
1 

 

当レポートは学部3年次秋学期の演習でコンピュータ・コーディングの技法習得を目的におこな

ったプロジェクトを報告するものです。学部3年次であること、目的が技法習得およびチーム制

における協業経験にあること、をご承知おきください。（中村理） 

 

2021-08-16：参考のため共同通信記事を中村が追記。 

 

提出日2021年1月 

 

終戦記念式典での歴代首相式辞に関する 

新聞報道の計量テキスト分析 
 

O.M、T.M、T.K 

早稲田大学 政治経済学部 中村理ゼミ 

 

目次 

1. 目的と意義 ............................................................................................................................. 3 

1.1. 調査目的 .......................................................................................................................... 3 

1.2. リサーチ・クエスチョン ................................................................................................. 3 

1.3.仮説 ................................................................................................................................... 3 

2. 分析手法 ................................................................................................................................. 4 

2.1. 調査対象 .......................................................................................................................... 4 

2.1.1. 朝日新聞 .................................................................................................................... 4 

2.1.2. 読売新聞 .................................................................................................................... 4 

2.2. サンプリングについて .................................................................................................... 5 

2.3. 抽出単位 .......................................................................................................................... 5 

2.4. 記録作業の明示的説明 .................................................................................................... 5 

2.4.1. 前処理の実行 ............................................................................................................ 5 

2.4.2. 階層的クラスター分析 .............................................................................................. 6 

2.4.3. コーディング・ルールの策定 ................................................................................... 7 

2.5.4.外部変数の読み込み .................................................................................................. 9 

2.4.5. クロス集計 .............................................................................................................. 10 

2.4.6. 共起ネットワーク ................................................................................................... 10 



2 

 

2.4.7. ヒューマン・コーディング .................................................................................... 11 

2.5. 信頼性 ............................................................................................................................ 12 

3. 結果および考察 .................................................................................................................... 13 

3.1. 記事の概観 ..................................................................................................................... 13 

3.2. 仮説の検証 ..................................................................................................................... 14 

3.2.1. 仮説1の検証 ............................................................................................................ 14 

3.2.2. 仮説2および仮説3の検証 ........................................................................................ 19 

3.3. 各フレームに関する考察 ............................................................................................... 21 

4. まとめ ................................................................................................................................... 26 

参考文献一覧............................................................................................................................ 27 

付録1a：コーディング・ルール .............................................................................................. 28 

付録1b：コーディング・ルールのtxt.ファイル ...................................................................... 28 

付録2：分析対象一覧のExcelファイル .................................................................................... 28 

付録3：参考情報 ...................................................................................................................... 29 

 

  



3 

 

1. 目的と意義 

1.1. 調査目的 

終戦記念日である8月15日は例年、東京都千代田区の靖国神社で全国戦没者追悼式が催される。

ここでは現職首相が平和を祈念して式辞を読むことが恒例となっている。この式辞には、その

細かなレトリックや言い回しに各首相の政策の方針の違いが窺える。なぜなら、首相によって

安全保障政策やアジア諸国との関係構築の方向性が異なるためである。 

例えば、2015年に安保法案を成立させ憲法9条の改正を掲げていた安倍晋三前首相は、例年式

辞で繰り返されてきた「深い反省」という言葉を用いなかった。また、2020年には「歴史」と

いう文言が消え、「積極的平和主義」が初めて盛り込まれた。陸上配備型迎撃ミサイルシステ

ム「イージス・アショア」の代替策や「敵基地攻撃能力」の保有などを検討する安倍政権の政

治信条を反映した形だ。 

このような細かな語句の使用の有無に拘泥する事は一見、些末な事のように捉えられるかもし

れない。しかし、唯一の被爆国であり、アジアきっての敗戦国である日本の終戦記念日式辞は、

国内のみならず国外各国から注目されている。例えば、上述した「深い反省」という言葉は例

年、海外諸国とのその後の友好関係に大きく影響を及ぼす。諸外国は日本の歴史に向き合う姿

勢を踏まえた上で、その後の対日関係を検討するからだ。特に、日本からの強制支配を受けて

いたアジア主要国である中国や韓国は、このような歴史的反省を示唆する語句に敏感だ。 

このように、日本の現職首相の政治方針と対外関係の動向を追う上でも、歴代首相の式辞の詳

細を分析することは有意義だと考える。 

以上を踏まえ、大手新聞各社はこの首相式辞の内容をどのように報じているのか、また、読者

側の印象の受け取り方に違いはあるのかという点について調べたい。コンピュータ・コーディ

ングとヒューマン・コーディングの両者を行うことにより、重層的な分析を試みた。 

 

1.2. リサーチ・クエスチョン 

本稿の目的は、首相ごとの式辞内容の変遷および新聞各社の報じ方の特徴を明らかにすること

である。この目的を踏まえ、以下のリサーチ・クエスチョンを設定した。 

 

RQ1 ：首相によって、式辞内容に特有の特徴はあるのか 

RQ2 ：新聞社によって、首相の式辞を扱う記事の数や時期、頻度にばらつきはあるのか 

RQ3 ：新聞社によって、同じ内容を報道する際にも、その視座に違いはみられるのか 

 

1.3.仮説 

以上のリサーチ・クエスチョンに対応させて、以下3点の仮説を設定した。 

 

