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1. 目的と背景 
本研究の目的は、天皇制に関する議論のうち、特に女性天皇・女系天皇・女性宮家につい

て新聞がどのように報道してきたのかを明らかにすることである。 
平成に入ってから、女性皇族の立場をめぐる議論がたびたび行われてきた。まず、平成 17

年の小泉政権時に「皇室典範に関する有識者会議」が開催されたことで、女性天皇及び女系
天皇を容認するか否かが問題となった。女性天皇とは、男系承継による女性の天皇を指す。
つまり、天皇だった父の跡を継ぐ形で天皇になった女性が女性天皇と称されるのである。一
方、女系天皇とは、⺟が天皇家に出⾃を持つ天皇を指す。ゆえに、女系天皇は女性とは限ら
ないのである。また、女系天皇を容認するためには、皇室典範に規定された男系承継の部分
を改めなければならない。しかし、この議論は平成 19 年に悠仁さまが誕生したことを受け
て終息した。 

次に、平成 24 年の野田政権のもと、女性宮家の創設が提案された。女性皇族の結婚によ
って将来的に公務の担い手が減少することが予想されるためである。女性宮家が創設され
ると、女性皇族が一般男性と結婚しても宮家の当主として皇族に属すこととなり、公務の続
行が可能となるのである。この女性宮家創設に関する議論も、第二次安倍政権の発足ととも
に打ち止めとなった。 

だが、平成 28 年に明仁天皇（現在の上皇陛下）が生前退位の意向を示し、皇室典範の改
正が検討されるようになったことで女性天皇・女系天皇・女性宮家をめぐる議論がにわかに
再燃した。 

 

2. 手法 

2.1. 分析対象と分析期間 
分析対象は、『朝日新聞』と『読売新聞』の朝刊・夕刊に掲載された「女系天皇」「女性宮

家」「女系天皇」に関する新聞記事である。朝日新聞は「聞蔵Ⅱビジュアル」、読売新聞は「ヨ
ミダス歴史観」を利用し、女系天皇・女性宮家・女系天皇が含まれる記事を検索した。発行
社は東京に限定した。 

分析対象期間は、女系天皇・女性天皇・女性宮家に関する記事が初めて出現してから、本
研究でデータを取得した 2019 年 12 月 12 日までの期間である。朝日・読売の記事数の時系
列変化から、4 つの期間に区切った。記事数に変化が見られない 1991 年から 2001 年まで
のⅠ期、記事数が大幅に増加する 2002 年から 2007 年のⅡ期、2008 年から 2013 年のⅢ期、
2014 年から 2019 年までのⅣ期である。 

詳細な記事収集の方法は、朝日新聞は表 1、読売新聞は表 2 の通りである。朝日新聞は
526 件、読売新聞は 573 件の記事が分析対象となった。分析対象一覧を付録 2 に収めた。 
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表 1 朝日新聞の記事検索条件 

検索モード 
「朝日新聞 1985~週刊朝日・AERA」を選択 

「詳細検索」 
対象紙誌名 「朝日新聞」のみ 

キーワード 
「女系天皇＋女性宮家＋女性天皇」 

「異字体を含めて検索」と「同義語を含めて検索」 
発行日 「2019 年 12 月 12 日まで」 

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」 
発行社 「東京」のみ 

写真図表 指定なし 
件数 「100 件」 
順序 「古い順」 

 
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 「女系天皇 OR 女性宮家 OR 女性天皇」 

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」 
順序 「古い順」 
件数 「100」 

検索期間 
「日付範囲」 

「2019 年 12 月 12 日まで」 
全国版・地域版選択 「個別に選択する」「全国版」 

分類選択 「大分類：すべて」「詳細分類：すべて」 

備考 
検索後 

発行形態を「東京朝刊」と「東京夕刊」に絞る 
 
  



Osamu NAKAMURA's Seminar @WASEDA Univ. 

4 
 

2.2. 語の抽出と集計単位 
以降の手続きは柳瀬公（2012）を踏襲するかたちでおこなった。まず、分析対象の新聞記

事から、次の手続きにより分析に使用する語の抽出を行った。KH Coder（樋口耕一、2014）
の「前処理」＞「語の取捨選択」から品詞による語の選択で、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、タグ、動詞、形容詞、名詞 B、名詞 C を選択し
た。 

また、KH Coder の「複合語の検出」コマンドを実行し、分類が細かすぎる語を複合語と
して抽出した。具体的には「蓮舫」「欽明」「推古」「創生」「スマホ」「悠仁」「晋三」「嫡系」
「皇籍」「⺠進」「女性天皇」「女系天皇」「女性宮家」を強制抽出語として設定した。「朝日」
「読売」「写真」という単語は今回の分析に無関係と判断したため、使用しない語として設
定した。 

集計単位、すなわち何を 1 つの文書とみなすかは記事とした。本調査では新聞記事のテキ
ストデータを記事ごとに<h3>で区切った。記事単位で分析を行うことで、記事内における
後の出現パターンや、語同士の関連を分析する。 

