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1 目的と意義 

1.1 調査目的 
本調査は、米国映画において人種的マイノリティであるアジア系人物に対し、差別的描写

が見られるか否かを検証することを目的とする。具体的には、2010 年から 2020 年の映画
の内容分析をする。作品は、実写米国映画の年別興行収入上位作品の中から選考し、Netflix
と Amazon Prime で視聴可能なものとした。 

 

1.2 調査目的の背景と意義 
新型コロナウィルス感染症は、2019 年 12 月初旬に中国で第 1 例目の感染者が報告され

てから、わずか数カ月ほどの間にパンデミックと言われる世界的な流行となった。新型コロ
ナウィルスの影響により、米国ではアジア系の人々が暴力を振るわれる事件が発生した。ア
ジア系住⺠に対するヘイトクライムが以前にも増して問題視されている。 

本調査はメディアにおけるアジア系人物への差別的描写を対象とする。なぜならメディ
アによる人種差別的描写が人々の差別意識を反映、もしくは助⻑することがしばしば指摘
されてきたためである。俣野(2013)によると、アジア系女性の表象は白人に助けられるもの
であると説明している。また、日吉(1999)は「⿊人」の登場人物は脇役として描かれること
が多かったと述べている。こうした先行研究からは、米国のテレビ番組と広告における人種
的マイノリティに対する差別的表現の存在が明らかにされた。俣野(2013)によるとほかに
も、中国系女性が白人よりも従属的な地位を与えられるという。つまり⿊人だけでなく、ア
ジア系人物に対する差別を助⻑する描写も⼀部確認されている。ただし、映画メディアで表
現されるアジア系の人々に関する研究は少ない。そこで、本調査は米国映画に登場するアジ
ア系人物の表象を明らかにする。 
 

1.3 リサーチ・クエスチョンと仮説 
今回は映画に登場するアジア系人物を対象とした暴力的シーンの有無、人物像の評価、身
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なり、場所、役柄の 5 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 年代のアメリカ映画において、アジア系人物に対する暴力的なシーンは見ら
れるのか。 

② 2010 年代のアメリカ映画において、アジア系人物の人物像は否定的に描写される
のか。 

③ 2010 年代のアメリカ映画において、アジア系人物の生活水準が低く描写されるシ
ーンが見られるのか。 

④ 2010 年代のアメリカ映画において、アジア系人物はどのような役柄で起用される
ことが多いのか。 

 
4 つのリサーチ・クエスチョンに対する仮説は以下の通りである。 
 

① 2010 年代のアメリカ映画において、アジア系人物は暴力シーンにて被害的に描写
されることが多い。 

② 2010 年代のアメリカ映画において、アジア系人物の人物像は否定的に描写される
ことが多い。 

③ 2010 年代のアメリカ映画において、アジア系人物の生活水準は低く描写されるこ
とが多い。 

④ 2010 年代のアメリカ映画において、アジア系人物は中心人物よりも脇役として起
用されることが多い。 

 
 本調査は、アジア系人物への差別的描写を反映するものとして暴力的シーンの有無、人

物像の評価、社会的地位、役柄に着目する。リサーチ・クエスチョン及び仮説を設定する理
由は以下の通りである。 
 

① 直接的な差別行為の描写を確認する。 
② 俣野(2013)は、人物像はその国家社会で理想とされる価値観を反映するものだと

している。 
③ 俣野(2013)は、アジア人は社会を運営する素質や能力に乏しい人物であると評価

される傾向があるとしている。 
④ 日吉(1999)は役割表現が「脇役」であるほど、登場人物の過小さを表現するものだ

としている。 
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2 調査方法 

2.1 分析対象の取得法 
コーディング対象は、実写米国映画の年別興行収入上位作品の中で、各年代上位 20 位か

らアジア系人物が登場する映画である。アニメ作品を対象外とし、Netflix と Amazon Prime
で視聴可能なものとする。すべての作品は全編をコーディングするものとし、記録単位とな
る登場人物名はコーディング・マニュアルに記載する。対象作品のすべては 2021 年 5 月現
在 Netflix と Amazon Prime に加入している場合において視聴可能である。なお Netflix と
Amazon Prime を採用した理由は、これら 2 つが動画配信サービスにおいて高い利用者を獲
得しているからである。eMarketer の「OTT video viewers, by provider,2019」によると、
アメリカ動画配信サービス利用者のうち 55.3%が Netflix 利用者、52.3%が Amazon Prime
利用者であり上位 2 位を占めている。 

