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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） 
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1.目的と背景 

本研究の目的は、皇位継承問題における女性天皇・女性宮家の議論が各新聞社でどのよ

うに報道されてきたのかについて、時系列を追って分析し、その特徴と傾向を明らかにす

ることである。 

まず、皇位継承が皇室典範にどのように記されているかをみる。皇室典範第一章第一条

には、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と規定されている。ここ

から、現在の皇位継承は男系男子のみが可能であることが分かる。また、皇室典範第二章

第十二条には、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離

れる」と規定されている。2022年1月時点で、皇位継承資格を有するのは男性皇族の3人で

ある。1位は秋篠宮さま、2位は秋篠宮ご夫妻の長男である悠仁さま、3位は上皇さまの弟

の常陸宮さまである。悠仁さまは15歳と若く、常陸宮さまは83歳である。こうしたことか

ら、皇位継承に関する議論はしばしば行われてきた。また、現在の皇室は15名で構成され

ており、皇族の減少も懸念されている。 

続けて、皇位継承が2000年代以降、どのように社会で議論されてきたかを小林裕一郎

（2013）にもとづいて整理する。はじめに皇位継承問題に一石を投じたのは、2001年から

2006年に政権を担当した小泉政権である。小泉政権は首相の私的諮問機関として「皇室典

範に関する有識者会議」を発足し、皇位継承を安定的に行うための今後の制度構築につい

て検討を始めた。この会議では、女性天皇・女系天皇1を容認する方向で皇室典範の改正案

 
1 女性天皇とは、男系承継による女性の天皇である。一方、女系天皇とは、母が天皇家に出自をもつ天皇

である。そのため女系天皇は女性とは限らない。（参考：早稲田大学 政治経済学部 中村理ゼミ. 女性天

皇・女系天皇・女性宮家に関する新聞報道の変遷.） 
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が国会に提出される見通しであった。しかし、直前に秋篠宮妃がご懐妊されたとの報道が

あり、この動きは一気に下火となった。（教員コメント：女性天皇、女系天皇については、

2次ソースでかつレベル保証のされていないゼミレポートを参照すべきではなく、1次ソー

スに当たりましょう） 

次に議論が活発化したのは2011年から2012年の野田政権下である。野田政権では、現行

制度のまま女性皇族の皇籍離脱が進めば将来の皇室活動に支障が出ることから、女性宮家

の創設が議論された。この際、女性皇族の配偶者や子を皇族とすべきかや、結婚して皇族

を離れても『内親王』『女王』2という尊称で公務を続けられるかといった点も検討された。

しかし、2012年12月16日の衆議院総選挙で、民主党から自民党へと政権交代が起こったこ

とで、この議論も白紙に戻ることとなる。 

その後も、皇族のご結婚やご懐妊の度に、安定的な皇位継承を目指した議論は重ねられ

た。再度の議論が始まったのは、2016年8月に明仁天皇が生前退位のご意向を示されてか

らである。皇位継承順位1位の皇族とされる「皇太子」がいなくなった今（2022年1月現

在）、皇位継承問題は喫緊の課題である。また、2021年には愛子さまのご成年や、秋篠宮

家ご長女の眞子さまのご結婚があった。皇室や政治の動きの中で、報道はどのようなあり

方を示してきただろうか。本研究ではこの疑問をもとに、新聞社の報道内容を調べ、時系

列変化と報道傾向を分析する。 

 

2.手法 

2.1分析対象と期間 

まず記事収集の方法について述べる。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、皇位継承、及び女性天皇・女系天皇・女性宮家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「ヨミダス歴史館」を利用した。用い

た検索条件を表1と表2に示す。発行社は東京に限定した。 

次に、収集する記事の対象期間について述べる。期間は、上記のデータベースで利用で

きる最も古い発行日から、本研究開始時期であった2021年12月31日までとした。本研究で

はこの期間を以下に示す5つに区切った。1期は先に示した小泉政権が発足する前の1985年

〜2000年、2期は小泉政権から野田政権の前政権である管政権までの2002年〜2010年、3

期は野田政権下にあった2011年〜2012年、4期は第二次安倍政権から明仁天皇が退位され

 
2 皇室典範第二章第六条によると、「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、

三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする」とされる。 
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た年までの2013〜2018年、5期は今上天皇が即位されてから現在までの2019年〜2021年で

ある。各期間における記事数の時系列変化を表3と図1に示す。 

表1と表2にしたがった検索の結果、朝日新聞では515件、読売新聞では610件（検索結果

629件のうち、除外記事19件）が分析対象となった。分析対象一覧を付録2に収めた。 

 

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 「皇位継承 AND 女 NOT アンケート」 

「異字体を含めて検索」と「同義語を含めて検索」 

発行日 「1985年1月1日〜2021年12月31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」 

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 「皇位継承 AND 女 NOT アンケート 

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」 

「1986年1月1日〜2021年12月31日」 

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」「東京夕刊」に絞る 
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表3 各分析時期における記事件数 

1期 109  

2期 378  

3期 61  

4期 327  

5期 250  

 

 
図1 記事数の時系列変化（朝日・読売） 

 