仮説1：首相によって、細かい表現の違いが特徴としてみられる 

仮説2：朝日新聞は読売新聞に比べ、式辞に関する記事をより頻繁に報じている 

仮説3：朝日新聞は他の外交問題と関連させて批判的に報じることが多い一方、読売新聞は客観

的事実を中心に報じることが多い 
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2. 分析手法 

2.1. 調査対象 

第1章で立てた仮説を立証するため、分析対象となる新聞記事を収集した。対象紙は朝日新聞

と読売新聞を選び、2社がもつデータベース（それぞれ『聞蔵ビジュアルⅡ』、『ヨミダス歴史

館』）を用いて対象記事を抽出した。朝日新聞と読売新聞の2紙を選定した理由として、赤尾光

史の先行研究を示す。 

 

このところ重大な政治イッシュー、例えば前記した特定秘密保護法問題、集団的自衛権の閣

議決定問題、あるいは安全保障法制などをめぐる新聞各社のスタンスには、一方に政権寄り

と評される主張の社があり、一方には反対の社があるという、かなり明瞭な図式的傾向がみ

られる。周知のように前者の代表的存在は発行部数日本最大の読売新聞であり、後者がそれ

に次ぐ発行部数の朝日新聞である。1 

 

赤尾が述べるように、憲法の解釈や積極的平和主義など日本の安全保障や外交政策に対する評

価において、2紙はしばしば異なる立場を示す。また、全国戦没者追悼式における首相式辞とそ

れらの政策は、首相の安全保障に対する方針で貫かれている。したがって、全国戦没者追悼式

における首相式辞を分析するうえでも、2紙を対象とする意義がある。 

詳細な検索条件は次の通りである。 

 

2.1.1. 朝日新聞 

・検索モード ：詳細検索を選択 

・対象紙誌名 ：「朝日新聞」「朝日新聞デジタル」を選択 

・検索キーワード：「終戦記念日&首相&式辞」 

・検索期間 ：1985年8月15日〜2020年8月20日までの全期間 

・検索方式 ：異体字・同義語を含めて検索 

・検索対象 ：見出しと本文と補助キーワード 

・朝夕刊 ：「朝刊」、「夕刊」を選択 

・本紙/地域面 ：「本紙」「地域面」を選択 

・発行社 ：「東京」 

・順序  ：「古い順」 

 

2.1.2. 読売新聞 

・検索語 ：「終戦記念日AND首相AND演説」 

・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 

・記事一覧表示：古い順 

・検索期間 ：「日付範囲」を選択。1985年8月16日〜2020年8月20日までの全期間 

 
1 赤尾光史（2016）、p. 241. 
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・全国版・地域版選択 ：「全てを対象にする」を選択。検索結果から「西部朝刊」と「中部朝

刊」を発行形態とする2件の記事を除いた 

 

 

2.2. サンプリングについて 

以上の検索条件のもとで記事を抽出した結果、朝日新聞は46件、読売新聞は59件であった。記

事件数が少なかったためサンプリングは行わず、抽出した記事すべてを分析対象とした。また、

コンタミネーションの除去は行わず、抽出した記事すべてを分析対象とした。 

 

 

2.3. 抽出単位 

抽出単位は新聞記事である。各社のデータベースを用いて、「記事」を単位として分析対象を

抽出した。抽出に用いた検索条件は2.1.1および2.1.2.に記載したとおりである。一方、集計単位

は、段落ごとに1つの文書とした。 

 

 

2.4. 記録作業の明示的説明 

仮説1はコンピュータ・コーディングによる定量的分析、仮説2および仮説3はヒューマン・コ

ーディングによる定性的分析を行うことで検証した。コンピュータ・コーディングを行うにあ

たり、KH Coder2を用いた。KH Coderとは、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。 

 

2.4.1. 前処理の実行 

前処理を実行する前に、「ツール＞抽出語＞抽出語リスト」で品詞別、出現回数のExcelを出

力する。オプションの詳細は以下の通りである。 

 

【品詞による語の選択】 

「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、未知語、タグ、動

詞、形容詞、副詞、名詞B、名詞C」を設定 

 

【強制抽出語と強制排除語について】 

強制抽出が必要な語を決定するため、出力したExcelの「未知語」部分を確認する。本調査に

おいて「未知語」上位に該当したのは細川護熙の「熙」、全国戦没者追悼式参列者の長男であ

る欣平さんの「欣」など、分析に直接的には関係ないものだった。したがって、強制抽出語は

指定しない。 

 
2 樋口耕一（2014） 
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なお、強制排除語として、「朝日」「読売」「小泉」「写真」を指定する。1つ目と2つ目の

「朝日」「読売」を排除語に指定するのは、記事ファイルのh3タグ3に含まれるこれらの語が頻

出語としてカウントされるのを避けるためである。3つ目の「小泉」は、小泉純一郎氏の在任期

間が長かったことを受けて、階層的クラスター分析の際に「小泉」を含む1つのフレームが形成

されてしまうことを防ぐためである。4つ目に、記事に添えられた写真を解説する文章（例：

「…全国戦没者追悼式に参列した松岡コトさん＝写真＝の長男の欣平さんは、…」、「…【写

真説明】全国戦没者追悼式で式辞を述べる安倍首相＝１５日午前１１時５８分、鬼室黎撮影」

など）がクラスターに入ることを防ぐためである。 

以上を設定した後、KH Coderの前処理を実行する。 

 

2.4.2. 階層的クラスター分析 

「ツール＞抽出語＞階層的クラスター分析」の手順で、KH Coderを操作する。オプションの

詳細は以下の通りである。 

 

【集計単位と抽出語の選択】 

・集計単位：「段落」 

・最小/最大出現数による語の取捨選択：「最小出現数65、最大出現数指定なし」 

・最小/最大文書数による語の取捨選択：「最小文書数1、最大文書数指定なし」 

・品詞による語の取捨選択：「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、未知語、タグ、動詞、形容詞、副詞、名詞B、名詞C」 

