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1. 目的と意義 

1.1. 調査目的 

本調査の目的は、日本において、テレビ・コマーシャルやテレビ・アニメにみられた性ス
テレオタイプ的描写が映画においてもみられるのかを確かめることである。具体的には、
2010 年〜2019 年の映画（12 作品）の内容分析をする。12 作品の選び方は、実写の邦画の
年別興行収入上位 10 作品の中から選考し、Amazon Prime で視聴可能なものとした。選考
の詳細は「2. 方法」で述べる。 
 

1.2. 調査目的の背景と意義 

性ステレオタイプとは、上瀬由美子他（2016）によると「人間を男女という性別カテゴリ
に分類した際に、それぞれの性別に含まれる人が多くもっているとイメージされている特
徴」（p. 14）のことである。本調査は特にメディア上で行われる性ステレオタイプ的描写を
対象とする。それは、メディアによる性ステレオタイプ的描写が、人々のジェンダー観を反
映、もしくは強化することがしばしば指摘されてきたためである。社会における女性の実情
の変化とともに性ステレオタイプ的描写が減少する可能性は坂元章他 (2003、p. 48) が論
じた通りである。また、メディアは人々が無意識に持つジェンダー観に影響を与えて、社会
的性役割を強化している可能性があると上瀬他（2016）は指摘する（p. 14)。 

具体的に示されてきたメディア上で見られる性ステレオタイプ的描写の例は以下のよう
なものである。坂元他 (2003) は、テレビ CM において、「女性は、従属者であり、家の中
におり、商品のユーザーであり、商品がなぜ良いかを説明せず、安い商品を推薦し、若かっ
た」（p. 55）こと、そしてその一方、「男性は、有職者であり、家の外におり、商品の権威者
であり、商品がなぜ良いかを説明し、高い商品を推薦し、年配であった」（p. 55）ことを示
した。この他に、テレビ・アニメ（藤田、1995）、ディズニープリンセス映画（上瀬他、2016）
といった多種多様なメディアにおける性ステレオタイプ的描写が指摘されてきた。 

ここで私達は、映画メディアにおける性ステレオタイプ的描写に着目した。特に日本映画
において、性ステレオタイプ的描写は見られるのかを明らかにしたい。そのため今回は、
2010 年代の日本映画を対象に内容分析によってそれを確かめる。 

2010 年代の女性進出状況は、一進一退であったことが推測される。2016 年 4 月に女性活
躍推進法が施行され、女性が活躍しやすい労働環境整備が進められた。しかし大湾秀雄
（2017）は、女性の雇用機会は増加した一方、性役割分業の固定化が原因で、女性は依然と
して活躍しづらい環境にあると指摘している（p. 36）。 
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1.3. リサーチ・クエスチョンと仮説 

メディアによる性ステレオタイプ的描写が社会背景に影響されることを考えて、今回は登
場頻度、職業、年齢、価値観の 4 点に着目し、リサーチ・クエスチョンと仮説を設定した。
リサーチ・クエスチョンは以下の通りである。 

 
① 2010 年代の日本実写映画において、登場人物の性別比に偏りはあるのか 
② 2010 年代の日本実写映画において、性別によって登場人物の年齢に偏りはあるのか 
③ 2010 年代の日本実写映画において、性別によって登場人物の職業に偏りはあるのか 
④ 2010 年代の日本実写映画において、男性的描写は頻繁に見られるのか 
⑤ 2010 年代の日本実写映画において、女性的描写は頻繁に見られるのか 
 

これらに対する仮説は以下の通りである。 
 

① 2010 年代の日本実写映画において、女性よりも男性の方が多く現れる 
② 2010 年代の日本実写映画において、男性は有職者が多く、女性は家庭にいる者が多い 
③ 2010 年代の日本実写映画において、女性については若い人物だけが映画に登場するの

に対し、男性については様々な年齢の人物が登場する 
④ 2010 年代の日本実写映画において、男性の方が女性よりも暴力的であることが多く、

女性の方が男性よりも暴力的でないことが多い 
⑤ 2010 年代の日本実写映画において、女性の方が男性よりも泣くことが多い 

 
本研究では、性ステレオタイプ的描写を分析するにあたり、性ステレオタイプを反映しう

るものとして、職業・年齢・性格的な側面に注目した。性格的な側面は暴力的な性格と、情
緒的な性格に注目した。これらの仮説を設定する理由は以下のとおりである。 

 
① 藤田（1995）によると、メディア作品には男性が多く登場してきた 
② 伝統的性別役割分業（男は仕事、女は家庭）の描写を確認する 
③ 坂元他（2003）によると、CM 上では、女性については若い人物が、男性についてはす

