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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。朝日新聞、読売新聞の記

事のコーディングには KH Coder（樋口耕一、2014）を使用した。KH Coder は、テキスト
データを統計的に分析するためのフリーソフトウェアである（樋口、2020）。 

本研究では、新聞報道における日本アニメの印象を調査する。テーマを選んだ理由は 2 点
ある。1 点目は、朝日新聞と読売新聞でのアニメの扱われ方にいかなる変化が見られるかを
調査するためである。山里裕一（2009）は、「近年のアニメブームとアニメに関わる日本経
済新聞の報道」（p. 79）を調査している。本研究では、山里（2009）の調査をもとに、朝日
新聞および読売新聞ではアニメに関していかなる報道の変化が見られるかを調べる。2 点目
は、山里（2009）の調査が 2008 年に行われたものであり、現在のアニメに関する報道の傾
向に何らかの変化があると考えられるためである。アニメ産業市場について、一般社団法人
日本動画協会（2020）は、「2010 年以来、9 年連続で成⻑を遂げ、6 年連続で最高値を更新
してきた」（p. 2）ことを調査により明らかにしている。アニメ市場の拡大に伴い、日本アニ
メの印象に関する新聞報道に変化が生じていると考えられる。また、アニメに関する報道内
容について、山里（2009）は「『アニメ』を企業の経済活動としてだけでなく、文化現象と
して報じる傾向が芽生えてきた」（p. 83）ことを指摘している。このことから、アニメを文
化として扱う報道が時系列的に増加することが考えられる。そのため本研究では、2020 年
まで調査期間を延⻑し、アニメに関する報道内容を再検討する。 
 
 

2. 分析方法 

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「日本のアニメの印象」につ
いて書かれた新聞記事である。 

朝日新聞の記事収集では、データベースである「聞蔵Ⅱビジュアル」を利用し、「アニメ」
と「日本」と「印象」全ての語が含まれた記事を検索した。対象紙誌名は、「朝日新聞」と
「朝日新聞デジタル」とした。異体字と同義語を含めて検索した。検索対象は、見出しと本
文と補助キーワードとした。本紙と地域面両方を収集した。発行社は東京のみとした。 

読売新聞の記事収集では、データベースである「ヨミダス歴史館」を利用し、「アニメ」と
「日本」と「印象」全ての語が含まれた記事を全文検索した。発行社は東京のみとした。 

いずれも分析期間は、1985 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 10 日に設定した。記事件数は、
朝日新聞が 727 件、読売新聞が 782 件で、合計 1,509 件である。 
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2.2. 分析の手続き 

分析対象の新聞記事から、次の手続きによって分析に使用する語の抽出を行った。KH 
Coder によって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、動詞、形容詞、副詞、名詞 B、名詞 C である。
複合語として強制抽出する語は、「アカデミー賞」と「ガンダム」を指定した。強制排除語
には、「読売」「朝日」「読売新聞」「朝日新聞」を指定した。 

集計単位は、1 記事ごとに 1 つの文書とした。このように集計単位を記事ごとにすること
で、1 記事内に目的にそぐわない内容の段落があった場合、特徴語として抽出されるのを排
除する目的がある。 

分析期間中の新聞記事の述べ語数は 764,578 語、異なり語数は 61,469 語であった。その
うち分析に用いた語は 50,939 語であった。 
  

2.3. 分析の方法 

まず、新聞記事中の出現頻度上位 150 語をリストアップした。次に、そのうち上位 101 語
を用いて、クラスター分析を行った。語の最小出現数は 663、最小文書数は 1、距離は Jaccard、
クラスター数は 10 に設定した。そのクラスター分析の結果を基に、コーディング・ルール
を作成した（コーディング・ルールは付録 1 に収蔵）。クラスター分析に抽出された語をす
べて用い、「and」と「or」で結んだ。この際、本文中では使用されず、展示会の紹介等に何
度も使用された語を含んだクラスターを排除した。最後に、記事内容の時系列変化を明らか
にするため、時期の設定を行った。第 1 期（1985 年 1 月 1 日〜1999 年 12 月 31 日）、第 2
期（2000 年 1 月 1 日〜2006 年 12 月 31 日）、第 3 期（2007 年 1 月 1 日〜2012 年 12 月 31
日）、第 4 期（2013 年 1 月 1 日〜2017 年 12 月 31 日）、第 5 期（2018 年 1 月 1 日〜2020 年
12 月 10 日）の 5 期である。 

