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1. 研究の背景
本研究は、過去約100年のあいだに

東京の代表的な公園に言及した新聞見

出しデータを定量的に分析することで、

都市公園史研究の新しい視点を提示す

ることを目的とする。

近代日本の都市において、都市公園
（以下、公園）は余暇・教育・福祉・緑

地保全など、さまざまな用途で利用さ

れる多義的な空間として存在してきた。

そして、このような多義性があるがゆ

えに、公園の管理には時として困難が

生じる。近代日本の公園は、互いに矛

盾するような価値や機能を含み込む形

で存在してきたからである。たとえば、

都市のシンボルとしての公園像や児童

の遊び場としての公園像、社会運動の

場としての公園像、そして野宿者を受

け入れ、調査・支援の場とする公園像

は、状況によっては、互いに対立する

こともありえる。

社会科学の立場から、公園管理・公

園利用上の問題解決に資する公園研究

を構想するためには、公園の多様な性

格が、歴史的にいかに形成されたのか

についての議論を深めることが不可欠

である。もちろん、公園の多義性・多面

性が歴史的にいかに形成されたのかに

ついて、既存の公共造園史研究は議論

を積み重ねてきた。公共造園史研究は、

大きく公園計画・設計の内容とその背

景を論じる「計画史研究」1)､ 2)､ 3)､ 4)､ 5)

と、日本社会に公園が受容され定着す

る様相をさぐる「生活史研究」6)､7)､ 8)､

9)に分類することができる。

「計画史研究」に分類される諸研究は、

明治期にはじまり、明治後期・大正期

以降本格化する日本の公園整備に関す

る基礎的な史実や、造園空間としての

特徴、造営技術、管理制度についての

研究を積み重ねてきた。そのなかで、

日本の公園には、都市の近代化・西洋

化2)、国威発揚1)、公衆衛生の補完3)、

といった目的が存在することが強調さ

れてきた。しかし、計画資料や公文書

を分析対象にする「計画史研究」には、

設置・管理主体の意図通りにはいかな

い公園利用・受容の様相を十分に捉え

きれないという課題がある。

一方で、必ずしも計画者の意図通り

にならない公園利用・受容の様相を描

写しようとする「生活史研究」は、新

聞雑誌や文芸作品における公園表象を

研究対象としてきた。しかし、この場

合も、分析する資料の非体系性が問題

となる。つまり、ある研究が描写する

公園利用の様相は、特定の公園・特定

の時代のみに見られるのか、それとも

広く一般に見られるのか、既存の方法

では提示することが難しい。

そこで本研究は、時として設置・管

理主体にとって意図しない方法で利用

される公園の様相を探る「生活史研究」

を発展的に継承するために、過去100

年分の新聞記事見出しを収集し、自然

言語処理を行い分析することで、公園

が新聞に現れるときの話題上の特徴は

どのようなもので、そのうち、どの側

面に照射することで、公園の多様な性

格を解き明かすことができるのか、提

示することを目指す。

2. 方法：データと分析手法
本研究は、明治期から昭和期にかけ

て、東京の代表的な⚔公園に言及した

新聞記事見出しを分析対象とする。

分析対象は、各公園の歴史の古さと

性格、データ量を考慮したうえで上野

公園・浅草公園・芝公園・日比谷公園

の⚔公園とした。分析対象とするデー

タは、朝日新聞10)と読売新聞11)のオン

ラインデータベースを用いて、それぞ

れの公園の初出1876年（日比谷公園の

み1889年）から1979年までの約100年分、

あわせて27ó104記事見出し（347ó352語

／32ó791の異なる語）を収集した。個別

の記事見出しの長さは平均して12õ8語

である。データセットの概要を次の通

り示す。
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表1 データセットの概要
公園名 記事件数 抽出単語総数 抽出語数
上野公園 ø÷ó÷úĀ件 øùÿóýýù語 øûóüüù語
浅草公園 ýó÷Āü件 þúóĀÿĀ語 ø÷óøýÿ語
芝公園 üó÷Āý件 ýûóüĀø語 Āüóùù語

日比谷公園 üóÿþû件 ÿ÷óøø÷語 øøó÷þø語
合計 ùþóø÷û件 úûþóúüù語 úùóþĀø語
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本稿では、長期間・大規模のデータ