以上の条件では計 40 件の作品が抽出された。この中からさらに、年毎に 2 件ずつ、計 20
件を選定してコーディングをおこなうことにした。20 件に絞った理由は、今回の取り組み
で調査可能な作品数を考慮したためである。年毎の 2 件は「抽出された作品のみで年別興
行収入ランキングを参照したときに、各年の上位 2 件に該当するもの」と「監督とキャスト
が等しいシリーズ作品は 1 件に絞る」という二つの条件を満たすように選定した。20 件の
分析対象⼀覧は付録 4 につける。 

 

2.2 記録単位 
記録単位は登場人物とした。コーディングをおこなう者は、作品を視聴し、各変数に該当

するシーンをコーディング・シートの該当欄に記入した。コーディングの対象となる登場人
物は、アジア系人物と、エンドロールにおける役者順の最初の 5 人であるアジア系以外の
役者とした。最初の 5 人にアジア系人物が含まれる場合は、6 番目から 10 番目までのアジ
ア系以外の役者を繰り上げ、対象とした。人間以外を演じている場合、人種の区別がつかな
い場合はコーディングの対象から除外した。また、コーディングの際に三つ以上の変数で
「その他・不明」と判定された登場人物ものちの分析から除外した。 

本調査におけるアジア系人物とはなにかについてここで述べておく。井口(2013)は、アジ
ア系アメリカ人について以下のように述べている。 
 

合衆国では、中国人、日本人、韓国人はもちろん、タイ、べトナム、インドネシア
といった東南アジア諸国の出身者、さらにインド、バングラディシュといった南ア
ジア諸国の出身者まで含めてアジア系アメリカ人と呼ぶことが多い。（井口、2013、
p. 202） 
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本調査はこれにならい、上記の国籍を持つ役者および上記の地域がルーツである役者をア
ジア系人物として定義する。 
 

2.3 調査変数 
調査変数は以下の 7 つとした。登場人物の行動と属性の両面から、アジア系人物とそれ

以外にどのような傾向が見られるのかを分析する。 
 

① 登場人物の性別 
② 登場人物の年齢 
③ 暴力への関与 
④ 人物像の評価 
⑤ 身なり 
⑥ 場所 
⑦ 役割 

 
以下、それぞれを説明する。なお、コーディング・マニュアルは付録に添付した。 

「性別」は、カテゴリを「1. 男」「2. 女」「3. その他・不明」に設定した。この変数は、
作品内の性別ではなく、演者の性別に従ってコーディングを行なった。 

「年齢」は、カテゴリを「1. ~10 代」「2. 20 代」「3. 30 代~50 代」「4. 60 代~」「5. 不明」
に設定した。ここでは登場人物の年齢設定が曖昧な場合が考えられるため、映画公開時点で
の年齢に従って調査した。 

「暴力への関与」は、カテゴリを「1. 両面的」「2. 加害的」「3. 被害的」「4. 関与してい
ない」に設定した。全体を通して、対象人物について加害的な描写と被害的な描写のどちら
が多いかで判断した。描写の割合が同程度であれば「1. 両面的」を選択することとした。 

「人物像の評価」は、カテゴリを「1. 肯定的」「2. 否定的」「3. その他・不明」に設定し
た。全体を通して、肯定的な描写と否定的な描写のどちらが多いかを判断するものとした。 

「身なり」は、カテゴリを「1. 正装」「2. 平服」「3. 安っぽい・見窄らしい」に設定した。
この調査では、作中で当該人物が主に着ていた服装を対象とした。正装でも平服でも、汚れ
ている場合は「3. 安っぽい・見窄らしい」を選択することとした。 

「場所」は、カテゴリを「1. 統制されている」「2. 統制されていない」に設定した。この
調査において、どちらにも当てはまる場合、⽐較的⻑く描写されていると感じた方を選択し
た。 

「役割」は、カテゴリを「1. 中心人物」「2. 脇役」「3. 端役」に設定した。この調査では、
ストーリーへの関与の度合いを基準に選択した。 
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2.4 信頼性 
本調査では、まず筆者 4 名がコーダとなり、2 名ずつに分かれて対象映画のコーディング

を分担した。続く章で述べる調査結果はこの筆者 4 名の結果である。2 名の間でコーディン
グに食い違いがある場合は合議の結果を採用した。さらに、その信頼性を検定するため、以
上の 4 名とは異なる 4 名にコーディングを依頼した。本稿ではこれを外部コーダと呼ぶこ
とにする。筆者 4 名と外部コーダ 4 名はいずれも同じゼミに所属する学生である。外部コ
ーダにはトレーニングサンプルとして対象映画の⼀部を抜粋したシーンを渡し、事前にコ
ーディングの訓練を行なってからコーディングをおこなうよう指示した。外部コーダには 1
つの映画1をコーディングさせた。 