べての年齢の人物が登場してきた 
④ 上瀬他（2016）によると、攻撃性は、男性的特徴である 
⑤ 鈴木貴子（2009）によると、「多く涙することは『女々』しいという価値観」（p.44）が

存在する 
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2. 方法 

2.1. 分析対象の取得法 

本調査直近の傾向を調査するため、対象期間は、2010 年〜2019 年とした。 
作品の選出は以下の手順で行う。日本映画製作者連盟のホームページにて掲載される日本

映画産業統計を参照し、邦画の年別興行収入上位 10 作品を取得する。興行収入が上位の映
画は、人々への影響力が大きかったと推測できるためである。その中からアニメ作品、一作
で完結しない作品を除外した。以上の条件に沿った作品は 19 作品であった。そのうち、作
品の視聴が容易なものを選ぶため、2020 年 6 月時点で Amazon Prime の会員になることで
視聴可能である 12 作品を対象とした。なお、Amazon Prime の配信作品には、別途料金支
払いが必要なレンタル版と見放題サービスの 2 種類がある。本調査では見放題サービスで
視聴可能な作品を対象とした。Amazon Prime を利用する理由は、プライム・ビデオが日本
で最も視聴されている動画配信サービスであるからだ。ICT 総研の「2019 年有料動画配信
サービス利用動向に関する調査」によると、動画配信サービス利用者のうち 66%がプライ
ム・ビデオ利用者であり、最も多くを占めている。 

また、作品の傾向を調べる際、時間やシーンで区切って調査する方法も考えられる。しか
し、今回は人物の行動が性別により異なるか否かが調査の関心である。そのため、全編を調
査対象とした。なお、分析対象とした映画及びその概要は付録 4 として末尾に付した。 
 

2.2. 記録単位 

記録単位は人物である。対象となる登場人物は、各作品のエンドロールの上から 10 人と
する。人間以外を演じている場合、男女の区別がつかない場合、役名を持たない場合はコー
ディングの対象から除外する。除外した場合、除外した人数分を補い、必ず 10 人をコーデ
ィングする。例えば、エンドロールの上から 10 人のうち 2 人を除外した場合は、エンドロ
ールから 11 番目および 12 番目の人物もコーディング対象とする。 
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2.3. 調査変数 

調査変数は以下の通りである。登場人物の年齢、属性、行動の側面から、性別ごとにどの
ような傾向があるのか分析できるよう設計した。 

 
① 登場人物の性別 
② 登場人物の年齢 
③ 勤務しているシーンの有無 
④ 家事をしているシーンの有無 
⑤ 暴力を加えたシーンの有無 
⑥ 暴力シーンに登場するが加害しないシーンの有無 
⑦ 泣くシーンの有無 
 

「登場人物の年齢」は、カテゴリを「1．非常に若い（赤ん坊から小学生）」「2．若い（13
歳から 29 歳）」「3．年⻑者（30 歳以上）」に設定した。この調査では、作品内の役の年齢で
はなく、演者の年齢でコーディングを行った。登場人物の外見の傾向を調査するため、演者
の年齢を指定することで、コーディングの信頼性を向上させるである。 

「勤務しているシーンの有無」は、カテゴリを「1．シーン有」「0．シーン無」に設定し
た。作品内で、登場人物が勤務をしているシーンが 1 度でもあれば、シーン有とした。ま
た、正社員とアルバイトの区別が作中の情報からではできないため、勤務をしているシーン
は全てコーディングの対象とした。 

「家事をしているシーンの有無」は、カテゴリを「1．シーン有」「0．シーン無」に設定し
た。作品内で、登場人物が家事をしているシーンが 1 度でもあれば、シーン有とした。しか
し、家事を行う職業に就く登場人物が家事に該当する行動をした場合は勤務をしているシ
ーンに該当し、家事をしているシーンには当たらないこととする。 

