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1. 目的と背景 
本研究はコンピュータ・コーディングの修練を目的としている。同性婚をテーマとして選

定した理由は、近年の LGBT に関する議論の高まりを受け、性の多様性が議論されるよう
になった過程に興味を持ったからである。そこで、渋谷区が同性パートナーの存在を認めた
時期の周辺を起点として、同性婚の議論の過程に関する研究を行おうと考えた。主に、渋谷
区が同性パートナー制度の存在を認めた時期の前後で報道がどのように変化したのかを分
析する。そして、渋谷区の同性パートナー制度に関する報道により活発となった同性婚に関
する報道が、その後どのような変遷を辿ったのかを分析する。 

 
 

2. 手法 

2.1. 分析対象と分析期間 

分析対象は『朝日新聞』および『読売新聞』の朝刊・夕刊に掲載された「同性婚」に関す
る新聞記事である。 

分析対象紙として『朝日新聞』と『読売新聞』を選定したのは、コンピュータ・コーディ
ングの修練という目的のために最適な新聞社であると考えたためである。なぜなら、新聞記
事を取得することが容易であり、さらにそこから記事一覧など必要事項の作成のハードル
が低いからである。 

記事収集では『朝日新聞』のデータベースである「聞蔵Ⅱビジュアル」と『読売新聞』の
データベースである「ヨミダス歴史館」を利用した。「聞蔵Ⅱビジュアル」では「同性婚+同
性結婚+(同性&結婚)+同性カップル+パートナーシップ制度」という条件で、「ヨミダス歴
史館」では「同性婚 OR 同性結婚 OR (同性 AND 結婚) OR 同性カップル OR パートナ
ーシップ制度」という条件で記事を検索した。 

分析期間は、渋谷区がパートナーシップ制度の条例案を発表した 2015 年 2 月 11 日と本
研究を開始した 2019 年 12 月 12 日までの期間が 4 年 10 ヶ月あることから、2015 年 2 月
11 日を中心としてその前後 4 年 10 ヶ月の期間を設定した。つまり、分析期間は 2010 年 4
月 12 日から 2019 年 12 月 12 日までとなる。分析期間中の記事件数は「聞蔵Ⅱビジュアル」
は 1419 件、「ヨミダス歴史館」は 670 件であった。各データベースでの検索条件は、朝日
新聞は表 1、読売新聞は表 2 の通りである。 
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また、朝日新聞の 2017 年 10 月 14 日から 2017 年 10 月 24 日の期間中に出現する「朝日・
東大谷口研究室共同調査」という記事を含む 84 件の記事をコンタミネーションとした。こ
れらの記事は、記事内容が本研究の主旨に一致しないうえに膨大な文字数を占め、抽出後の
結果などに多大な影響を与えることが懸念された。そのため、コンタミネーションとして除
外した。また、記事本体が存在しない記事なども含まれていたため、最終的に分析に用いた
記事数は『朝日新聞』と『読売新聞』を合計して 1963 件である。 

 
表 1 朝日新聞の記事検索条件 

検索モード 「詳細検索」 
対象紙誌名 「朝日新聞」のみ 

キーワード 
「同性婚+同性結婚+(同性&結婚)+同性カップル+

パートナーシップ制度」 
「異字体を含めて検索」と「同義語を含めて検索」 

発行日 「2010 年 4 月 12 日から 2019 年 12 月 12 日」 
検索対象 「見出しと本文と補助キーワード」 

分類 指定なし 
朝夕刊 「朝刊」と「夕刊」 
面名 指定なし 

本紙/地域面 「本紙」と「地域面」 
発行社 東京、大阪、名古屋、⻄部、北海道 

写真図表 指定なし 
 

表 2 読売新聞の記事検索条件 
検索モード 「平成・令和 1986〜」を選択 

検索語 
「同性婚 OR 同性結婚 OR (同性 AND 結婚) 

OR 同性カップル OR パートナーシップ制度」 

検索方式 
「全文検索」 

「言葉の揺らぎ（表記の多様性）を含めて検索」 
検索期間 「2010 年 4 月 12 日〜2019 年 12 月 12 日」 

全国版・地域版選択 「すべてを対象にする」 
分類選択 「大分類：すべて」「詳細分類：すべて」 

 



Osamu NAKAMURA's Seminar @WASEDA Univ. 

4 
 

2.2. 語の抽出と集計単位 

語の抽出にかかる手続きは柳瀬公（2012）にしたがった。まず、分析対象の新聞記事から
分析に使用する語の抽出を行った。抽出には KH Coder（樋口耕一、2014）を用いた。抽出
した語の品詞は、名詞・サ変名詞・形容動詞・固有名詞・組織名・人名・地名・ナイ形容・
副詞可能・未知語・タグ・感動詞・動詞・形容詞・副詞・名詞 C である。 

また、KH Coder 内で「複合語の検出」をおこなった。これにより、「同性結婚」「同性愛
者」「同性婚」「同性カップル」「同性パートナー」「パートナーシップ証明書」「性的少数者」
「性同一性障害」を複合語として強制抽出した。 

さらに、強制排除語として「写真」「説明」を設定した。これらの語は、本研究の主旨に沿
わない文脈で使われており、クラスター分析などの際に、分析結果を歪めていため、排除し
た。 

集計単位（何を 1 つの「文書」として数えるか）は段落とした。分析期間中の総抽出語は
1,413,196 語で、そのうち使用された語は 485,505 語であった。異なり語数は 37,025 語で、
そのうち使用された語は 29,340 語であった。文書の単純集計は表 3 にまとめた。なお、表 
3 における「H3」と「H2」は、それぞれ記事数、社時期数を表しており、詳細は後述する。 