次に、筆者ら（集約しているので 1 名分）と外部コーダ 4 名の、計 5 名分のコーディン
グ結果について、Krippendorff の α 係数（Krippendorff 2004）を用いて⼀致度を算出した。
結果を表１に示す。なお、登場人物の年齢と性別は各映画で確認できるため、外部コーダへ
の依頼は行わなかった。また、暴力への関与、身なりは順序尺度として算出した。同様に、
場所、人物像の評価、役割は名義尺度として算出した。表 1 からは、暴力への関与、場所、
役割について特に高い信頼性が得られたことが分かる。⼀方で、人物像の評価と身なりにつ
いては低い値にとどまった。 

 
表 1 信頼性検証の結果 

調査変数 Krippendorff's α 
暴力への関与 0.788 
人物像の評価 0.479 

身なり 0.397 
場所 0.931 
役割 0.763 

 

3 結果 
図 1 に登場人物の暴力への関与を示す。アジア系人物の「被害的」は 39%と全体の 1/3

以上を占めているのに⽐べ、アジア系以外の中での「被害的」の割合は 28%と少ない。ま
たアジア系以外は「両面的」の割合が最も高く、「加害的」は 18%と、アジア系人物に⽐べ

 
1 対象映画は「ハングオーバー！史上最悪の二日酔い、国境を超える」（2011）で、アジア系人物 7 名、

アジア系以外 5 名の計 12 名を外部コーダに依頼した。 
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て少ない。 

 

 
 図 1 暴力への関与 

（教員コメント：実測度数を図に追記しましょう。他図も同様） 
 

図 2 に人物像の評価を示す。アジア系人物は評価が均等に 1/3 ずつ該当しているのに対
し、アジア系以外は「肯定的」が 70%かつ、その他・不明の割合が少なくなっている。また
「否定的」の割合は 34%とアジア系人物の方が多い。 

 

 
図 2 人物像の評価 
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図 3 に登場人物の身なりを示す。アジア系人物、アジア系以外ともに「平服」の割合が最

も多く、6 割を占めている。またアジア系人物はアジア系以外に⽐べて「正装」の割合が少
なく、「安っぽい・見窄らしい」の割合が多い。 

 

 
図 3 身なり 

 
図 4 に登場人物が主に登場する場所を示す。アジア系人物、アジア系以外のどちらも

「統制されている」場所が半数以上を占め、両者に大きな違いは見られない。 
 

 
図 4 場所 
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図 5 に登場人物の役割を示す。アジア系人物は「中心人物」の割合が少なく、「端役」が

約 7 割を占めている。⼀方、アジア系以外は「中心人物」と「脇役」でおよそ 8 割を占めて
おり、「端役」の割合が少ない。 

 
図 5 役割 

 

4 考察 

4.1 結果についての考察 
 
以上の結果より、アジア系人物への差別的描写の傾向が⼀部に見られることが分かった。

⼀部とは、登場人物の暴力への関与、人物像の評価、身なり、役割においてである。以下で
は仮説に従い、結果を考察する。ただし、次節にみるように登場人物の抽出法に課題がある
ため、あくまでも本調査での結果としてまず触れておく。 

第⼀に、アジア系人物は暴力シーンにおいて被害的に描写されることが多かった。「両面
的」及び「加害的」は暴力への主体性が見られることから、ここでは「被害的」な描写のみ
を差別的描写として扱うこととする。このもとで、アジア系以外は暴力に主体的に関与する
描写がより多く見られたのに対して、アジア系人物は暴力を受ける描写がより多い傾向が
見られた。 

第二に、アジア系以外は作中で「肯定的」に描かれることが多い⼀方で、アジア系人物は
「否定的」に描かれることがより多く、「その他・不明」も多いことが分かった。アジア系
人物の「その他・不明」は 1/3 を占めていることから、判断のつかない役として描かれるこ
とが多いと言える。このことから、アジア系以外が作中で肯定的な価値観を反映させた存在
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として主に描かれていることがわかる。 
第三に、わずかな違いではあるが、アジア系人物はアジア系以外に⽐べて正装で登場する

ことが少なく、見窄らしい格好で描かれることが多かった。アジア系人物は高貴で格式のあ
る存在というよりは、アジア系以外と⽐べて平凡で貧相な存在として描かれる傾向がある
のかもしれない。わずかな差であるため、今後の調査で継続して明らかにすべきである。 