2.2 語の抽出と集計単位 

以降の手続きは柳瀬公（2012）を踏襲して行った。本研究はKH Coder（樋口耕一 2014）

を用いてコンピュータ・コーディングを行う。KH Coderは計量テキスト分析のためのソフ

トウェアで、テキスト型データを統計的に分析することを目的としたものである。 

まず、分析に使用するテキストデータの作成を行った。ここで述べるテキストデータと

は、分析対象の新聞記事本文を転記したものである。その際、集計単位は記事とし、〈h

3〉タグを用いて区切った。KH Coderに入力した.txtファイルは付録3に収めた。 

次に、KH Coderで新規のプロジェクトを開き、作成したテキストデータを読み込ませた。

さらに「前処理」から「語の取捨選択」を開き、分析に使用する品詞と語の取捨選択を行

った。用いる品詞には次の13種を選択した：名詞（漢字を含む2文以上の語）、サ変名詞、

形容動詞（安全、可能など）、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（ひらがなのみの語）、名詞C（漢字1文字の語）。また、強制抽出する語

として、「常陸宮」「三笠宮」「敬宮」「桂宮」「悠仁」の5つを設定した。 
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以上の設定後、「前処理」から「前処理の実行」を行った。その結果、総抽出語数は1,4

16,647（うち、使用する語数は443,647）、異なり語数は28,351（うち、使用する語数は2

4,095）となった。文書の単純集計では、文が64,056、段落が40,548、h3（記事単位）が1,

125となった。 

 

2.3. 分析の方法 

はじめに、新聞記事で用いられる頻度が高い語を確認するため、出現頻度の上位150語

を調べた。その一覧を表4に示す。 

 

表4 頻出語上位150語 

 
 

次に、KH Coderの「抽出語」＞「ツール」＞「階層的クラスター分析」より、クラスタ

ー分析を行った。この際、集計単位は「h3」、出現数における語の取捨選択は最小出現数

のみ設定し「397」とした。また、文書数における語の取捨選択は最小文書数のみ設定し

「1」とした。設定する品詞は2.2で設定したすべての品詞とした。この結果、分析に用い

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 8401 行う 1220 場合 718 今後 615 戦後 495

皇室 5037 女系 1218 報告 717 課題 612 代表 490

継承 4151 象徴 1215 会見 716 前 609 今回 488

女性 3788 結婚 1213 写真 713 出る 595 立場 487

皇位 3609 時代 1202 維持 707 考え 591 言葉 485

皇族 3324 認める 1184 定める 694 容認 587 悠仁 482

国民 2994 有識者 1142 国際 688 続く 581 声 481

退位 2961 考える 1058 記者 685 皇 570 現行 478

憲法 2813 政治 1018 誕生 679 将来 554 米 476

典範 2458 安定 943 公務 673 議員 553 国家 464

改正 2057 即位 942 優先 669 夫妻 553 あり方 463

議論 2034 宮内庁 929 受ける 662 基本 551 言う 461

日本 2002 社会 915 現在 660 朝日 550 説明 455

政府 1873 特例 882 経済 658 衆院 549 論点 450

首相 1820 示す 876 読売 655 対応 549 籍 445

陛下 1790 述べる 857 行為 654 多い 531 訪問 444

問題 1755 昭和 850 順位 651 発表 529 紀子 443

会議 1734 創設 845 実現 648 世界 524 強い 437

制度 1668 規定 842 女子 648 改革 518 雅子 436

皇太子 1605 活動 832 自民党 645 男性 517 皇嗣 436

宮家 1585 関係 831 今 634 平成 516 研究 433

男子 1536 可能 804 法案 631 小泉 511 負担 428

意見 1514 歴史 790 反対 629 慎重 510 保障 428

検討 1477 人 785 国 626 伝統 510 得る 426

秋篠宮 1316 皇后 744 持つ 626 語る 508 昨年 424

思う 1283 東京 739 長官 626 支持 504 主義 422

男系 1248 委員 736 安倍 625 上皇 502 党 419

天皇陛下 1246 内閣 724 政権 624 儀 499 １１月 418

必要 1229 求める 722 調査 622 見る 495 開く 418

国会 1222 教授 722 儀式 616 進める 495 提出 417
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られる語数は「162」となった。「クラスター分析のオプション」では、「方法」をWard 

法、「距離」をJaccard、「クラスター数」を13に設定した。13に設定した理由は、併合水

準を確認し、最も妥当であると判断したためである。以上の設定でクラスター分析を行っ

た結果を表5に示す。 

 