 
表 3 文書の単純集計 

集計単位 ケース数 
文 66.275 

段落 31,671 
H3 1,963 
H2 8 
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2.3. 分析の方法 

分析の方法も柳瀬（2012）にしたがった。まず分析の 1 段階目として、新聞記事内でどの
ような語が多く用いられているのかを知るために、出現頻度上位 150 語を確認した。次に
それらの語を用いて、クラスター分析を行った。クラスター分析の実施により、新聞の報道
傾向を把握することができる。本研究では、それぞれの語の関連からメディアの報道フレー
ムを分析することを目指しているため、語の単純出現頻度をクラスター分析に使用した。 

続いて分析の２段目として、同性婚に関する報道のメディア・フレームの文書を取り出す
ために、コーディング・ルールを作成した。コーディング・ルールは、クラスター分析によ
って得たクラスターを構成する語を全て用い、基本的には語同士を「or」で結ぶことで作成
した。しかし、それによってフレームに振り分けられる記事数に大きなばらつきがあったた
め、クラスターを構成する語が 3 回以上出現したらコーディングをするといったルールを
フレームごとに作成した。コーディング・ルールの詳細は付録 1 におさめた。そのあとコー
ディング・ルールを KH Coder に読み込ませて文書を検索した。なお、1 つの文書に複数の
メディア・フレームが出現する場合は、メディア・フレームごとに 1 つの文書として集計し
た。これは KH Coder がそのようになっているためである。 

最後に、抽出されたメディア・フレームの時系列変化を明らかにした。分析期間の分類は、
本研究の目的でもある、渋谷区がパートナー制度の条例案を発表した 2015 年 2 月 11 日よ
り以前を 1 期とした。残りの 2015 年 2 月 11 日から本研究を開始した 2019 年 12 月 12 日
までの 4 年 10 ヶ月の期間を 3 等分に分割することが妥当であると考え、2015 年 2 月 11 日
から 2016 年 10 月 11 日までを 2 期、2016 年 10 月 12 日から 2018 年 5 月 11 日までを 3
期、2018 年 5 月 12 日から 2019 年 12 月 11 日までを 4 期と分類した。 
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3. 結果 

3.1. 頻出語 

記事中の出現頻度上位 150 語を表 4 に示す。出現した語の上位には「LGBT」(2,534 語)、
「同性婚」(2,390 語)など、同性婚やそれに関する語が挙げられた。品詞別に見ると、名詞
では「女性」(2,376 語)、「男性」(1,635 語)などジェンダーに関する語、「制度」(2,110 語)
「社会」(2,085 語)など、社会的な動きに類する語が多くみられた。サ変名詞では「結婚」
(1,997 語)「関係」(1,065 語)「支援」(1,006 語)のような語が 1000 語以上の出現が見られ
た。動詞の上位には、「認める」(2,298 語)、「言う」(1,578 語)、「話す」(1,085 語)、「考え
る」(1,022 語)、「受ける」(1,011 語)が 1000 語以上出現した。形容動詞は「必要」(945 語)、
「多様」(919 語)、「性的」(498 語)、「自由」(490 語)といった、より同性結婚のテーマと
親和性の高い語が上位に出現した。その他、地名では「日本」(1,839 語)、「東京」（1,411 語）、
「米」（1,211 語）、「米国」（961 語）、「大阪」（780 語）、「渋谷」（669 語）といった語が上
位に出現した。 
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表 4 頻出語上位 150 語 
抽出語 出現回数  抽出語 出現回数  抽出語 出現回数 

人 3093  権利 755  心 561 
ＬＧＢＴ 2534  調査 754  全国 556 
同性婚 2390  選挙 747  議論 554 
女性 2376  男女 746  保障 545 

認める 2298  知る 741  映画 542 
制度 2110  昨年 737  賛成 535 
社会 2085  持つ 729  教育 530 
結婚 1997  開く 725  共和党 529 
日本 1839  生きる 697  党 522 

性的少数者 1747  企業 685  トランプ 521 
男性 1635  国⺠ 680  行う 518 
家族 1593  法律 679  婚 518 
思う 1578  ゲイ 678  最高裁 515 
自分 1566  渋谷 669  政府 510 
憲法 1530  生活 669  訴える 509 

同性カップ
ル 

1425  候補 662  対応 500 

東京 1411  声 660  今年 498 
朝日 1394  市 659  性的 498 
問題 1361  投票 659  教授 496 
米 1211  読売 659  条例 491 

言う 1085  感じる 658  自由 490 
話す 1085  夫婦 657  委員 488 
関係 1065  活動 653  宣誓 485 
前 1061  同性 651  夫 485 

大統領 1059  政策 647  言葉 479 
考える 1022  婚姻 645  変える 478 
受ける 1011  保守 638  可能 472 

性 1010  首相 635  オバマ 471 
パートナー 1006  相談 635  批判 469 
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抽出語 出現回数  抽出語 出現回数  抽出語 出現回数 
支援 1006  導入 628  場合 467 

カップル 973  性別 624  強い 465 
同性愛者 970  見る 623  自治体 465 

議員 964  今 617  増える 465 
米国 961  対象 615  変わる 465 
必要 945  聞く 612  相続 460 
政治 942  語る 591  県 457 

求める 935  出る 591  弁護士 453 

理解 921  パートナー
シップ 

586  主張 448 

多様 919  政権 585  議会 443 
支持 911  同性愛 583  州 442 
差別 890  団体 579  広がる 440 
国 877  証明 575  仕事 439 

多い 843  示す 574  今回 437 
当事者 843  代表 574  始める 437 
参加 830  経済 573  多く 437 
世界 813  人権 573  判決 431 
反対 810  意見 571  自⺠党 429 
改正 792  会社 569  大学 424 