時期の設定方法は以下の通りである。第 1 期は、山里（2009）による「1980 年代後半か
ら 90 年代にかけて，海外で日本アニメに対する評価・支持が高まり，ジャパニメーション
ブームというべき状況が生まれた」（p. 81）という指摘を参考に設定した。一般社団法人日
本動画協会（2015）によると、その後「2007 年から 2008 年にかけてバブルが弾けてアニ
メ産業のシュリンクがはじま」（p. 2）り、「2013 年には再度ピークを目指す地点まで来た」
（p. 2）ことから、2006 年までを第 2 期、2012 年までを第 3 期として設定した。続いて、
2018 年海外市場の成⻑にブレーキがかかったという一般社団法人日本動画協会（2020）の
指摘をもとに、2017 年までを第 4 期に設定し、最後の 2018 年から 2020 年までを第 5 期に
設定した。 
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3. 結果と考察 

3.1. 対象記事数の時系列推移 

3.1.1. 結果 

図 1 は、全対象記事数の時系列推移である。時系列に沿って記事数が増加しており、2007
年と 2016 年に特に記事数が増加している一方、2008 年と 2020 年に減少している。 
 

 
図 1 対象記事数の時系列推移 
 

3.1.2. 考察 

2007 年と 2016 年における記事数の増加について考察する。2007 年は、前年までアニメ
市場が継続して成⻑しており、2007 年に市場の成⻑が⽌まった年である。前年度までのア
ニメへの注目度が高かった影響を受けての報道の増加であることが考えられる。2016 年は、
大ヒットしたアニメ映画「君の名は。」の公開年である。また、この年の海外におけるアニ
メ市場について、一般社団法人日本動画協会（2018）は「アニメ産業の急成⻑を支えていた
のは正しく海外売上」（p. 2）であるという調査結果を示している。このように、2016 年は
日本におけるアニメへの注目度が高まった年である。このような注目が新聞報道数にも影
響したと考えられる。 

次に、2008 年と 2020 年における記事数の減少について考察する。2008 年は、前年の 2007
年にアニメ市場の成⻑が停滞し始めたことから、注目される話題が生まれなかったことが
考えられる。2020 年に関しては、12 月 20 日までの調査であるため、12 月 31 日までの記
事数を考慮できなかったことが要因である可能性が考えられる。 
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3.2. 頻出語 

全対象記事の出現回数の多い上位 150 語は、表 1 に示すとおりである。品詞別にみると、
名詞では「映画」（4,026 語）、「作品」（3,742 語）、「世界」（2,456 語）「文化」（1,940 語）の
出現頻度が高かった。サ変名詞では、「監督」（2,511 語）、「関係」（1,054 語）などが挙げら
れた。形容動詞では、「好き」（782 語）、「必要」（665 語）などが挙げられた。形容詞では、
「多い」（1,259 語）、「強い」（849 語）、「高い」（829 語）などが挙げられた。動詞では、「思
う」（3,288 語）、「見る」（2,632 語）、「描く」（1,796 語）などが挙げられた。地名では、「東
京」（2,924 語）、「中国」（1,547 語）「韓国」（1,228 語）などが挙げられた。その他に出現が
多く見られた語は、名詞 C で「人」（3,087 語）であった。 
  

表 1 頻出上位 150 語 
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3.3. クラスター分析による分類 

リストアップされた出現頻度上位語を用いて階層的クラスター分析を行った。最小出現数
を 663 に設定し、出現頻度上位 101 語を分析に使用した。Ward 法、Jaccard 距離を使用し、
クラスター数は併合水準を考慮し 10 に分類した。結果は図 2 の通りである。 