表5 クラスター分析による語の分類 

クラスター番号 構成する語 

クラスター1 法案、議員、衆院、自民党、党、成立 

クラスター2 活動、課題、立場、即位、規定、象徴、憲法、基本、あ

り方、対応、実現、進める、得る、行う、定める、慎

重、今回、維持、今後、将来、読売 

クラスター3 調査、声、政権、安倍、内閣、反対、方針、委員、代

表、支持、多い、指摘、出る、開く 

クラスター4 有権者、会議、女系、報告、提出、小泉、容認、首相 

クラスター5 皇、籍、現行、場合、現在、論点、資格、優先、男性、

男女、女子、男子、男系 

クラスター6 朝日、皇室、典範、女性、天皇、皇位、継承、安定、政

府、可能、意見、制度、必要、国民、問題、国会、改

正、求める、検討、議論、認める 

クラスター7 天皇陛下、退位、特例、宮家、創設、皇族、結婚 

クラスター8 長官、官房、記者、会見、述べる、考え、示す 

クラスター9 保障、政策、改革、国家、主義、経済、国、平和、米、

国際、世界 

クラスター10 悠仁、さま、順位、秋篠宮、夫妻、誕生、紀子、眞子 

クラスター11 上皇、地方、訪問、行為、昭和、平成、高齢、公務、負

担、儀式、儀、皇嗣 

クラスター12 今、歴史、伝統、時代、戦後、言う、見る、思う、考え

る、持つ、人、研究、政治、教授、戦後、社会、日本 

クラスター13 雅子、陛下、皇后、皇太子、昨年、発表、東京、11月、

写真、説明、関係、前、言葉、宮内庁、受ける、続く、

強い、語る 

 

次に、各クラスターに属する語を使って、コーディングルールを作成した。本研究では

柳瀬（2012）を参考にクラスター分析の結果からルールを定めた。その際、クラスター2

の「読売」、クラスター6の「朝日」はHTMLタグに含めた語であり記事中のものではな



Osamu NAKAMURA’s Seminar @WASEDA Univ. 

 8 

いため除外した。作成したコーディングルールはKH Coderに読み込ませ、記事内の各フレ

ームを量的に把握した。作成したコーディングルールは付録1に収めた。 

 

3.結果と考察 

3.1 新聞社と時期の特徴語 

社時期（新聞社と時期による区分）別に見た記事中の特徴語上位（Jaccard係数順）10語

を表6に示す。この抽出語リストはKH Coderで「ツール」＞「外部変数と見出し」＞「変

数リスト」で「h3 社時期」を選択し、特徴語をExcelへ出力した。 

 

表6 記事中の特徴語上位10語（社時期別） 

 
 

以下、社時期別に特徴語を見ていく。 
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朝日1期について、この時期の記事の特徴語を見ると、上位20位の特徴語の中で名詞が

少ない。特に上位5位には「１つ」「力」「死ぬ」「教える」といった、分析において特

徴のない語が並ぶ。１位の「社会党」は、1990年に社会党の土井委員長がおこなった日本

記者クラブでの講演によるものである。土井委員長はそこで「男系の男子しか天皇の位を

告げない皇室典範は男女平等を定めた憲法と矛盾する」とし、皇室典範改正の可能性を掲

げた。当時、これを契機に記事が散見された。 

朝日2期は小泉内閣から菅直人内閣の時期である。上位語2位に「小泉」が入っている。

また、「議論」「改正」「典範」などが入っている。これらのことから、昭和から平成に

時代が移り、以前から論題に上がっている皇室典範改正の問題、憲法と皇室の問題、政治

と皇室の関係などの問題が議論されていることが推察される。また、「誕生」「生まれる」

「女性」「男子」などが上位に入っている。これらは雅子さまがご懐妊され、その記事が

多かったからである。記事には、「男の子だった場合〜」などが散見され、男児の誕生へ

期待があったことが見受けられた。 

 

表7 朝日３期（人名なし）の特徴語上位20語 
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 朝日3期の特徴語には人名が多くみられた。たとえば、「藤村」「修」は野田内閣の官

房長官である。「北野」「福子」は記者名である。この時期には女性宮家設立に関しての

記者会見などを取り上げた記事が多い。そのため、内閣の官房長官と記者名が特徴語にリ

ストアップされている。なお、人名を取り除くと、朝日3期の特徴語上位20は表7のように

なった。「尊称」「未婚」「内親王」などの語が上位に来ており、公務負担軽減のための

女性宮家創設後の具体的な検討がなされていたことがみてとれる。 

朝日4期は安倍内閣から生前退位までの時期であり、「退位」が2位に来ている。また、

当時の首相であった「安倍」「晋」三の名前や、生前退位という「特例」の認可、生前退

位を決意された「天皇陛下」のお「気持ち」といった言葉が見られる。 

 

表8 朝日5期の特徴語上位20語 

 
 

朝日5期は生前退位後から2021年12月までの時期にあたる。表6よりも詳しくみるため、

表8に特徴語の上位20を示す。トピックとしては眞子さまのご結婚に加え、「代替わり」

である生前退位を契機とする皇室典範の見直しや女性宮家の設立など、以前から論題に上

がっているアジェンダの再議論が行われ、再び注目されている。「中田」「絢子」は、天

皇家に関するコラムを書いている記者名であり、この時期には多数のアジェンダを解説す
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るコラムが目立つ。なお、「安倍」「政権」「コロナ」といった、2019年から2021年まで