「暴力を加えたシーンの有無」は、カテゴリを「1．シーン有」「0．シーン無」に設定し
た。ここでの暴力とは、他人の身体に物理的な危害を直接に加えることとし、暴言や物への
暴力を含まない。 

「暴力シーンに登場するが加害しないシーンの有無」は、カテゴリを「1．シーン有」「2．
シーン無」に設定した。この変数は、ある登場人物が暴力を加えたシーンに登場しているが、
暴力を加えず被害を受ける、またそのシーンを傍観している登場人物を対象にしている。暴
力を加える登場人物に対し、暴力での抵抗をしない登場人物の特徴という視点から、このよ
うな変数を設定した。 

「泣くシーンの有無」は、カテゴリを「1．シーン有」「0．シーン無」に設定した。登場人
物が涙を流す、もしくは嗚咽する場合にコーディングを行った。泣くという感情の露出が女
性的であるという視点から、このような変数を設定した。 
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2.4. 信頼性 

内容分析の信頼性を検証するために、チームメンバー以外の外部コーダ 4 人を立て、変数
ごとにコーダ間でのクリッペンドルフの α 係数を用いて、一致度を算出したところ、表 1
の通りになった。なお、登場人物の年齢は、演者の年齢を調べてコーディングを行ったため、
外部コーダへの依頼を行わなかった。性別、勤務シーン、泣くシーンは信頼性が高かった。 
 

表 1 信頼性の評価 
 Krippendorff’s α 

性別 0.827 
勤務シーン 1.000 
家事シーン 0.528 
加害シーン 0.335 

被害・傍観シーン 0.326 
泣くシーン 0.716 

 
  



Osamu NAKAMURA's Seminar @WASEDA Univ.  

 7 
 

3．結果 
表 2 は、登場人物の性別に対するχ2 検定とフィッシャー検定の結果である。全変数のう

ち泣くシーンのみ 5%水準で統計的に有意であり、その他は有意でなかった。また、フィッ
シャーの正確確率検定でも、泣くシーンのみ 5%水準で統計的に有意であったが、その他は
有意でなかった。 
 

表 2 χ2 検定およびフィッシャー検定の結果 
 χ2 検定 フィッシャー検定 
 χ2 値 p 値 p 値 

年齢 2.886 0.118 0.240 
勤務シーン 1.882 0.113 0.118 
家事シーン 2.405 0.077 0.097 
加害シーン 2.909 0.055 0.066 

被害・傍観シーン 0.685 0.342 0.263 
泣くシーン 4.000 0.027 0.037 

 
続いて、変数ごとに集計結果を述べる。表 3 より、登場人物は、女性の方が少なく、男性

の方が多い。 
 

表 3 登場人物の登場回数（性別） 
 度数（割合） 

女性 45(38%) 
男性 75(63%) 
合計 120 

 
表 4 は、登場人物の年齢を性別に示している。男性の中で「若い」が 29%であるのに比

べ、女性の中での「若い」の割合は 42%と多い。登場人物の中で、男性の「年⻑者」が最も
多く現れ、男女とも「非常に若い」が同数で最も少ない。 
 

表 4 登場人物の年齢（性別） 
 年齢 
 非常に若い 若い 年⻑者 

女性 3(7%) 19(42%) 23(51%) 
男性 3(4%) 22(29%) 50(67%) 
合計 6(5%) 41(34%) 73(61%) 
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表 5 は、勤務シーンおよび家事シーンの有無を性別に示している。勤務シーンは男性登場
人物に多く、家事シーンは女性に多い。また全体として、勤務シーンのある登場人物と比較
して、家事シーンのある登場人物が少ない。 
 

表 5 勤務シーン・家事シーンの有無（性別） 
 勤務シーン 家事シーン 
 あり なし あり なし 

女性 17(38%) 28(62%) 11(24%) 34(76%) 
男性 38(51%) 37(49%) 10(13%) 65(87%) 
合計 55(46%) 65(54%) 21(18%) 99(83%) 

 
表 6 は、加害シーンおよび被害・傍観シーンの有無を性別に示している。加害シーンがあ

る人物の割合は、女性に比べて男性の方が高い。一方、被害・傍観シーンがある人物の割合
は、男性に比べて女性の方が高い。 
 

表 6 暴力シーンの有無（性別） 
 加害シーン 被害・傍観シーン 
 あり なし あり なし 

女性 8(18%) 37(82%) 19(42%) 26(58%) 
男性 24(32%) 51(68%) 26(35%) 49(65%) 
合計 32(27%) 88(73%) 45(38%) 75(63%) 

