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1 序論

本提案では，社会問題が人々に取り上げられ，理解さ

れ，意見が形成されていく過程で，その問題に言及す

る文章や談話（以下，併せてテクストと表記）で用い

られる表現にどのような特徴が見られるかを分析す

ることを目的とし，「言説 (discourse)」に関する情報

を付与したコーパスを作成する．同じ社会問題を伝え

るテクストでも，伝える命題が異なったり，同じ命題

でも伝え方が異なることがある．この違いはテクスト

を述べる主体がどのような社会的属性を持ち，どのよ

うな意図を持ってテクストの受け手に働きかけるのか

に影響される．このとき，社会的属性や意図が表現の

用い方に与える影響の仕方は，テクストを述べる段階

で受け手が社会問題をどのように受け止めているかに

よって変わってくる．そのため，どの時期にどの社会

問題について述べているのかということまで含めたア

ノテーションであることが望ましい．

このコーパスの作成には，政治学分野への応用とい

う目的に加え，言説分析というポスト構造主義の影響

を大きく受けた分野に対し，コーパスに基づいた手法

を模索するための材料を提供するという狙いもある．

批判的言説分析 (Critical Discourse Analysis: CDA)

の分野では，テクストの背景にある言説を捉えるま

での過程として，テクストの語彙，文法上の特徴を明

らかにする「記述 (discription)」，記述の結果を踏ま

えて文章論，語用論の知見からテクストの機能につ

いて論じる「解釈 (interpretation)」，そして人文社

会学の知見をもとにテクストに対応する言説そのも

のについて考察する「説明 (explanation)」の 3段階

に分けた分析アプローチが示されている [2, p.21]．こ

のとき，記述と解釈の段階を結ぶアプローチとしては

結束性 (cohesion)の概念 [3, 4]やレトリック構造理論

(Rhetorical Structure Theory: RST)[7] に基づくア

ノテーションが考えられるが，どちらも普遍的なアプ

ローチを志向しており，政治学者にとって解釈しやす

い情報とは言い難い．本提案では普遍性よりも政治学

者による解釈の容易さを優先し，言説においてテクス

トが果たす役割を言説分析の立場から解釈し，その結

果を分類した上で付与する．それにより，政治学者に

とって「説明」の助けとなる「解釈」が得られる分析

の実現を目指す．将来的には本コーパスによって得ら

れた見解をもとにして，結束性や RSTといった普遍

性の高いアプローチへの発展も検討する．

以上を踏まえ，命題と心的態度の意味構造と，テク

ストの主題となる社会問題の情報，テクストを述べる

主体の属性，の 3つを付与したコーパスを作成し，既

存の手法を活用して獲得される形態素や係り受けのタ

グと併せて，同じ社会問題の伝え方がテクストによっ

てどのように異なるのかについて，命題を基本的な単

位とした分析を行う．このアノテーションによりテク

スト間で，a. 同じ命題や出来事（命題の集合）の表現

方法にどのような違いがあるのか，b. 同じ命題や出

来事に対する心的態度にどのような違いがあるか，c.