子ども 792  時代 569  市⺠ 422 
大阪 780  初めて 561  同士 422 
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3.2. クラスター分析による分類 

クラスター分析も柳瀬（2012）の方法にしたがう。ここでは KH Coder を用い、リストア
ップされた出現頻出語上位 150 語のうち、出現数が 650 語以上の語を用いて階層的クラス
ター分析（Jaccard 距離、Ward 法）を行った。集計単位を段落、語の最小出現数を 650、最
小文書数を 1 とし、動詞以外の品詞を対象に集計を行ったところ、62 の語が残る。これを
階層的クラスター分析にかけ、併合水準をチェックしたうえで 8 つのクラスターに分類し
た。結果は表 5 の通りである。 

ここからは、クラスターごとの報道傾向を考える。クラスター1 は「候補」、「選挙」、「支
持」、「大統領」、「米」の語が見られた。このクラスターでは、米国での選挙報道に関する語
が検出された。クラスター2 では、「憲法」、「改正」、「国⺠」、「投票」といった憲法の改正
に関する語が、クラスター3 では、「東京」、「渋谷」、「パートナー」、「制度」、「同性カップ
ル」といった渋谷区における同性パートナーシップ制度に関する語が検出された。クラスタ
ー4 では、「多様」、「性」、「理解」、「当事者」、「支援」、「LGBT」、「性的少数者」の性の多様
性に関する語が見られた。クラスター5 は「女性」、「男性」、「ゲイ」、「同性愛者」といった
性別に関するクラスターである。クラスター6 は「権利」、「反対」、「同性婚」、「法律」、「国」、
「差別」、「社会」、「問題」、「世界」、「日本」、「政治」、「米国」といった政治的な論点が多く
みられるものである。クラスター7 は「読売」、「朝日」、「調査」、「昨年」、「参加」、「男女」、
「市」、「前」、「議員」、「声」、「大阪」、「企業」、「活動」といった、政治や社会に対する活動
に関する語が該当する。最後に、クラスター8 では、「カップル」、「同性」、「結婚」、「夫婦」、
「関係」、「多い」、「自分」、「人」、「家族」、「子ども」、「生活」、「必要」といったような家族
関係やカップル同士の関係性に関する語が見られた。 
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表 5 クラスター分析による語の分類 
クラスター番号 構成する語 出現数合計 

クラスター1 
候補(662)、選挙(747)、支持(911)、大統領(1059)、米
(1211) 

4590 

クラスター2 憲法(1530)、改正(792)、国⺠(680)、投票(659) 3661 

クラスター3 
東京(1411)、渋谷(669)、パートナー(1006)、制度
(2110)、同性カップル(1425) 

6621 

クラスター4 
多様(919)、性(1010)、理解(921)、当事者(843)、支援
(1006)、LGBT(2534)、性的少数者(1747) 

8980 

クラスター5 女性(2376)、男性(1635)、ゲイ(678)、同性愛者(970) 5659 

クラスター6 
権利(755)、反対(810)、同性婚(2390)、法律(679)、国
(877)、差別(890)、社会(2085)、問題(1361)、世界
(813)、日本(1839)、政治(942)、米国(961) 

14402 

クラスター7 
読売(659)、朝日(1394)、調査(754)、昨年(737)、参加
(830)、男女(746)、市(659)、前(1061)、議員(964)、
声(660)、大阪(780)、企業(685)、活動(653) 

10582 

クラスター8 
カップル(973)、同性(651)、結婚(1997)、夫婦(657)、
関係(1065)、多い(843)、自分(1566)、人(3093)、家族
(1593)、子ども(792)、生活(669)、必要(945) 

14844 
 

＊表中の数値はそれぞれの語の出現数を表す 
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3.3. メディア・フレームの抽出 

今回のフレーム抽出とコーディング・ルール作成においては、表 5 で示した各クラスター
を構成する語をそのまま用いた。恣意的な内容になることを避けるため、それぞれのクラス
ター内の語群は、語の足し引きをせずにすべての語をコーディング・ルールに用いた。 

クラスター1 は、渋谷区で同性パートナーシップ制度が認められる前の米国における大統
領選の争点としての同性婚の話題であると推定できる。そのため、「米国フレーム」と設定
した。コーディング・ルールは「( 候補 or 選挙 or 支持 or 大統領 ) and 米」とした。実
際の新聞記事では、次のようなものがある。 

 
ニューヨーク州議会の上院で２４日夜、同性カップルの結婚を認める法案が通過した。
すでに下院を通過しており、近くクオモ知事が署名し、成立する見通し。同性婚を認
める州は、バーモントやアイオワなどに次いで６番目。人口規模が大きいニューヨー
ク州で実現することで、来年の米大統領選でも、連邦レベルで認めるべきかどうかに
ついての各候補者の態度表明が注目されそうだ。(朝日新聞 2011 年 6 月 25 日付夕刊) 

 
クラスター2 では、国内外の憲法改正やそれに伴う国⺠投票に関する語が見られた。それゆ
え、「憲法改正フレーム」と置いた。コーディング・ルールは「憲法 and ( 改正 or 国⺠ or 
投票 )」である。新聞記事では以下のように用いられている。 
 

今回の国⺠投票は、憲法に『婚姻は性別を問わない２人による』との文言を挿入する
か否かを問うた。アイルランドは１９３７年の憲法制定以降、国⺠投票によって３０
回以上の憲法改正を重ねている。(朝日新聞 2015 年 5 月 25 日付朝刊) 