の天皇制に関連が薄い言葉が上位語として検出されている。また、読売5期の部分で後述

するが、5期では「女性宮家」の問題を「皇位継承問題」と絡める論調がみられる。読売5

期では「『安定』的な皇位継承」という言葉が繰り返されたが、朝日5期では「確保」と

いう言葉が代わりに使われていたと考えられる。 

読売1期は雅子さまと皇太子さまのご結婚の時期であり、次の皇太子誕生についての言

及も多かった。「順位」などは実際の記事で確認3すると皇位継承順位について述べられて

いることがほとんどであった。また、朝日1期と読売1期を比較すると、朝日と読売で論題

が異なる。朝日は皇室典範改正の可能性について取り上げているのに対し、読売は天皇家

でのできごとを取り上げている。朝日は政治寄りに対して読売は天皇家寄りの論調がみら

れるのではないだろうか。 

読売2期は小泉内閣から菅直人内閣の時期である。朝日2期と同様、上位語2位に「小泉」

が入っている。昭和から平成に時代が移り、以前から論題に上がっている皇室典範改正の

問題、憲法と皇室の問題、政治と皇室の関係などの問題が議論されている。また、皇室典

範改正案の提出や提出見送りの際に、雅子さまや紀子さまのご懐妊の影響を受けていたこ

とがわかる。そのため、「容認」「男女」「典範」「男子」「長子」「改正」「優先」

「女性」「男系」「伝統」という特徴語が検出されており、この点では朝日2期より論題

の特徴が出ているといえる。 

読売3期からは目立った特徴が見つからなかった。ただし、「内親王」「ひ孫」という

特徴語がみられることから、内親王と女王で、女性宮家をどこまでにするのかの議論が出

ていたと考えられる。 

読売4期は安倍内閣から生前退位までの時期であり、「退位」が1位、「特例」が2位に

来ている。生前退位の「実現」、生前退位を決意された「天皇陛下」といった言葉が見ら

れる。また朝日4期と異なり、読売4期では「宮家」（野田政権時に提案のあった女性宮家）

が上位10位にきている。「宮家」の「創設」という語も15位に入っている。論題は天皇退

位が主で、朝日4期と同様である。 

読売5期において特徴的なのは、朝日5期と異なり、特徴語12位に「安定」が入っている

ことである（表9に特徴語上位20を掲載）。3期で論題に上がった「女性宮家」という言葉

は、5期になると『「安定」的な皇位継承策』と共起することが多くなった。このことか

ら、女性宮家設立は、3期時点では女性宮家の創設自体が目的だったのに対し、5期では皇

位継承のための一つの手段と変化した可能性が指摘できる。 

 
3 KH CoderではKWICコンコーダンスからみることができる。 
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表9 読売5期の特徴語上位20語 

 
 

3.2 クラスター分析による分類とフレームの抽出 

以下、表5をもとに、各クラスターをフレームとして解釈していく。同時に、それらフ

レームを文書から抽出するための条件をKH Coder上で設定していく。表10にはその条件

で抽出される各フレームの数を示す。 

クラスター1には「法案」「議員」「衆院」「自民党」「党」「成立」などの語が集ま

り、各政党の天皇制に対する議論についての報道だといえる。そのため、これを「政治フ

レーム」とした。この「政治フレーム」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を作成した。コーディングルールは「( 法案 or 議員 or 衆院 or 自

民党 or 党 ) and ( 成立 )」と設定した。 

クラスター2には「課題」「規定」「基本」「あり方」「実現」「定める」「今後」

「将来」など、将来の皇位継承問題や天皇家にまつわる事柄についての議論・意見の語が

みられる。そのため、これを「これからフレーム」とした。コーディングルールは、
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「( 活動 or 課題 or 立場 or 即位 or 規定 or 象徴 or 憲法 or 基本 or あり方 or 対応 or 実現 or 