テクストに付随する言説に関する情報と a，bを含め

たテクスト内の構造にどのような相関が存在するかを

分析することが可能となる．

2 本提案で想定する言説分析の目的

2.1 言説分析の定義

従来，テクストとテクストが取り上げる社会問題と

の関係を明らかにする研究は，主に「言説分析」または



「談話分析」1と呼ばれる分野で行われてきた．本提案

は言説分析に対する貢献を目的としており，アノテー

ションの内容を決める上で言説分析について理解する

ことが求められる．ただし，言説分析には多様なアプ

ローチが存在し，「言説」の定義にも多様なものが存在

する．言説分析の用語集 [1, pp.30-31]には，(1)具体的

な状況下で用いられる言語 (language in use)，(2)会話

を円滑にするなど語用的な機能をもつ標識 (discourse

marker)，(3)文や節よりも大きな言語単位，(4)特定

の政治的状況やメディアの種類など言語が用いられて

いる具体的な文脈 (contexts of langage use)，(5)主題

に対する態度など特定の主題に関すること，(6)同じ

対象を表す際に存在する多様な表現方法，(7)思想に

伴って現れる言語使用，という 7つの定義が挙げられ

ている．定義からわかるように，7つの定義は排他的

というわけではなく，文論である伝統的な言語学のア

プローチでは扱えない対象を異なる角度から捉えたも

のがそれぞれの定義だと考えられる．

2.2 政治学における言説分析

では，政治学分野で行われる言説分析は 7つの定義

とどのような関係にあるのだろうか．政治分野に限っ

ても 1つの手法に統一されているわけではないが，こ

こではポスト構造主義 (post-structuralism)に属する

アプローチを取り上げる．ポスト構造主義とはマル

クス主義やミシェル・フーコーの流れを汲む思想であ

り，ポスト構造主義の立場を取る社会構築主義 (social

constructivism)では，世界は常に歴史や文化によって

与えられた言説のもとでしか解釈し得ないという考え

を持つ [5]．よって，あらゆるテクストの背後には何か

しらの言説が存在することになる．そして，テクスト

は社会的な行為として言説に働きかけ，支配的な言説

を覆す役割も果たす．政治分野の言説分析では，この

ようなテクストと言説との関係に着目して，テクスト

の分析から言説を明らかにし，その言説が政治に与え

る影響について論じることになる．よって，主に (6)

や (7)によって明らかにされる言語使用の傾向から言

説の存在を暴きだし，(4)や (5)との関係を論じるも

のと考えられる．以下，その典型となる理論として言

説的制度論について述べる．

言説的制度論では，テクストから読み取ることので

きる政治に対するアイディアや言説を通して政治過程

を解明することが目的となる [8, 12]．例えば，イギリ

1どちらも”discourse analysis”の訳であるが，本提案では政治
学への応用に関心があるため，政治学で頻繁に用いられる「言説分
析」という用語を採用する．