第四に、アジア系以外は中心人物、またはそれを取り巻く脇役として描かれることが多か
った。⼀方で、アジア系人物は物語の展開に大きく関与しない端役として描かれることが多
かった。アジア系以外が物語の展開を左右する重要な役割を与えられるのに対して、アジア
系人物は物語に大きく関わることのない役として登場することが多いことがわかる。 

なお、場所に関しては、コーディングの結果、登場人物の「社会的地位」を表すものとし
て変数が妥当でない、もしくは変数のカテゴリ分類に問題があると考えるにいたった。その
ため、変数の妥当性を再度検討したい。 
 

4.2 方法についての改善点 
調査方法に関する改善点を 5 点述べる。 
1 点目は信頼性の検証についてである。Krippendorff のαを求めるにあたり、⼀つのコー

ディング結果によって値が大きく変化する場合があった。これは依頼したコーディング対
象件数が少なかったことが要因として考えられる。 

2 点目はアジア系以外の役者の抽出方法についてである。本調査ではエンドロールにおい
て名前が出てくる最初の 5 名の役者を抽出した。しかし、このような役者はもともと中心
人物である割合が多い。そのため、系統抽出を用いるなどし、恣意的な抽出にならないよう
にする必要があった。また、エンドロールの上から 5 名は物語の中で悪役として描かれる
ことがほとんどなかったため、多くが「肯定的」に該当する結果となった。また、これによ
り、「暴力への関与」においては主要人物を中心に繰り広げられるバトルシーンを「両面的」
に分類したため、アジア系以外の「両面的」の割合が増えたとみられる。 

3 点目は「アジア系以外」の役者の幅の広さについてである。「アジア系以外の人物」と
いう分類では分析対象が抽象的すぎるため、仮説の検証に他の要因を排除しきれない可能
性がある。具体的には、⿊人や白人、ヒスパニックなどを区別して検証する必要があった。 

4 点目は身なりについてである。「平服」の定義を広く設定し、結果としてその割合が大
きくなってしまった。このため、カテゴリの分類を再検討する必要がある。 

5 点目は「場所」についてである。コーディングをしたところ、場所の変数は映画の作風
に左右されることが多かった。そのため、必ずしも登場人物の社会的地位を表すものとして
妥当ではなかった。別の変数を用いて再度検証する必要がある。 
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5 まとめ 
 本調査では、米国映画におけるアジア系人物に対する差別的描写の内容分析を行なった。
⼀部の変数については設定した仮説に沿った結果が得られた。しかし、登場人物のサンプリ
ング法、信頼性をもたらすためのコーディング・ルール作りが今後の課題である。また、本
調査は米国映画に登場するアジア系の人々の表象を明らかにし、その差別的描写の有無を
確認することが目的であったが、現実のアジア系の人々に対する印象をメディアが忠実に
再現したかどうかについても別途考察が必要である。  
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付録 

付録 1-a：研究計画への Q-and-A（3 年生） 
Q1 ・アメリカ映画においてアジア系の人々が起用されているイメージがあまりないため、
仮説を検証するほど対象となる映像があるのかが気になった。 
・アメリカ映画においてアジア人がどの程度登場するかは私も単純に気になりました。 
A. ご指摘の通りアメリカ映画におけるアジア系の登場頻度は低く、私たちもその点につい

て憂慮しています。既にコーディングを終えた作品では、各作品 2~8 人と、本研究と類
似する先行研究と同数程度の調査対象は得ることができている状態です。 

 
Q2 多国籍国家であるアメリカの映画が対象なので、ほかの人種との⽐較を見たいと思った。 
A. その点についてグループで話し合った結果、エンドロールにおけるキャスト順の上位 5

人のアジア系以外のキャストも調査対象とすることにしました。詳細は「4.2 分析法」
に追記しました。 

 
Q3 画面の端に存在する、エキストラのようなアジア人も多くいると思うが、どの程度まで
カウントするのか気になった。 
A. 役名とセリフのある登場人物のみをカウントしています。その点について、「4.2 分析

法」に詳細を追記しました。 
 
Q4 アジア人というと、かなり幅が広いような気がするので、何を持ってアジア人とするか
決めておくと良いかも(⻩⾊人種などの肌の⾊？使用している言語？) 
A. その点について、「4.2 分析法」に「本研究におけるアジア人の定義」を追記しました。 
 
Q5 社会的地位の高低についても、少し定義を細かくしていければ良いと思った。 
→治安や生活レベルを象徴するような映像とは何か(治安の悪さでいうと、ゴミ捨て場・路
地裏とか？) 
A. ご指摘の通りその点については判断基準が難しいものでした。グループで検討した結果、