進める or 得る or 行う or 定める) and ( 慎重 or 今回 or 維持 or 今後 or 将来 )」と設定した。 

クラスター3には、「調査」「声」「反対」「支持」「指摘」などの世論に関する語が

みられる。そのため、これを「世論フレーム」とした。コーディングルールは「( 調査 or 

声 or 政権 or 安倍 or 内閣 or 反対 or 方針 or 委員 or 代表 ) and ( 支持 or 多い or 指摘 or 出

る or 開く )」と設定した。 

クラスター4は、「有識者」「会議」「小泉」「首相」「提出」など、2004年に小泉政

権下で行われた有識者会議に関する語群である。そのため、これを「小泉フレーム」とし

た。コーディングルールは「( 有識者 or 会議 ) and ( 女系 or 報告 or 提出 or 小泉 or 容認 or 

首相 )」と設定した。 

クラスター5には、「男性」「男女」「女子」「男子」「男系」といった言葉や、「皇」

「籍」「優先」「現行」という言葉が集まり、男系優先の皇位継承を規定した現行の皇室

典範について述べた語群になっている。そのため、これを「性別フレーム」とした。コー

ディングルールは「( 皇 | 籍 | 現行 | 場合 | 現在 | 論点 | 資格 | 優先 ) and ( 男性 or 男女 or 

女子 or 男子 or 男系 )」と設定した。 

クラスター6には「皇室」「典範」「女性」「天皇」「皇位」「継承」「安定」「政府」

「可能」「意見」「制度」「必要」「国民」「問題」や、「国会」「改正」「求める」

「検討」「議論」「認める」といった言葉が集まり、女性天皇容認など皇位継承における

皇室典範の見直しが必要だという議論が見られる。そのため、これを「皇室典範改正フレ

ーム」と設定した。コーディングルールは「( ( 皇室 and 典範 ) or ( 女性 or 天皇 or 皇位 or 

継承 ) ) and ( 安定 or 政府 or 可能 or 意見 or 制度 or 必要 or 国民 or 問題 or 国会 or 改正 ) a

nd ( 求める or 検討 or 議論 or 認める )」と設定した。 

クラスター7には、「天皇陛下」「退位」「特例」「宮家」「創設」「皇族」「結婚」

といった言葉が見られ、主に天皇家について述べられている。そのため、これを「天皇家

フレーム」とした。コーディングルールは、「( 天皇陛下 or 退位 or 特例 ) and ( 宮家 or 創

設 or 皇族 or 結婚 )」と設定した。 

クラスター8には、「長官」「官房」「記者」「会見」や、「述べる」「考え」「示す」

といった言葉が見られ、会見で用いられる言葉の語群である。そのため、これを「会見フ

レーム」とした。コーディングルールは「( 長官 | 官房 | 記者 | 会見 ) and ( 述べる or 考え 

or 示す )」と設定した。 

クラスター9には、「保障」「政策」「改革」「国家」「主義」「経済」「国」「平和」

「米」「国際」「世界」といった言葉が集まり、世界や国際的な概念について述べる語群
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である。そのため、これを「国際フレーム」とした。コーディングルールは、「( 保障 or 

政策 or 改革 or 国家 or 主義 or 経済 or 国 or 平和 or 米 or 国際 or 世界 )」と設定した。 

クラスター10には、「悠仁」「さま」「秋篠宮」「紀子」「眞子」という言葉がみられ

た。そのため秋篠宮家に関する報道であると考え、これを「秋篠宮フレーム」とした。コ

ーディングルールは「（悠仁 orさま or順位 or誕生 or秋篠宮 or夫妻 or誕生 or紀子or眞子）」

と設定した。 

クラスター11には、「上皇」「地方」「訪問」「高齢」「公務」「負担」など、明仁天

皇が生前退位の理由として挙げていた、高齢による公務の負担や地方訪問が厳しくなった

旨を示す言葉が見られた。そのため、現在（2022年1月）の上皇に関するフレームである

と考え、これを「上皇フレーム」とした。コーディングルールは「上皇 and ( 地方 or 訪問 

or 行為 or 昭和 or 平成 or 高齢 or 公務 or 負担 or 儀式 or 儀 or 皇嗣 )」と設定した。 

クラスター12には、「歴史」「時代」「戦後」といった現代と過去を比較するような言

葉や「言う」「見る」「考える」という意見を述べる言葉、また「研究」「教授」といっ

た言葉が見られた。そのため、知見のある人々や天皇家研究に関するフレームと考え、こ

れを「研究フレーム」とした。コーディングルールは「( 今 or 歴史 or 伝統 or 時代 or 戦

後 ) and ( 言う or 見る or 思う or 考える or 持つ or 人 or 研究 or 政治 or 教授 or 戦後 or 社

会 or 日本 )」と設定した。 

クラスター13には、「雅子」「陛下」「皇后」「皇太子」「昨年」「発表」「東京」

「11月」「写真」「説明」「関係」「前」「言葉」「宮内庁」「受ける」「続く」「強い」

「語る」といった言葉が集まる。そのため、これを「天皇退位フレーム」とした。コーデ

ィングルールは、「( 雅子 or 陛下 or 皇后 or 皇太子 ) and ( 昨年 or 発表 or 東京 or 11月 or 

写真 or 説明 or 関係 or 前 or 言葉 or 宮内庁 ) and ( 受ける or 続く or 強い or 語る )」と設定

した。（教員コメント：ルールを設定すると結果は以下のように出てくるわけですが、ル

ール自体がどの程度妥当であったかは別途検討したいところですね） 
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表10 各フレームの文書数 

 
 

 

3.3 フレーム間の類似度 

フレーム間の類似度を表11に示す。値はJaccard係数である。全フレーム間のうち、もっ

とも類似度が高かったのは「皇室典範改正フレーム」と「世論フレーム」であった。この

２つのフレームの類似度が高い理由として、天皇の崩御・退位・皇室の御結婚などを契機

として皇室典範改正を論壇に挙げるのは時の政権や政党代表であることが多い点が上げら

れる。皇室典範改正に対してのスタンスは宮内庁と政府で異なり、宮内庁は伝統維持とい

う受動的態度、政府は宮内庁の意見も踏まえ改正の必要性を議論すべきという積極的態度

であるからだ。そのため、皇室典範改正の議題になると、国会では「指摘」「支持」「反

対」「声」といった語が多くあがるようになるものと推察する。 
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表11 フレーム間の類似度 

 

 

3.4 フレームの時系列変化 

表12に朝日新聞・読売新聞別での時期分類と、各フレームとのクロス集計の結果を示す。

朝日3期、読売3期は共に、期間が短く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。 

 

表12 クロス集計結果（メディアフレーム×社時期） 

 
 