スとドイツにおける新自由主義的な福祉改革に関して，

イギリスでは改革の必要性や自国の伝統と合致すると

いう訴えが改革の成功に結び付いたのに対し，そのよ

うな言説を形成できなかったドイツでは失敗したとい

う分析が存在する [12, pp.141-142]．

また，言説的制度論ではないが，それに類似した試

みとして国際関係論のアプローチが存在する．サンフ

ランシスコ平和条約の発効と同時期に，日本が中華人

民共和国ではなく中華民国と平和条約を調印した背景

に，アメリカからの影響の他に次のような言説が存在

したことが指摘されている [6, pp.26-39]．その言説と

は，蒋介石が 1. 日本の天皇制の維持，2. 日本兵の

中国からの帰還，3. 日本の分割統治の阻止，4. 賠償

金の放棄，という 4点を徳の精神によって受け入れた

というものである．この言説は真偽が疑わしいもので

あるにもかかわらず日本の台湾に対する好感を生み，

平和条約への調印に一定の寄与を果たしたと考えられ

る．以上のような政治過程に関わる言説の存在をコー

パスから解析することが，本提案によるアノテーショ

ンの目的となる．

2.3 批判的言説分析

ポスト構造主義に属する政治学の言説分析では，事

例やテクストを人文社会学の知見に基づき定性的に解

釈することによって言説の存在を示すのが一般的であ

る．事例観察の記述によるアプローチは，出来事と言

説の関係をできる限り精緻に示す上で優れている一方

で，言説の存在を判断する基準が複雑なものになって

しまうという難点が存在する．言説はあらゆる歴史的，

文化的文脈が関わるものであり，完璧に記述し切るこ

とは原理的に不可能である．そのため，定量的，定性

的に関わらず，言説分析に取り組む際には扱うデータ

から言説のどのような側面を明らかにするのかを明示

的に示すことが望ましいと考える．本提案では批判的

言説分析の枠組みを用いて分析から明らかにする側面

を示す．

批判的言説分析とは，言語が用いられる中で意図的

あるいは無意識に現れる支配，差別，権力，管理といっ

た社会的不平等の分析に関わる研究とされている [9]．

テクストは特定の支配的な言説から影響を受けると同

時に，支配的な言説を覆すための社会的行為として捉

えることもできる．このような支配的な言説はヘゲモ

ニー（hegemony）と呼ばれることがある．ヘゲモニー

とは，支配的な主体が権力 (power)を行使している状

況を指し [1, p.55]，「国際関係におけるアメリカのヘゲ



モニー（覇権）」[10]のように用いられる．ヘゲモニー

に相当する支配的な状況はテクストのみに依存するも

のではないが，前述の言説的制度論や国際関係論の例

のように，テクストを通して形成された言説が決定的

な役割を果たすこともある．政治過程が言語に基盤を

置いて進行する活動であることから，ヘゲモニーの形

成や変容と言語の使用との間には何らかの形で関わり

があると考えられよう．批判的言説分析はその関係を

分析することが目的となる．

そして，ヘゲモニーの変容を最も顕著に表す例とし

て議題設定を挙げることができる．既存の制度を変革

する際には，これまでの言説では注目されてこなかっ

た社会問題に注目が集まるよう言説を変化させること

が求められる．その点においてテクストの観察を通し

て新たな議題が設定されたことを捉える試みは言説分

析のもっとも典型的なアプローチの 1つと言えよう．

では実際にテクストを分析する枠組みについて検討

する．前述の通り，批判的言説分析では分析の段階を

言語学による「記述」の段階，語用論や文章論による

「解釈」の段階，人文社会学による「説明」の段階に分

類する枠組みが存在する [2]．そのうち記述の段階で明

らかにされる語彙，文法上の特徴はテクストの背後に

存在する言説の相違を説明するために用いられる．語

彙上の特徴としては，イデオロギーや価値に関わる意

味を持つ単語の使用，単語の言い換えや繰り返し，メ

タファーの使用が挙げられ，文法上の特徴としては，

格，名詞化，能動態と受動態，肯定文と否定文，叙法，

モダリティ，代名詞，接続表現，複文の形式が挙げら

れる [2, pp91-116]．例えば，同じ人物を表す場合でも，

名前や職業，性別など様々な表現を用いることができ

る．同じ出来事を伝える際の表現の使い分けは，客観

的な事柄の伝達という観点からは理解できない．解釈

や説明の段階でテクスト外の要因を加味して理解され

ることになる．

ただし，このような語彙や文法上の特徴は言説が違

うことを示すものに過ぎず，言説それ自体については

示唆的な情報しか得られない．例えば，日本人を表す

ときに「我々」とするか「日本国民」とするか「市民」

とするかによって，テクストの主題やテクストを述べ

る人の日本人に対する立場に一定の偏りがあることは

予想できるが，主題や考え方そのものを知ることはで

きない．以上を踏まえて本提案では，テクストから明

らかにできるのは言説の差異のみであり，言説そのも

のについての論考はテクスト外の知見も動員して行う

ものと位置付ける．

3 アノテーションの方法

3.1 アノテーションの手順

アノテーションは次の手順で行う予定である．

1. 2011年に開催された第 177回から 179回の国会

の衆参両議院で行われた会議録を対象に，会議の

案件に対応させる形で社会問題を網羅する．

2. 網羅した社会問題を主題とする新聞記事を朝日，

毎日，日本経済，産経，読売新聞の全国版を対象

に特定する．

3. 会議録と特定された新聞記事を対象に，命題，出

来事（命題の集合），命題と出来事に対する心的

態度（真偽判断，当為判断，価値判断），同一の命

