠着状態の原因が三全国紙（読売、毎日、朝日）の社説ならび
にニュース記事で分析されているかを調査し、これら報道記事に書かれていることがど
れ程第一次資料の調査から得られた結果と乖離しているかを提示することで、新聞によ
る政治報道の精密度を推し量るという手法を取る。
まず調査するのは 2014 年 2 月 1 日の橋下大阪市長の大阪市長出直し選挙への出馬表
リベラル紙の批判としては読売新聞論説委員会（2001, 2002, 2004）の朝日新聞の社説批
判があるが、朝日新聞の社説は理想論で現実性がないと批判をしている。しかし、フリーラ
ンスジャーナリストの小板橋（1997:226-248）は朝毎読の社説はいずれも極めて常識的な
結論を提示するのみで具体性がないと指摘している。つまり、朝毎読どれをとっても、その
社説が取り上げた社会（あるいは国際）問題に対して具体的解決策が提示されていないとい
うことである。
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明を論評する社説（以下「出直し選社説」
）である。読売は同年 2 月 15 日付け紙面で出
直し選社説を掲載しており、毎日と朝日は同年 2 月 4 日付け紙面で掲載している。続い
て、同三紙の大阪都構想（以下「都構想」）に言及している記事を出直し選社説掲載の
日から 2013 年 2 月 1 日まで遡ってその報道内容を調査する。（前日の 1 月 31 日は大阪
市会が法定協の設置を正式に承認した日。）これらの新聞報道調査結果を踏まえた上で
第一次資料、即ち、法定協議事録
（第 1 回から第 13 回まで）
を調べ
（大阪市 2013-2014a）
、
三全国紙の大阪都構想報道がどれほどのザル報道であるかを例証してみようと思う。
（法定協議事録以外に大阪市長定例記者会見の書き起こしも参照した［大阪市 20132014b］。
）調査期間中都構想に言及した記事の総数は 64 本。記事はすべて三全国紙の縮
刷版に掲載されたものである。(表１参照のこと。)
表 1．分析対象記事の内訳
論評記事

ニュース記事

社説

選挙記事

政策記事

その他

読売

3

25

0

0

毎日

2

15

1

1

朝日

4

12

1

1

本稿の報告
本稿では下記を報告する。
（１） 三全国紙の出直し選社説は基本的にいずれも冒頭出来事（橋下市長の出直し選
出馬表明）を同一の四つ視点から分析し、問題の本質（法定協での協議膠着の原
因）を解明していない点で同一である。
（２） ニュース記事は本質的に派閥記事であり、社説で言及されていない協議膠着の
原因についての取材は一切みあたらない。
（３） 法定協議事録から少なくとも 3 つの協議膠着の原因が読み取れるが、それにつ
いては社説にもニュース記事にも一切言及はない。
（４） よって、大阪都構想の報道に関して言えば、インターネット普及による情報アク
セス度の向上は新聞報道の精密度向上には一切影響していないと考えられる。
2.