分析期間中の新聞記事の総抽出語数は 961,575 語、使用は 314,209 語であり、異なり語数
は 23,566、使用は 17,333 語であった。 

 

2.3. 分析の方法 
分析の基本的な流れも柳瀬（2012）を踏襲しながらおこなった。まず、分析の 1 段階目と

して、新聞記事中で多く用いられている語を確認するため、出現頻度上位 150 語を作成し
た。そして、次に抽出語のクラスター分析を行った。このクラスター分析で得られた結果か
ら、分析の 2 段階におけるコーディング・ルールを作成した。 

分析の 2 段階目として、新聞記事の中から明示的なメディア・フレームの文章を抽出する
ため、コーディング・ルールを設定した。抽出された語を名詞的な働きをする主語のグルー
プと、動詞的・形容詞・形容動詞的な働きをする述語のグループに分け、同じグループの語
は「or」で結び、グループ間は and で結んだ。作成したコーディング・ルールを KH Coder
に読み込ませ文書を検索し、記事に含まれる各メディア・フレームを量的に把握した。 

最後に、抽出されたメディア・フレームの時系列変化を分析した。分析期間の分類は、分
析期間において記事が大きく増加している箇所を基準として（図 1 参照）、1991 年から 2001
年までのⅠ期、2002 年から 2007 年のⅡ期、2008 年から 2013 年のⅢ期、2014 年から 2019
年までのⅣ期の 4 つの期間に分類した。なおⅠ期のみは、記事がほとんど見られないこと
からひとつのグループとして分類している。Ⅱ期は小泉内閣による、皇室典範に関する有識
者会議の開催、Ⅲ期は野田政権による女性宮家の創設提案、Ⅳ期は天皇の生前退位について
の話題が提起され、いずれも社会的注目を浴びたために記事数が増加していると考えられ
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る。 
 
 

図 1 記事数の時系列変化（朝日・読売） 
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3. 結果と考察 

3.1. 頻出語 
記事中の出現頻度上位 150 語を表 3 に示した。なお抽出語リストは、「ツール」>「抽出

語」>「抽出語リスト」から頻出 150 語を出現回数(TF)で Excel 出力したものである。 
 

表 3 記事中に頻出した上位 150 語 

 
 
出現した語の上位には「皇室」「継承」「皇族」「典範」「皇位」など皇族に関する名称や、

「改正」「議論」などの単語が挙げられた。より詳細な分析として、同様の手続きで作成し
た品詞別の出現頻度上位語を表 4 に示した。 

 
表 4 品詞別頻出語 

 
 
 

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
天皇 4850 有識者 1137 優先 680 会見 562 持つ 418 開く 358
皇室 4536 男系 1135 報告 678 女子 552 成立 417 民主党 356
継承 2999 認める 1124 社会 674 行為 543 明記 413 強い 354
皇族 2882 必要 1122 安倍 665 対応 542 声 410 男女 353
退位 2669 女系天皇 1045 内閣 653 関係 541 現行 408 得る 353
憲法 2626 思う 1032 記者 650 教授 538 皇后 401 説明 350
典範 2529 天皇陛下 971 反対 644 即位 514 自民 401 存在 350
皇位 2518 創設 948 小泉 640 党 514 方針 401 昭和 346
改正 2461 特例 921 規定 639 論点 502 言葉 398 決議 341
国民 2336 考える 911 求める 626 公務 497 整理 398 東京 339
議論 2238 政治 908 歴史 623 語る 482 官房 395 法律 339
首相 1994 象徴 896 調査 621 実現 481 皇籍 392 負担 336
女性 1824 結婚 885 議員 617 支持 479 議長 390 重要 331
政府 1733 示す 802 委員 612 誕生 475 国際 386 意向 330
会議 1598 安定 791 考え 610 参院 473 国 385 主義 330
問題 1570 自民党 790 活動 596 宮家 470 主張 382 発言 330
国会 1508 皇太子 771 定める 596 賛成 464 進める 382 国家 329
検討 1503 時代 756 人 595 受ける 461 多い 373 子 328
意見 1426 法案 751 宮内庁 594 出る 452 続く 372 野田 327
制度 1405 容認 739 慎重 591 男性 441 指摘 365 官邸 325
女性宮家 1361 行う 735 長官 587 順位 440 立場 363 資格 325
男子 1320 可能 730 衆院 574 伝統 430 発表 362 経済 323
日本 1290 秋篠宮 713 政権 573 言う 429 あり方 359 理解 321
陛下 1288 述べる 706 提出 572 代表 427 会長 359 離れる 321
女性天皇 1138 維持 683 課題 567 基本 424 女系 359 表明 319