題や出来事であることを表すタグ，テクストを述

べる主体の属性と社会問題に対する態度，社会問

題に関連する政治過程の情報，の情報を付与する．

以下，詳細を述べる．

3.2 国会会議録から社会問題の網羅

日本の国会では第 1回から現在までの衆参両議院で

開催された本会議，全ての委員会等の会議録がWeb

で公開されている2．Webから 2011年に開催された国

会の会議録 1290件3を取得し，会議ごとに「本日の会

議に付した案件」を確認する．そして「理事補欠選任

の件」のような会議運営に関する案件を除いた残りの

案件について，政治学を専攻する学部生または大学院

生に依頼して会議内で取り上げられている社会問題を

特定してもらう．この特定作業では，社会問題を表す

発言にタグ付けしてもらう形で行う．全てのタグ付け

が終わったのち，タグが付いた発言を抽出し，同じ社

会問題を指している発言に対しては同じ ID（SPID）

を付与する．例を以下に示す．

• <SP SPID=0000001>平成二十四年梅雨前線に

よる大雨の被害</SP>状況等調査のため，委員

を派遣することとし，議長に対し，委員派遣承認

申請をいたしたいと存じますが，御異議ありませ

んか．（第 180回国会 衆議院 災害対策特別委員会

10号）

2http://kokkai.ndl.go.jp/
3作業時間としては 215 時間／人程度を想定しているが，パイ

ロット調査の結果，大幅に時間が超過すると予想される場合，衆議
院の会議録 693 件に限定することも検討する．



なお，「社会問題」には厳密な定義を与えず，公共

（多数の人々）の利益に関わる事象全般とするが，社

会問題かどうかの判断が作業者に応じて大きく異なる

可能性がある．そのため，事前にパイロット調査を行

い一致度を確認する必要がある．また，問題の抽象度

をどの程度まで許容するかによっても，タグの結果が

大きく異なる結果を生じ得る．例えば，「地球温暖化問

題」と「2008年から 2012年までの期間中に温室効果

ガスを 1990年比で 6%削減する」では抽象度が大きく

異なる．この問題に関しては，会議の中で法案の目的

として扱われているという基準を導入する．「地球温暖

化問題」だけでは法案の目的を表しているとは言い難

いため，後者の記述のみが社会問題として扱われるこ

ととなる．

3.3 社会問題を主題とする新聞記事の特定

次に，特定された社会問題を主題とする朝日，毎日，

日本経済，産経，読売新聞の記事を，各社の新聞検索

システムを用いて前の作業と同じく政治学の学生に

特定してもらう．検索方法は社会問題を表す固有名詞

がある場合はそれを用い，それ以外の場合は作業者の

裁量に任せるが，随時相談して最終的にはマニュアル

としてまとめる．検索対象は全国版のみとし記事の種

類や時期は制限しない．ただし，長期に渡り続いてい

る社会問題が存在し，その問題を取り上げる記事が大

量に存在する場合は時期で区切る可能性がある．特定

された新聞記事には社会問題を主題の情報として付与

する．

3.4 会議録と新聞記事に対するアノテーシ
ョン

そして，会議録と新聞記事に対してアノテーション

を行う．まずは，主題が同じテクストを同じグループ

と見なし，グループ単位で分析を行う．会議録につい

ては案件の中に新聞記事の主題と同じ社会問題が含ま

れていれば同じグループと見なす．1つの主題が 1つ

の社会問題しか含んでいないとは限らないため，1つ

のテクストが複数のグループに属すことはあり得る．

最初に行うのは命題と出来事の特定となる．命題の

特定は以下の基準に従う [11]．

• 必須格を伴っている動詞，形容詞，形容動詞，名
詞＋助動詞「だ」（ただし格の省略を考慮する）

• 必須格を伴っている動詞，形容詞，形容動詞，名
詞＋助動詞「だ」に置き換え可能な名詞

この判断には日本語文法に関して一定の知識が求め

られるため，日本語学を専攻する研究者または学生に

依頼して行う．そして，グループ全ての命題を特定し

た後に，グループ内のテクスト間で同一の事柄を指し

示す命題に同一のタグを付与する．このとき，同じ事

柄を指し示すにもかかわらず，形式上の命題の数が異

なる事例が生じ得る．

• 昨日の運動会で息子は徒競走と綱引きに参加した．

• 昨日，運動会が行われた．息子は最初の徒競走で
1番になった．しかし，次の綱引きでは残念なが

ら負けてしまった．

上と下は同じ事柄を表しているにも関わらず，表す

のに用いられている文の数が異なる．このような場合，

下を 1つの「出来事」を表す命題の集合と見なし，同

じ IDを付与する．

• <EVENT EVENTID=0000001> 昨日の運動会

で息子は徒競走と綱引きに参加した．</EVENT

EVENTID=0000001>

• <EVENT EVENTID=0000001> 昨日，運動会

が行われた．息子は最初の徒競走で 1 番になっ

た．しかし，次の綱引きでは残念ながら負けてし

まった．</EVENT EVENTID=0000001>

そのため，命題と出来事は同じ EVENTIDを用い

ることとなる．この EVENTIDによって，テクスト

内で同じ命題または出来事をどのように表現してい

るのか比較可能になる．これは批判的言説分析にお

ける記述の段階に相当する分析となる．なお，特定の

EVENTIDに着目し，国会や各新聞社においてそれぞ

れどの時期にその EVENTIDが出現し，どのような

推移を経て増加，減少したかを確認することで，議題

設定やヘゲモニーの変容に関して 1つの示唆を得るこ

とができる．ただし，これはあくまで示唆的な情報で