以下に各クラスターの報道傾向を述べる。クラスターⅠは、「月」「情報」「電話」が集まっ
た。展示会などの情報について、開催月日や電話番号などを知らせる記事が見られた。クラ
スターⅡは、「会期」「料金」「休み」「駅」「ポイント」「ワン」が集まった。展示会の会期や
料金など、展示会情報の詳細を知らせる記事が見られた。クラスターⅢは、「研究」「日本人」
「国際」「文化」「歴史」「関係」「社会」「問題」「経済」「国」「米国」などが集まった。国際
関係や大学での調査、国内問題など、社会問題についての報道がされる傾向があった。クラ
スターⅣは、「映像」「作品」「公開」「映画」などが集まった。アニメ映画や作品内容に関す
る報道傾向が見られた。クラスターⅤは、「美術館」「制作」「作家」「テーマ」などが集まっ
た。美術館での展示に関する内容に関する記事が見られた。クラスターⅥは、「写真」「印象」
「世界」「東京」などが集まった。検索語が集まったため、特徴的な傾向は見られなかった。
また、展示会の開催概要についての記事が見られた。クラスターⅦは、「考える」「多い」「自
分」「人」「話す」「声」などが集まった。人々の行動や、作品に関する感想などの報道傾向
が見られた。クラスターⅧは、「今年」「続く」「高い」「人気」など集まった。流行した作品
に関する紹介など、人気に関する報道傾向が見られた。クラスターⅨは、に関する報道傾向
が見られた。クラスターⅨは、「ドラマ」「番組」「放送」が集まった。テレビによる放送に
関する報道をされる傾向にあった。クラスターⅩは、「マンガ」「舞台」「心」「好き」などが
集まった。人気に伴う作品の展開や、人々の作品に対する熱量に関する報道傾向が見られた。 
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図 2 階層的クラスター分析 
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本研究では、以上の階層的クラスター分析結果を基に、8 つのフレームを作成した。クラ
スターⅠ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅵに関しては、抽出された記事に今回の調査目的にそぐわない記事が多
く含まれたため、フレーム作成の際に排除した。使用するクラスターⅢ、Ⅳ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、
Ⅹのうち、クラスターⅢとⅦを 2 つのフレームに分割し、8 フレームを作成した。2 つのフ
レームに分割し、8 フレームを作成した。 

以下に各フレームの詳細を述べる。フレームⅠは、クラスターⅢのうち「大学」「研究」「日
本人」「国際」「文化」「歴史」「関係」「社会」「問題」「経済」「国」を使用し、「社会問題フ
レーム」とした。フレームⅡは、クラスターⅢのうち「米国」「米」「日」「中国」「韓国」を
使用し、「海外フレーム」とした。フレームⅢは、クラスターⅣの語を全て使用し、「映像化
フレーム」とした。フレームⅣは、クラスターⅦのうち「聞く」「持つ」「考える」「感じる」
「多い」「出る」「自分」「言う」「思う」「見る」「人」「知る」「前」「時代」「今」を使用し、
「受け手への影響フレーム」とした。フレームⅤは、クラスターⅦのうち「一つ」「話す」
「作る」「使う」「語る」「声」「言葉」「必要」を使用し、「発信フレーム」とした。フレーム
Ⅵは、クラスターⅧの語を全て使用し、「流行フレーム」とした。フレームⅦは、クラスタ
ーⅨの語を全て使用し、「放送フレーム」とした。フレームⅧは、クラスターⅩの語を全て
使用し、「熱中フレーム」とした。コーディング・ルールの詳細は、付録１に収蔵している。
各フレームの文書数および割合は表 2 のとおりである。全文書 1,509 中、いずれのコード
も与えられなかった文書は 17 である。 
 

表 2 フレーム別の文書数と割合 
 フレーム名 文書数 割合 

Ⅰ 社会問題フレーム 535 35.45% 
Ⅱ 海外フレーム 778 51.56% 
Ⅲ 映像化フレーム 849 56.26% 
Ⅳ 受け手への影響フレーム 1111 73.62% 
Ⅴ 発信フレーム 838 55.53% 
Ⅵ 流行フレーム 1013 67.13% 
Ⅶ 放送フレーム 621 41.15% 
Ⅷ 熱中フレーム 816 54.08% 
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3.4. 特徴語 