次に、各メディア・フレームの文書数の推移を時期別に表したものを図2から図5に示す。

まず、朝日3期・読売3期に関しては、記事数そのものが極端に少ないため、他の時期と比

べて一概に減少あるいは増加しているとは言えない点に注意する。具体的には「研究フレ

ーム」「会見フレーム」に3期での急減・急増がみられる。 

朝日新聞・読売新聞ともに同様の傾向を示したのが「皇室典範改正フレーム」、「小泉

フレーム」、「性別フレーム」、「天皇家フレーム」の4つである。特に「皇室典範改正

フレーム」は議論の中心にあり、まだ皇室典範改正が論壇にあがっていない朝日1期・読

売1期と読売5期以外では総じてどの社時期でも高い数値が見られた。「性別フレーム」が
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朝日4期・読売4期に低い割合であるのは、その時期は天皇退位に論題が集中した為だと考

えられる。実際に「天皇退位フレーム」「上皇フレーム」が4期以降に増加している。 

一方、どの社時期でも総じて低いのが「政治フレーム」である。ただし、政治フレーム

は「( 法案 or 議員 or 衆院 or 自民党 or 党 ) and ( 成立 )」であり、「成立」の言葉が必須で

あるため、フレーム抽出の条件が強かった可能性がある。 

  

 
図2 クロス集計結果（朝日・前半6フレーム） 

 

 
図3 クロス集計結果（読売・前半6フレーム） 
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図4 クロス集計結果（朝日・後半6フレーム） 

 

 
図5 クロス集計結果（読売・後半6フレーム） 
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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6に抽出語と社時期の対応分析を示す。分析においては、最小出現数は「397」、最大

出現数は「なし」、最小文書数は「1」、最大文書数は「なし」とした。品詞選択は、名

詞、名詞B、名詞C、サ変名詞、形容動詞、固有名詞、組織名、人名、地名、ナイ形容、動

詞、形容詞、副詞可能とした。差異が顕著な上位50語を使用した。（教員コメント：先に

前処理で「副詞可能」を落としたと記しています。ここに書かれている品詞は、それに対

して「副詞可能」がin、「タグ」がoutの設定になっています。おそらく記載ミスかと思い

ますが確認を。また、きっとそうなっているものと思いますが、全体の整合性のためには

クラスター分析と同じ設定を共有することが得策でしょう） 

朝日/読売1期・3期については、特徴的な語はなく、成分1・2ともに分布が外側にある。

この時期の記事にまとまりや特徴がないことが、対応分析からも確認できる。（教員コメ

ント：そうでしょうかね。以下の議論も含め、対応分析の見方はまた一緒に確認しましょ

う。一般に内側ほど特徴がない、方位が大切、と考えてみてください） 

朝日/読売2期・4期・5期には特徴的な使用語があり、成分１・２ともに分布が内側にあ

る。これらの時期の記事には何らかのまとまりや特徴があると考えられる。以下、順に見

ていく。まず朝日2期・読売2期は小泉内閣〜菅直人内閣までの時期であり、この時期には

皇室典範見直しに関する議論、有識者会議などが行われている。「改正」「提出」という

語が近く、「行為」「継承」「制度」「典範」という語がやや近いのはそのためだと考え

られる。次に朝日4期・読売4期は安倍内閣から生前退位までの時期であり、「天皇陛下」

「行為」「陛下」「上皇」「高齢」という語が近い。ただ、朝日２期・読売２期と比べる

とこれらの語間のちらばりが大きく、朝日４期・読売４期の記事は生前退位に関する記事

だけではなく他のテーマの記事も混在しているものとみられる。最後に、朝日５期・読売

５期は生前退位後から2021年12月までの時期であり、眞子さまの「結婚」の記事が挙げら

れる。他の論題として、生前退位がなされたことから、皇室典範の見直しや女性宮家の設

立など、以前から論題に上がっているものの再議論が行われている。その結果、朝日５

期・読売５期は布置図において中央付近に位置しているものと考えらえる。 
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図6 対応分析結果（語×社時期） 

 

また、抽出語分析の読売5期で考察した点について、対応分析からの考察も述べておく。

「女性宮家」創設問題と『「安定」的な皇位継承』問題の関係について、3期では公務負

担減少のための「女性宮家」創設が議論されていた。しかし、5期になると「『安定』的

な皇位継承」策のうちの１つとして「女性宮家」創設が議論されている。図6を見ると、

成分１では3期と5期が同じあたりにある。このことから、その時期は「宮家」「創設」の

議論がされていたことがわかる。だが、成分２では3期が中心から離れている。この乖離

は記事数の少なさと限られた記事内における「女性宮家」に関する議論の方向の違いから

くると考えられる。具体的には、３期では「女性宮家の創設」という議題そのものが議論
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され、５期では「安定的な皇位継承」の１手段として「結婚後の女性を皇族とみなす＝

（内容的には女性宮家創設）」が出てきている点で、議論の方向が異なるといえる。 

なお、2期の周辺に「男系」「維持」の言葉があり、この時点では男系のみでもまだ

「皇位継承」が安定的にできると考えられていたのではないかといえる。 

 

