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概要：本研究では、データ・サイエンス分野で主要な分析言語として使われているプログラミング言語 Python
を使ったテキスト分析を試みる。 近の米国大統領の大統領就任演説をデータとして用い、スピーチの比較

分析をおこなうとともに、Python が提供する各種ライブラリー、分析キットをもちいた可視化を試みる。 
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1. はじめに 

データ・サイエンス(Data Science)が 近脚光を浴

びている。データ・サイエンスとはデータの分析の学

問分野であり、統計学、数学、計算機科学などと関

連し、ビッグデータから意味のある情報や法則、関

連性などを導き出すことを目的としている。 

データ・サイエンスで使われるプログラミング言語

として も人気があるのが Python である。Python は

1991 年にオランダ人のグイド・ヴァン・ロッサムによっ

て開発された。高い柔軟性と強力なデータ処理の

ための拡張機能を特徴としており、豊富なモジュー

ルを使って実用的なスクリプトを効率よく作成するこ

とができる。また、文字列処理にも長けており、テキ

ストファイルを手軽に扱う事もできるため、大量のテ

キストデータの処理がしやすい。表形式のデータ、

Web ページなどの複雑な構造の文書なども快適に

扱う事ができる。学習する立場からは、コードの読

みやすさも特徴の一つといえる。文法がシンプルで

読みやすく書きやすい。Web アプリケーションの開

発(Youtube、Instagram の開発言語でもあるともいわ

れる)や機械学習・人工知能などデータ・サイエンス

の先端分野で積極的に活用されている。データ処

理という作業の性質上、スクリプトとしての使用が多

いが、GUI をもつデスクトップアプリケーションを作

成することもできる。 

本稿では、Python を用いたテキスト分析を、アメリ

カ大統領の就任演説を例におこない、データ・サイ

エンスのプラットフォームとして期待されている

Python のツールとしての魅力や分析の方法につい

て検証する。 

2. アメリカ大統領就任演説について 

本稿でデータとして扱うのは、アメリカ大統領の大

統領就任演説(inaugural addresses)である。今回は

2009 年のオバマ大統領の演説と 2017 年のトランプ

大統領の演説を比較することにした。 

アメリカ大統領就任演説は大統領一般投票翌年

の 1 月 20 日正午に首都のワシントン D.C.のアメリカ

合衆国会議事堂前で行われる。 

第 44 代大統領バラク・オバマ氏は 2009 年 1 月

20 日ワシントンで約 18 分間にわたり演説を行った。

このとき、オバマ大統領は初のアフリカ系大統領と

して世界中から注目され、約200万人の人々が集ま

ったという。 

オバマ大統領は大統領選の頃から言い続けてい

る"YES, WE CAN"というフレーズで世界的にも有名

になったが、演説には用いられていない。アフリカ

系初の大統領という事もあり、人種問題とその歴史

についても語り、自由を強調した。演説では深刻な
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環境問題についても述べている。 

オバマ大統領の就任演説に対し世界からは多く

の祝福の声が上がり、宗教、人種的な差別にも触

れたことによりアメリカ国民のみならず、世界の人々

から賞賛を得た。一方で、オバマ大統領の就任演

説は大統領選の時に比べ、やや内容や言葉の使

い方が難しいものであったとされる。
1
 

一方、トランプ大統領は 2017 年 1 月 20 日に就任

演説を行った。トランプ大統領は「アメリカ第一」を掲

げ移民政策、防衛、貿易などはアメリカの国益を犠

牲にしていると批判した。アメリカ国民の利益を 優

先すると語り、教育、労働について触れながら、約

16分間にわたり、愛国心を強調した、端的で簡単な

言葉を使った理解しやすい演説を行った。
2
 

国民からは様々な意見があり、保守的な意見を

持つ方からは多くの支持があった。一方で、反対派

も多く存在し反対派によるデモ 
3
  が各地で行われ

た。 

このように、オバマとトランプの大統領演説の内容

はかなり異なる性格を持っていると考えられる。テキ

ストの分析によって、その違いはどの程度明らかに

なるだろうか。 

3. Python について 

3.1 実行環境について 

本稿では Python を用いたテキスト分析を試みる。

Python のプログラミング環境として、本稿では

Jupyter notebook を紹介する。本節では、分析環境

としての notebook の特徴、および Python のデータ・

サイエンスに対応した各種機能について述べる。 

Jupyter notebook とは Web ブラウザ上で動く対話

型インターフェースで、数値計算やデータ解析など

に適した使いやすい環境として人気がある。コード

を記述してプログラムを実行し結果を記録できるツ

ールであり、「マークダウン」と呼ばれる説明を書くこ

ともできる。notebook のデータは基本的にファイルと

 
1
 英語学習お助けサイト「オバマ大統領の就任演説を英語

で聞いて読む 彼がアメリカ大統領となって訴えたこととは？」

(公開日不明, 終閲覧 2020-01-22) URL: https://english-
learninghelp.com/obama_president_speech/  
2
 BBT オンライン英会話「トランプ大統領の就任演説で英語