3.4.1. 各時期の特徴語 

3.4.1.1. 結果 
設定した各時期の特徴語は表 3 のとおりである。各時期と語を Jaccard 距離で測定した。

第 1 期にのみ見られる語は、「文化」である。第 1 期と第 2 期で共通する語は「説明」「時
代」、第 1 期と第 2 期と第 3 期で共通する語は「前」である。第 3 期にのみ見られる語は
「感じる」「世界」、第 4 期にのみ見られる語は「人気」「見る」、第 5 期にのみ見られる語は
「ヒット」「ビデオ」「出演」「放送」である。第 4 期と第 5 期で共通する語は、「映画」「作
品」である。 
 

表 3 時期別の特徴語 
第 1 期  第 2 期  第 3 期 

説明 .204 
 

説明 .313 
 

印象 .236 
テレビ .175 

 
アニメ .205 

 
感じる .235 

日本 .169 
 

日本 .205 
 

思う .233 
映画 .167 

 
人 .193 

 
アニメ .230 

目 .161 
 

時代 .186 
 

日本 .230 
時代 .157 

 
東京 .186 

 
持つ .224 

文化 .154 
 

描く .185 
 

世界 .219 
世界 .154 

 
言う .178 

 
人 .217 

いま .152 
 

前 .174 
 

前 .216 
前 .151 

 
考える .168  写真 .216 

        
第 4 期  第 5 期   

写真 .277  ヒット .140 
 

  
印象 .256  監督 .139    
人気 .254  製作 .138 

 
  

作品 .243  映画 .135 
 

  
行う .235  ビデオ .134 

 
  

人 .234  出演 .133 
 

  
見る .230  作品 .130 

 
  

思う .228  アニメ .130 
 

  
映画 .223  放送 .130 

 
  

持つ .222  日本テレビ .127    
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3.4.1.2. 考察 
時期別の特徴語の結果を考察する。まず、第 1 期と第 2 期に「説明」「時代」という語が

挙がっている理由として、アニメという産業自体が成⻑を始めた頃であったことが考えら
れる。第 1 期に「文化」という語が挙がっていることからも示されるように、アニメ文化が
社会に浸透し始めている。このような時代を説明した報道がされていたことが考えられる。
次に、第 3 期では「感じる」「思う」といった人の思いを含んだ記事があった。アニメ市場
の成⻑が停滞する中、報道がアニメへの注目度を高めようと、アニメ文化に対する印象や思
いに関する報道を行ったことが考えられる。第 4 期で「人気」「見る」という語が挙がった
のは、アニメ市場が急成⻑している時期であることが要因であると考えられる。新聞報道の
内容に、実際の市場での盛り上がりが影響している。第 5 期で「ビデオ」が挙がっているの
は、一般社団法人日本動画協会（2020）が指摘する「ビデオパッケージメディアの凋落」（p.  
2）が影響していると考えられる。また、第 4 期と第 5 期で「映画」「作品」が挙がっている
理由として、作品自体についての内容が新聞報道されていることが考えられる。アニメが文
化として定着し、話題が作品内容自体に転換しているということである。 
 

3.4.2. 各フレームの特徴語 

3.4.2.1. 結果 
設定した各フレームの特徴語は表 4 の通りである。各フレームと語を Jaccard 距離で測定

した。各フレームにおいて中でも特徴的な語を見ると、社会問題フレームでは「言う」「思
う」「見る」「考える」が登場しており、受け手への影響フレーム作成に使用した語が登場し
ている。海外フレームでは、「作品」「映画」「人気」などの語が挙げられる。映像化フレー
ムでは、「世界」という語が挙げられる。受け手への影響フレームと発信フレームは、コー
ディング・ルール作成時に使用した語が相互に登場している。流行フレームと熱中フレーム
は、検索時に使用した語が上位に登場している。放送フレームは、「テレビ」「映画」などの
語が挙げられる。 
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表 4 フレーム別の特徴語 
社会問題  海外  映像化 