3.5.2. フレームと社時期の対応分析 

 フレームと社時期の対応分析を図7に示す。KH Coderでは、コーディング単位を記事

（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7から読み取れるように、朝

日１期・読売１期は概してどのフレームからも遠い位置にある。この時期はまだ皇室典範

改正の議論が論壇に上っていないためだと考えられる。世論フレームは原点近くに位置し

ており、どの時期にも出現していた。 

 
図7 対応分析結果（社時期×フレーム〉 
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3.7 共起ネットワーク 

図8に抽出語と社時期の共起ネットワークを示す。KH Coderでは、集計単位を「記事」、

最小出現数を「397」、最大出現数を「なし」、最小文書数を「1」、最大文書数を「な

し」、品詞選択は「名詞、名詞B、名詞C、サ変名詞、形容動詞、固有名詞、組織名、人名、

地名、ナイ形容、動詞、形容詞、副詞可能」、共起関係の種類は「語-外部変数・見出し」

で「社時期」を選択、描画する共起関係ではJaccard係数を選択し、上位60語を使用した。

（教員コメント：品詞選択と設定条件について上のコメントに同じです） 

図8からわかるように、2期と4期では両社で共起が見られ、2期で特に皇位継承について

の皇室典範改正議論が多く見られていることがわかる。 

 1期・3期・5期は共起がみられない。3期について、朝日3期は特徴語からみても人名な

どが多いため、他の社時期との共起が薄くなっていると考えられる。読売3期も見ると、

野田政権のときから女性宮家の議論が始まっていることが確認できる。なお、朝日5期は

設定した条件のもとでは共起ネットワークの図に登場しない。 
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図8 共起ネットワーク（語×社時期） 

 

次に、フレームと社時期（上位60語）の共起ネットワークを図9に示す。KH Coderでは、

集計単位を「記事」、最小出現数を「397」、最大出現数を「なし」、最小文書数を「1」、

最大文書数を「なし」、品詞選択は「名詞、名詞B、名詞C、サ変名詞、形容動詞、固有名

詞、組織名、人名、地名、ナイ形容、動詞、形容詞、副詞可能」、共起関係の種類を「語-

語」とし、描画する共起関係にはJaccard係数を選び、上位60語を使用した。 

図9からわかるように、「皇室典範改正フレーム」は共起ネットワークの中心にあり、

総じて多くの社時期の記事でも皇室典範改正が論題にあがっていたと考えられる。また

「上皇フレーム」は3期・4期に多くみられることはここでも確認できた。ただし、特徴語

の分析で見た通り、3期と5期では「女性宮家」論題の扱われ方が異なる。その点を共起ネ

ットワークでも確かめるため、女性宮家なのか皇位継承なのかを分けて判断できるフレー

ムを作成すべきであった。 

 
図9 共起ネットワーク（社時期×フレーム） 
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4.まとめ  

本研究では朝日・読売の新聞２紙が、皇位継承問題・女性宮家問題をどのように議論し

てきたのかについて調査した。その結果、皇位継承問題は2001年の小泉内閣による「皇室

典範に関する有識者会議」発足から、2011年〜2012年の野田内閣下での女性宮家創設提議、

さらに上皇さまの生前退位を経て、2019年以降の議論ではそれまでに論壇に上がっていた

議題が再議論されるという報道傾向がみられた。 

まず1期は、皇位継承問題・女性宮家創設問題が議題として成立する前であるため目立

った特徴がなく、他の社時期との共起もみられなかった。また、他の社時期では高い数値

が出ていた「皇室典範改正フレーム」も1期ではあまりみられなかった。ただし、朝日1期

は社会党の土井委員長が日本記者クラブの講演で皇室典範改正の可能性を掲げたことを報

じており、その点で読売1期より政治的な論調を含むものといえる。 

小泉内閣から菅直人内閣の2期では、昭和から平成に時代が移り、以前から論題に上が

っている皇室典範改正の問題、憲法と皇室の問題、政治と皇室の関係などの問題が議論さ

れている。この時期、小泉内閣が「皇室典範に関する有識者会議」を発足し、安定的な皇

位継承に向けて検討を開始した。しかし直後に秋篠宮妃のご懐妊後、記事には「男の子だ

った場合〜」などが散見され、男児の誕生へ期待が高まっていたことが見受けられる。対

応分析でも2期の周辺には「男系」「維持」の言葉があり、この時点では男系のみでもま

だ「皇位継承」が安定的にできると考えられており、そこまで切迫した議論には至らず下

火になったと考えられる。 

3期では、現行制度のまま女性皇族の皇籍離脱が進めば、将来の皇室活動に支障が出る

として、野田政権が女性宮家の創設を提案した。朝日3期では当時の藤村修官房長官が女

性宮家設立に関して回答する記者会見を取り上げた記事が多いのが特徴である。また、読

売3期でも「内親王」「ひ孫」という特徴語がみられることから、内親王と女王で、女性

宮家をどこまでにするのかという具体的な議論が出ていたと考えられる。ただしこの時期

の抽出語には人名が多く、他の社時期との共起をあまり見ることができなかった。そのた

め、「女性宮家フレーム」のような明瞭なフレームを設定するべきであった。 

4期では当時の明仁天皇が生前退位のご意向を表明されたため、「上皇フレーム」や

「生前退位フレーム」が多くみられた。1期から3期に向かって盛り上がってきた男系天

皇・女系天皇の議論である「性別フレーム」も、この時期には減少している。 

  しかし、生前退位という異例の出来事があり、皇位継承順位1位の皇族とされる「皇太

子」がいなくなった5期では、「代替わり」である生前退位を契機とする皇室典範の見直
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しや女性宮家の創設など、1期から4期で論壇に上がった議題が再議論されていく。その結