データと分析手順
大阪都構想とは何か
橋下市長（当時）が推進していた行政改革構想、大阪都構想には二つの大きな目的が

ある。一つは、「大阪都」という広域行政体を創ること。これにより、これまで大阪府
と大阪市が行ってきた広域二重行政を一元化し無駄なハコモノを作らせない行政組織
4

が創れるという。もう一つは、現在の大阪 24 区の 5 つの特別区への再編。それぞれの
区に中核都市並みの政策決定権限を与え、公選区長の下、住民に密着した区政を実現す
るためだという。
大阪都構想を選んだ理由
都構想を本稿の題材に選定した理由は、インターネット上で新聞報道の取材対象であ
る法定協の協議の様子がすべて閲覧可能であるからだ。法定協の協議の模様は動画が
YouTube にアップロードされており、その協議内容は一字一句書き起こされ大阪市並び
に大阪府のホームページより閲覧・ダウンロードができるようになっている（大阪府
2003-2015）
。加えて、大阪市長定例記者会見の模様も YouTube および Ustream にアップ
ロードされており、記者会見の内容も一字一句書き起こされ大阪市のホームページで閲
覧並びにダウンロードができるようになっている（大阪市 n.d.）。これらの第一次資料
は誰でも自由に閲覧でき、当然新聞記者も記事の精密度を高めるため閲覧できたはずで
ある。
法定協での協議過程
第 1 回目の会合（2013 年 2 月 27 日開催）で、大阪府知事・大阪市長案（以下「知事
市長案」）として大阪市特別区区割り案 4 案が示され、この 4 案を 1 案に絞り込むため
の協議を 4 つのステージに分け、1 案への絞り込みを第 3 ステージで行うことなどが大
阪府・大阪市合同の事務局（以下「大都市局」）から提案された。その後第 3 回の法定
協（2013 年 4 月 26 日開催）で 8 つの広域行政業務を大阪都が担うとする事業仕分け案
が知事・市長案として大都市局から提案され、法定協で協議された。（本稿ではこの事
業仕分け案と特別区区割り案を合わせて「都構想」と呼ぶことにする。）しかし、大阪
市の住民サービスの現状の実態調査を要求する自民党と、そのような調査より現状をど
う変えて行くのかを考えるのが先決だとする大阪維新の会の対立で協議は第 2 ステー
ジに留まったままとなった。そこで、橋下市長は都構想の説明は十分に行ったとして区
割り案を 1 案に絞り込むことを 2014 年 1 月 17 日の法定協で提案。それに賛成か反対か
の採決を同年 1 月 31 日の第 13 回法定協で行った結果、都構想は野党反対多数で否決さ
れることとなった。これを受けて、橋下市長は翌 2 月 1 日市長を辞して出直し市長選を
行い民意を問うと発言。大阪市長の出直し選挙が行われることとなった。
3.

テクスト分析
先述の通り、出直し社説分析、都構想言及のニュース記事の分析、法定協議会議事録

の読み込みという順番で議論を進めていく。
出直し社説分析
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出直し選社説は次の四つの視点から橋下市長の出直し選出馬表明を論評している。す
なわち、橋下市長の出直し選「出馬表明のきっかけ」、法定協議会の「膠着状態経緯説
明」、膠着を生み出した「市長の説明責任追及」
、それに、都構想の対案を示さない「野
党への対案要求」の四つである。下記は三全国紙の談話分析4結果である。
［１］大阪都構想の展望が見えない

読売社説（2014 年 2 月 15 日）

P1-25：
［出馬表明のきっかけ］橋下市長任期途中で辞任の意向表明をしたが法定協の
膠着状態をこれでは打開はできないだろう。
P3-4：
［野党の出直し選批判］野党は大義がないと主張するが、市長は 27 日に辞任す
る。
P5-7：［膠着状態経緯説明］法定協は野党が多数で特別区割り案が絞り込めず都構想
は行き詰っている。橋下氏は法定協の構成に問題ありとする。
P8-11：
［市長の説明責任追及］市長に再任されることで都構想のお墨付きを得たいの
だろうが、議会にも民意は反映されている。公明党などに時間をかけて説明し
理解を得るべきだった。野党批判では合意形成できない。
P12-13：［議会構成/膠着状態］出直し選をやっても大阪市大阪府の議会構成は変わら
ないので、出直し選は与野党間の溝を深めるだけ。
P14-16：［野党へ対案要求］野党は出直し選に対立候補を出し堂々と有権者に訴えか
けるべきだ。
［２］唐突で乱暴な出直しだ

毎日社説（2014 年 2 月 4 日）

P1-2：［出馬表明のきっかけ］橋下市長の出直し市長選表明はあまりにも唐突。法定
協での協議がスケジュール通り進まないからといって選挙に打って出るのは
乱暴だ。
P3-4：［都構想まとめ/膠着状態経緯説明］都構想は特別区を作り身近な行政を行い、
広域行政を一元化し二重行政を解消するもの。特別区割り案を絞ろうとしたが
野党は時期尚早と反対、これに市長は出直し選挙を表明。
P5-6：［議会構成/法定協膠着状態］出直し選挙をしても議会の構成に変わりはない。
スケジュールありきでは野党の理解は得られない。
P7-8：［市長の説明責任追及］問題は大阪都構想で住民の暮らしがどう変わるのか説
明しきれていないこと。メリットのもっと説明せよ。
P9：
［野党へ対案要求］野党も候補者を立てて都構想の是非を論じよ。