変数の「生活水準」を削除した代わりに、「身なり」と「場所」を追加しました。カテ
ゴリについてはコーディングを進める中で確定する予定です。 

 
Q6 研究目的でアジア系住⺠に対するヘイトクライムのことが挙げられているが、ここでの
アジア系住⺠と、調査対象のアジア系は同じか？ 
A. 研究目的で示したヘイトクライムは、新型コロナ流行以前のものも含んでいるため、同

じものであると認識しています。ご指摘を受け、調査目的の該当箇所を少し改稿しまし
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た。また、調査対象のアジア系については「4.2 分析法」に「本研究におけるアジア人
の定義」として追記しました。 

Q7 脇役である場合、人種がアジア人だとわかるほどの描写も少ないのではないかと思った。
「脇役であればあるほど登場人物の過小さを表現する」と書いてあったが、人種の判別は何
で行うのか 
A. 目視での人種の判別が難しい場合は、分析対象となる役者自身の人種を調べた上で、

「4.2 分析法」に追記したアジア人の定義に該当するかを確認します。役者自体を特定
できない場合は分析対象から除外します。 

 
調査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） 
Q1 「アジア人の生活水準が低い事」＝「アジア人の社会的地位が低い」（リサーチ・クエ
スチョン②）となるのか疑問に思った。特にアジア途上国では、生活水準が低いのは事実だ
と思うが、それを「社会的な地位の低さ」という差別に直結させていいのか？ 
A. ご指摘を頂き、リサーチ・クエスチョンを訂正しました。また、アジア途上国で生活水

準が低いことは事実ですが、それをメディアで描写することは差別に繋がるというよう
に判断しています。 

 
Q2 服装の変数では種類によって分けているので排他性がないと思う。綺麗汚いという状態
を含めた二重コーディングをしてみてはどうか。 
A. ご指摘頂いた内容を含む職業カースト参考例とその具体例を追加しました。また、時間

変化に伴う身なりの変化(戦闘によって衣服が汚れた場合など)が生じた場合、変化前の
描写に従うというルールを設定しました。 

 
Q3 変数⼀つ⼀つに意味を持たせているのか？仮説検証に繋がる変数になっているのか? 
A. 性別と年齢については、分析対象を判別する際の参考材料としてコーディングします。

それ以外の変数は、仮説検証に繋がるかどうかを検討した上で設定しました。 
 
調査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  
Q1. 変数によって、「変化前の項目」または「描写される割合の高い項目」の基準が分か
れていると説明があったが、どのような観点から基準を分けたのかの説明があるとより
分かりやすいと思いました。 

A. 「身なり」のカテゴリ分類において「変化前の項目」を採用しました。その理由とし
て「身なり」は時間変化に伴う身なりの変化(戦闘によって衣服が汚れた場合など)が
生じることを考慮したとしても、変数が示唆する内容については変化がないと考えた
ため、「変化前の項目」を採用しました。 

 
Q1. 人物像の評価の変数について、コーディング・マニュアルの説明に合うカテゴリ名が
他にあるかもしれないと思った。 

A. これは早稲田大学政治経済学部中村理ゼミ(2018)レポートのカテゴリ名を参照し、本
調査においてそのまま使用したとしても、コーディングに支障がないと判断したため
採用しました。→教員コメント：先行レポートが妥当ならそれを採用すればよいです
し、そうでなければ改善を加えましょう。 
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付録 3：コーディング・マニュアル 
0. はじめに 

本マニュアルを読み、コーディング・シートへの記入を行ってください。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。 
 
 
1. 分析対象 

コーディング対象件数は 20 件で、対象期間は 2010 年から 2019 年の 10 年間です。対象
の抽出方法は以下の通りです。 

はじめに各年代における全米の年間映画興行収入上位 20 作品からアジア系の人物が登場
する映画を取得します。そのうちアニメ作品を除き、Netflix または Amazon Prime にて視
聴可能な作品を選別します。最後に、選別された作品の中から興行収入の高い順に各年代か
ら 2 作品ずつ取り出します。以上の方法によって抽出された 20 作品が分析対象です。 

コーディング・シートには、対象となる作品名と視聴可能な映画配信サービス、登場人物
が既に記されています。シートに記載済みのすべての作品について、各自で取得し全編コー
ディングしてください。 

 
2. 分析単位・分析方法 

抽出単位は映画作品、記録単位は登場人物です。対象となる登場人物には、エンドロール
において名前が出てくる最初の 5 名の役者、および後に記載する変数に該当するアジア系
人物を選定しています。ただし、最初の 5 名にアジア系人物が含まれている場合は、最初か
ら 10 番目までに登場する役者の中から順に繰り上げて最大で 5 名を対象とします。 (Ex.
最初から 5 番目までにアジア系人物が 2 名、6 番目から 10 番目までにアジア系人物が 4 名
の場合→アジア系以外の分析対象人数は 4 名。) 