名詞 サ変名詞 形容動詞 固有名詞 組織名 人名 地名
天皇 4850 継承 2999 必要 1122 昭和 346 自民党 790 秋篠宮 713 日本 1290
皇室 4536 退位 2669 安定 791 平成 286 宮内庁 594 安倍 665 東京 339
皇族 2882 改正 2461 可能 730 明治 182 衆院 574 小泉 640 米 232
憲法 2626 議論 2238 慎重 591 天皇誕生日 26 参院 473 野田 327 中国 168
典範 2529 会議 1598 重要 331 元日 23 自民 401 宮 249 日 153
ナイ形容 タグ 動詞 形容詞 名詞B 名詞C
問題 1570 女性宮家 1361 認める 1124 多い 373 さま 199 党 805
違い 100 女性天皇 1138 思う 1032 強い 354 とりまとめ 171 人 595
仕方 27 女系天皇 1045 考える 911 大きい 213 もと 103 声 410
間違い 26 民進 474 示す 802 難しい 199 ひと 72 国 385
申し訳 7 皇籍 392 行う 735 新しい 184 そのもの 64 子 328
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3.2. クラスター分析による分類 
次に、出現数が 400 以上の語を用いて、階層的クラスター分析を行った。KH Coder を用

いて、「ツール」>「抽出語」>「階層的クラスター分析」からクラスター分析を行った。集
計単位は H3、最小出現数を 400、最小文書数を１とし、「品詞による語の取捨選択」ではす
べてを選択、ward 法および Jaccard 距離を用い、「調整」からクラスター数を 12 に設定し
た。その結果を表 5 に示す。 

 
表 5 クラスター分析による語の分類 

 
 

クラスター１は「法案」「成立」「参院」「衆院」「⾃⺠」「明記」「⺠進」「党」「代
表」「委員」「求める」「慎重」「⾃⺠党」「議員」「反対」などの語が集まり、各政党が
法案に関する言及をしている報道であるといえる。 

クラスター２は「安定」「皇位」「継承」「問題」「必要」「国⺠」「天皇」「議論」「制
度」「意見」「可能」「国会」「政府」「検討」など、政府や国⺠の天皇にまつわる事柄に
ついての議論・意見についての語や、「女性天皇」「認める」「改正」「皇室」「典範」「女
性」「女系天皇」など、既存制度の改正に関する話題に関する語が見られた。 

クラスター3 は「方針」「報告」「有識者」「会議」「提出」「容認」「首相」「小泉」
などが挙げられ、2004 年に小泉政権下で開催された有識者会議及び首相からの報告・提案
に関連する群である。 

クラスター4 は「政権」「安倍」「対応」「内閣」「⻑官」などの現政権に関する語が見
られた。 

クラスター5 は「記者」「会見」「語る」「述べる」「考え」「示す」の語が集まり、メ
ディアに向け皇族がどのような発信をしたかが示されている群である。 

クラスター6 は「歴史」「伝統」「人」「思う」「考える」「持つ」「政治」「日本」「時

クラスター番号 構成する語
クラスター１ 法案,成立,参院,衆院,自民,明記,民進,党

代表,委員,求める,慎重,自民党,議員,反対

クラスター2 安定,皇位,継承,問題,必要,国民,天皇,議論,制度,意見,可能,国会,政府,検討,

女性天皇,認める,改正,皇室,典範,女性,女系天皇
クラスター3 方針,報告,有識者,会議,提出,容認,首相,小泉
クラスター4 政権,安倍,対応,内閣,長官
クラスター5 記者,会見,語る,述べる,考え,示す
クラスター6 歴史,伝統,人,思う,考える,持つ,政治,日本,時代,社会,言う,出る,声
クラスター7 支持,調査,賛成

クラスター8 規定,象徴,憲法,定める,基本,現行,受ける,関係,活動,課題,行う,論点,教授,行為
クラスター9 実現,天皇陛下,特例,退位
クラスター10 女子,創設,女性宮家,皇族,結婚

クラスター11 順位,優先,宮家,維持,男子,男系
クラスター12 公務,陛下,皇后,誕生,宮内庁,皇太子,秋篠宮,男性,即位
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代」「社会」「言う」「出る」「声」といった語が集まり、日本のかつての伝統や歴史に関
する語群である。 

クラスター7 は「支持」「調査」「賛成」といった世論に関して言及する語が見られた。 
クラスター8 は「規定」「象徴」「憲法」「定める」「基本」「現行」「受ける」「関係」

「活動」「課題」「行う」「論点」「教授」「行為」が挙げられ、どういった論点を定めて
いるか言及する報道であるといえる。 

クラスター9 は「実現」「天皇陛下」「特例」「退位などの、生前退位の報道に関連した
語群である。 

クラスター10 は「女子」「創設」「女性宮家」「皇族」「結婚」など女性宮家に関する報
道や女性皇族に関する報道である。 

クラスター11 は「順位」「優先」「宮家」「維持」「男子」「男系」など、男子や男系優
先の現状制度を維持する報道であるといえる。 

クラスター12 は「公務」「陛下」「皇后」「誕生」「宮内庁」「皇太子」「秋篠宮」「男
性」「即位」が挙げられ、公務や誕生、即位など皇族の動向に関する報道であるといえる。 