の分析を可能にするために計量テキス

ト分析を行う。計量テキスト分析は、

テキストデータの内容について、以下

の利点を持ちながら分析を行うことが

できる。第⚑に大規模データに対して

自動的な手法をとることで、手作業と

目視では分析しきれない量のデータに

対して、誰が分析をしても同じ結果を

出すことができる。第⚒に既存研究が

質的な分析で示してきた研究成果を追

試することができる点である12)。

本稿では、分析対象の新聞記事見出

しに含まれる話題を抽出するために、

①共起ネットワークの分析により頻出

語と、語と語のつながりの確認を行う。

さらに、データに現れやすい語は公園

ごと、年代ごとに異なるのかについて

②対応分析を行うことで明らかにする。

このようにして、東京の代表的な公園

が新聞に現れるときの話題について、

公園の特徴、時代による変化を捕捉し

つつ、その話題がいかに変わり、いか

に変わらなかったのかを検討していく。

3. 分析結果
共起ネットワーク（図⚑）に現れる

頻出語と共起関係の分析から、約100

年間にわたる東京の代表的な公園に言

及した新聞記事見出しは、大きく分け

て以下の⚖つの話題を含んでいること

を確認した。まず「展覧会、開会、開

催、博覧会」の語からなる①〈公的イベ

ント〉、「動物園、博物館、美術館、不

忍池、能楽堂、花屋敷、音楽堂」と園

内と周辺に設けられた ②〈施設・設備〉

についての話題が存在している。「行啓、

皇后、陛下、殿下」の語は ③〈天皇・

皇族〉にかかわる話題が公園と関連し

ていることを示す。「日曜、花見、行楽、

春、客、人出、賑わい」の語は ④〈行

楽〉の場として公園が話題となってい

ると考えられる。さらに「デモ、運動、

問題、反対、集会」は ⑤〈社会運動〉

の場として、「捕る、強盗、逮捕、警官、

検挙、警戒、自殺」の語は ⑥〈事件・

犯罪〉の場として公園が新聞記事上に

現れていることを示している。

話題ごとの共起関係を検討すると、

図⚑の左上にネットワークを形成して

いるように〈公的イベント〉〈施設・設

備〉〈天皇・皇族〉の話題は共起する傾

向があり、互いに関係があることがわ

かった。これらの話題は、公園行政の

目的や意図を議論してきた既存研究の

成果1)､ 3)と一致するような公園の利

用・受容の様相を示している。また〈社

会運動〉と〈犯罪・事件〉についての

話題も、図の下部に「逮捕」という語

を媒介してネットワークを形成してい

る。

つづいて、対応分析の結果を図⚒、

⚓に示す。対応分析とは頻出語と外部

変数の関係を一枚の図のなかに同時布

置することで、それぞれのグループに

特徴的な語を確認できる手法であ

る13)。各公園（上野公園・浅草公園・芝

公園・日比谷公園）と各年代（1870年代

から1979年までの10年刻み）に特有な語

は、当該ラベルの付近にプロットされ、

ラベル間の距離を確認することにより

各公園・各年代に含まれる話題が類似

しているのか、それとも異なるのかを

明らかにすることができる。また、原

点（0，0）に近い場所にプロットされ

る語は、出現パターンに特徴のない語、

すなわち公園や年代にかかわらず出現

する語である。

図⚒は公園ごとの特徴についてを検

討している。その結果、図の右上にプ

ロットされるように、日比谷公園と芝

公園の話題は類似しており、その話題

は〈社会運動〉と〈公的イベント〉と

関連することが確認できる。この点は、

明治後期の日比谷公園の実際の受容の

され方に注目した社会史的研究14)､ 15)

を裏付ける結果となった。右下にプロ

ットされる上野公園は、美術館・博物

館等の〈施設・設備〉と関連する語が
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図1 共起ネットワークの結果
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特徴的である。