具体的な分析対象人物についてはコーディング・シートに記載してありますので、そちら
を参照してください。ただし、「①性別」「②年齢」については、⼀意に決まる変数であるた
め既にこちらで指定してあります。記録してもらいたい変数は、「③暴力への関与」「④人物
像の評価」「⑤身なり」「⑥場所」「⑦役割」の 5 つです。コーディング・シートにおける○
はアジア系人物を、●はアジア系以外の人物を表しています。 

 
 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つつ進めてください。 
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①性別 

カテゴリは「⑴男」「⑵女」「⑶その他・不明」からの単⼀選択です。 
 作品内の性別ではなく、キャストの性別に従ってください。 

 
②年齢 

カテゴリは「⑴〜10 代」「⑵20 代」「⑶30 代〜50 代」「⑷60 代〜」「(5)不明」からの単
⼀選択です。 
 登場人物の年齢設定が曖昧な場合が考えられるため、キャストの映画公開時点で

の年齢に従ってください。 
 
③暴力への関与 

カテゴリは「⑴両面的」「⑵加害的」「(3)被害的」「(4)関与していない」の単⼀選択で
す。 
 全体を通して、対象人物について加害的な描写と被害的な描写のどちらが多いか

で判断してください。描写の割合が同程度であれば「(1)両面的」を選択してくだ
さい。 

 物語の文脈を考慮せず、以下に定義する暴力的描写の有無に従いコーディングし
てください。 

 
【「暴力」の定義】 
 追跡など、直接物理的な被害を加えられていないものでも、人物の身に危険を及ぼ

すような言動はすべて暴力とみなす。 
 人以外に例えば捕食なり攻撃を加えられた場合も、暴力（被害的）とみなす。 
 言語的な活動においても、脅迫・罵倒は暴力に含むとする。 
 子供同士のいたずらのような場合でも、⼀方が明確に拒否感を示していたら、両者

間で交わされている行為は暴力と判断する。 
 軽口のような形で交わされている罵倒でも、⼀方が明確に拒否感を示していたら、

両者間で交わされている行為は暴力と判断する。 
(早稲田大学政治経済学部中村理ゼミレポート、2018 参照) 
教員コメント：先行レポートを参考にするのも良いですし、改善が必要だと感じる
ならぜひそうしましょう。 

 
④人物像の評価 

カテゴリは「⑴肯定的（ヒーロー的、作中でポジティブな印象）」「⑵否定的（悪役的、
作中でネガティブな印象）」「⑶その他・不明」の単⼀選択です。 
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 全体を通して、対象人物について肯定的な描写と否定的な描写のどちらが多いか
で判断してください。 

 例えば、アニメ版「ドラえもん」におけるジャイアンであれば、⽐較的割合の多い
否定的描写に従い、「(2)否定的」を選択します。 

 
⑤身なり 

カテゴリは「⑴正装」「(2)平服」「(3)安っぽい・見窄らしい」からの単⼀選択です。 
 作中で当該人物が主に着ていた服装を対象とします。時間変化に伴う身なりの変

化(戦闘によって衣服が汚れた場合など)が生じた場合、変化前の描写に従い選択し
てください。 

 正装でも平服でも、汚れている場合は「(3)安っぽい・見窄らしい」を選択してく
ださい。 

 職業に伴う衣服については、以下に示す【職業カースト参考例】をもとに選択して
ください。 
 
【職業カースト参考例】 
 上流階級：官僚、会社役員、医師 → 「(1)正装」 
 中流階級：学生、サラリーマン、教師、記者 → 「(2)平服」 
 下流階級：アルバイト、非正規雇用者 → 「(3)安っぽい・見窄らしい」 
 

 具体例 
 「(1)正装」：タキシード、ドレスなど 
 「(2)平服」：スーツ、T シャツ、スポーツのユニフォームなど 
 「(3)安っぽい・見窄らしい」：汗まみれのタンクトップ、薄汚れた T シャツ、

服を着ていないなど 
 
教員コメント：正装というとなんらかの儀式に向けた衣装を意味するので、誤
解ない表現がより望まれます。 

 
⑥場所 

カテゴリは「⑴統制されている」「(2)統制されていない」からの単⼀選択です。 
 (1)も(2)も当てはまる場合、⽐較的⻑く描写されていると感じた選択肢を選んでく