 

3.3. メディア・フレームの抽出 
得られた階層的クラスター分析の結果から、メディア・フレームの抽出を行った。 
クラスター１を構成する語は政党の法案に対する態度や行動を報じたものであるため、こ

の報道の枠組みを「法案フレーム」とした。この「法案フレーム」にあたる文書を新聞記事
から明示的に取り出すため、コーディング・ルールの作成を行った。コーディング・ルール
は「( 法案 or 参院 or 衆院 or ⾃⺠ or ⺠進 or 党 or 代表 or 委員 or ⾃⺠党 or 議
員 ) and ( 成立 or 明記 or 求める or 慎重 or 反対 )」と設定した。 

クラスター２は政府や国⺠による天皇に関連した事柄についての議論や意見に関しての
語群と、女性天皇や皇室典範の改正などの既存制度の改正に関する語群に分けられるため、
前者を「議論フレーム」、後者を「改正フレーム」と名付けた。コーディング・ルールは、
議論フレームが「( 皇位 or 問題 or 国⺠ or 天皇 or 制度 or 意見 or 国会 or 政府 ) 
and ( 安定 or 継承 or 必要 or 議論 or 検討 or 可能 )」、改正フレームは「( 女性天皇 or 
皇室 or 典範 or 女性 or 女系天皇 ) and ( 認める or 改正 )」と設定した。 

クラスター3 を構成する語は、有識者会議や首相からの提案等に関する報道であったため、
「提案フレーム」とした。コーディング・ルールは「( 方針 or 有識者 or 会議 or 首相 or 
小泉 ) and ( 報告 or 提出 or 容認 )」と設定した。 

クラスター4 における語は現政権の対応についての報道であったため「現政権フレーム」
と名付け、コーディング・ルールは「( 政権 or 安倍 or 内閣 or ⻑官 ) and 対応」とした。 

クラスター5 は、記者に向けた皇族などからの言及に関する報道であるため、「メディア対
応フレーム」と名付けた。コーディング・ルールは「( 記者 or 会見 ) and ( 語る or 述べ
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る or 考え or 示す )」と設定した。 
クラスター6 は日本の皇族典範や皇族の文化に関する過去の歴史や伝統についての報道で

あったため「伝統フレーム」と名付けた。コーディング・ルールは「( 歴史 or 伝統 or 人 
or 政治 or 日本 or 社会 or 声 ) and ( 思う or 考える or 持つ or 言う or 出る )」であ
る。 

クラスター7 は世論調査に関する報道であったため、「世論フレーム」と名付け、コーディ
ング・ルールを「調査 and ( 賛成 or 支持 )」と設定した。 

クラスター8 は皇族に関する議題に関して、どのような論点を取り上げるかの報道であっ
たため、「論点フレーム」と名付けた。コーディング・ルールは「( 象徴 or 憲法 or 基本 
or 現行 or 関係 or 課題 or 論点 or 教授 or 行為 or 活動 ) and ( 規定 or 定める or 
受ける or 行う )」である。 

クラスター9 は天皇陛下の生前退位の実現に関する報道であったため「上皇フレーム」と
名付け、コーディング・ルールを「( 天皇陛下 or 特例 ) and ( 実現 or 退位 )」と設定し
た。 

クラスター10 は女性皇族の結婚による皇族減少の問題に対して、女性宮家の創設を提示
する報道であったため、「女性宮家フレーム」と名付けた。コーディング・ルールは「( 女
子 or 女性宮家 or 皇族 ) and ( 創設 or 結婚 )」と設定した。 

クラスター11 は男系や男子など既存の天皇制度の維持・優先に関しての報道であったた
め、「男系フレーム」と名付けた。コーディング・ルールは「( 順位 or 宮家 or 男子 or 男
系 ) and ( 優先 or 維持 )」と設定した。 

クラスター12 は皇族の公務や誕生、即位など、皇族の動向に関して報道する内容であった
ため、「皇族フレーム」と名付け、コーディング・ルールを「( 公務 or 陛下 or 皇后 or 皇
太子 or 秋篠宮 or 男性 ) and ( 誕生 or 即位 )」と設定した。最後に、分析期間の記事が
各フレームにどれほど該当しているのかを調べるために、「いずれかフレーム」を作成し、
コーディング・ルールを「<*法案フレーム> or <*議論フレーム> or <*改正フレーム> or <*
提案フレーム> or <*現政権フレーム> or <*メディア対応フレーム> or <*伝統フレーム> 
or <*世論フレーム> or <*論点フレーム> or <*上皇フレーム> or <*女性宮家フレーム> or 
<*男系フレーム> or <*皇族フレーム>」と設定した。なおコーディング・ルールは付録１
に収めた。 
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表 6 メディア・フレームの文書数 