 
クラスター3 では、渋谷区において同性パートナーシップ制度が制定された際の報道に関

する語が抽出されているものと捉えられる。日本においても同性カップルが容認されたと
いう報道に関しての語であると考えられる。よって、「容認フレーム」と置いた。コーディ
ング・ルールは「( 東京 or 渋谷 ) and ( パートナー or 制度 or 同性カップル )」である。
このフレームにおいては次のような記事が存在する。 
 

東京都渋谷区は、同性同士のカップルから申請があれば『結婚に相当する関係』と認
める証明書を発行する条例案を、３月区議会に提出する。性的少数者の権利を守るの
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が狙い。渋谷区によると、全国で初めての制度になるという。(朝日新聞 2015 年 2 月
12 日付夕刊)」 

 
クラスター4 では、性の多様性を扱うクラスターであった。このクラスターは「多様性フ

レーム」として定義した。コーディング・ルールは「( 多様 and 性 ) and ( 理解 or 当事
者 or 支援 or ＬＧＢＴ or 性的少数者 )」である。なお、実際の記事としては次のような
ものが見られる。 
 

それでも、『できる人が政治に関わっていかないと何も変わらない』。同性カップルを
公的に認める制度を作り、市営住宅入居などを可能にしたい。ＬＧＢＴだけでなく、
外国籍児童やひとり親家庭への支援も広げたい。様々な少数派がいて、多様性を認め
合う社会を目指す。（朝日新聞 2014 年 5 月 9 日付朝刊） 

 
以下のフレームからは、語同士のまとまりやクラスター全体としての統一性が低い。その

ため、語の出現回数の制限を設けた。クラスター5 は性別に関するクラスターであった。そ
のため、「性別フレーム」とする。コーディング・ルールは「女性 + 男性 + ゲイ + 同性
愛者 >= 3」とした。記事では次のようなものがある。 
 

イタリア在住の友人女性Ｓさんが一時帰国したと聞き、娘とお好み焼きを食べに行っ
た。彼女は他に３人のスペイン人男性と一緒で、１人は彼氏、残る２人はゲイのカッ
プルという。スペインでは同性愛者も結婚できる。（朝日 2012 年 3 月 8 日付夕刊） 

 
クラスター6 は、広く同性婚などの政治的な話題を扱うクラスターであった。そのため「政

治フレーム」とし、コーディング・ルールは「権利 + 反対 + 同性婚 + 法律 + 国 + 差
別 + 社会 + 問題 + 世界 + 日本 + 政治 + 米国 >= 3」とした。当てはまる記事は次の
ようなものである。 

 
最近、米大統領選の報道などでアメリカの宗教勢力が日本でも紹介されるようになっ
た。しかし、日本国内の論調が、進化論や中絶、同性婚に反対する一部の『宗教右派』
を狂信的で不寛容な人たちとして象徴的にとらえる一方、自分たちを『科学的』で『進
んでいる』とする解釈図式に終始している、と警鐘を鳴らす。米国⺠全体に通底する、
もう一段深い宗教観の提示をめざす。（朝日新聞 2012 年 2 月 17 日付夕刊） 
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クラスター7 は政治的な話題の中で、市⺠の参加などの話題を扱ったフレームであった。

そのため、「活動フレーム」とし、コーディング・ルールは「読売 + 朝日 + 調査 + 昨年 
+ 参加 + 男女 + 市 + 前 + 議員 + 声 + 大阪 + 企業 + 活動 >= 3」とした。次のよ
うな該当記事がある。 
 

それらの経験から『人は一人ひとり違う何かを抱えている。それぞれを認めあえる社
会をつくりたい』と考え、活動に取り組んでいる。今後は、船橋市に必要な施策を実
現するために、ＬＧＢＴについての議員連盟を立ち上げるつもりだ。（朝日新聞 2016
年 11 月 13 日付朝刊） 

 
クラスター8 は家族関係やカップルなど、人間関係に関するフレームである。そのため、

「カップルフレーム」と定義し、コーディング・ルールは「カップル + 同性 + 結婚 + 夫
婦 + 関係 + 多い + 自分 + 人 + 家族 + 子ども + 生活 + 必要 >= 3」と置いた。次
のような記事が当てはまる。 
 

東京都世田谷区の保坂展人区⻑は１５日、渋谷区が同性のカップルに結婚相当の関係
を認める条例を目指すことを受け、『世田谷区としても具体的に何ができるか答えを
出すべく準備している』と述べた。同区で開かれた性的少数者の成人式で明らかにし
た。（朝日新聞 2015 年 2 月 16 日付朝刊） 

 
以上、語の出現数とクラスター分析をもとに「米国フレーム」、「憲法改正フレーム」、「容

認フレーム」、「多様性フレーム」、「性別フレーム」、「政治フレーム」、「活動フレーム」、「カ
ップルフレーム」の計 8 フレームを抽出した。コーディング・単純集計で出現したメディ
ア・フレームに該当する文書数は表 6 のとおりである。全体の文書数は 31671、そのうち
フレームに該当したのは 4615 件であった。1 つの文書に複数のメディア・フレームが存在
する時はその文書は各メディア・フレームに割り当てている。抽出されたメディア・フレー
ムの中で最も多かったのは「カップルフレーム」（1463 件、4.62%）、次いで「政治フレー
ム」（1397 件、4.41％）であり、この 2 つは 1000 件を超えていた。3 位以降は「容認フレ
ーム」（565 件、1.78％）、「性別フレーム」（430 件、1.36％）、「活動フレーム」（428 件、
1.35％）、「憲法改正フレーム」（413 件、1.30％）、「米国フレーム」（350 件、1.11％）、「多
様性フレーム」（166 件、0.52％）となっていた。 
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表 6 各メディア・フレームの文書数 
フレーム名 文書数 割合 