日本 .361 
 

日本 .525  日本 .538 
人 .360 

 
世界 .451  写真 .498 

言う .347 
 

写真 .448  見る .478 
多い .345 

 
東京 .422  世界 .473 

時代 .345 
 

人 .414  人 .432 
アニメ .343 

 
作品 .411  東京 .426 

思う .343 
 

映画 .380  思う .421 
見る .340 

 
時代 .359  前 .373 

考える .327 
 

前 .346  言う .371 
世界 .326 

 
人気 .340  時代 .364 

        
受け手  発信  流行 

アニメ .692  印象 .536 
 

アニメ .645 
印象 .692  アニメ .531  印象 .617 
写真 .585  人 .522 

 
日本 .613 

世界 .503  思う .494 
 

写真 .561 
東京 .493  見る .488 

 
人 .540 

作品 .492  写真 .487 
 

見る .512 
映画 .455  自分 .455 

 
世界 .496 

作る .401  言う .454 
 

思う .482 
語る .369  東京 .447 

 
作品 .478 

人気 .362  持つ .446  東京 .456 
        

放送  熱中   
テレビ .476  アニメ .520    
アニメ .413  印象 .515    
印象 .398  見る .513    
思う .373  人 .510    
見る .367  日本 .509    
映画 .366  思う .482    
人 .355  世界 .465    
言う .345  作品 .454    
作品 .327  言う .435    
今 .324  映画 .435    
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3.4.2.2. 考察 
フレーム別の特徴語の結果を考察する。社会問題フレームでは、社会問題に関して人々が

意見する報道内容があったことが考えられる。海外フレームでは、アニメ作品への海外の反
応が反映されている。映像化フレームでは、日本のアニメ作品と世界との関連が表れていた。
受け手への影響フレームと発信フレームでコーディング・ルール作成時に使用した語が相
互に登場したのは、元が同一のクラスターであったのが要因であると考えられ、コーディン
グ・ルールによる分類が適切でなかった可能性がある。流行フレームと熱中フレームでは、
コーディング・ルール作成時に使用した語が、報道内容自体を表していたことが考えられる。
放送フレームは、テレビや映画を放送した内容の記事を抽出することができた。 
 
 

3.5. クロス集計 

3.5.1. 時期とフレームのクロス集計 

3.5.1.1. 結果 
図 3 は、時期とフレームのクロス集計の結果である。色の濃さは相関関係（平均との差）

を表しており、⾚は相関が強く、⻘は弱いことを示している。 
社会問題フレームは第 3 期との相関が強く、第 4 期と第 5 期は弱い。海外フレームは第 3

期との相関が弱い。映像化フレームは第 4 期、第 5 期にかけて相関が強くなっている。受
け手への影響フレーム、発信フレームは第 3 期、第 4 期との相関が強い。流行フレームは
第 4 期との相関が強い。放送フレームは第 4 期、第 5 期との相関が強く、第 2 期、第 3 期
が弱い。熱中フレームは第 3 期との相関が比較的強い。 
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図 3 時期とフレームのクロス集計 

 
3.5.1.2. 考察 

社会問題フレームと第 3 期の強い相関について、第 3 期はアニメを外交の道具として利用
することを試みた時期と重なる。例えば、2008 年に日本はアニメ文化大使を始めるなど、
ポップカルチャー外交に力を入れていた。 

海外フレームと第 3 期の弱い相関は、景気の悪化が原因と考えられる。2007 年からの世
界金融危機に伴い、海外アニメ市場も縮小したとみられる。海外市場の売上高は 2006 年に
は 5204 億円だったが、2007 年には 4390 億円に減少し、2009 年まで減少し続けている。 

映像化フレームと第 4 期、第 5 期の強い相関は、劇場アニメ興行収入の増加に対応してい
る。第 4 期と第 5 期（2013 年 1 月 1 日〜2020 年 12 月 10 日）の時期は、一般社団法人日
本動画協会（2020、p. 5）によると、劇場アニメ興行収入が年々増加する傾向にある。 