 
表 7 は、泣くシーンの有無を性別に示している。泣くシーンがある人物の割合は、男性に

比べて女性の方が高い。また、女性の登場人物の半分近くは涙を流している。また、前述の
通り、泣くシーンのみχ2 検定とフィッシャー検定の両方において 5%水準で統計的に有意
であった。 
 

表 7 泣くシーンの有無（性別） 
 泣くシーン 
 あり なし 

女性 20(44%) 25(56%) 
男性 20(27%) 55(73%) 
合計 40(33%) 80(67%) 
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4．考察 

4.1. 結果の考察 

第 3 章の結果より、性ステレオタイプ的描写が一定程度見られることが分かった。特に登
場人物の男女比、年齢、勤務シーン、涙シーンは顕著な結果となった。 

以下、第 1 章で立てた仮説に従って、結果を考察する。 
第一に、登場人物の性別は偏っており、女性よりも男性の方が多く現れていた。 
第二に、登場人物の性別によって年齢に偏りが見られた。男性は様々な年齢の人物が登場

する。特に、年⻑者の男性が最も頻繁に現れ、女性は、若い人物が登場する割合が男性より
も高い。男性の傾向は、女性と比較してより自然な分布であると考えられる。しかし映画に
若い女性が著しく多く登場しているとはいえない。年齢は、ネットから取得した信頼性の高
いデータであるにも関わらず、有意とは言い切れない結果となった。理由を今後の研究で検
討したい。 

第三に、性別で登場人物の職業の有無に偏りが一定程度見られた。特に男性は有職者が多
い。男性の方が女性よりも勤務シーンが描かれていることが多い。また女性の方が男性より
も家事をすることが多い。しかし、統計的に有意とは言い切れなかった。よりサンプルを多
くして検証をする余地がある。 

第四に、男性的描写として想定した暴力描写は一定程度男性により多く見られる。男性の
方が女性よりも暴力的であることが多い。また、女性の方が男性よりも暴力的でないことが
多い。 

第五に、女性的描写として設定した泣くシーンは女性登場人物に頻繁に見られた。傾向は
非常に顕著であり有意性も高かった。そのほかの感情表出の変数で測定したい。 
 

4.2. 方法の考察 

仮説を説明するある程度有意な結果が得られ、コーディングでも一定程度の信頼性が得ら
れた。そのため、十分に妥当な調査方法であったといえる。 

しかし、改善すべき点を 4 点挙げたい。 
第一に、被害・傍観シーンの項目設定の妥当性が不十分であったことである。コーダから、

定義の不明確さ・コーディングの難しさが指摘された。被害・傍観シーンの定義をもっと明
確にするべきであった。 

第二に、想定されるよりも「若い」女性の登場人物数が少なかったことである。映画に登
場する若い女性は概ね 30 代であったことが原因であった。「若い」の年齢設定を、上限 35
歳にすれば妥当性が向上した可能性がある。 

第三に、対象映画のジャンルによって、測定結果に偏りがあったことである。例えば、恋
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愛映画 (『orange』) は若い男女が多く登場し、時代劇 (『清須会議』)は年⻑者の男性が多
く登場した。ジャンルを指定して、ジャンルごとに映画を選択するべきであった。 

第四に、シーン数ではなく、シーンの有無で測定したことである。データが極端且つ量が
少なくなる要因となった。今回は労力や時間が限られているため、シーンの有無を選んだ。
時間やコーダの確保に余裕があるのなら、シーン数で計測をするべきであった。 
 

5. まとめ 
本調査では、近年の邦画作品における性ステレオタイプ的描写の内容分析を行った。 
すべての変数において、設定した仮説通りの傾向が見られた。よって仮説に妥当性があっ

たといえる。しかし、いくつかの変数では、統計的に有意な結果は得られなかった。統計的
有意性を向上させるために、より厳密な分析方法や適切なサンプル数を検討したい。 

本調査から、近年の邦画作品において、性ステレオタイプ的描写の傾向が見られることが
分かった。メディアの描写は、人々の性役割観をゆがめる可能性がある。それゆえに、社会
の実情に合わない描写はされるべきではない。 
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付録 1-a：研究計画への Q-and-A（3 年生） 
 