 
 
柳瀬（2012）の手続きにしたがい、各フレームの文書数を単純集計し、抽出されたメディ

ア・フレームの量的な把握を行った。その結果を表 6 に示した。結果、全体の文書数は 1090
件であり、そのうち、いずれかフレームに該当したのは 1061 件であった。なお、１つの文
書の中に、複数のメディア・フレームが存在する場合は、各メディア・フレームへ文書を割
り当て、重複して集計している。表 4 から、「議論フレーム」が 939 件（86.15％）であり最
も文書数が多く、コードが与えられたメディア・フレームにおいて 8 割以上を占めている。
次いで「改正フレーム」754 件(69.17％)、「伝統フレーム」626 件(57.43％)、「論点フレー
ム」575 件(52.75％)、「法案フレーム」539 件(49.45％)と続いた。最も文書数が少ないメデ
ィア・フレームは、「世論フレームで」133 件(12.20％)であった。 
  

コード名 記事数 パーセント
*法案フレーム 539 49.45%
*議論フレーム 939 86.15%
*改正フレーム 754 69.17%
*提案フレーム 530 48.62%
*現政権フレーム 204 18.72%
*メディア対応フレーム 366 33.58%
*伝統フレーム 626 57.43%
*世論フレーム 133 12.20%
*論点フレーム 575 52.75%
*上皇フレーム 335 30.73%
*女性宮家フレーム 523 47.98%
*男系フレーム 313 28.72%
*皇族フレーム 341 31.28%
*いずれかフレーム 1061 97.34%
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3.4. メディア・フレームの時系列変化 
 

表 7 時期別にみたメディア・フレームの文書数(％) 

 
 

表 7 は、朝日新聞、読売新聞別での次期分類と、各メディア・フレームとのクロス集計の
結果である。 

朝日 1 期、読売 1 期は共に、記事数そのものが極端に少ないため、有意な結果は得られな
かった。 

朝日 2 期においては「改正フレーム」179 件(76.82％)、「議論フレーム」177 件(75.97％)
が他のメディア・フレームと比べ大きな割合を占めており、次いで「伝統フレーム」133 件
(57.08％)、「提案フレーム」133 件(57.08％)が多いことがわかった。読売 2 期も、「改正フ
レーム」201 件(85.90%)、「議論フレーム」200 件 (85.47%))が他のフレームと比べ大きな
割合を占め、次いで「伝統フレーム」128 件 (54.70%)、「提案フレーム」166 件(70.94%)
が多く見られ、朝日 1 期と同様の傾向が見られた。 

朝日 3 期においては、「議論フレーム」が 51 件 (72.86%)であり、他のメディア・フレー
ムよりも多く出現していた。次いで「女性宮家フレーム」48 件 (68.57%)、「改正フレーム」
39 件 (55.71%)が大きな割合を占めていた。読売 3 期においては、「議論フレーム」72 件 
(86.75%)と、「女性宮家フレーム」72 件 (86.75%)の 2 つのメディア・フレームが、他のメ
ディア・フレームに比べ大きな割合を占めている。次いで「伝統フレーム」48 件 (57.83%)