学習」(2017-01-21 公開， 終閲覧 2020-01-22) URL: 
https://bbtonline.jp/blog/tips/trumpinauguration/ 

して保存され、背後で動くプログラム(カーネルとい

う)である Python 本来の対話型インターフェース

IPython の動作とは独立しているため、 近は

Python 以外の様々な言語 
4
 をカーネルとして動作

させることができるようになっている。 

3.2 Python の各種モジュールについて 

Python には、本格的なデータ・サイエンスの作業

に使えるものも含め、数多くのモジュールが提供さ

れている。 

データ・サイエンス用に特に活用が期待されるの

が、「PyData」と呼ばれるモジュール群である。多次

元配列を高速に処理できる NumPy、数学関数ライ

ブラリーSciPy、大規模データの分析に適した

DataFrame を提供する Pandas、可視化をおこなう

MatplotLib といったモジュールが簡単に利用できる

ほか、データの取得と加工のための各種スクレイピ

ングモジュールや機械学習をおこなう scikit-learn な

どの高度なライブラリーも存在する。 

本稿では Python の基本機能を用いたテキスト分

析をおこなったのち、可視化機能を含むデータ・サ

イエンス用のモジュールを試してみることにする。 

4. 大統領就任演説の分析 

本節では、Jupyter notebook を用いて大統領就任

演説を分析することにする。今回は単語の頻度デ

ータを取り上げる。 

大統領就任演説のテキストはホワイトハウスはじ

め様々な場所で公開されている。本研究で用いる

テキストは Gerhard Peters、John T. Woolley らが運営

する The American Presidency Project 5 から取得し

た。演説テキストは、テキストファイルとしてそれぞれ

obama2009.txt, trump2017.txt として保存した。 

以下のように 2 つのファイルを指定し、読み込む

ための準備をおこなう。 

 

3
 例えば、世界的なアーティストであるマドンナは就任演説

の翌日 1 月 20 日にトランプに反対するデモに参加し話題と

なった。 
4
 Python に加え、R 言語、Julia、Scala を含む、40 以上の

プログラミング言語に対応している。URL: 
https://jupyter.org/ 

5 https://www.presidency.ucsb.edu/ 
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本節で用いる Python のモジュールはパターンマ

ッチを可能にする正規表現モジュール(re)のみであ

る。以下のようにしてモジュールを import して利用

可能にし、文章の中で用いられている句読点類を

正規表現を使って定義した。 

 

 
 
句読点のパターンとして記述したのは以下のような

正規表現である。 

 
[,¥.¥?¥!:;]?¥s+|[¥.¥?¥!:][$”]|-- 

 
以下のコードでは、obama2009.txt を読み込み、

行を読み込んで行毎に単語に切り、辞書型のリスト

wordcount_obama を作成している。 

 

 
 

後に、作った辞書型のリストで語彙表を作成し

た。語彙表はアルファベット順と頻度順の 2 種類を

作った。 

 

 
 

頻度順の語彙表は以下のように zip 関数を用い

て作成している。 

for entry_tuple in 

sorted(zip(wordcount_obama.values

(), wordcount_obama.keys()), 

reverse=True): 

    print(entry_tuple[1] + "¥t" + 

str(entry_tuple[0])) 

zip 関数を使うことにより、複数のリストを同時に扱

う事ができる。ここでは頻度順にデータをソートして

みた。for 文で変数をループし頻度データのリスト

(wordcount_obama.values())を sorted 関数を

使って並べ替えている。その際、reverse=True オプ

ションで要素を逆順（降順、つまり頻度の高い順）に

並び替えたうえで print 関数で出力しているのがポ

イントである。 

この処理の結果、得られた語彙表は以下の表の

うちの右のような形式となる。 

 
アルファベット順 頻度順 
'til 1 
12 1 
21 1 
60 1 
[it] 1 
a 47 
abandoned 1 
ability 1 
accept 1 
account 1 
achieve 1 
across 3 
act 1 
action 1 

the 141 
and 111 
of 86 
to 71 
our 67 
we 62 
that 49 
a 47 
is 36 
in 25 
this 24 
us 23 
for 23 
are 22 