Q. 映画のジャンルによって登場人物の描写の傾向は異なると考えられるが、考慮の必要は

ないのか。 
A. 近年の映画の一般的な傾向を探るための調査であるため、ジャンルによる表現差は考慮

しないこととしました。 
  
Q. 登場人物が泣くシーンにおいて、その泣くに至った経緯、感情について考慮する必要は

あるか。 
A. 登場人物が感情を露わにするかどうかの指標として「泣く」かどうかを用いているので

その必要はないと考えます。 
  
Q. 登場人物を条件（人間ではない等）に従って除外した場合、対象が 10 人になるように

調整するのか。 
A. 対象が 10 人になるように調整します。対象となる登場人物数が 10 人を満たない場合、

その対象作品を除外します。 
  
Q. 年齢の区分で、年⻑者の範囲が広い。３０〜５０歳と高齢者といったように分ける必要

はないか。 
A. 年齢を変数として扱うのは、女性の出演者が若い傾向があるという仮説を検証する目的

のため、年⻑者の区分は必要ないと考えます。 
  
Q. 年齢の区分で、若者の範囲が狭い。３５歳まで上げるべきではないか。 
A.  先行研究から、30 歳という年齢制限を採用しました。 
  
Q. 暴力シーン数について、暴力とは暴言も含むのか。 
A. 暴言は含みません。ここでの「暴力」とは前述したように、物理的な危害を加えること

とします。 
  
Q. 「シーン」の定義が不明確。 
A. 変数をシーンの有無と設定したことで、シーンの定義は必要なくなったと考えます。 
 
皆様、調査の改善へのご協力ありがとうございます！ 
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付録 1-b：研究計画への Q-and-A（4 年生） 
 
Q. 「暴力シーンに登場するが加害しないシーン」のカテゴリを設定した意図は？ 
A. 傍観者や被害者は女性が多いだろうという仮説を立てたためです。 
  
Q. 勤務シーンに関して学生はどう扱うのか。また、学生のアルバイトは勤務シーンにカウ

ントするか。 
A.職業が学生でも講義、授業を受けることは勤務に当たりません。ただし、アルバイトを

行っている場合勤務しているとします。 
  
Q. どうして調査対象からアニメを排除したのか 
A. 第一に、今回は実写作品における性ステレオタイプ的描写に問題意識があったため、ア

ニメ映画を排除することで、分析の精度を高めようとしました。第二に、調査対象の取
得の容易さを考慮したためです。Amazon Prime では、単発アニメ映画の視聴可能作品
数が著しく低かったので、先に排除しました。 

 
皆様、調査の改善へのご協力ありがとうございます！ 
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付録 2：コーディング・マニュアルへの外部コーダからのコメント  
 
 「カメラを止めるな！」は変数とカテゴリ、観察単位が明確で、とてもコーディングし

やすかったです。私のチーム（コロナ班）は観察単位を記事全体にするか、給付金につ
いて記述している部分に絞るか迷い曖昧になってしまったので、外部コーダの方を迷
わせてしまったなと感じました。 

 コーディング・マニュアルも平易で、1 度目を通しただけでコーディング中は特に見返
すことなく作業を進めることができました。 

 トレーニングサンプルの解答が一致しませんでした。解答では伊勢谷友介の勤務シー
ンが 1 になっていたり、二階堂ふみの暴力シーン（加害者以外）が 1 になっていたり
しましたが、冒頭 10 分に伊勢谷友介が登場していないことや乱闘シーンがみられない
ことから、解答は全編を見た場合のものになってしまっているのではないかと思いま
した。もし違ったら申し訳ないですが、私のコーディングが間違っていた場合のために
確認させてください。 

 年齢が予めいれてあるのがやりやすかったです。人物によっては判断に困るものもあ
ったので助かりました。 

 変数の組み方が成功していた気がします。コーディングをしていても一定の結果を得
られそうだと感じました。 

 分かりにくい点というより、描写シーンを数えるというコーディングもできたらより
面白くなるかもなと思いました(どこまでをワンシーンと捉えるかとかでかなり難しい
んだろうという気がしますが…)。該当シーンが「出てきた」「出てきていない」より、
日本映画におけるジェンダー描写がさらに分かる気がします。 