 

【クラスター分析のオプション】 

・方法：Ward法 

・距離：Jaccard係数 

・クラスター数：Auto（すなわちデフォルトのまま。クラスターの色分けにチェックを入れる） 

・フォントサイズ、プロットサイズはデフォルトのまま 

 

以上で設定すると、61語が分析対象となった。 

  

 
3 分析上の都合で使ったものである。 
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2.4.3. コーディング・ルールの策定 

図 1に示す階層的クラスター分析の結果をもとに、コーディング・ルールを策定した。 

 

 
図 1 階層的クラスター分析の結果 

 

基本的には、クラスター分析で抽出されたクラスターを1つのフレームとして扱う。しかし、

上から5つ目のクラスターに限り、分析の便宜上「靖国参拝」フレームと「加害責任」フレーム

の2つに分割した。なぜなら、靖国参拝問題と中国に関する問題が混在しているためである。 

例年、終戦記念日が近づくと、首相および閣僚や議員の靖国神社参拝の問題が取り沙汰される。

靖国参拝問題を取り上げた記事としては、2001年8月14日付の朝日新聞東京朝刊「これが熟慮の
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結果か 首相靖国参拝（社説）」や2006年8月4日付の朝日新聞東京朝刊「（社説）靖国参拝 

嘆かわしい首相の論法」が挙げられる。政教分離の観点などから靖国神社参拝への批判はアジ

ア諸国を中心に根強いものがある。また、式辞の中に大戦への反省の言葉が述べられるか否か

でアジア諸国の反応にも違いがでる。 

どちらの問題もアジア諸国の反応に影響を与えるが、靖国神社に参拝することと式典での式辞

は別の問題として考えるのが適切だと考えた。よって、上から5つ目のクラスターに関してのみ、

①靖国神社に関連があると思われる単語群と②式辞内容に関連を見出せる単語群を上下で分割

し、それぞれ別々のクラスターとして捉えることとした。 

表 1は、各フレームの名称と、クラスターをもとに振り分けた語の一覧である。 

 

表 1 各フレームの名称と分類語の一覧 

フレーム名 分類された語 

参列者 陛下、天皇、皇后、各界、参列、遺族、代表 

式典 
日本武道館、東京、開く、政府、主催、全国、戦没、追悼、終戦、記

念、首相、式辞 

アジア反省 反省、深い、諸国、アジア、哀悼、意 

首相以外の発言 辞、議長、衆院、天皇陛下、言葉、続く、述べる、黙とう 

靖国参拝 靖国神社、関係、問題、参拝 

加害責任 戦死、戦争、責任、中国、日本、世代、式典、初めて 

祈り 人々、国民、我が国、心から、祈る 

追悼 大戦、先、犠牲、方々、思う 

世界平和 国際、社会、世界、平和、新た、誓う 

 

各フレームに振り分けた語からコーディング・ルールを策定する基準は、柳瀬公の以下の手法

を参考にした。 

 

メディア・フレームを構成する語同士の関係性を「and」と「or」で結び作成した。語

の接続は，抽出された語を品詞別に，①名詞的な働きをするもの（名詞，名詞B，名詞

C，固有名詞，組織名，人名，地名〉，②動詞的な働きをするもの（サ変名詞，動詞〉，

③形容詞・形容動詞的な働きをするもの（形容動詞，ナイ形容, 形容詞〉の3つのグルー
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プに分け，同じグループ内の品詞は「or」で結び，3つのグループ間は「and」で結んだ。

4 

 

本稿では上記の基準を前提としたうえで、一部ルール作成の基準を改変している。具体的には、

①の中で「〜する」を付けると動詞になりうる、またその用法の方が自然である語を②に移す。

例えば、「アジア反省」フレームに含まれる「反省」は、「反省する」という動詞的な使われ

方の方がより自然だと判断し、②動詞的な働きをするものとする。「首相以外の発言」フレー

ムの「黙とう」や「靖国参拝」フレームの「参拝」が他の名詞とandで繋がれているのも、同様

の理由による。コーディング・ルールの詳細は、付録1aに収蔵した。 

 

2.5.4.外部変数の読み込み 

記事が取り上げる首相によって、現れるフレームに違いがあるのかを、クロス集計の結果から

分析する。その準備として、分析対象記事一覧のcsvファイルをKH Coderに読み込ませる必要が

ある。これが「外部変数の読み込み」である。 

KH Coderに読み込ませる分析対象記事一覧は、2020年度秋学期中村理ゼミ第4回の配布資料

「計量テキスト分析用データファイルの作り方」に則って作成した。また、首相および年月に

よって、社ごとに現れるフレームに特徴があるかを見るために、「社年月」および「社首相」

を外部変数として追加した。図 2と図 3は、csvファイルの一部を示したものである。 

 

 
図 2 外部変数を含む分析対象記事一覧のcsvファイル（朝日一部抜粋） 

 

 
4 柳瀬公（2012）、p. 66 



10 

 

 
図 3 外部変数を含む分析対象記事一覧のcsvファイル（読売一部抜粋） 

 

このcsvファイルをKH Coderに読み込む手順を以下に明示する。 

 

「ツール＞外部変数と見出し」で、「外部変数と見出し」のポップアップ画面を表示する 

⇒「▽読み込み」＞「CSVファイル」を選択 

⇒「参照」で読み込むcsvファイルを選択し、読み込み単位を「H3」にして「OK」を押す 

 

2.4.5. クロス集計 

「ツール＞コーディング＞クロス集計」の手順で、KHCoderを操作する。オプションの詳細は

以下の通りである。 

 