 
次節では、このリストを比較して分かった 2 人の大

統領の演説の違いについて述べる。 

5. 大統領就任演説の比較 

オバマとトランプの演説を比較して 初に気づく

ことは、オバマは"WE"や"OUR" "US"など 1 人称複

数の人称代名詞をトランプよりも多く使い、「私達」を

強調していることである。以下に頻度を示す。 

 
表：大統領演説における人称代名詞とその頻度 

人称代名詞 Obama2009 Trump2017 

‘we’ 62 回 46 回 

‘our’ 67 回 48 回 

‘us’ 23 回 2 回 

 
ただし、この頻度を直接比較することは危険であ

る。オバマとトランプの演説の単語数はそれぞれ

2,533 語と 1,551 語であり、オバマの演説は単語数
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でトランプよりも 1,000 語あまり長いのである。
6
 

そこで、計算の仕方を工夫して、単語が演説全

体の単語数の何パーセントを占めるかを単語ごとに

計算することにした(赤字部分が追加したコードであ

る)。 

 
# 演説の全単語数を変数に設定 

obama_number_of_words = 2459 

trump_number_of_words = 1469 

[…] 
for entry_tuple in 

sorted(zip(wordcount_obama.values

(), wordcount_obama.keys()), 

reverse=True): 

    print(entry_tuple[1] + "¥t" + 

str(entry_tuple[0]) + "¥t" + 

str(entry_tuple[0] / 

obama_number_of_words)) 

 
このようにして算出し直した人称代名詞のパーセン

テージを以下に示す(コードでは小数点数で算出し

ているが、以下では%に直し、小数点第 2 位で四捨

五入している)。 

 
表：大統領演説における人称代名詞とその比率 

人称代名詞 Obama2009 Trump2017 

‘we’ 2.5% 3.0% 

‘our’ 2.7% 3.2% 

‘us’ 0.9% 0.1% 

 
再計算の結果、オバマ氏の演説では "WE"や

"OUR"の頻度はトランプと比べてそれほど多いとは

いえず、一方、"WE"や"OUR"に比べ頻度は相対

的に低いものの、オバマ氏は"US"をトランプ氏の 9

倍用いており、ここに両者の違いが出ているというこ

とになる。 

以下でも、出現比率をもちいて語彙量を比較して

いく。
7
 

オバマ氏の演説は約 18 分間、トランプ氏の演説

は 16 分間で、その中でもオバマ氏は"THE"をトラン

プ氏よりも頻繁に使っている(オバマ141件、トランプ

 
6
 オバマ氏の演説は約 18 分間、トランプ氏の演説は 16 分

間であることを考えると、オバマ大統領の演説がかなり早口

であったことがわかり、興味深い。 

71 件)。この結果から、オバマ氏が共通意識のある

事柄やものの話を多くしていたのではないかと考え

た。しかし、比率からみると両者は殆ど変わらず(オ

バマ 0.57%、トランプ 0.47%)、この解釈は正しいとは

言えないことが分かる。 

トランプ氏は比較的簡単な言葉を使用し、子供

やそれほど英語が出来ない人でもわかるようなスピ

ーチになっていて、さきに述べたとおり使った単語

数もオバマ氏に比べて 982 語程少ない。 

トランプ氏は"WILL"をオバマ氏よりも一見多く使

用しているように見えたが、使った単語数の比率を

比較してみるとトランプ 43 件(2.9%)、オバマ 19 件

(0.7%))と殆ど変わらなかった。Will の使用は、トラン

プだけでなく、オバマの演説においても明確な目標

を多くの人に伝えることに貢献しているのではない

かと思う。 

 
 トランプの"WILL"の使用例： 

 “I will fight for you with every breath in my body - 

and I will never, ever let you down.” 

 オバマの"WILL"の使用例： 

 “They will not be met easily or in a short span of 

time. But know this, America – they will be met.” 