なお、原点付近には「強盗、捕る」

といった〈犯罪・事件〉の話題と、「花

見、人出」に言及する〈行楽〉の話題

が見られ、これらは場所に関係なく公

園の話題となっていると言える。

図⚓は、年代についての対応分析の

結果を示している。公園で開催される

イベントの内容や利用の様相は、景気

の良し悪しや、戦争や自然災害など、

公園の外にある社会全体の状況にも影

響を受けると考えられる。その一方で、

社会がいかなる状況であっても変わら

ない公園の利用方法もあるだろう。年

代ごとの語の布置を検討することで、

年代によって何が変わり、変わらない

のかを明らかにする。

まず、原点から見て左上に1870年代

から1890年代にかけての記事に特徴的

な語がプロットされ〈公的イベント〉

と〈天皇・皇族〉と関連する話題を確

認することができる。また原点から見

て右上には、1950年代から1970年代に

かけて、戦後の期間に特徴的な語がプ

ロットされている。ここには「デモ、

集会、逮捕」という〈社会運動〉と関

連しそうな語と「動物園、動物」とい

う〈施設・設備〉についての語が特徴

をなしている。この結果は、戦後社会

において、公園が政治空間として成立

していたことを示す既存研究16)と整

合する。

さらに、原点の下部には1910年代か

ら1920年代にかけての話題がプロット

されており、「少年、子供、青年」や「運

動、問題、市民、行列」の語が、この

時期の特徴であると解釈できる。この

結果は、1920年代以降、路面電車の営

業距離の拡大や、自動車の普及による

交通の高速化と、交通量の増大が起き

たことへの対応として、公園利用者と
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図2 公園ごとの対応分析

図3 年代ごとの対応分析
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しての子ども・児童への注目が高まっ

た17)ことと整合している。また大正デ

モクラシー期において、公園に言及す

る新聞記事に、社会運動についての話

題が増えることを提示した既存研究7)

を裏付ける結果となった。

最後に、原点付近にプロットされる、

年代にかかわらず出現する語を確認し

たい。「博物館、美術、桜」の語と「事

件、自殺、夜、男」の語は年代にかか

わりなくまんべんなく分布しているこ

とがわかる。本分析では〈施設・設備〉

と〈事件・犯罪〉についての話題は、

年代にかかわりなく現れることを明ら

かにした。対応分析の結果をまとめる

と表⚒のようになる。

4. 結論

1）分析結果のまとめ
公園の多義性・多面性が歴史的にい

かに形成されたのかを解き明かそうと

する研究にとって、本稿の分析が持つ

意義を確認したい。

まず〈公的イベント〉〈天皇・皇族〉

〈施設・設備〉の話題が、公園に言及す

る新聞記事に現れることは、公園行政

の目的について、既存研究が示してき

たことを改めて提示する結果となった。

一方で、公園の〈社会運動〉と〈犯罪・

事件〉についての話題の存在が示すよ

うに、公園の管理・設置主体にとって

は意図せざる現象が、各公園の特徴・

時代の変化を超えて、幅広く見られる

ことも明らかにした。公園が〈社会運

動〉の場として成立してきたことは、

既存研究でも指摘されてきたことであ

るが、本稿では改めて、公園の話題を

構成する要素であることを示した。

そして〈犯罪・事件〉は、場所・年

代にかかわりなく出現する話題である

にもかかわらず、これまでの公共造園

史研究では、大きな関心が向けられて

こなかった。もちろん、分析対象が新

聞という媒体であることを考慮する必

要はある。それでも本稿は、現実にお

ける公園の利用・受容の様相を解き明

かすために、公園における〈事件・犯

罪〉についての資料が分厚く・遍在す

ることを示した点を強調したい。

このように本稿は、約100年間にわ

たる新聞見出しデータを収集し、計量

テキスト分析を行った結果、⑴公園の

設置・管理上の行政的な目標と整合す

る形で現れた利用・受容の様相を捉え

ると同時に、⑵行政的な意図からは説

明のできない公園の利用・受容の側面

も捉えることができた。

2）社会問題史アプローチの提起
本稿の結論にあたり、行政の意図と

して提示されてきた公園像とは異なる

ような要素を話題とする新聞記事が多

く存在することに注目したい。論拠と

なる新聞記事の分厚い集積があるにも

かかわらず、これまで公共造園史研究

の論点として、大きな注目が向けられ

てこなかった〈犯罪・事件〉が起こり

うる空間としての公園像を描くことを

筆者は「社会問題史としての公園史ア

プローチ」と名付ける。公園に付与さ

れてきた多様な役割と性格を明らかに

するために、〈犯罪・事件〉が起こりう

る場としての公園像を、詳細な資料調

査と資料の質的読解の論点とすること

を提起し、本稿を締めくくりたい。
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表2 分析結果のまとめ
話題 時空間上の分布

公的イベント 全公園・全期間に分布

施設・設備 美術館・博物館はøÿþ÷-Ā÷年
代、動物園はøĀü÷-þ÷年代

天皇・皇族 øÿþ÷-øÿĀ÷年代上野公園・芝
公園・日比谷公園に分布

行楽
全期間・全公園に見られる。
ただし、上野公園の記事に特
に分布

社会運動
芝公園・日比谷公園、øĀø÷-
øĀù÷年代、およびøĀü÷-þ÷年
代の記事に分布

事件・犯罪 全公園・全期間に分布