発信フレーム、受け手フレームと第 3 期はアニメブームのピーク後にあたる。報道がアニ
メ市場を活気づけようとしていることが推測できる。 

流行フレームと第 4 期の強い相関は、2018 年に海外市場の成⻑が停滞する直前の時期で
あることが関連している。 

放送フレームと第 4 期、第 5 期の強い相関は、一般社団法人日本動画協会（2020、p. 5）
が示す、テレビアニメ制作タイトル数の 2013 年からの大幅な増加傾向に伴っている。また、
アニメ業界市場のテレビアニメ部門の売上は 2013 年にピークを迎え、2013 年から 600 億
円以上を維持しており（p. 4）、テレビアニメ市場が拡大する時期と合致している。 

放送フレームと第 2 期、第 3 期、熱中フレームと第 3 期の弱い相関は、一般社団法人日本
動画協会（2020、p. 4）が示す、アニメ業界市場の売上が下降した時期に合致しており、報
道でアニメ市場を盛り上げようとする姿勢が見て取れる。 
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3.5.2. 年とフレームのクロス集計 

3.5.2.1. 結果 
図 4 は、年代とフレームのクロス集計の結果である。色の濃さは相関関係（平均との差）

を表しており、⾚は相関が強く、⻘は弱いことを示している。 
海外フレームは 2007 年との相関が弱い。映像化フレームは 2011、12 年との相関が弱い。 
 

 
図 4 年とフレームのクロス集計 

 
3.5.2.2. 考察 

海外フレームと 2007 年の弱い相関は、3.5.1.2.で述べたのと同様に、景気の悪化とそれに
伴う海外アニメ市場の縮小によるものとみられる。 

映像化フレームの 2011 年の弱い相関は、劇場アニメの不振が原因とみられる。一般社団
法人日本動画協会（2020）によると、劇場アニメ興行収入は 2010 年の 337 億円から、2011
年は 285 億円へ減少している（p. 5）。 
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3.6. 対応分析 

3.6.1. 時期とフレームの対応分析 

3.6.1.1. 結果 
図 5 より、横軸（成分 1）は、第 3 期、第 2 期、第 1 期、第 4 期、第 5 期の順に配置され

ている。縦軸（成分 2）は、社会問題、海外、映像化、放送、熱中、受け手への影響、流行、
発信の順に布置されている。第 1 期と第 2 期、第 4 期と流行の距離が近い。 

 

 
図 5 対応分析（時期別） 

 
3.6.1.2. 考察 

第 1 期と第 2 期の距離が近いのは、登場する語が似ているためだと推測できる。表 3 を見
ると、第 1 期と第 2 期では「説明」「日本」「時代」「前」の 4 語が共通して登場する。 

流行フレームと第 4 期が近いことも、登場する語が似ていることが原因である。流行フレ
ームの特徴語 10 位以内に入っている語（表 4）と第 4 期の特徴語上位 10 語（表 3）を見
ると、「印象」「写真」「人」「見る」「思う」「作品」の 6 語が共通している。 
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3.6.2. 年とフレームの対応分析 

3.6.2.1. 結果 
図 6 より、横軸（成分 1）は、2010 年代後半の多くが右側に配置されている。縦軸（成分

2）は、社会問題、発信、受け手への影響、熱中、海外、流行、映像化、放送の順に布置さ
れている。映像化と 2017、19 年、また、海外と 1985、92、93、95 年の距離が近い。 

 

 
図 6 対応分析（年別） 

 
3.6.2.2. 考察 

年とフレームのクロス集計の結果を考察する。横軸において、左に社会問題フレームが寄
っていることから、2002 年時の報道内容は、アニメ作品そのものに関する内容よりも、国
内外に起きた問題と絡めた文化としてのアニメという内容が扱われる傾向があったと考え
られる。文化振興芸術基本法（現在は文化芸術基本法）が 2002 年 12 月に第一次基本方針
を閣議決定したことから、2002 年に国内でアニメを文化として捉える潮流ができたと考え
られる。また、横軸において、映像化と放送がほぼ同位置にあることから、2015 年と 2017
年、2020 年はアニメのテレビ放送や映画化などの話題が報道に取り上げられていることが
考えられる。 
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3.7. 共起ネットワーク 