ある．前述の通り，テクスト内の情報だけから言説そ

のものに対する結論を得るのは現実的とは言い難い．

政治学における事例研究と併せて検討することが欠か

せない作業となる．

そして，このようにして特定された命題と出来事に

対するテクストを述べる主体の心的態度を付与する．

これは原則，小橋・坂野 (2011)[11]の方法を踏襲し，

以下の 3つの心的態度を付与する．



真偽判断系 事柄の真理値について肯定的あるいは否

定的に断定・推定したり他者の真偽を伝達したり

真偽に対する疑問を示す心的態度（例：「～だろう」

「～と思う」「～と言われている」「～なのか？」）

拘束判断 事柄が指し示す未来の行為を拘束すること

に関する書き手，話し手の立場（例：「～べきだ」

「～ことが望ましい」「～ことを禁ずる」）

価値判断 事柄に対する情緒的な反応や評価（例：「～

のが楽しい」「～のは不思議だ」「～とは奇妙だ」）

ただし，以下の点で小橋・坂野 (2011)と異なる．ま

ずは文単位で提示して判断してもらうのではなく，テ

クスト全体を見せて判断してもらう．加えて，社会問

題に関する言説について一定の理解を持つ政治学の学

生に作業をお願いすることで，小橋・坂野 (2011)より

も多くの情報を持った状態で心的態度を付与してもら

う．これにより，小橋・坂野 (2011)では低い一致度を

示した価値判断のアノテーションの一致度向上を狙う．

最後に，テクストを対象にテクストを述べる主体の

情報や，社会問題に関する政治過程の情報を付与する．

これまでのアノテーションが社会問題を除き「言説」

の定義における (5)～(7)の情報を得るためのものだっ

たのに対し，この情報と社会問題は (4)に相当する．

(4)については直接解析の対象になることを想定して

いるわけではないが，言説分析への応用を検討する上

で重要な情報だと考える．(5)～(7)との相関を分析す

ることにより，言説がどの程度テクストに反映してい

るのかを考察する材料となろう．主体と政治過程の付

与はどちらも政治学を専攻する研究者に依頼し，前者

に関しては各新聞社のイデオロギーや社会問題に対す

る姿勢を，後者については社会問題に関する法案の動

向を中心に情報を付与してもらうことを予定している．

ただし，詳細は研究者にテクストを確認してもらった

上で協議を行い，マニュアルを作成する予定である．

4 結論

以上，批判的言説分析の枠組みに基づき，政治学分野

で行われている言説分析への応用を目指した国会会議

録と新聞記事に対するアノテーションの提案を行った．

言説分析はポスト構造主義の潮流を汲むアプローチで

あり，構造主義に属すコーパスによる定量的な解析と

は思想的には相容れない部分もあると思われる．しか

し，批判的言説分析の記述段階では語彙や文法に着目

した分析が行われており，この部分に関してはコーパ

スを用いたアプローチが貢献可能だと考えられる．

図 1: コーパスによる政治学の言説分析に対する貢献

加えて，従来の政治学分野では言説の存在や変容を

測る簡明な基準を提示することができていたとは言い

難い．それに対し，本提案で作成するコーパスを用い

ることで，テクストに対し付与された言説に関する各

種情報とテクスト内の言語情報との相関を見ることに

より，言説の変容を示す言語上の特徴について考察が

可能となる．

本コーパスの政治学の言説分析に対する貢献をまと

めると図 1のように表すことができる．従来，定性的

な記述によって行われてきた言説の評価がコーパスの

分析から得られる命題・出来事に関する特徴によって

行うことができる．例えば，同時期の異なる主体によ

るテクストの比較であれば言説の相違を，同じ主体で

時期の異なるテクストの比較であれば言説の変容を論

じることができる．ただし，テクストの違いは言説の

違いそのものを表すわけではないので，政治学から得

られた知見で補完する必要がある．例えば，ある特定

の議題設定を示唆するテクストの変化が観察される場



合，実際に議題設定を実現するための取り組みが実施

されていたのかどうかを確認する作業が求められる．

また，本コーパスでは，社会問題やそれに関わる政

治過程，テクストを述べる主体の社会的属性といった

言説の一部をなす情報が付与されていることにより，

特定の文脈下におけるテクスト解析についてデータに

基づく考察を可能とする．言説に関するタグと、命題・

出来事を表す言語表現の語彙・文法上の特徴との相関

を分析することで，文脈が言語上の特徴に及ぼす影響

についての情報を得ることができる．

なお，今後の課題としては，政治学分野以外への応

用と新聞記事以外のテクストに対する適用が挙げられ

る．政治学の分野に限らず，テクストが持つ機能はテ

クストの主題やテクストを述べる主体，テクストの受

け手の属性などに大きく依存する．テクスト解析の目

的によっては，ある程度言説を制限した上で解析を行

うことが求められる場合もあるだろう．批判的言説分

析の枠組みおよび命題や出来事，心的態度のアノテー

ションについては，政治学の分野以外の言説に対して

も適用可能だと考えており，テクストに対して政治以

外の言説に関する情報も付与することによって，より

多様な言説分析が可能なコーパスの実現を目指す．ま

た，現在の政治過程においては，新聞記事以外にもテ

レビやブログ，SNS，マニフェストなど社会問題を主

題として取り上げている媒体は数多く存在する．その

ような媒体もコーパスに追加することで，政治過程を

めぐる言説を明らかにする上でより有用なものになる

と考えられる．
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