ださい。 
 作中の時間変化とともに上記の項目内で移行が起きた場合(戦っていくうえで、建

物が崩壊していくなど)、変化前の項目に従い選択してください。 
 以下の参考例において「(1)統制されている」に該当する場所であったとしても、
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落書きやゴミの放棄などが確認できる場合は、「(2)統制されていない」を選択して
ください。 

 参考例 
 「(1)統制されている」：学校、研究所、ショッピングモールなど 
 「(2)統制されていない」：高架下、路地裏、下水道など 

 
⑦役割 

カテゴリは「(1)中心人物」「(2)脇役」「(3)端役」の単⼀選択です。 
 「(1)中心人物」：主人公やヒロイン、そのバディ。 

「(2)脇役」：中心人物の仲間。ストーリーに密接にかかわってくる。 
「(3)端役」：中心人物と脇役に該当しない人物。 

 例えば「ドラえもん」であれば、 
(1)…ドラえもん・のび太 
(2)…ジャイアン・スネ夫・しずかちゃん 
(3)…出⽊杉君・のび太のお⺟さん 
を選択します。 

 
【注意事項】 

変数によって、作中の時間変化とともに上記の項目内で移行が起きた場合に、「変化前の
項目」または「描写される割合の高い項目」のどちらを基準に選択を行うかが異なります。
本マニュアルをよく確認したうえで、判断基準に⼀貫性が欠けることのないよう注意しな
がら作業に当たってください。 
 
3.  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。 
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付録 4：分析対象リスト 
年度 映画タイトル 
2010 1. インセプション 

2. ベスト・キッド 
2011 3. ハングオーバー！ 史上最悪の二日酔い、国境を越える 

4. ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン 
2012 5. トワイライト・サーガ:ブレイキング・ドーン Part2 

6. アメイジング・スパイダーマン 
2013 7. スター・トレック イントゥ・ダークネス 

8. ワイルド・スピード:EURO MISSION 
2014 9. トランスフォーマー:ロストエイジ 

10. ミュータント・タートルズ 
2015 11. ジュラシック・ワールド 

12. ミッション・インポッシブル:ローグ・ネイション 
2016 13. ラ・ラ・ランド 

14. バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 
2017 15. スパイダーマン: ホームカミング 

16. ゲット・アウト 
2018 17. アクアマン 

18. ファンタスティックビースト:⿊い魔法使いの誕生 
2019 19. 名探偵ピカチュウ 

20. ゴジラ:キングモンスターズ 
2020 該当なし 

 

作品の概要（Amazon Prime・Netflix の作品ページより） 

1. インセプション(Netflix) 
 他人の夢に侵入し、秘密を抜き取るプロが最後の仕事に選んだもの。それは、盗む代わり
に相手の潜在意識にアイディアを植え付けるという危険なミッションだった。 
 
2. ベスト・キッド(Netflix) 
 ⺟と 2 人アメリカから北京に引っ越してきた少年ドレ。いじめっ子たちに⼀矢報いるた
め空手の達人に教えを乞うが…。あのヒット作のリメイク版。 
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3. ハングオーバー！ 史上最悪の二日酔い、国境を越える(Netflix) 
 ステュの結婚式に出席するためにタイで再会した男たちは、翌朝メチャクチャになった
ホテルの部屋で目を覚ます。もちろん記憶があるはずがなく…。 
 
4. ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン(Netflix) 
 恋も仕事も崖っぷちの女。親友が婚約し、名誉ある花嫁介添人を頼まれる。ところがほか
の介添人に出会い、競争心に火がつき、危うく大事な日をぶち壊しに…。 
 
5. トワイライト・サーガ:ブレイキング・ドーン Part2(Netflix) 
 壮大な物語を描く映画シリーズの完結編。ベラとエドワードの間に娘が生まれたことによ
り、ヴォルトゥーリ族との運命の対決が幕を開ける。 
 
6. アメイジング・スパイダーマン(Netflix) 
 高校生のピーター・パーカーが、クモに刺されて得た超人的能力を駆使し宿敵リザードと
の戦いに挑む。装いも新たにリブートされたスーパーヒーローアクション。 
 
7. スター・トレック イントゥ・ダークネス(Netflix) 
 前作よりさらにパワーアップしたスター・トレックの劇場版。冷酷なテロリストの登場で、
カークたちは人類の未来をかけた壮大な戦闘に臨む。 
 
8. ワイルド・スピード:EURO MISSION(Netflix) 
 凄腕のストリートレーサー、ドミニクが、FBI 捜査官から要請を受け再び仲間を招集。巨
大犯罪組織壊滅のため、ヨーロッパを舞台に超過激カーアクションを展開。 
 