*法案フレーム*議論フレーム*改正フレーム*提案フレーム*現政権フレーム*メディア対応フレーム*伝統フレーム
朝日１期 3 (23.08%) 12 (92.31%) 12 (92.31%) 2 (15.38%) 1   (7.69%) 4 (30.77%) 10 (76.92%)
朝日２期 96 (41.20%) 177 (75.97%) 179 (76.82%) 133 (57.08%) 16   (6.87%) 61 (26.18%) 133 (57.08%)
朝日３期 16 (22.86%) 51 (72.86%) 39 (55.71%) 18 (25.71%) 8 (11.43%) 26 (37.14%) 34 (48.57%)
朝日４期 134 (63.81%) 192 (91.43%) 132 (62.86%) 82 (39.05%) 65 (30.95%) 75 (35.71%) 133 (63.33%)
読売１期 3 (13.64%) 18 (81.82%) 16 (72.73%) 1   (4.55%) 2   (9.09%) 10 (45.45%) 11 (50.00%)
読売２期 112 (47.86%) 200 (85.47%) 201 (85.90%) 166 (70.94%) 19   (8.12%) 84 (35.90%) 128 (54.70%)
読売３期 25 (30.12%) 72 (86.75%) 44 (53.01%) 21 (25.30%) 17 (20.48%) 25 (30.12%) 48 (57.83%)
読売４期 150 (66.67%) 217 (96.44%) 131 (58.22%) 107 (47.56%) 76 (33.78%) 81 (36.00%) 129 (57.33%)
合計 539 (49.45%) 939 (86.15%) 754 (69.17%) 530 (48.62%) 204 (18.72%) 366 (33.58%) 626 (57.43%)
カイ2乗値 97.695** 56.372** 73.179** 116.773** 97.988** 9.584 8.488
*世論フレーム*論点フレーム*上皇フレーム*女性宮家フレーム*男系フレーム*皇族フレーム*いずれかフレームケース数
0   (0.00%) 3 (23.08%) 2 (15.38%) 3 (23.08%) 3 (23.08%) 5 (38.46%) 12 (92.31%) 13
30 (12.88%) 67 (28.76%) 2   (0.86%) 38 (16.31%) 77 (33.05%) 56 (24.03%) 220 (94.42%) 233
1   (1.43%) 27 (38.57%) 6   (8.57%) 48 (68.57%) 17 (24.29%) 15 (21.43%) 64 (91.43%) 70
25 (11.90%) 140 (66.67%) 141 (67.14%) 136 (64.76%) 47 (22.38%) 70 (33.33%) 206 (98.10%) 210
0   (0.00%) 11 (50.00%) 2   (9.09%) 4 (18.18%) 4 (18.18%) 11 (50.00%) 21 (95.45%) 22
43 (18.38%) 122 (52.14%) 4   (1.71%) 50 (21.37%) 91 (38.89%) 65 (27.78%) 232 (99.15%) 234
8   (9.64%) 43 (51.81%) 4   (4.82%) 72 (86.75%) 22 (26.51%) 21 (25.30%) 82 (98.80%) 83
26 (11.56%) 162 (72.00%) 174 (77.33%) 172 (76.44%) 52 (23.11%) 98 (43.56%) 224 (99.56%) 225
133 (12.20%) 575 (52.75%) 335 (30.73%) 523 (47.98%) 313 (28.72%) 341 (31.28%) 1061 (97.34%) 1090
21.487** 113.962** 599.181** 329.695** 23.800** 31.648** 27.037**  
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が多く出現している。Ⅲ期においては、朝日新聞と読売新聞で、重視したメディア・フレー
ムが一部異なることがわかった。 

朝日 4 期においては、「議論フレーム」192 (91.43%)が最も多く、続いて「上皇フレーム」
141 (67.14%)、「論点フレーム」140 (66.67%)、「女性宮家フレーム」136 (64.76%)、「法案
フレーム」134 (63.81%)、「改正フレーム」132 (62.86%)伝統フレーム 129(57.3%)の順で
多く見られた。読売 4 期においては、「議論フレーム」217 (96.44%)が最も大きな割合を占
めており、次いで「上皇フレーム」174 (77.33%)、「女性宮家フレーム」172 (76.44%)、「論
点フレーム」162 (72.00%)、「法案フレーム」150 (66.67%)、「改正フレーム」131 (58.22%)、
「伝統フレーム」129 (57.33%)の順で多く、朝日新聞と読売新聞で似た傾向が読み取れた。
Ⅳ期に共通する点として、扱われるメディア・フレームの多様化が挙げられる。Ⅱ期、Ⅲ期
と比較し、Ⅳ期は様々なメディア・フレームを報道において扱っており、女性宮家や継承者
問題、公務負担の問題など、より皇族に関して多様な切り口から報道がなされていると考え
られる。 

次に、各メディア・フレームの文書数の推移を時期ごとに表したものが図 2 および図 3
である。朝日・読売新聞ともに、記事の増減は似た傾向を示している。他のフレームと比較
し特徴的な増減をしているのは「女性宮家フレーム」である。他のフレームが似た増減を示
すのに対し、「女性宮家フレーム」だけはⅠ期からⅣ期にかけて、増加し続けていることが
読み取れた。 

 

 
図 2 朝日 フレームの時系列変化 
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図 3 読売 フレーム時系列変化 
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3.5. 対応分析 

3.5.1. 抽出語と社時期の対応分析 

 
図 4 抽出語と社時期の対応分析（上位 50 語） 

 
図 4 は抽出語と社時期の対応分析を示したものである。最小出現数 400、最小文書数 1、

品詞の選択はすべて、抽出語×外部変数で社時期を選択し、差異が顕著な上位 50 語を使用
し作成した。図 4 からわかるように、Ⅰ期は、原点から一定程度離れた位置にある。しか
し、この時期は、女性天皇・女系天皇・女性宮家についての議論そのものが成立しておらず、
記事数も少ない。ゆえに、全く特徴がないとは言えないものの、Ⅰ期特有の傾向を導き出す
のは困難である。 

Ⅱ期は、原点のやや右下に位置している。またⅡ期は、「男系」「継承」「順位」「改正」等
の語句と近接しており、そこから少し離れて「小泉」「女性天皇」「認める」等の語句が位置
している。この結果は、平成 17 年の小泉政権時に「皇室典範に関する有識者会議」が開催
されたのをきっかけに女性天皇および女系天皇の必要性が大きく議論されるようになった
ためと推測される。 