 
トランプ氏が使いオバマ氏が使わなかった言葉を

探すと、 "FIGHT" (2 回 )や "CARNAGE" (1 回 ) 

"STOLEN" (1 回)などマイナスなイメージを生み出

す言葉が見つかる。また、"OBAMA"とオバマ氏に

ついても 2 回触れている。"FIRST"など順位付けす

るような言葉も見られ(トランプ 4 件(0.03%)、オバマ 0

件(0%))、トランプ氏がアメリカを強く強調しているこ

とが察せられる。 

6. 考察または議論 

 
今回おこなった分析は、Python のプログラミング

で使われる一般的な構文や関数を使用したもので

あるが、Python のデータ・サイエンス対応はさらに多

様な分析を可能にしている。以下ではその例をいく

つか挙げる。 

7
 単語の出現比率を用いる手法は Google の巨大なデータ

ベースプロジェクト Google Ngram のビューワなどでも使わ

れている。URL: https://books.google.com/ngrams 
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6.1 Word Cloud 

Word Cloud とは出現頻度が高い単語を選び出し、

その頻度に応じて文字の大きさや色分けを行い、ど

んな単語が多く使われているかを可視化するもので

ある。
8
 

Python でWord Cloud を用いるには、wordcloudモ

ジュールをインストールする必要がある。以下では

Anaconda パッケージの conda コマンドを用いてモジ

ュールをインストールしている。 

 
> conda install ‐c conda‐forge 

wordcloud 

 
「from モジュール名 import オブジェクト名」で

WordCloud モジュールをインポートすることで、

WordCloud オブジェクトが使えるようになる。 

 

 
 
なお、可視化した画像データを Jupyter notebook

上に表示する 
9
 ため、上記コードでは matplotlib ラ

イブラリーの pyplot モジュールも同時にインポートし

ている。 

以 下 の コ ード で は 、 ト ラン プ の 演 説デ ー タ

(data_trump)をWordCloud のgenerate()メソッドを使っ

て Word Cloud に変換し、pyplot モジュールを使って

表示させている。 

 

 
 
このようにして可視化した 2 人の大統領就任演説デ

ータを以下に示す。 

 

 
8
 「いまさら聞けない文字の見える化「ワードクラウド」実践

編」URL: https://www.sra-tohoku.co.jp/learning-23 

 オバマ Word Cloud 

 
 トランプ Word Cloud 

 

6.2 可視化ツールの使用感と注意点 

可視化ツールは便利で、今回使用した Word 

Cloud を用いることで、§5 でみたような両演説の違

いを視覚的に比較することが可能になる。例えば、

オバマ氏の演説で違いとして際立っていた"US"が

際立っていること、また"WILL"が両大統領の演説

で大きくなっていることは、これまでの分析を裏づけ

るものである。また、トランプがオバマに比べて

America や American など愛国心をあおる表現を多

く用いていることも察せられる。 

だが、その一方で気になることもある。単語の大き

さによって重要な語彙が何かが一目で分かるもの

の、なぜその単語が重要で大きく表示されているか

は自明ではない。例えば、"US"は確かにオバマの

演説で特徴的に多かったが、頻度としては"WE"や

"OUR"のほうが多かったのである("we" 2.5%, "our" 

2.7%, "us" 0.9%)。使用したいと思っている可視化ツ

ールがどのようなアルゴリズムで可視化を行ってい

るか、よく学んだうえで使わなければならない、とい

9
 to_file()メソッドを使うことで、画像をファイルとしてローカル

に保存することもできる。 
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うことだろう。 

同様に、オバマとトランプの可視化された Word 

Cloud は画像のサイズとしては全く同じものであり、

そこからはそれぞれの演説データの語彙の総量(総

単語数)がどれくらいか、といった違いは読み取りに

くと思われる。この点も注意しなければならないだろ

う。 

7. まとめ 

本稿では、Jupyter notebook を使い Python 言語に

よるプログラミングをおこなって2人の大統領就任演

説を分析した。正規表現モジュールを使い単語を

切り出し、頻度データを作って両者を比較し、書く

演説の語彙特徴や違いをまとめた。また、可視化ツ

ールWord Cloudを試用し、可視化がどのような効果

をもつか、また注意するべき点はあるかを論じた。 

今回は 2 名の大統領就任演説を比較したが、今

後は歴代アメリカ大統領の就任演説について比較

し、就任演説の語彙の移り変わりを調べていきたい。

また、オバマは 2 度演説を行なっているので可視化

しその違いを比較してみたい。 

大量のデータを収集分析し、データ・サイエンス

の可視化ツールを使用して比較することができるこ

とで、様々な分析が可能になる。例えば、歴代アメリ

カ大統領就任演説にどんな単語が多く使われるの

か、特に演説で使われる語彙が年を追う毎にどのよ

うに変化してきているか、そのトレンドを分析すること

が可能になることは、とても興味深い。このことを、デ

ータ・サイエンス的な観点から応用すると、例えば次

回の大統領就任演説でどんな言葉が使われるかを

予想できるかもしれない。 
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