3.7.1. 結果 

図 7 は、語と時期の共起ネットワークの結果である。第 5 期は「番組」「放送」などの語
と関係が強い。また、第 1 期は「声」「映像」「公開」、第 3 期は「社会」「舞台」「心」など
の語と関係が強い。第 2 期と第 4 期は、共起している語のうち、「好き」「登場」などをはじ
め、多くが共通している。 
 

 
図 7 共起ネットワーク（時期別） 

 

3.7.2. 考察 

語と時期の共起ネットワークについて考察する。第 2 期と第 4 期は、いずれもアニメ市場
が不調に陥る直前の時期（ピーク）である。時期が類似していることから、共起ネットワー
クにおける時期が近くに位置していることが推測できる。第 5 期では、「番組」「放送」と共
起関係が強い。この結果から、報道内容がテレビ放送に関する話題など、より人々の生活に
密着した内容になったと推測できる。 
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4. まとめ 
本研究は、コンピュータコーディングによって、新聞報道における日本のアニメの印象を

調査したものである。日本のアニメの印象に関する報道は、時系列で内容に変化があった。
第 1 期には、国内外に向けて推進されている産業として報道されていた。しかし、第 5 期
には、より人々の生活に寄り添う文化として報道された。近年の報道内容に、アニメ作品の
内容自体に関する報道がされていることから明らかである。また、アニメ市場縮小や、文化
に関する法の制定など、その時に起きた出来事に影響されることが確認された。 

本研究では、4 点の課題が見つかった。1 点目は、作成したコーディング・ルールの妥当
性である。各フレームの特徴語において、フレームを分類したにもかかわらず特徴語が似通
ってしまうのは、分類する上での問題があったと考えられる。2 点目は、時期設定に妥当性
がないことである。設定方法が恣意的であり、各時期の記事量を考慮していない。3 点目は、
報道内容と実際の状況の時差について、客観的な考察が行えなかったことである。4 点目は、
調査目的にそぐわない不要な記事を除外することができなかったことである。その結果、実
際は頻出語上位に組み込まれなかった語が頻繁に分析に登場し、語との対応分析が行えな
かった。また、今回は不要な記事を排除する目的で、不要な文に登場した語をクラスターご
と排除するという方法を取った。この方法の妥当性にも疑問が残る。より精度の高い記事抽
出を行うことを次回の課題としたい。 
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付録 1a：コーディング・ルール 
 
#コーディング単位：文書 
  
*社会問題 
( 社会 or 問題 ) and ( 大学 or 研究 or 日本人 or 国際 or 文化 or 歴史 or 関係 or 経
済 or 国 ) 
  
*海外 
米国 or 米 or 日 or 中国 or 韓国 
  
*映像化 
( 映像 or 作品 or 公開 ) and ( 物語 or 描く or 映画 or 監督 ) 
  
*受け手への影響 
( 考える or 感じる or 思う ) and ( 聞く or 持つ or 多い or 出る or 自分 or 言う or 
見る or 人 or 知る or 前 or 時代 or 今 ) 
  
*発信 
( 話す or 作る or 使う or 語る ) and ( 一つ or 声 or 言葉 or 必要 ) 
  
*流行 
( 高い or 強い or 人気 ) and ( 続く or 今年 or 昨年 or 目 or 入る or 受ける or テレ
ビ or 今回 or 紹介 or 開く or 音楽 or 代表 or ほか ) 
  
*放送 
ドラマ or 番組 or 放送 
  
*熱中 
( 人間 or 心 or 好き ) and ( マンガ or 舞台 or 漫画 or 登場 or 女性 or 姿 or 子ども 
or 読む or 本 or 仕事 ) 
  
*いずれかフレーム 
<*社会問題> or <*海外> or <*映像化> or <*受け手への影響> or <*発信> or <*流行> or 
<*放送> or <*熱中>  
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付録 1b：コーディング・ルールの txt ファイル 
付録 1a と同じものを別の.txt ファイルに収蔵 

 

付録 2：分析対象一覧  
別のエクセルファイルに収蔵 