・セル内容：「度数とパーセント」 

・コーディング単位：「段落」 

・クロス集計：「社首相」 

 

2.4.6. 共起ネットワーク 

「ツール＞抽出語＞共起ネットワーク」の手順で、KHCoderを操作する。オプションの詳細は

以下の通りである。 

 

【集計単位と抽出語の選択】 

・集計単位：「段落」 

・最小/最大出現数による語の取捨選択：「最小出現数65、最大出現数指定なし」 

・最小/最大文書数による語の取捨選択：「最小文書数1、最大文書数指定なし」 

・品詞による語の取捨選択：「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、未知語、タグ、動詞、形容詞、副詞、名詞B、名詞C」 
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【共起ネットワークの設定】 

・共起関係(edge)の種類：「語―外部変数・見出し」、外部変数・見出し「社首相」 

・描画する共起関係(edge)の選択：「Jaccard」、上位「60」、係数を標準化する 

・バブルプロット：「バブルの大きさ100％」 

 

2.4.7. ヒューマン・コーディング 

コンピュータ・コーディングでは測りきれない各新聞社の報道の特徴を掴むため、「アジア反

省」「靖国参拝」「加害責任」それぞれのフレームに分類された各記事段落についてヒューマ

ン・コーディングを行った。具体的な焦点は、①言及の有無と②それに対する報道の評価の2軸

である。ヒューマン・コーディングによって得られたデータは、仮説2および仮説3の検証に用

いる。 

各記事の段落を読み、当てはまると思う選択肢を1つだけ選んで記入するという形をとった。

なお、コーディングの客観性を担保するため、各フレームにつき2人でヒューマン・コーディン

グをおこない、その一致度をクリッペンドルフのαを用いて検証した。検証結果は次項で詳述

する。ヒューマン・コーディング時のコーディング・ルールは以下の通りである。 

 

【「アジア反省」「加害責任」についてのコーディング・ルール】 

1. フレームの内容について言及していたという記述があり、それを評価している。（言及の有

無のみを記し、具体的な評価をしていないものもこれに含む） 

2. フレームの内容について言及していたという記述があり、その踏襲を批判している。（例：

「同じ文をそのまま読み上げ…」） 

3. 首相以外の発言（天皇や都道府県知事による式辞内容に言及するもの） 

4. フレームの内容について言及していなかったという記述があり、それを批判している。 

 

【「靖国参拝」についてのコーディング・ルール】 

1. 首相が「参拝した」もしくは「参拝予定」であり、そのことを肯定している。（市民の意見

なども含める） 

2. 首相が「参拝した」もしくは「参拝予定」であり、そのことを否定している。（市民の意見

なども含める） 

3. 首相が「参拝しなかった」もしくは「参拝を見送る」で、そのことを肯定している。（市民

の意見なども含める） 

4. 首相が「参拝しなかった」もしくは「参拝を見送る」で、そのことを否定している。（市民

の意見なども含める） 

5. 参拝の有無にかかわらず、評価無記載(ただ事実を述べただけのものなど) 

6. その他（閣僚など首相以外の参拝や、ただ文脈に関係なく『靖国参拝』等言葉が用いられ

ている場合など） 
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2.5. 信頼性 

ヒューマン・コーディングの信頼性を確かめるため、各変数に対してクリッペンドルフのαを

用いて、信頼性を検証した。αの算出には統計分析フリーソフト「R」を用いた。今回検証する

のは「2紙の報道の特徴に関するヒューマン・コーディング結果」の照合度である。αは通常0<

α≦1の範囲をとり、1は完全一致、0はランダムなコーディングと同じ状態を指す。各変数に対

するαの値は以下の表2に示した通りである。 

 

表 2 信頼性の検定 

 アジア反省フレーム 靖国参拝フレーム 加害反省フレーム 

Krippendorf’s α 1.000** 0.979** 0.755** 

**:α>.8, *:α>.67 

 

クリッペンドルフによれば、αが0.8以上であれば十分な信頼性があり、0.67以上であれば仮の

結論の導出を許容できる5。本研究においては、完全一致を含め全てのフレームが0.67以上だっ

たため、全体として極めて高い信頼性が確認できた。 

  

 
5 クラウス・クリッペンドルフ（1989）、p. 229：ダニエル・リフ（2018）、p. 179 
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3. 結果および考察 

3.1. 記事の概観 

105件の分析対象のうち、8月以外に掲載された記事は4件のみだった。つまり、毎年8月15日

に両紙とも1件ずつ式辞に関する記事が掲載されている。中でも、全国戦没者追悼集会の開催日

当日である8月15日とその翌日の16日に掲載された記事は92件と全体の約88％を占める。このこ

とから、全国戦没者追悼式の首相式辞に関する報道は式開催当日と翌日に集中していることが

わかる。 

また、記事の内容も、前年の表現を殆ど踏襲していた。ここでは例として、2007年8月15日と

翌年2008年8月15日の読売新聞朝刊に掲載された記事の段落を比較する。同様に表現が酷似する

ものが数多く見られた。 

 

<h3>読売４４＿２００７．０８．１５</h3> 

 ６２回目の終戦記念日を迎えた１５日、政府主催の「全国戦没者追悼式」が、天皇、皇后両

陛下をお迎えして、東京・北の丸公園の日本武道館で正午前から開かれた。戦没者の遺族や安

倍首相ら各界代表者約６０００人が参列し、戦争で犠牲になった約３１０万人の冥福（めいふ

く）を祈り、平和への誓いを新たにした。首相となってからは初の出席となる安倍首相は、こ

れまでの追悼式を踏襲し、「多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦

痛を与えた」と述べ、「深い反省」と「哀悼の意」を表明した。〈天皇陛下のお言葉と首相式

辞、衆院議長の「追悼の辞」２面、関連記事１４・１５面〉 

 