 仮説の検証過程が、コーディング結果と並行して映像によって目でも確かめやすい点
が良いと感じました。私たちのコロナ班は新聞記事を対象としているため、文字のみか
らは判断が困難なレトリック、「文脈」の処理に悩む部分が多いです。しかし映像であ
れば、例えば「泣く」シーンは目で見て泣いているか否か判断できるので、コーディン
グしやすい印象を持ちました。 

 ディレクター役の女性（どんぐり）が、他の女性の赤ちゃんをあやすシーンは「育児」
に分類されるのか悩みました。 

 監督役が、幼き頃の娘と遊んでいる写真を見て涙するシーンは、「育児」シーンに入る
のか疑問に思いました。 
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付録 3：コーディング・マニュアル  
 

1. はじめに 

本マニュアルの説明にしたがい、コーディング・シートに記入してください。途中で判断
基準が曖昧になった際には、本マニュアルを再度確認してください。 

今回コーディングしていただく作品は、『カメラを止めるな！』[1]です。プライム・ビデ
オで視聴可能です。作品の全編をご覧ください。対象となる登場人物は、コーディング・シ
ートに記載していますので、そちらを参照ください。変数「年齢」は既にデータが入力され
ています。そのほか 6 つの変数をコーディングしてください。 

トレーニングサンプルは、『翔んで埼玉』[2]冒頭 10 分とします。こちらもプライム・ビデ
オで視聴可能です。登場人物の判別のために資料を添付しますので活用してください。 

  
・『翔んで埼玉』登場人物相関 
https://mrs.living.jp/wp-content/uploads/2019/01/0118-saitama1.jpg 
・『カメラを止めるな！』HP キャスト一覧 
https://kametome.net/cast.html 

 

2. 調査対象 

コーディング対象は 120 件（各作品 10 件）です。すべての作品は全編をコーディングし
て下さい。コーディング・シートには、対象となる作品名と登場人物名が記載されています。
対象作品のすべては 2020 年 6 月現在 Amazon Prime に加入している場合プライム・ビデオ
で視聴可能です。それ以外の作品取得法でも構いませんがシーンがカットまたは追加され
ていないことを確認してください（地上波での放送の場合など）。 
  

3. 分析単位・分析方法 

分析単位は登場人物です。対象となる登場人物は、各作品のエンドロールの上から 10 人
を選定しています。コーディング・シートに対象人物一覧がありますので、そちらを参照し
てください。 

コーディング・ルールは以下の通りです。各作品を見て、該当するコードを 1 つだけ選び、
コーディング・シートの該当欄に記入してください。解答欄がずれないよう、作品名・人物
名が一致しているかをよく確認してください。 
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① 性別 
カテゴリは「1．女」「2．男」からの単一選択です。 
演者の性別ではなく、作品内の性別に従って下さい。 

  
② 年齢 

コーダの方は、こちらの変数をコーディングする必要はありません。お渡しするコーディ
ング・シートには、既にデータが入力されています。 

カテゴリは「1．非常に若い（赤ん坊から小学生）」「2．若い（13 歳から 29 歳）」「3．年⻑
者（30 歳以上）」からの単一選択です。登場人物の年齢設定が曖昧な場合や不明な場合が考
えられるため、演者の映画公開時点での年齢に統一します。 
  
③ 勤務シーンの有無 

カテゴリは「1．シーン有」「0．シーン無」からの単一選択です。「勤務」とは、登場人物
が設定の職業の業務をしていることを指します。例えば、弁護士なら、裁判所の審理や事件
の調査、被告人との面談などが挙げられます。このとき、炊事、洗濯も外部で雇用されて勤
務していると推測された場合は、「勤務」に追加します。「シーン有」は登場人物が業務をし
ているシーンがあるとき選択してください。「シーン無」はそのようなシーンがないとき選
択してください。しかし、児童・生徒・学生が授業・講義を受けることは勤務ではないので、
学校生活で行うあらゆるシーンは有職シーンに入れないでください。なお、生徒・学生がア
ルバイトで業務をするシーンは、勤務シーンに入れてください。 
  