4

一つまたはそれ以上の段落の内容をまとめるという手法で談話分析を行った。
「P」は段落を意味し、それに続く番号は文章頭から数えて何番目の段落かを表してい
る。
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［３］選挙が唯一の解決策か

朝日社説（2014 年 2 月 4 日）

P1-2：
［出馬表明のきっかけ］苦し紛れの一手。橋下市長が出直し選をすると表明。
P3-5：［市長の真意］大阪を立て直す構想は市民に歓迎されたが、慰安婦発言で支持
率は下がり、議会に足元を見透かされていた。勢いあるうちに決着しようとい
う意図がある。
P6-9：
［市長の説明責任追及/膠着状態経緯説明］法定協行き詰まりの原因は都構想に
対する野党の疑問に橋下市長が十分に答えていないから。とことん説明が必要。
ここで出直し選に臨めば袋小路の可能性。
P10-12：［野党へ対案要求］議会の側にも問題あり。現状維持では大阪府大阪市は破
綻。対案を示すべきだ。
P13：
［システム型解決策］大阪市民が広く危機意識を共有し議論を盛り上げていくべ
き。そのために市長も議会も手を尽くすべきだ。
それぞれの社説には若干の独自性もあるが、共通性の方がはるかに大きいと思われる。
即ち、「大阪市長出直し選が、法定協での協議の膠着状態の打開策となると橋下市長は
考えているのだろうが、膠着状態は橋下市長の都構想の説明が不足していることに起因
している。しかし、都構想の対案を出さない野党にも責任がある」と論じている点でこ
の三つの社説は同じであるといえる。6
さて、ここで提示したい問題がある。それは協議の膠着状態は単に橋下市長の説明不
足によるものなのかという点である。この観点から「都構想」に言及しているニュース
記事がどう書かれているのか見てみよう。
ニュース記事分析
当該期間中、都構想に言及しているニュース記事の数は、読売、毎日、朝日それぞれ
25 本、14 本、13 本となっている。
（表 1 参照のこと。）当該期間中に三つの市長選（2013
年 4 月 14 日の兵庫県伊丹市長選と同県宝塚市長選、2013 年 9 月 29 日の堺市長選挙）
と（先述の通り）橋下市長の出直し選挙発言があったが、表 2 に示している通り、都構
想に言及している記事は二本（毎 1304267、朝 131119）を除いてすべてこれら三選挙が
らみの記事となっている。（毎 130426 は橋下氏の人となりを紹介した特集記事。朝
131119 は橋下氏の支持率調査結果報告。
）これら選挙記事は、候補者選定、選挙結果予
測と今後の政局の行方、選挙結果と今後の政局の行方、選挙結果に対する有権者の反応
のうち一つまたはそれ以上に言及した内容となっており、法定協がどうして膠着状態に

6

ちなみにデータ中の他の社説においても膠着状態の言及はないことを付け加えておく。
本稿では言及する新聞記事を番号で表すが、その際次の様に番号化する：新聞社名の先
頭の文字、出版の西暦年下二桁、月と日付。同じ日の新聞（夕刊と朝刊区別せず）に掲載
された複数の記事は日付の後にアルファベットで表記。
7
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陥ったのかといった報道は一切なされていない。堺市長選関連記事に例をとれば、選挙
前では、選挙記事は立候補者の紹介をし、維新の会が負けた場合は同政党の影響力が関
西で低下し都構想は頓挫するのではとの予測が紹介され（読 130913、毎 130916、朝
130916）
、選挙直後は（維新の会の候補者が落選したのだが）選挙結果を報じると共に
維新の会の関西地域のみならず国政においても影響力が低下し都構想も頓挫する可能
性が高いとする記事（読 130930a-b, d、毎 130930a-c、朝 130930a-c）及び、有権者の
橋下市長及び都構想の評価を調査した記事（読 130930c、毎 130930d）が書かれること
になる。
基本的に、これら選挙記事は大阪維新の会の勢力がどのように変調する可能性がある
かに視点が置かれており、田勢（1996）のいう「派閥記事」と軌を一にする記事である
ことが分かる。
わずか 2 本であるが都構想だけに言及した「政策記事」もある（朝 130202、毎 130923）
が、いずれも、都構想を大阪都の創設と地域サービス向上のための特別区設置の二つの
側面から解説したもので、法定協の審議そのものを報道している記事ではない。
表 2．ニュース記事の内訳
伊丹・宝
堺市長選
塚市長選
読売