<h3>読売４５＿２００８．０８．１５</h3> 

 ６３回目の終戦記念日を迎えた１５日、政府主催の「全国戦没者追悼式」が、天皇、皇后両

陛下をお迎えして、東京・千代田区の日本武道館で正午前から開かれた。戦没者の遺族や各界

代表ら５７４７人が参列し、第２次世界大戦で命を落とした約３１０万人（軍人・軍属約２３

０万人と一般市民約８０万人）の冥福（めいふく）を祈り、平和への誓いを新たにした。首相

として初の出席となる福田首相は式辞で、これまでの追悼式を踏襲し、「多くの国々、とりわ

けアジアの諸国の人々に多大の損害と苦痛を与えた」と述べ、「深い反省」と「哀悼の意」を

表明した。〈天皇陛下のお言葉、首相式辞、衆院議長の追悼の辞の要旨５面、関連記事５・２

１面〉 
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3.2. 仮説の検証 

結果の分析に入る前に、新聞記事で仮説1を検証しようとしたことの限界を述べる。本稿では、

仮説1で式辞そのもののテキスト分析を、仮説2および仮説3で式辞に対する新聞のテキスト分析

を設計していた。しかし実際には、式辞そのものの分析も新聞記事でおこなってしまったため

に、新聞社によって既にトリミングされた状態の式辞で分析を進めてしまった。本来、仮説1の

検証には首相官邸のホームページに掲載されている式辞全文を用いるべきであった。 

しかし、この点は今後の改善点とし、本稿は現状得たデータの報告及びそれらを用いた考察を

おこなうこととする。「社首相」と各フレームのクロス集計の結果を以下の表 3に示す。また、

「社首相」と各フレームの共起ネットワークの結果が図 4である。なお、これらの結果が示すの

は、「首相が何を重点的に取り上げて話したか」ではなく、「新聞社が首相の式辞の中から何

を重点的に切り取って報じたか」であることに注意したい。つまり、仮説１の検証でありなが

ら、実態は仮説2および仮説3の検証に近いものとなっている。 

 

3.2.1. 仮説1の検証 

 

表 3 社首相と各フレームのクロス集計 
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図 4 社首相と各フレームの共起ネットワーク 

 

図 4において、degreeとはいくつの外部変数（図 4においては「社首相」）とつながっている

かという数値である。したがって、degreeが小さいフレームほど、特定の外部変数（「社首相」）

に特徴的である。 

表 3と図 4から、特定の社首相に特徴的なフレームとして、「加害責任フレーム」「アジア反

省フレーム」「靖国参拝フレーム」「祈りフレーム」「世界平和フレーム」が挙げられる。反

対に、共起ネットワークに登場していない「参列者フレーム」「式典フレーム」「首相以外の

発言フレーム」「追悼フレーム」は、2社間あるいは首相間において特筆すべき特徴が見られな

かったことを意味する。このことは、以下の図 5に示すクロス集計のマップからも明らかである。 

 

 
図 5 クロス集計のマップ 
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図 5を見ると、図 4に登場しなかった4つのフレームは、ピアソンの積率相関（「社首相」と各

フレームのあいだにどの程度相関関係があるのかを示す数値。絶対値が大きいほど相関関係が

強いと言える）にも出現頻度にも特徴的なものがなく、安定的に推移している。この結果から、

「参列者フレーム」「式典フレーム」「首相以外の発言フレーム」「追悼フレーム」は、毎年

テンプレートで使いまわされる単語同士が強く共起した結果として形成されたフレームだとわ

かった。毎年使いまわされる表現の例として、式典フレームに該当する記事を3点示す。 

 

<h3>朝日１３＿１９９４．０８．１５</h3> 

 四十九回目の終戦記念日を迎えた十五日、政府主催の「全国戦没者追悼式」が東京都千代田

区の日本武道館で開かれ、社会党の首相としては初めて村山富市首相が式辞を述べた。 

 

<h3>朝日１４＿１９９６．０８．１５</h3> 

 五十一回目の終戦記念日を迎えた十五日、政府主催の「全国戦没者追悼式」が東京都千代田

区の日本武道館で開かれ、橋本龍太郎首相が四年ぶりの自民党の首相として式辞を述べた。 

 

<h3>朝日１９＿１９９８．０８．１５</h3> 

 五十三回目の終戦記念日の十五日、政府主催の「全国戦没者追悼式」が東京都千代田区の日

本武道館で開かれた。 

 

「仮説1：首相によって、細かい表現の違いが特徴としてみられる」の検証においては、各首

相の式辞の表現に細かい違いがみられるかが論点となる。したがって、特徴がみられなかった4

つのフレームからは「首相の式辞内容および式辞に関する報じ方にはそれぞれ毎年踏襲するテ

ンプレートが存在する」という1つの知見を導くとする。 

以降は、共起ネットワークに出現した5つのフレームについてどのような違いがみられたかを

詳しく分析する。 
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図 6 「アジア反省フレーム」の出現率の時系列変化 

 

図 6は、「社首相」と各フレームのクロス集計の結果（表 3）に基づいて、「アジア反省フレ

ーム」の出現率の時系列変化を折れ線グラフで示したものである。朝日新聞が橋本元首相と麻

生元首相の時に20％を超える段落で「アジア反省フレーム」を用いているのに対し、読売新聞

は5〜15％と、2社で大きな開きがある。この結果の考察は、3.3.で詳しく述べる。 

 