果、対応分析の布置図では朝日5期・読売5期が中央に布置している。ただし、5期での女

性宮家創設は、3期の議論での扱われ方と異なり、安定的な皇位継承策の１つとして扱わ

れていることがわかった。安定的な皇位継承が喫緊の問題となった現在では、これまでの

議論とその議論での収穫を基盤にして、皇位継承の解決策を探らなければならないほど問

題が深刻化していると思われる。 

以上より、5つの時期は各分析手法においてそれぞれに異なった傾向があると考察した。

よって、「朝日・読売の新聞2紙が、皇位継承問題・女性宮家問題をどのように議論して

きたのか」という目的は概ね達成されたと考える。一方、課題も残されている。本研究で

はフレーム作成の際、一部のクラスターの設定が不明瞭であった点、クラスター間の違い

が結果として曖昧になってしまった点である。3期での「女性宮家」の議論の方向性や3期

と5期での「女性宮家」と「皇位継承」問題の関係性の違いについて理解する際、フレー

ムの適切な設定は必要不可欠であった。よって、KH Coderで分析する際にはフレームの抽

出条件を慎重に設定する必要があった。（教員コメント：おもしろかったです！） 
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付録 

付録1：コーディングルール 

 

＊政治フレーム 

( 法案 or 議員 or 衆院 or 自民党 or 党 ) and ( 成立 ) 

 

＊これからフレーム 

( 活動 or 課題 or 立場 or 即位 or 規定 or 象徴 or 憲法 or 基本 or あり方 or 対応 or 実現 or 

進める or 得る or 行う or 定める) and ( 慎重 or 今回 or 維持 or 今後 or 将来 ) 

 

＊世論フレーム 

( 調査 or 声 or 政権 or 安倍 or 内閣 or 反対 or 方針 or 委員 or 代表 ) and ( 支持 or 多い or 

指摘 or 出る or 開く ) 

 

＊小泉フレーム 

( 有識者 or 会議 ) and ( 女系 or 報告 or 提出 or 小泉 or 容認 or 首相 ) 

 

＊性別フレーム 

( 皇 or 籍 or 現行 or 場合 or 現在 or 論点 or 資格 or 優先 ) and ( 男性 or 男女 or 女子 or 男

子 or 男系 ) 

 

＊皇室典範改正フレーム 

( ( 皇室 and 典範 ) or ( 女性 or 天皇 or 皇位 or 継承 ) ) and ( 安定 or 政府 or 可能 or 意見 or 

制度 or 必要 or 国民 or 問題 or 国会 or 改正 ) and ( 求める or 検討 or 議論 or 認める ) 

 

＊天皇家フレーム 

( 天皇陛下 or 退位 or 特例 ) and ( 宮家 or 創設 or 皇族 or 結婚 ) 

 

＊会見フレーム 

( 長官 or 官房 or 記者 or 会見 ) and ( 述べる or 考え or 示す )  
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＊国際フレーム 

( 保障 or 政策 or 改革 or 国家 or 主義 or 経済 or 国 or 平和 or 米 or 国際 or 世界 ) 

 

＊秋篠宮フレーム 

( 悠仁 or さま or 順位 or 秋篠宮 or 夫妻 or 誕生 or 紀子 or 眞子 ) 

 

＊上皇フレーム 

上皇 and ( 地方 or 訪問 or 行為 or 昭和 or 平成 or 高齢 or 公務 or 負担 or 儀式 or 儀 or 皇

嗣 ) 

 

＊研究フレーム 

( 今 or 歴史 or 伝統 or 時代 or 戦後 ) and ( 言う or 見る or 思う or 考える or 持つ or 人 or 

研究 or 政治 or 教授 or 戦後 or 社会 or 日本 ) 

 

＊天皇退位フレーム 

( 雅子 or 陛下 or 皇后 or 皇太子 ) and ( 昨年 or 発表 or 東京 or １１月 or 写真 or 説明 or 関

係 or 前 or 言葉 or 宮内庁 ) and ( 受ける or 続く or 強い or 語る ) 

 

＊いずれかフレーム 

<＊政治フレーム> or <＊これからフレーム> or <＊世論フレーム> or <＊小泉フレーム> 

or <＊性別フレーム> or <＊皇室典範改正フレーム> or <＊天皇家フレーム> or <＊会見フ

レーム>  or <＊国際フレーム> or <＊秋篠宮フレーム> or <＊上皇フレーム> or <＊研究

フレーム> or <＊天皇退位フレーム> 

 

付録2：分析対象一覧 

 

別添のエクセルファイルに収蔵。 

 

付録3：テキストデータ 

 

別添のテキストファイルに収蔵。 

 