米国フレーム 350 1.11% 
憲法改正フレーム 413 1.30% 

容認フレーム 565 1.78% 
多様性フレーム 166 0.52% 
性別フレーム 430 1.36% 
政治フレーム 1397 4.41% 
活動フレーム 428 1.35% 

カップルフレーム 1463 4.62% 
コード無し 27056 85.43% 

文書数 31671  
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3.4. メディア・フレームの時系列変化 

表 7 は、朝日・読売および時期の分類と各メディア・フレームとのクロス集計の結果であ
る。クロス集計を行うにあたっては、コーディング単位を段落、クロス集計を見出し 2 と
し、セル内容は度数とパーセントで集計した。 

１期を見ると、多く検出されたメディア・フレームは、朝日・読売共に「米国フレーム」
（朝日では 81 件 1.51％、読売では 80 件 3.50％）、「性別フレーム」（朝日では 70 件 1.31％、
読売では 48 件 2.10％）、「政治フレーム」（朝日では 258 件 4.82％、読売では 110 件 4.81％）、
「活動フレーム」（朝日では 80 件 1.49％、読売では 32 件 1.40％）、「カップルフレーム」
（朝日では 230 件 4.30％、読売では 131 件 5.73％）であった。 

2 期では朝日・読売共に「米国フレーム」（朝日では 31 件 0.54％、読売では 42 件 2.23％）
が減少した。朝日では「憲法改正フレーム」（90 件 1.57％）が多く出現したが、読売ではそ
の通りではない。また、朝日・読売共に「容認フレーム」（朝日では 194 件 3.38％、読売で
は 4.83％）、「政治フレーム」（朝日では 250 件 4.35％、読売では 98 件 5.20％）、「カップル
フレーム」（朝日では 283 件 4.93％、読売では 70 件 3.71％）の 3 つが多く検出された。 

3 期では朝日・読売共に文書検出数が 4 期間の中で最も少なかった。その中でも、「カップ
ルフレーム」（朝日では 219 件 5.42％、読売では 62 件）が最も多く検出された。 

4 期では朝日・読売共に全期間の中で最も多い文書数が出現した。その中でも朝日・読売
共に「憲法改正フレーム」（朝日では 121 件 1.63％、読売では 76 件 2.31％）、「容認フレー
ム」（朝日では 114 件、1.54％、読売では 58 件 1.77％）、「政治フレーム」（朝日では 370 件、
5.00％、読売では 96 件 2.92％）、「カップルフレーム」（朝日では 219 件 5.42％、読売では
99 件 3.01％）が多く検出された。 

 
表 7 社時期およびメディア・フレームのクロス集計 

 

社時期 米国フレーム 憲法改正
フレーム 容認フレーム 多様性

フレーム 性別フレーム 政治フレーム 活動フレーム カップル
フレーム ケース数

朝日１期 81   (1.51%) 27   (0.50%) 5   (0.09%) 10   (0.19%) 70   (1.31%) 258   (4.82%) 80   (1.49%) 230   (4.30%) 5355

朝日２期 31   (0.54%) 90   (1.57%) 194   (3.38%) 34   (0.59%) 74   (1.29%) 250   (4.35%) 56   (0.97%) 283   (4.93%) 5745

朝日３期 27   (0.67%) 44   (1.09%) 72   (1.78%) 46   (1.14%) 62   (1.53%) 164   (4.06%) 73   (1.81%) 219   (5.42%) 4040

朝日４期 37   (0.50%) 121   (1.63%) 114   (1.54%) 44   (0.59%) 82   (1.11%) 370   (5.00%) 102   (1.38%) 369   (4.98%) 7404

読売１期 80   (3.50%) 6   (0.26%) 7   (0.31%) 2   (0.09%) 48   (2.10%) 110   (4.81%) 32   (1.40%) 131   (5.73%) 2286

読売２期 42   (2.23%) 12   (0.64%) 91   (4.83%) 0   (0.00%) 22   (1.17%) 98   (5.20%) 23   (1.22%) 70   (3.71%) 1885

読売３期 21   (1.26%) 37   (2.22%) 24   (1.44%) 7   (0.42%) 33   (1.98%) 51   (3.05%) 22   (1.32%) 62   (3.71%) 1670

読売４期 31   (0.94%) 76   (2.31%) 58   (1.77%) 23   (0.70%) 39   (1.19%) 96   (2.92%) 40   (1.22%) 99   (3.01%) 3286

合計 350   (1.11%) 413   (1.30%) 565   (1.78%) 166   (0.52%) 430   (1.36%) 1397   (4.41%) 428   (1.35%) 1463   (4.62%) 31671

カイ2乗値 199.645** 99.976** 302.371** 62.744** 20.109** 37.604** 13.998 42.909**
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次に、メディア・フレームごとに見た文書数の時系列変化を見ていく。図 1 は朝日新聞、
図 2 は読売新聞の、各メディア・フレームの文書数の推移を表したものである。朝日と読
売に共通する変化としては、「米国フレーム」が 2 期から減少傾向にあるという動き、「容認
フレーム」が 2 期に大きく増え、3 期で減少、4 期で再度やや上昇するという動き、「政治
フレーム」が 3 期まで減少し、4 期で増加するという傾向、「活動フレーム」が 2 期で減少
した後に増加に移っていくという傾向がある。両社ともに 3 期で急激に減少、4 期で増加す
るという傾向は共通している。 

 

 
図 1 メディア・フレームの時系列推移（朝日新聞） 
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図 2 メディア・フレームの時系列推移（読売新聞） 
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3.5. 各社の時期ごとの共起関係 