 
図 7 「靖国参拝フレーム」の出現率の時系列変化 

 

図 7は、図 6と同様に、「靖国参拝フレーム」の出現率の時系列変化を折れ線グラフで示した

ものである。朝日新聞が村田元首相、福田元首相、菅元首相の時に「靖国参拝フレーム」を多

用しているのに対し、読売新聞は全体を通してこの切り口に消極的な傾向がある。この結果の

考察は3.3.で詳しく述べる。 
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図 8 「加害責任フレーム」の出現率の時系列変化 

 

図 8は、「加害責任フレーム」の出現率の時系列変化を折れ線グラフで示したものである。小

渕恵三元首相の期間には2紙ともに約40％の段落で加害責任フレームを用いていたが、森元首相、

小泉元首相と経過するにつれて出現頻度の差が開いた。この結果の考察は、3.3.で詳しく述べる。 

 

 
図 9 「祈りフレーム」の出現率の時系列変化 

 

図 9は、「祈りフレーム」の出現率の時系列変化を折れ線グラフで示したものである。図 4で

もdegreeが１を示しており、宮澤元首相に関する朝日新聞の報じ方が特徴的という結果になった。

しかし、段落の数に着目すると、宮澤元首相の在任期間の朝日新聞が12件に対し、読売新聞は4

2件であった。したがって、このグラフの開きは分母の大きさの差に影響を受けたものであり、

実際には特筆すべき特徴は見られない。 
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図 10 「世界平和フレーム」の出現率の時系列変化 

 

図 10は、「世界平和フレーム」の出現率の時系列変化を折れ線グラフで示したものである。図 

4でもdegreeが１を示しており、菅元首相に関する読売新聞の報じ方が特徴的だという結果が出

た。しかし、記事本文を精読したところ、2紙偏りなく「不戦の誓いを新たにした」という表現

が使われていた。また、段落の数に着目しても、菅元首相の在任期間の朝日新聞は26件、読売

新聞は22件であり、分母にも大きな差がない。なぜこのような結果が出たのか不明だった。 

 

3.2.2. 仮説2および仮説3の検証 

以下の図 11に示した社首相と語の共起ネットワークや、ヒューマン・コーディングの結果を参

考に、仮説2および仮説3の検証を試みる。 

 

 
図 11 「社首相」と語の共起ネットワーク 
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3.1.にて述べたように、両紙とも8月15日に1件ずつ、式典および式辞に関する記事を掲載して

いた。このことから、「仮説2：朝日新聞は読売新聞に比べ、式辞に関する記事をより頻繁に報

じている」は検証されなかったと結論づけられる。 

図 11を参照すると、「朝日菅」「朝日福田」「朝日村山」の各変数に「靖国神社」「参拝」と

いう言葉との強い共起関係が見られる。また、「朝日橋本」「朝日小泉」「朝日安倍」の各項

目に「アジア」「国際」「反省」という言葉との強い共起関係が確認できる。読売の同首相に

ついて目を向けると、そのような「外交」関連の言葉との相関は見られない。 

以下、具体的な記事を提示し立証する。 

 

<h3>朝日６＿１９９０．０８．１５</h3> 

 この日、東京などで、平和を守るとともに、加害者としての日本人の責任を問う集会や、

「戦後責任」としてサハリン残留朝鮮人問題を取り上げた展示会などが開かれたほか、アジア

人学生も加わって「靖国神社公式参拝反対」を掲げるデモなどが繰り広げられた。 

 

このように、朝日新聞においては、靖国問題を織り交ぜながら外交に関する記事を展開する傾

向が見られる。 

 

<h3>読売５３＿２０１３．０８．１６</h3> 

ただ、首相は、靖国参拝が海外から問題視されること自体に違和感を抱いているとされる。１

５日、今後の靖国参拝の有無を記者団に問われると、「それ自体が政治問題、外交問題に発展

していく観点から申しあげない」と明言を避けた。 

 

読売新聞については客観的事実について多く触れられていた。しかし、以上の記事のような、

靖国問題について「問題視していない」と紹介するような記事も見られる。以上から、「仮説

3：朝日新聞は他の外交問題と関連させて批判的に報じることが多い一方、読売新聞は客観的事

実を中心に報じることが多い」は検証されたと言える。 
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3.3. 各フレームに関する考察 

「参列者フレーム」「式典フレーム」「首相以外の発言フレーム」「祈りフレーム」「追悼フ

レーム」「世界平和フレーム」は、毎年ほとんど同内容の語句の使用が確認できた。つまり、

式典の進行過程を報道する際は、例年該当部分の文章にほとんど変更を加えていないことがわ

かる。 

 

【アジア反省フレーム】 

「アジア反省フレーム」では、「深い反省」の意を表す言葉の有無や、微々たる言葉の変化な

どについて、強調して取り上げられる傾向がみられる。以下の例のように、主語や代名詞の変

化にも言及する記事も見受けられた。 

 

h3>読売２９＿２００１．０８．１５</h3> 

 小泉首相は、靖国神社参拝や歴史教科書問題を巡り、中国、韓国など周辺諸国から反発を受

けていることもあり、式辞では「近隣諸国との友好関係を維持発展させ、世界の恒久平和を確

立する責任を負っている」と言及した。また、従来の式辞では、「あの戦い」が「アジア諸国

に対して多くの苦しみを与えた」などとしてきたが、今回初めて「我が国が」と具体的な主語

を明記、「深い反省の意」と「哀悼の念」を表明した。 

 

また、以下の例のように、連続して「反省」「哀悼」の言葉が使用され続けていることが、政

府の姿勢という評価に直結するとした記事も見られた。 

 