④ 家事シーンの有無 

カテゴリは「1．シーン有」「0．シーン無」からの単一選択です。「従事」とはここでは家
の中で掃除・洗濯・炊事をしていること、育児や生活必需品の買い物をしていることを指し
ます。ここで買い物とは、私用の、例えば友人と服や小物を購入することは含まれません。
スーパーマーケットで食材を購入するなど家事のための買い物です。育児の例としては、子
供の幼稚園への送り迎えや家の中で本を読み聞かせることが挙げられます。「シーン有」は
登場人物が家事をしているシーンがあるとき選択してください。「シーン無」はそのような
シーンがないとき選択してください。 
 
⑤ 登場人物の暴力性 

a. 暴力シーン（加害）の有無 
カテゴリは「1．シーン有」「0．シーン無」からの単一選択です。「暴力」とはここでは、

他人の身体に物理的な危害を加えていること（暴行もしくは傷害）を指します。これには、
力づくで他者を抑え込む、はねのけるといった行動を含めることとします。（具体的には、
殴る、蹴る、ビンタをする、叩く、胸ぐらを掴む、包丁で刺すなど。） 
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b. 暴力シーン（加害以外）の有無 
カテゴリは「1．シーン有」「0．シーン無」からの単一選択です。「シーン有」は登場人物

が上記のような暴力を受けているなどの被害シーンや、傍観シーン（具体的には、学校での
いじめを傍観するなど）等、暴力シーンに立ち会った際に加害者とならなかった場合に選択
してください。「シーン無」はそのようなシーンがないとき選択してください。 
 
⑥ 泣くシーンの有無 

カテゴリは「1．シーン有」「0．シーン無」からの単一選択です。「泣く」とは、涙を流す、
もしくは嗚咽することとします。「シーン有」は登場人物が泣いているシーンがあれば、選
択してください。「シーン無」はそのようなシーンがないとき選択してください。 
 

4. 具体例 

 「性別」 
『翔んで埼玉』において、演者は女性だが、男性役をしている場合、男性としてコーディ

ングする。 
  
 「行動の属性」 

⑴勤務シーン 
『ステキな金縛り』で主人公が裁判所での審理に臨むシーン。 
『清須会議』で武士が会議を実施するシーン。 
  
⑵家事シーン 
『告白』で⺟親がお茶を入れるシーン。 
『ステキな金縛り』で同居人が夕飯を作るシーン。 

  
 「暴力性」 

⑴ 暴力シーン（加害） 
『そして父になる』において、胸倉を掴むシーン。 
『マスカレード・ホテル』において、警官の確保シーンは含みません。 
⑵ 暴力シーン（加害以外） 
『告白』において、学校でのいじめを傍観するシーン。 
『カメラを止めるな！』において、登場人物の帽子をはねのけるシーンは含みません。 

  
 「泣くシーン」 

『ステキな金縛り』において、目元をハンカチで抑えるシーン。 
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『カメラを止めるな！』において、背後から嗚咽する登場人物が映されるシーン。 
  

5. 終わりに 

特に不明瞭な点がなければ、以上のコーディング・マニュアルに従い、コーディング作業
を行ってください。末筆ながら、この度はお忙しい中ご協力を頂き、誠にありがとうござい
ます。 
 
 
[1] 『カメラを止めるな！』URL 
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%92%E6%
AD%A2%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%AA%EF%BC%81-%E6%BF%B1%E6%B4
%A5%E9%9A%86%E4%B9%8B/dp/B07JQB4Z3P/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%A
B%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1VP6KRCHBT1J&dchild=1&keywords
=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%92%E6%AD%A2%E3%82%81%E
3%82%8B%E3%81%AA&qid=1593678389&s=instant-
video&sprefix=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%92%2Cprime-instant-
video%2C269&sr=1-1 
[2] 『翔んで埼玉』URL 
https://www.amazon.co.jp/%E7%BF%94%E3%82%93%E3%81%A7%E5%9F%BC%E7%
8E%89-%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82%E3%81%B5%E3%81%BF/dp/B07XF
24HP9/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A
&dchild=1&keywords=%E7%BF%94%E3%82%93%E3%81%A7%E5%9F%BC%E7%8E%
89&qid=1593678322&s=instant-video&sr=1-1 
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付録 4：分析対象リスト 
 