朝日・読売の時期ごとの共起関係を調べるため、「共起ネットワーク」コマンドを実行し
た。「ツール」から「抽出語」を選び、「共起ネットワーク」を開く。集計単位は段落、最小
出現数は 600、最小文書数は 1 に設定し、「品詞による語の取捨選択」においてすべての項
目にチェックを付ける。この時、利用される語の数が 85 になっていることを確認する。共
起関係の種類は「語―外部変数・見出し」を選択し、見出し 2 に設定する。描画する共起関
係の選択は「Jaccard」で「上位 80」に設定し、「係数を標準化する」「バブルプロット」に
チェックを入れる。バブルの大きさは 100％にし、OK をクリックすると、図 3 の結果が得
られる。 

共起ネットワークでは、線のつながりが共起関係を表している。図 3 を見ると、1 期は朝
日・読売ともに右側に位置しており、「人」「同性婚」「結婚」「男性」「米」「米国」「大統領」
とつながっている。2 期は朝日・読売ともに左下に位置し、「社会」「認める」「LGBT」「同
性婚」「結婚」「性的少数者」「同性カップル」「渋谷」と結びついている。いずれの時期も 7
〜8 語との共通した共起関係が見られるため、1 期・2 期における朝日・読売の共起関係は
強いといえる。3 期では朝日・読売ともに図の上部にあるが、少し離れた場所に分布してい
る。ともに「制度」「女性」とつながっているが、1 期・2 期よりも共通して特徴的な語は少
なく、共起関係は弱いと考えられる。4 期を見ると朝日は右上、読売は左に位置しており、
共通して結びついているのは「制度」「社会」「認める」である。共通して共起している語が
少なく、位置も離れていることから、4 期における朝日・読売の共起関係は弱いと考えられ
る。 
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図 3 各社・時期の共起関係 
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3.6. 各社の時期ごとの特徴語 

次に、朝日・読売の各時期における特徴語を調べる。まず、KH Coder のメニューバーか
ら「ツール」「外部変数と見出し」を選択する。オプション画面が開いたら、変数リストの
「h2 見出し 2」をクリックし、値とラベルのところに朝日・読売それぞれの 1〜4 期まで
が表示されていることを確認する。単位は段落に設定し、「特徴語」をクリックした後、「一
覧（Excel 形式）」を選択すると、表 8 が得られる。 

まず朝日の特徴語に注目すると、1 期では「米」「米国」「大統領」「共和党」のようにアメ
リカに関係する語が多く登場しているが、これらの語は 2 期以降ではみられない。また、2
期では「認める」「家族」「東京」「渋谷」のように、この時期に発表されたパートナーシッ
プ条例関連の用語が多くみられる。3 期では「自分」「女性」「社会」「男性」など一般的な
語が多い。4 期では「制度」「議員」など政治的な語が特徴的であることが読み取れる。 

一方読売では、1 期の特徴語の上位 2 語が「大統領」「米」であるほか、「オバマ」「ロムニ
ー」といった言葉も登場しており、朝日と同じくアメリカに関する話題が多く取り上げられ
ていたとわかる。2 期では「証明」「渋谷」「認める」「発行」などの語が頻出しており、パ
ートナーシップ条例の関連語だと推測できる。3 期では朝日と同じく一般的な語が多い中、
「トランプ」といった具体的な語もみられる。4 期では「制度」「憲法」「パートナーシップ」
「保障」のように、政治的話題が多く報じられていたと考えられる。朝日・読売の結果を比
較すると、ともに 1 期はアメリカ、2 期はパートナーシップ条例、4 期は政治に関する特徴
語が多く登場していることがわかる。また、3 期ではともに「LGBT」が最も多く出現して
おり、一般的な語が多いという特徴が挙げられる。しかし、読売には「オバマ」「ロムニー」
「トランプ」などの固有名詞や「証明」「発行」のような一つの話題に関する詳細な語がみ
られることから、朝日よりも具体的な報道が多いことが推測できる。 
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表 8 各社・時期別の特徴語 

 
  

朝日１期 朝日２期 朝日３期 朝日４期

人 .057 人 .071 ＬＧＢＴ .069 制度 .069

結婚 .053 認める .064 人 .059 人 .064

同性婚 .052 ＬＧＢＴ .063 性的少数者 .052 社会 .055

日本 .042 性的少数者 .057 日本 .045 女性 .051

米 .042 同性婚 .054 思う .045 性的少数者 .051

米国 .040 同性カップル .052 自分 .045 日本 .050

大統領 .040 家族 .049 女性 .045 思う .047

共和党 .033 結婚 .047 社会 .043 問題 .044

問題 .033 東京 .046 制度 .043 議員 .043

前 .032 渋谷 .046 男性 .041 同性カップル .040

読売１期 読売２期 読売３期 読売４期

大統領 .058 証明 .053 ＬＧＢＴ .046 制度 .064

米 .056 同性カップル .052 女性 .037 ＬＧＢＴ .062

結婚 .054 同性婚 .046 相談 .034 認める .050

同性婚 .051 渋谷 .045 トランプ .034 導入 .042

支持 .043 認める .043 社会 .030 憲法 .040

女性 .040 ＬＧＢＴ .042 男性 .028 社会 .040

オバマ .037 米 .038 改正 .027 同性カップル .037

同性愛者 .037 発行 .035 性 .025 カップル .034

ロムニー .036 結婚 .035 多い .025 パートナーシップ .032

男性 .035 社会 .034 必要 .024 保障 .032
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3.7. 対応分析 