<h3>読売２３＿１９９８．０８．１５</h3> 

 五十三回目の終戦記念日を迎えた十五日、政府主催の「全国戦没者追悼式」が、天皇、皇后

両陛下をお迎えして、東京の日本武道館で開かれた。インドとパキスタンが核実験を強行、核

開発競争への不安が高まる中、遺族ら約七千人の参列者は、三百十万人とされる犠牲者のめい

福を祈った。小渕首相は、式辞で「あの戦いは、アジアの近隣諸国に対しても多くの苦しみと

悲しみを与えた」と述べ、日本の加害責任と哀悼の意を表明。「哀悼」の言葉を用いた一九九

三年の細川首相（当時）以来、歴代首相が式辞で謝罪の意を明らかにしており、政府の姿勢が

定着した形だ。（天皇陛下おことば、首相式辞、衆院議長追悼の辞の内容２面、関連記事１

０・１１面） 

 

以下の例のように「深い反省」という語句について、過去の首相の台詞を引用することで比較

する記事も見られた。 

 

<h3>朝日１６＿１９９６．０８．１５</h3> 

 九四年の村山氏は「あの戦いは、アジアを始めとする世界の多くの人々に、筆舌に尽くしが

たい悲惨な犠牲をもたらした」「深い反省とともに謹んで哀悼の意を表したい」と述べ、より
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踏み込んだ表現で日本の加害責任に言及した。九五年も「多くの国々、とりわけアジア諸国民

に対しても多くの苦しみと悲しみを与えた」と述べた。 

 

 式辞でアジアの犠牲者に言及した歴代首相は、一九九三年の細川護煕氏が初めてで、「アジ

ア近隣諸国をはじめ全世界すべての戦争犠牲者とその遺族に対し、国境を越えて謹んで哀悼の

意を表する」と語った。 

 

【靖国参拝フレーム】 

「靖国参拝フレーム」においては、終戦記念日の式辞報道にちなんで、靖国問題にも言及する

例が多く見られた。それに付随して、首相の靖国参拝動向の報じ方にもいくつか特徴が見られ

た。例えば以下のように、読売新聞は、参拝の是非に関わらず、首相の参拝の是非の意思決定

の過程を評価するような記事が目立った。特に、安倍前首相と小泉前首相において顕著である。 

 

<h3>読売５３＿２０１３．０８．１６</h3> 

 安倍首相は第１次内閣で、在任中の靖国神社参拝を見送った。その後、当時を振り返り「痛

恨の極みだ」と強調しており、第２次内閣で参拝の機会を慎重に探っているとみられる。 

 

<h3>読売５３＿２０１３．０８．１６</h3> 

 首相はもともと、参拝するかどうか発言しない「あいまい戦術」を取ってきた。１５日参拝

にぎりぎりまで含みを残したうえで見送れば、「中韓両国に一定の配慮を示したことになり、

今後の関係改善の足がかりになる」（首相周辺）との計算が働いていた。参拝に踏み切ること

で中韓両国との関係がさらに悪化し、最優先課題とする日本経済の再生に支障が生じることを

避ける狙いもあったようだ。 
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【加害責任フレーム】 

続いて「加害責任フレーム」に関する考察を行う。コンピュータ・コーディングの結果、各フ

レームと相関が見られた「社首相」は図 12の通りであった。このうち「加害責任フレーム」と

強い相関が見られたのは「読売新聞における安倍首相の記事」「朝日新聞における小泉首相の

記事」「朝日新聞における安倍首相の記事」であった。 

 

 
図 12 「社首相」と各フレームの共起ネットワーク 

 

さらに踏み込んだ考察を得るためにヒューマン・コーディングを行った。「加害責任フレーム」

については、コーディング・ルールに不備があったため、KH Coderで「ツール＞文書＞文書検

索」の操作をする際にコーディング・ルールファイルを用いなかった。不備の詳細については

第4章で述べる。代わりに、「＃直接入力」を選択し、「加害」という語を含む文書56件を対象

にヒューマン・コーディングを行った。 

その結果、56件中52件、約93％を朝日新聞の記事が占めるとわかった。 

また、加害責任について言及した小渕恵三前首相について、以下のような記事が見受けられた。

「加害責任の言及の有無」に関係なく、前年度以降の式辞内容の踏襲に批判的であることがわ

かる。 

<h3>朝日１９＿１９９８．０８．１５</h3> 

 白と黄色の菊約二万五千本に飾られた式壇に立った小渕首相は式辞で、「残されたご遺族の

深い悲しみを思うとき、今なお悲痛の思いが胸に迫り来るのを禁じ得ません」と述べた。さら

に、あの戦争はアジアの近隣諸国へも多くの苦しみと悲しみを与えたとして、「私はこのこと

を謙虚に受けとめ、深い反省とともに、謹んで哀悼の意を表したいと思います」と日本の加害

責任に言及。四年前の村山富市元首相から橋本龍太郎前首相へと踏襲されてきたほぼ同じ表現

を、そのまま読み上げた。 
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一方、小渕氏の4年後に式辞を読んだ小泉前首相に対する報じ方はどうかを確認するため、小

渕氏在任中の1998年の記事（既掲）と、小泉氏在任中の2002年の記事（以下に掲載）の報道内

容を比較する。 

 

<h3>朝日２７＿２００２．０８．１５</h3> 

 「君が代」斉唱に続いて、小泉首相は戦没者の冥福を祈り、式辞の中で「多くの国々、とり

わけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えた」と日本の加害責任に触れた。９３

年の細川護煕首相以来の政府の姿勢を踏襲したものだ。 

 