130416,

毎日

130415,

朝日

大阪市長出直し選

130913, 130930a-d,
131001
130903, 130916, 130923a,
130930a-d
130814, 130912a,
130912b, 130916, 130923,
130930a-c

140201, 140202a-g,
140203a-b, 140204a-b,
140206a-b, 140207,
140208, 140212, 140215
140201, 140202a-c,
140203, 140204a-b
140201, 140202a-b,
140204

政策記
事

その他

130923b

130426

130202

131119

法定協の協議進捗状況
では、実際に法定協の協議はどのように行われていたのであろうか。第 1 回から第 13
回の法定協議事録を読むと協議が膠着した原因が少なくとも 3 つ浮かび上がってくる。
（１） 都構想案の位置づけについて与野党のコンセンサスが初めからなかった
そもそも、都構想案を協議するにあたって、都構想案に対する与野党間のコンセンサ
スがなかったと考えられる。まず、法定協で提示された特別区割り案 4 案に対する大都
市局の立場を見てみると、大都市局は都構想は一つの案であるとしながらも、事実上唯
一の案として扱っていることが分かる。第 4 回法定協で大都市局は民主党議員の質問に
答えて、区割り案は「あくまでも案」であると発言しているのだが（第 4 回：41）8、同
8

本稿では、法定協議事録を引用する際、第何回の法定協であるかとその議事録中のペー
8

法定協で広域行政として選ばれた 8 事業の選択が現行の大阪市政の問題点を踏まえて
行われるべきものではないかとの民主党委員の考えに、大都市局は、8 事業は現行の大
阪市政の問題点から選択されたものではなく、大都市局が「議論いただきたいと思うも
のを抽出したもの」であると回答している（第 4 回：41）
。さらに、第 5 回法定協で大
都市局が提出した追加資料に自民党が求めた大阪市政の現状と都構想との比較がなさ
れていないとの柳本委員の批判に、大都市局は「特別区設置によっておのおのの事務の
分担がどうあるべきかということについて、この協議会の場でご議論いただけるように
資料を調整していくこと」が自らの役割なので「その御趣旨を御理解いただきたい」と
返答している（第 5 回：5）。大都市局は区割り案を野党が要求するような形で作成はで
きないと回答しているわけである。結果として、大都市局によって法定協に提出された
都構想案は数あるうちの一案ではなく、事実上唯一の案として提出されるという態度を
大都市局は取っているわけである。
橋下市長をはじめとする維新の会の意向がそこに反映されていたことは想像に難く
ないが、そうなると橋下市長も都構想を単なる案とはみなしていなかったことになる。
その証拠として、法定協の議事進行を行う同じく与党「維新の会」の浅田会長は、法定
協で都構想案の完全否定につながる意見開陳をしないよう発言している。先述のように、
第 5 回法定協での柳本委員（自民）による大阪市政の現状と区割り案との比較要求に対
して、浅田会長は特別区設置に必要な協議を行うよう要請し、自民の要求を退けている
（第 5 回：12, 13）。また、この第 5 回法定協では自民の木下委員が都構想協議スケジュ
ールの変更を提案しているが、浅田会長はこれも退けている（第 5 回：39）
。
さらに、橋下市長は 2013 年 12 月 26 日の大阪市長定例記者会見で、特別区割り 4 案
を一案に絞るときが来たとして、こう発言している（大阪市 2013-2014b）
。
こんなの都構想のこの［区割り案協議の—筆者］プロセスなんていうのはどこにも
手順なんて書いてない訳ですから、最初（…）僕がね、区割りを大体こう決めるの
には 1 年ぐらいかかるんじゃないかということを言ったことを元にですね、（…）
大都市局の方がこうスケジュールっていうものを大体（…）決めてた経緯がある訳
なんですね。でもこれ話をこうどんどん進めていくとですね、区割り案が決まらな
いと役所のその構成だったりとか施設の統廃合の問題だったりとか、これが全く進
まないと。
大都市局提出の 4 案の協議を続けることで 1 案に絞り込まざるを得ない状況を作り
だし都構想を野党に飲ませる意図が橋下市長にあったのではないかと思わせる発言で
ある。
これに対して、野党側は（公明党を除いて）法定協の初期の段階から都構想を行政組
ジ数を掲載することにする。