3.7.1. 各社の時期と抽出語の対応分析 

朝日・読売の各時期に特徴的な語を調べるため、対応分析を行った。まず KH Coder のメ
ニューから「ツール」「抽出語」「対応分析」を順に選択する。対応分析のオプション画面が
開いたら、最小出現数を 600、最小文書数を 1 に設定する。「品詞による語の取捨選択」に
おいてすべての項目にチェックを付け、利用される語の数が 85 になっていることを確認す
る。オプション画面の右側では「抽出語×文書」を選択し、集計単位は「H2」にする。「見
出しまたは文書番号を同時布置」にもチェックを入れる。同じく「差異が顕著な語を分析に
使用」にもチェックを入れ、上位 60 語に設定する。以上の操作を行った後 OK をクリック
すると、図 4 が表示される。 

対応分析では、出現パターンに特徴がない語ほど原点(0.0)の近くにプロットされる。図 4
を見ると、抽出された語の多くは原点付近に集まっていることがわかる。各社の時期ごとの
分布を見ると、朝日の 2・3・4 期は右上にかたまって出現しており、出現パターンが似てい
ることが読み取れる。一方、朝日 1 期は成分 1 において-1.5 付近に位置し、「米国」「結婚」
などの語と近いことから、他の時期とは出現パターンが異なることが推測される。読売はそ
れぞれの時期の分布が離れており、出現パターンがあまり似通っていないことがわかる。中
でも読売 1 期は原点から最も離れたところに位置しており、付近の語は「大統領」「米」「保
守」である。このことから、「大統領」「米」「保守」の 3 語は読売 1 期に特徴的な語である
といえる。また、表 8 の特徴語と比較すると、各時期に特徴的な語がそれぞれの時期の近
くに分布していることがわかる。 
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図 4 各社・時期と抽出語の対応分析 
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3.7.2. 各社の時期とフレームの対応分析 

次に、朝日・読売の各時期とコーディングに用いたフレームの特徴を、対応分析を用いて
調べる。メニューバーから「ツール」「コーディング」をクリックし、「対応分析」を開く。
コーディングに用いたコーディングルール・ファイルを参照し、コーディング単位は「段落」
に設定する。コード選択では、すべてのフレームにチェックを入れる。分析に使用するデー
タ表では「コード×文書」を選択する。集計単位は「H2」とし、「見出しまたは文書番号を
同時布置」にもチェックを入れる。同じく「差異が顕著なコードを分析に使用」にもチェッ
クを入れ、上位 60 語に設定する。以上の設定を確認し「OK」を押すと、図 5 のようにな
る。 

図 5 を見ると、政治フレームが最も原点に近い。ここで図 4 を参照すると、「首相」「選
挙」「投票」などの政治フレームを構成する語が原点の近くに分布している。同じく、カッ
プルフレーム、性別フレーム、活動フレームも比較的原点付近に位置しており、それぞれの
フレームを構成する語も原点に近い。これらのことから、政治フレーム、カップルフレーム、
性別フレーム、活動フレームおよびそれらのフレームを構成する語は出現パターンの特徴
が少ないことがわかる。一方で米国フレーム、多様性フレーム、憲法改正フレーム、容認フ
レームは原点からかなり離れたところに位置しており、出現パターンが特徴的であるとい
える。朝日・読売の時期の位置関係を見ると、朝日・読売の 3・4 期は原点に近く、政治フ
レーム、カップルフレーム、性別フレーム、活動フレームが特徴的に出現しているとわかる。
また、成分 1 において米国フレームと読売 1 期はほぼ同じ数値であり、朝日 1 期も比較的
近い数値であることから、米国フレームは出現パターンにおいて読売 1 期・朝日 1 期に特
徴的であり、これは 3.6.や 3.7.1.で得られた結果と一致している。原点から遠い多様性フレ
ーム、憲法改正フレーム、容認フレームは成分 1 で見ると朝日 2 期と近いことから、これ
らの３つのフレームは朝日 2 期に若干特徴的であるといえる。 
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図 5 各社・時期とメディア・フレームの対応分析 
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4. 考察 
本研究では、同性婚に関する報道が 2015 年 2 月 12 日の前後でどのように変化したのか

を、計量テキスト分析によって探索的に検討した。その結果、「米国フレーム」「憲法改正フ
レーム」「容認フレーム」「多様性フレーム」「性別フレーム」「政治フレーム」「活動フレー
ム」「カップルフレーム」の 8 つのメディア・フレームが強調されていることがわかった。
また、これらのフレームの文書数を時系列で確認し、変化があると明らかになった。 

まずは、渋谷区が同性パートナーの存在を認めた 2015 年 2 月 12 日前後での比較による
考察を行う。これは時期でいうと 1 期と 2・3・4 期の比較となる。図 6 は、記事数の時系
列推移を新聞社別に示している。これを見ると、1 期と比較して 2・3・4 期の合計の記事数
の方が圧倒的に多いことがわかる。渋谷区がパートナー制度を認める以前より、以後の方が
単純な記事数が多く、それだけ報道されることが多くなっているという事実を読み取るこ
とができる。また、朝日・読売の共通の傾向として、1 期において全文書数に占める米国フ
レームとして抽出された文書数の割合が一番多い（朝日：1.51%、読売：3.50%）ことが、
クロス集計表から読み取ることができる。1 期において「米国フレーム」の報道、つまり米
国の選挙報道が多くの割合を占めていたのに対し、2 期以降ではこの「米国フレーム」によ
る報道が少なくなっていったことが伺える。つまり、この 2015 年 2 月 12 日を境として、
その以前は同性婚に関する報道は米国の動向の割合が多かったのが、その以後では米国以
外、つまり国内の動向をより報道するようになったことが推測できる。 

 

 
図 6 記事数の時系列推移（新聞社別） 
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次に、国内での報道によりフォーカスされるようになった 2 期以降でどのような変化があ
ったのか考察する。これは、2015 年 2 月 12 日以降の 2 期、3 期、4 期においてメディア・
フレームの変化があったのか考察することにより、日本国内における同性婚に関する報道
の変化がわかると推測される。 