「加害責任について言及・踏襲」という内容自体は両氏とも同じであるはずだが、小渕氏に対

する記事はより攻撃的・批判的な印象を、小泉氏に対する記事は懐柔的な印象を与えている。

このような報道姿勢の変化の背景を探るため、当時の各首相の内閣支持率の推移を図 13に提示

する。図 13は、毎日新聞社の「毎日ヨロンサーチ」を参照した。 

比較すると、小渕氏に対し小泉氏の方が高い支持率であることが歴然である。このことから、

内閣支持率の増減と報道姿勢には、相関関係があると考えられる。 

この事実から推測できることは、①メディアが世論を形成する②メディアが世論を反映してい

るの２点である。しかし、どちらが真であるのかを断定するには、さらなる分析が必要である。 
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図 13 内閣支持率の推移（1996-2003） 
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4. まとめ 

以上の分析により得られた知見と今後の改善点を示し、本稿のまとめとする。 

まず、得られた知見は2点ある。 

1点目は、首相の式辞の表現自体が毎年かなり似通っていることである。2社の記事を精読した

結果、ある年に記事に取り上げられた式辞の表現がその後数年ほとんど同じまま継承されるな

ど、多くがテンプレート化していた。また、その事実を指摘した記事も散見された。つまり、

大枠の表現がテンプレート化しているからこそ、新聞報道が細かな語句の使用の有無に敏感に

なるという構図があるとわかった。すなわち、仮説１に関しては、「全文ではないが、記事に

取り上げられた式辞の内容」という条件付きで証明された。 

2点目は、新聞記事の表現も、首相演説の引用以外で前年を踏襲する部分が多いということで

ある。毎年テンプレートで使いまわされる単語同士が強く共起した結果、それらの語だけで複

数のクラスターを形成してしまうほどだった。 

以上2点の知見から、全国戦没者追悼式や首相演説のメッセージ性の希薄化、戦争報道の形骸

化が浮き彫りになった。なお、2社の報道姿勢は時間の経過ではなく、時の首相の評価に紐付け

られていることもわかった。 

以上が得られた知見の概要である。続いて、改善点は2点挙げられる。 

1点目は、「加害責任フレーム」のコーディング・ルールに不備があったことだ。全ての語を

ORでつないだことで、ほぼすべての段落が該当してしまった。つまり、なにも表せないフレー

ムになってしまった。本稿は文書検索の直接入力で「加害」と入力し、該当した文書を仮の

「加害責任フレーム」として分析を進めたが、最善だったとは言い難い。より純度の高いコー

ディング・ルールの作成は、「加害責任フレーム」に限らず今後の課題としたい。 

2点目は、仮説１が首相の式辞自体の内容分析であったにもかかわらず、新聞記事を分析対象

としてしまったことだ。首相官邸のホームページに掲載されている毎年の「全国戦没者追悼式

総理大臣式辞」全文を参照することが適切だった。得たい結果を得られるような分析対象の選

定も、今後の課題である。 

以上2点の改善を図り、今後の研究活動に生かしたい。 
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付録1a：コーディング・ルール 

 

＊参列者 

( 陛下 or 天皇 or 皇后 or 各界 or 遺族 or 代表 ) and ( 参列 ) 

 

＊式典 

( 日本武道館 or 東京 or 政府 or 主催 or 首相 ) and ( 全国 or 終戦 or 記念 or 戦没 or 追悼 or 式辞 ) 

and ( 開く ) 

 

＊アジア反省 

( 深い or アジア or 諸国 ) and ( 反省 or 哀悼 or 意 ) 

 

＊首相以外の発言 

( 辞 or 衆院 or 議長 or 天皇陛下 or 言葉 ) and ( 続く or 述べる or 黙とう ) 

 

＊靖国参拝 

( 靖国神社 or 関係 or 問題 ) and 参拝 

 

＊加害責任 

( 戦死 or 戦争 or 責任 or 中国 or 日本 or 世代 or 式典 or 初めて ) 

 

＊祈り 

( 人々 or 国民 or 我が国 or 心から ) and 祈る 

 

＊追悼 

( 大戦 or 先 or 犠牲 or 方々 ) and 思う 

 

＊世界平和 

( 国際 or 社会 or 世界 or 平和 or 新た ) and 誓う 

 

 

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：分析対象一覧のExcelファイル 

別のエクセルファイルに収蔵 
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付録3：参考情報 

⚫ 2021-08-15共同通信「首相式辞『不戦』から『繁栄』へ 対アジア、消える加害責任」 

 

記事は「歴代首相が読み上げる式辞は戦争の悲惨さと犠牲に言及してきたが、各首相の

歴史認識も投影してきた」という。これにもとづき記事は過去30年の式辞を計量分析し、

各首相に特徴的なキーワードが「平和」「不戦の決意」から「繁栄」「未来」へ移行したと

指摘する。同時に、「アジアへの加害責任を示唆する表現は消え、近隣諸国との和解の難し

さが改めて鮮明になった」とする。前者については「『平和』の比重は低下傾向」にあり、

「『恒久平和』も第2次安倍政権下の2015〜20年は使われていない」という。 

ただし、分析の詳細が明らかにされていないため、正しい結果か、また30年の変化が安

倍晋三だけの特徴で支えられている（以下の提示からはそのようにもみえる）のか、は不

明。 

 

記事が明らかにしたという特徴語： 

➢ 村山富市 平和  不戦の決意 英知 

➢ 小渕恵三 悲しみ  国際社会 恒久平和 

➢ 小泉純一郎 平和  我が国  犠牲 

➢ 安倍晋三 御霊  繁栄  未来 

 