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織改組の唯一の案とはみなしていないことをかなり直接的に表明しているのである。第
2 回法定協でまず共産党が都構想に反対を表明（第 2 回：6）
。同じく第 2 回法定協で、
自民（柳本委員）も特別区区割り案に反対を表明し、法定協において大阪市の区割りが
どうあるべきかを話し合う意図が自民にはないことを表明しているのである（第 2 回：
17）
。第 4 回法定協以降、自民をはじめとする野党は現行の大阪市政の問題点は何なの
かに焦点を当てていくようになり、先述のように大都市事務局に大阪の現状をまとめた
資料の作成を求めるようになるのだが、第 8 回法定協において、自民（木下委員）は都
構想が行政組織改組を協議する際の「データベース」に過ぎないとの解釈を示している
のである（第 8 回：46）
。
（２） 橋下市長によるあきらかな議論のすり替え
第 5 回法定協で大阪市政のサービスの現状と特別区割り案でのサービスの比較を野
党側が求めたのに対し橋下市長は、どんな制度にもメリット、デメリットがあるとした
上で、重要なのは都構想案と野党の対案を比べることだ、と主張（第 5 回：33）
。これ
以降橋下氏は大阪の現状調査に基づく資料提出を拒み続けることになる。現実の問題が
なんであるのか特定することなしに都構想の是非が問えるという橋下氏の理論にどれ
ほど妥当性があるのだろうか。
（３） 大阪府市の二重行政により生まれたとされる財政「ロス」を防ぐためには広域
行政の一元化が必要との理論に根拠が示されていない
橋下市長は第 6 回法定協で、大阪都構想を通じて広域二重行政を一元化しロスをなく
すことが必要であることを強調している（第 6 回：25-26）
。
（
「ロス」とはバブル期に大
阪府と大阪市が競って建てたとされるハコモノ事業から生まれた巨額の負債を指す。
）
同様の主張が第 8 回法定協（pp.8-9）でもなされ、大阪はこのままではだめで広域行政
は一本化しなければならないと主張。しかし、第 12 回法定協で、自民の柳本、花谷両
委員が府市の連携を深めることでこのような「ロス」を生み出さない体制を構築できる
と主張。これに対して橋下市長は、もしそれが可能であるとするなら「何で僕らの前に
できなかったんですかね」と問い返している（第 12 回：20）
。現在の広域二重行政が具
体的にどのような理由で財政ロスを生み出したのかそのメカニズムの説明を橋下市長
は行ってはいない。
実は、大阪市は以前「特定団体調査委員会」という会を作り、湊町開発センター、ア
ジア太平洋トレードセンター、及び、大阪ワールドトレードセンターという三つのハコ
モノ事業が再建に追い込まれた原因調査を行っており、その原因を次の様に述べている
のである（大阪市特定団体調査委員会 2004:27）
。
平成元年に設立された3社はバブル経済の最盛期に当初の事業計画を策定しているが、
10

その後、平成3年にはバブル経済は崩壊し、景気が低迷するなど経済状況に大きな変
化が生じるなど収益を圧迫すると予測される様々な要因があったにも関わらず、各社
は経営や事業の採算性の観点からこの事業計画や前述の財務構造を十分に見直すこ
となく施設の開業に至っており、経営悪化を招いた根本的な原因になったと考えられ
る。
ハコモノ建設によるロスの原因は二重行政というより、経済状況の分析能力のなさ、
採算性を考えた経営方針の欠如にあると結論付けている。橋下氏には府市の二重行政が
「ロス」を生み出したとする説に対し説明責任が生じていると思われるが、その責任は
遂行されていない。
まとめよう。
（１）与党（維新の会）は都構想を唯一の案として法定協にて提出していたが、野党
はあくまでも都構想は一案だとの態度で協議に臨んでいた可能性が高いこと。与党は当
然のことながら協議の過程で野党の都構想を全面否定する議論を封殺する構えを見せ
ていたこと。（２）にも拘らず、与党（橋下市長）は都構想と比べるべきは大阪市政の
現状ではなく、野党から出された対案であると述べたこと。そして、（３）大阪府・大
阪市の二重行政が原因で発生したとされるロスが本当に二重行政に起因するのかどう
かの説明を橋下市長ができなかったこと。これらの問題が複合化して法定協の協議が膠
着したと読み取れるのである。
しかるに、これら 3 点については、出直し選社説においてもニュース記事においても
一切言及されてはいない。そこにあるのは橋下氏への説明不足追及と野党への対案提出
要求だけなのである。これを「精密化」された新聞報道と呼ぶには無理があると言うべ
きである。
4.