年度 映画タイトル 
2010 ① 告白 
2011 ② ステキな金縛り 

2013 
③ そして父になる 
④ 清須会議 

2015 ⑤ ビリギャル 
2016 ⑥ orange—オレンジ— 
2017 ⑦ 君の膵臓をたべたい 

2018 
⑧ 万引き家族 
⑨ カメラを止めるな！ 
⑩ 検察側の罪人 

2019 
⑪ マスカレード・ホテル 

⑫ 翔んで埼玉 
 

12 作品の概要（Amazon Prime の作品ページを参照） 
① 告白 

「生徒に娘を殺された」という女教師の告白から始まり、殺人事件に関わった登場人物た
ちの独白形式で構成される物語。 
 
② ステキな金縛り 

失敗続きで後がない弁護士エミが担当したのはとある殺人事件。真実を導き出すためにエ
ミは 421 年前に無念の死を遂げた落ち武者の幽霊と共に法廷に立つ。 
 
③ そして父になる 

野々宮良多はある日、6 歳になる息子が取り違えられた他人の子だと判明する。育てた子
を手放す苦しみの中で“交換”が決まり、良多の本当の父としての葛藤が始まる。 
 
④ 清須会議 

織田信⻑の死後、後継を決める清須会議では一進一退の頭脳戦が繰り広げられる。様々な
駆け引きの中で騙し騙され取り巻く全ての人々の思惑が猛烈に絡み合う。勝家派か？秀吉
派か？！ 
 
⑤ ビリギャル 
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成績学年ビリのさやかがチョー難関の慶應大学(←ゼッタイ無理！)を目指す！ノリで始
めた受験勉強の結末は…？！ 
 
⑥ orange-オレンジ- 

高校 2 年生の春、菜穂に届いた手紙はなんと 10 年後の自分からのものだった。10 年後の
自分と同じ後悔を繰り返さないためにはどうすればいいのか。 
 
⑦ 君の膵臓をたべたい 

高校時代のクラスメイト・⼭内桜良の言葉をきっかけに⺟校の教師となった【僕】。彼は教
え子と話すうちに彼女と過ごした数ヶ月を思い出していく。桜良が 12 年の時を超えて伝え
たかった本当の想いとは。 
 
⑧ 万引き家族 

今にも壊れそうな平屋に、治と信代の夫婦、息子の祥太、信代の妹の亜紀の四人が転がり
込んで暮らしている。彼らは万引きをしながらこの家の持ち主である祖⺟の初枝の年金を
狙っていた。ある日、傷だらけの少女ゆりを拾い、信代は娘として育てていく。だがある事
件をきっかけに家族はバラバラに引き裂かれ、それぞれが抱える秘密と切なる願いが明ら
かになる。 
 
⑨ カメラを止めるな！ 

とある自主映画の撮影隊が⼭奥の廃墟でゾンビ映画を撮影していた。本物を求める監督は
中々OK を出さない。そんな中撮影隊にゾンビが襲いかかり喜ぶ監督だが、次々とゾンビ化
していく撮影隊の面々。“37 分ワンシーン・ワンカットで描くノンストップ・ゾンビサバイ
ブムービー！”…を撮ったヤツらの話。 
 
⑩ 検察側の罪人 

都内で発生した殺人事件。事件を担当する検察官は、エリート検事・最上と駆け出しの検
事・沖野。一向に解決への手応えが得られない中、沖野は最上の捜査方針に疑問を持ち始め
る。互いの正義を賭け対立する二人の検事に待ち受けていた決着とは。 
 
⑪ マスカレード・ホテル 

都内で起こった３件の殺人事件。事件は予告連続殺人として捜査が開始されたが、犯人へ
の手掛かりは一切不明。そこで警察はコルテシア東京での潜入捜査を進める中で、新田浩介
がホテルのフロントクラークとして犯人を追う。コルテシア東京の優秀なフロントクラー
ク・⼭岸尚美と新田はお互いの立場の違いから幾度となく衝突するが次第に不思議な信頼
関係が芽生えていく。 
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⑫ 翔んで埼玉 

ある伝説の物語。それは、東京屈指の名門校・白鵬堂学院を舞台に生徒会⻑壇ノ浦百美と
アメリカ帰りの高校生・⿇実麗の出会いから語られる。見るからの東京都⺠の麗は実は手形
制度の撤廃を求める埼玉解放戦線のメンバーだった。二人は、東京と埼玉、そして千葉まで
も巻き込んだ抗争に巻き込まれていく。 
 