Ⅲ期は、ほかのⅠ〜Ⅳ期と大きく離れた場所に位置している。ゆえに、Ⅲ期は他の時期と
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は大きく異なる特徴を持っていると言える。また、多少の距離が見られるものの、「結婚」
「女性宮家」「創設」等の語句がまとまりをもって配置されている。この結果は、平成 24 年
の野田政権時に女性宮家の創設案が示されたことに関連していると推察される。女性宮家
創設の背景の一つに、女性皇族は結婚に伴って皇籍を離れる点が挙げられる。この点から、
Ⅲ期と「結婚」が近接していると考えられる。 

Ⅳ期は、「象徴」「即位」といった明仁天皇の生前退位と関連する語句が見られる。また、
「退位」「特例」「⺠進」はより顕著な特徴をもった語句として配置されている。 
 

3.5.2. メディア・フレームと社時期の対応分析 

 
図 5 メディア・フレームと社時期の対応分析（上位 50 語） 

 
図 5 は、メディア・フレームと社時期の対応分析を表したものである。コーディング単位

は記事(H3)、コード選択はいずれかフレーム以外全て、コード×外部変数で社時期を選択
し、差異が顕著なコード上位 50 を分析に使用した。図 5 から読み取れるように、Ⅰ期は、
どのメディア・フレームとも近しい位置にない。その原因として、女性天皇・女系天皇・女
性宮家についての議論そのものが成立しておらず、記事数も少ない点が挙げられる。 

Ⅱ期は、改正フレームと男系フレームの近くに位置している。改正フレームについては、
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平成 17 年の小泉政権時に皇室典範の改正を議論したためだと考えられる。また、男系フレ
ームについては、女性天皇及び女系天皇を容認するとともに、男系継承の意義に関しても議
論していたためだと推察される。 

Ⅲ期は、ほかのフレームと比較すると女性宮家フレームの近くに位置している。この結果
は、女性宮家の創設はこの時期に野田政権によって提案されたためだと推測される。 

Ⅳ期は、現政権フレームの近くに位置している。この結果は、明仁天皇の生前退位に際し
て現在の安倍政権が対応にあたったためだと考えられる。 
 

3.6. 共起ネットワーク 

 
図 6 抽出語と社時期の共起ネットワーク（上位 100 語） 

 
図 6 は抽出語と社時期の共起ネットワークを示したものである。集計単位は記事(H3)、

最小出現数は 400、最小文書数は 1、品詞選択はすべて、共起関係の種類は語―外部変数・
見出しで社時期を選択、描画する共起関係は Jaccard を選択し上位 100 語を使用した。図 6
からわかるように、Ⅰ期は、対応分析においても述べた通り、朝日・読売ともに女性天皇・
女系天皇・女性宮家についての議論そのものが成立しておらず、記事数も少ない。ゆえに、
共起ネットワークの成立が難しかったのだと推測できる。 
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Ⅱ期は、朝日・読売ともに「皇室」「典範」「改正」等の語句との共起が見られる。Ⅱ期に
おいて、小泉政権のもと女性天皇および女系天皇の容認を検討する有識者会議が開催され
た。しかし、その有識者会議の題目は「皇室典範に関する有識者会議」だったことから、「女
系天皇」や「男子」「男系」よりも「皇室」「典範」「改正」にやや強い共起が観測されたと
考えられる。 

Ⅲ期とⅣ期は、共通して「女性宮家」と「創設」に強い共起が見られる。ただし、Ⅲ期で
は「女子」「結婚」との共起が見られる一方、Ⅳ期では「退位」「天皇陛下」「特例」等の明
仁天皇による異例の生前退位に関連する語句との共起を見せている点で大きく異なる。以
上より、Ⅲ期は女性皇族の結婚に関連して、Ⅳ期は生前退位によって皇室典範改正の可能性
や将来的な皇位継承者の不在が現実味を帯びたことに関連して「女性宮家」及び「創設」と
の共起が観測されたのだと考えられる。 

また、Ⅱ期とⅣ期に共通して、「天皇」「議論」との共起が見られる。ただ、「天皇」と「議
論」という単語は、この女性天皇・女系天皇・女性宮家をテーマとして分析する上で普遍的
な単語でもある。「天皇」「議論」は各時期を通して出現する単語であるものの、それを考慮
してもなお、Ⅱ期とⅣ期における小泉政権の有識者会議および天皇の生前退位が国家的大
議論を巻き起こしたのだと考察される。 
  



Osamu NAKAMURA's Seminar @WASEDA Univ. 