結論
第一回法定協が行われたのが 2013 年 2 月 27 日。大都市局が準備した大阪都構想が否

決されたのが 2014 年 1 月 31 日の第 13 回法定協。この間、与野党が大阪都構想の是非
をめぐって論戦を繰り広げた。
法定協では最初から公明党を除く野党が与党への歩み寄りを拒否しており、都構想の
区割り案さえ合意はできなかったのである。これら野党の歩み寄り拒否を新聞各社が的
確に報道していたかといえば、答えはノーである。
何か新しい案を出し、それを審議する過程で、新提案で現状がどう変わっていくのか
説明する義務を提案者が負うのは当たり前である。しかし、橋下市長はそれを拒否した。
拒否の理由は、都構想と比べるべきは野党の対案であるというものであった。この詭弁
とも思える橋下氏のロジックを新聞各社は伝えたであろうか。答えはノーである。
この橋下氏の「詭弁」に野党自民党は大きな懐疑を持つに至り、これが与野党合意を
11

一層不可能なものにして行ったわけだが、だめ押しが、大阪府・市に多大な借金を負わ
せたとされる広域二重行政の一元化の問題である。橋下氏は、広域二重行政がハコモノ
負債の原因であるとしながら、ハコモノ事業がどんなメカニズムで負債を生み出したの
か説明ができなかったのである。この事実を新聞各社は報道したであろうか。答えはや
はりノーである。当然、大阪市特定団体調査委員会の報告書に言及することもないので
ある。
このような状況にあった協議の膠着。これを新聞各社社説は「市長の説明不足」と「野
党の対案を出さない無責任さ」に還元してしまったのである。
ニュース記事の記者及び社説を書いた論説委員は何を根拠に報道記事を書いたのか。
繰り返しになるが、法定協の協議の模様は Ustream で生配信されたうえ、録画ビデオが
YouTube で公開されている。協議の書き起こしは、大阪市と大阪府のホームページから
ダウンロードできる。また、YouTube の動画を見るとテレビカメラが 7 台ほど協議会場
に設置されているのがわかる。恐らくはテレビ局のカメラだと思われるが、日本の新聞
社・テレビ局は系列化されており、同系列のテレビ・新聞社で情報共有は可能だったは
ずである。また、協議内容に不明な点があれば大阪市長の記者会見で質問ができたはず
である。が、私が調べた限りにおいては、大阪市長の定例記者会見で与野党の最初から
の不協和音について正面から質問した記者はいないし、橋下氏の「詭弁」を指摘する者
もいないし、更に、ハコモノ債務がどうやって生まれたのかの説明を求める記者もいな
いのである。記者クラブの記者は法定協で実際どのような協議が行われているのか知ら
なかったのではなかろうか。
本稿で指摘した法定協での協議の流れを決めた三つの要因についてニュース記事の
記者（デスクも含めて）も論説委員も知らなかったのだろうか。もしそうなら、なぜそ
うなったのだろう。これら三つの要因に気が付かなかったとするなら、何に基づいて報
道を行ったのか。考えられるのは只一つ。デフォルト・スクリプトの存在である。朝毎
読の論説委員がシェアするデフォルト・スクリプトである。これなら最小限度の情報で
記事は書ける。取材をする必要もない。
では、もし、三つの要因に気が付いていたとしたら？その場合、彼らはジャーナリス
トではないと言うべきだろう。
ソーシャルメディアの時代になっても新聞記者の行動パターンは西暦 2000 年前後と
何も変わっていない可能性は極めて大きい。Nanri（2006）は記者クラブが日本の報道に
とって大きな障害であると発言しているのであるが、それはどうやら根本的問題ではな
いようだ。記者が、そして、論説委員が調査報道をしないことに問題があると言うべき
か。記者たちの行動パターンが変わらない限り、旧態依然とした精密度の低い記事を日
本の新聞は掲載し続けていくのだろう。
インターネット時代にあって広告収入を減らし、発行部数も減らしている日本の新聞。
宅配制度、再販売価格維持制度、独禁法の例外扱い（特殊指定）で守られている日本の
12