2 期では「容認フレーム」が朝日・読売ともに最も多くなっている。また、「憲法改正フレ
ーム」や「多様性フレーム」も 1 期と比べて増加傾向にある。つまり、2 期は渋谷区が同性
パートナーの存在を認めたという報道によって、世間的にも同性婚に関する関心が高まり、
これをきっかけとして憲法改正や多様性の議論が活発になった時期と言える。 

3 期は、朝日・読売ともに「容認フレーム」「政治フレーム」が減少傾向にあり、朝日では
「憲法改正フレーム」も減少傾向にある。つまり、3 期は 2 期で高まった同性婚に関する議
論が少し収まってきた時期であると言える。しかし、2 期から 3 期にかけて「多様性フレー
ム」や「活動フレーム」が増加していることから、多様性や同性婚に関する政治的な活動は
継続して行われていたことも読み取れる。 

4 期になると、朝日・読売ともに「憲法改正フレーム」「容認フレーム」「活動フレーム」
「カップルフレーム」が増加する。「多様性フレーム」は朝日でわずかに減少するが、読売
では増加している。朝日新聞では「米国フレーム」と「容認フレーム」以外のすべてのフレ
ームで 2 期の文書数より増加している。つまり 4 期は、制度や憲法改正など政治的な話題
が多く報道され、それに伴い多様性やカップルなど制度以外の側面についても活発に議論
がなされるようになっていると推測できる。実際に 4 期には、杉田水脈議員の失言によっ
て多くの議論が巻き起こったことや、渋谷だけでなく他の自治体でも同性パートナー制度
などを容認する動きがあることを確認することができる。 
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5. まとめ 
以上の分析により、2015 年 2 月 12 日以降の国内での同性婚に関する報道には、その直後

には同性婚の話題が盛り上がり憲法改正など政治的な議論がなされ、一時期その議論は収
まるものの、多様性や人間関係に関する報道は着実に増加しており、その後憲法改正や制度
など政治的な側面の報道の高まりとともに、より多様性や人間関係による議論も行われる
よういなったという変化を考察することができる。つまり、2015 年を起点として現在は最
も同性婚に関する議論がなされている時期であると結論づけることができ、研究の背景に
もある、同性婚に関する報道の高まりという体感とも一致する結果となった。現在では、制
度的な側面だけではなく、人間関係や性のあり方といったより制度に縛られない側面での
議論がなされている時期であり、この側面の議論の全体的な増加が、同性婚に関する議論の
増加に大きく寄与していると推測できる。 

本研究の課題として挙げられるのが、コンタミネーションの設定方法である。本研究でデ
ータベースから記事を抽出する際に設定した条件では、研究意図とは無関係の記事が数多
く抽出されてしまった。その結果、一度 KH Coder を動かし、結果を見てからコンタミネー
ションを決め、再び前処理を行うという無駄な作業が生まれてしまった。そのため、事前に
記事の抽出条件について吟味し、より正確に記事抽出を行うことができる条件を設定する
べきであった。もう一点の課題は、1 期〜4 期の時期区分について、その後の考察などで整
合性が取りづらいということである。本研究では、2015 年 2 月 12 日前後での報道の変化
について分析することを一番の目的としている。しかし、その分析をした後に、2015 年 2
月 12 日以降の報道の変化について分析するためにその期間を 3 期に分け、便宜上それ以前
の 2010 年 4 月 12 日から 2015 年 2 月 12 日を 1 期とした。しかし、結果の考察などで 1 期
がその他の期よりも約 3 倍の期間であるが、同一のレベルで比較を行ってしまっている。
結果的に、記事数自体に大きな差はなく比較が成立してしまっているが、もし 1 期に膨大
な記事数があったら比較が成立していなかった。そのため、結果を考察する際に、全文書数
における抽出された文書の割合で比較を行うなど、整合性が取れるような比較の方法を考
慮するべきであった。本研究の考察では、割合によって比較しているが、考察としては伝わ
りづらい内容になってしまっていると推測できる。そのため、平等の期間を設定する方法に
ついて、時期の分類を決定する段階で議論をするべきであった。 

今後の研究では、コンタミネーションおよび時期区分の設定についてより深く検討するこ
とで、報道の変化に関するさらに正確な考察を導き出すことができるだろう。 
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付録 1 コーディング・ルール 
＊米国フレーム 
( 候補 or 選挙 or 支持 or 大統領 ) and 米 
 
＊憲法改正フレーム 
憲法 and ( 改正 or 国⺠ or 投票 ) 
 
＊容認フレーム 
( 東京 or 渋谷 ) and ( パートナー or 制度 or 同性カップル ) 
 
＊多様性フレーム 
( 多様 and 性 ) and ( 理解 or 当事者 or 支援 or ＬＧＢＴ or 性的少数者 ) 
 
＊性別フレーム 
女性 + 男性 + ゲイ + 同性愛者 >= 3 
 
＊政治フレーム 
権利 + 反対 + 同性婚 + 法律 + 国 + 差別 + 社会 + 問題 + 世界 + 日本 + 政治 + 
米国 >= 3 
 
＊活動フレーム 
読売 + 朝日 + 調査 + 昨年 + 参加 + 男女 + 市 + 前 + 議員 + 声 + 大阪 + 企業 
+ 活動 >= 3 
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＊カップルフレーム 
カップル + 同性 + 結婚 + 夫婦 + 関係 + 多い + 自分 + 人 + 家族 + 子ども + 生
活 + 必要 >= 3 
 

付録２ 分析対象一覧 
別のエクセルファイルに収蔵 