18 
 

4. まとめ 
本研究では、新聞２紙が女性天皇・女系天皇・女性宮家を代表とする女性皇族に関する諸

議論をどのように報道してきたのかについて調査した。その結果、「女性天皇・女系天皇・
女性宮家」の新聞報道では、Ⅰ期を除く、予め定めた 3 つの時期において、話題が大きく異
なることが明らかとなった。 

まず、女性天皇・女系天皇・女性宮家が議題として成立する以前のⅠ期では、記事件数が
非常に乏しく、この時期特有の話題が見られなかった。 

次に、小泉政権が皇室典範の改正に関する有識者会議を開催したⅡ期では、Ⅰ期と比べて
記事件数が大きく増加した。また、対応分析では改正フレームや男系フレームとの対応が観
測され、中でも改正フレームは最も新聞報道されていた。これは、有識者会議において、男
系男子による皇位継承の意義を確認するとともに、将来的な皇族の減少を見据えて、皇室典
範の改正を前提とした女性天皇制が検討されたためであると考えられる。 

野田政権が女性宮家の創設を提案したⅢ期では、議論フレームが依然としてほかのフレー
ムより比較的多く報じられていた。また、どのメディア・フレームも報じられる頻度が下が
る中で、唯一女性宮家フレームは報じられる頻度が上昇した。これは、野田政権によって女
性宮家という話題が初めて国家的に扱われるようになった影響であると見られる。先述し
た通り、ほかのフレームに関しては、報道頻度が減少していることから、Ⅲ期は、女性宮家
の創設及びその議論が報道の主だったのではないかと推測される。 

当時の明仁天皇が生前退位を表明したⅣ期では、議論フレームや女性宮家フレームととも
に、上皇フレームが新聞に取り上げられていた。上皇フレームが多く報じられたのは、天皇
の生前退位という異例の出来事の影響があったためだろう。また、上皇フレームと同等ある
いはそれ以上に女性宮家フレームが新聞に取り上げられたのは、天皇を支える皇族の減少
が現実味を増したためであると考えられる。皇位継承権を持つ皇族及び現在の男性皇族の
少なさを鑑み、この問題の解決策として女性宮家フレームもまた報道されたのではないか。 

以上より、４つの時期は、各分析手法においてそれぞれに異なる傾向を見せていた。この・
で、「女性天皇・女系天皇・女性宮家に関して新聞報道がどのように変遷していたのかを明
らかにする」という目的は概ね達成されたように思われる。しかし、多くの課題も残された。
それは、フレームを作成する上でのクラスター分析において、一部のクラスター間の違いが
不明瞭だった点である。特に、議論フレーム・提案フレーム・論点フレーム間の本質的な差
異が曖昧であった。ゆえに、KH Coder を用いて分析する上で、抽出条件の設定に改善が必
要である。 
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付録１：コーディング・ルール 
*法案フレーム 
( 法案 or 参院 or 衆院 or ⾃⺠ or ⺠進 or 党 or 代表 or 委員 or ⾃⺠党 or 議員 ) 
and ( 成立 or 明記 or 求める or 慎重 or 反対 ) 
 
*議論フレーム 
( 皇位 or 問題 or 国⺠ or 天皇 or 制度 or 意見 or 国会 or 政府 ) and ( 安定 or 継承 
or 必要 or 議論 or 検討 or 可能 ) 
 
*改正フレーム 
( 女性天皇 or 皇室 or 典範 or 女性 or 女系天皇 ) and ( 認める or 改正 ) 
 
*提案フレーム 
( 方針 or 有識者 or 会議 or 首相 or 小泉 ) and ( 報告 or 提出 or 容認 ) 
 
*現政権フレーム 
( 政権 or 安倍 or 内閣 or ⻑官 ) and 対応 
 
*メディア対応フレーム 
( 記者 or 会見 ) and ( 語る or 述べる or 考え or 示す ) 
 
*伝統フレーム 
( 歴史 or 伝統 or 人 or 政治 or 日本 or 社会 or 声 ) and ( 思う or 考える or 持つ 
or 言う or 出る ) 
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*世論フレーム 
調査 and ( 賛成 or 支持 ) 
 
*論点フレーム 
( 象徴 or 憲法 or 基本 or 現行 or 関係 or 課題 or 論点 or 教授 or 行為 or 活動 ) 
and ( 規定 or 定める or 受ける or 行う ) 
 
*上皇フレーム 
( 天皇陛下 or 特例 ) and ( 実現 or 退位 ) 
 
*女性宮家フレーム 
( 女子 or 女性宮家 or 皇族 ) and ( 創設 or 結婚 ) 
 
*男系フレーム 
( 順位 or 宮家 or 男子 or 男系 ) and ( 優先 or 維持 ) 
 
*皇族フレーム 
( 公務 or 陛下 or 皇后 pr 皇太子 or 秋篠宮 or 男性 ) and ( 誕生 or 即位 ) 
 
*いずれかフレーム 
<*法案フレーム> or <*議論フレーム> or <*改正フレーム> or <*提案フレーム> or <*現政
権フレーム> or <*メディア対応フレーム> or <*伝統フレーム> or <*世論フレーム> or <*
論点フレーム> or <*上皇フレーム> or <*女性宮家フレーム> or <*男系フレーム> or <*皇
族フレーム> 
 

付録２：分析対象一覧 
別のエクセルファイルに収蔵 