新聞が、グローバル化する日本経済にあって、ガラパゴス化を避けることができるのか。
今後の新聞メディアの動向を注視したい。
謝辞
本稿を出版に当たって、査読をしてくださった査読委員の方に心より感謝を申し上げる。
但し、最終的文言の決定は私自身で行ったものであり、本稿中の誤謬等に関しては私が
一切の責任を負うものである。
参考文献
稲垣武（1996）『新聞裏読み逆さ読み』草思社．
岩瀬達哉（2001）
『新聞が面白くない理由』講談社．
遠藤薫編（2014）
『間メディア社会の＜ジャーナリズム＞』東京：東京電機大学出版局．
逢坂巌（2014）『日本政治とメディア』東京：中公新書．
大阪市特定団体調査委員会（2007）「大阪市特定団体調査委員会報告書」http://www.
city.osaka.lg.jp/shiseikaikakushitsu/cmsfiles/contents/0000035/35821/
chosahokokusyo2honpen.pdf.
大阪市（n.d.）
「市長会見」http://www.city.

osaka.lg.jp/ shisei_top/

category/

2012-5-0-

0-0.html．
大阪府（2013-2015）「大阪府・大阪市特別区設置協議会」http://www.pref.osaka.lg.jp/
daitoshiseido/hoteikyo/index.html．
北村肇（1996）『腐敗したメディア』現代文人社．
田勢康弘（1996）
『政治ジャーナリズムの罪と罰』新潮社．
田 原 総 一 朗 （ 2015 ）「 批 判 ば か り で 対 案 を 出 せ な い 「 戦 後 リ ベ ラ ル 」 の 限 界 」
http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/100463/042200007/?rt=nocnt.
南里敬三（2001）
「テクストの中の母性」山口登（編）JASFL Occasional Papers, Volume
2 No.1, Autumn 2001, pp.129-143.
Nanri, K.（2004）An Anatomy of the Homogeneity and Innocuousness of Japanese Editorials.
The

Proceedings

of

of

the

15th

Biennial

Conference

of

the

ASAA.

http://pandora.nla.gov.au/pan/124461/20110211-1446/coombs.anu.edu.au/ SpecialProj/
ASAA/biennial-conference/2004/proceedings.html.
Nanri, K.（2005）The conundrum of Japanese editorials: Polarized, diversified and homogeneous.
Japanese Studies 25(2):169-185.
Nanri, K.（2006）The Rhetorical Organization and Identity of Japanese Editorial Writers. Ilha
do Desterro jan./jun.2006 No.50, pp.13-17.
Nanri, K.（2014）Chapter Seven: Japanese Journalistic Communities: Politics, the Newspaper
and Nico Nico Dōga. Rausch, A. (ed.) Japanese Journalism and the Japanese
13

Newspaper.Amherst, New York: Teneo Press, pp.153-176.
長谷川幸洋（2013）『2020 年新聞は生き残れるのか』講談社．
ファクラー, M.（2012）『
「本当のことを」伝えない日本の新聞』双葉新書．
早稲田大学ジャーナリズム教育研究所編（2013）
『エンサイクロペディア現代ジャーナ
リズム』早稲田大学出版部．
読売新聞論説委員会（編）
（2001）
『読売 VS 朝日―社説対決 50 年』東京：中公新書ラク
レ.
読売新聞論説委員会（編）
（2002）
『読売 VS 朝日―社説対決・北朝鮮問題』東京：中公
新書ラクレ.
読売新聞論説委員会（編）
（2004）
『読売 VS 朝日―21 世紀・社説対決』東京：中公新書
ラクレ.

14