9. トランスフォーマー:ロストエイジ(Amazon Prime) 
 マイケル・ベイ監督とスティーブン・スピルバーグ制作総書記による「トランスフォーマ
ー」の最高傑作が登場！新たな脅威に見舞われた人類は絶滅の危機を迎えようとしていた。
世界を救えるのはオプティマス・プライムとオートボットだけだ。だが彼らは政府から迫害
されるみとなっており、新たな味方を必要としていた。それが発明家ケイド・イェイガーと
ダイのボットたちだ！ 
 
10. ミュータント・タートルズ(Netflix) 
 邪悪な犯罪組織フット軍団が横行するニューヨーク。悪から街を守るべく、謎の 4 人組の
ヒーローが出現。その正体はなんと、⻲の突然変異体のニンジャだった！ 
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11. ジュラシック・ワールド(Netflix) 
 本物の恐⻯を身近に体験できるリゾート、ジュラシック・ワールド。入場者を増やすため
に誕生させた凶暴な大型恐⻯が逃亡し、園内は大パニックに陥ってしまう。 
 
12. ミッション・インポッシブル:ローグ・ネイション(Netflix) 
 国際的な陰謀を企む謎の組織シンジケート。IMF の解散後、イーサンと元チームのメン
バーたちは、ならず者集団を壊滅すべく史上最大の不可能ミッションに挑む。 
 
13. ラ・ラ・ランド(Netflix) 
 大都会ロサンゼルス。夢を叶えようと奮闘する男女が出会い、急速にお互いの距離を縮め
ていく。恋愛成就か、夢の大成か、切ない運命が 2 人を待っていた。 
 
14. バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生(Netflix) 
 スーパーマンの強大な力を人類の脅威に感じ始めたバットマン。もはや、鋼鉄の男とダー
クナイトの激突は不可避。だが、この気に乗じて暗躍する、ある男の姿が。 
 
15. スパイダーマン: ホームカミング(Netflix) 
 高校生としての日常に戻った、スパイダーマンことピーター・パーカー。ヒーローとして
認められようと意気込み、街を危機に陥れる新たな敵に立ち向かうのだが…。 
 
16. ゲット・アウト(Amazon Prime) 
 ニューヨークに暮らすアフリカ系アメリカ人の写真家のクリスは、ある週末に白人の彼
女ローズの実家へ招待される。若⼲の不安とは裏腹に過剰な歓迎を受けるものの、⿊人の使
用人がいることにより妙な違和感を覚える。翌日、亡くなったローズの祖父を讃えるパーテ
ィーに多くの友人が集まるが、なぜか白人ばかり。 
 
17. アクアマン(Amazon Prime) 
 冒険と脅威の映像、怒涛のスペクタクル、アクアマンでは、1 人の英雄の誕生秘話が明
かされる。人間とアトランティスの 2 つの血を引くアーサー・カリーは、地震の運命を確
かめるための旅に出る。自分は何者なのか、本当に王となるべき男なのか… 
 
18. ファンタスティックビースト:⿊い魔法使いの誕生(Amazon Prime) 
 ハリーポッターの原作者が贈る、新たな魔法世界、捉えられていた強大な⿊い魔法使いゲ
ラート・グリンデルバルドが逃走する。その⼀方を受け、魔法動物学者ニュート・スキャマ



Osamu NAKAMURA's Seminar @WASEDA Univ. 

 24

ンダーは、ホグワーツ魔法魔術学校の恩師アルバス・ダンブルドアに呼び出される。予測不
能な危険に立ち向かいながら、ニュートはグリンデルバルドの企みを阻止できるのか。 
19. 名探偵ピカチュウ(Amazon Prime) 
 かつてポケモンのことが大好きな少年だったティムは、ポケモンに関わる事件の捜査へ
向かったきり、家に戻らなかった父親、ハリーとポケモンを遠ざけるようになってしまった。
それから年月が経ち、大人になったティムの元にある日、ハリーと同僚だったというヨシダ
警備補から電話がかかってくる。「お父さんが事故で亡くなった」。複雑な思いを胸に残し
たまま、ティムは人間とポケモンが共存する街・ライムシティへと向かう。 
 
20. ゴジラ:キングモンスターズ(Netflix) 
 破壊による自然秩序回復を訴えるテロリスト集団が覚醒させた怪獣たちとゴジラとの覇
権争いが各地で勃発。世界破壊を阻止すべく、特務機関モナークが奮闘する。 

 

付録 5：コーディング・シート（エクセルファイルで別添） 

  
付録 6：全コーディング結果（エクセルファイルで別添） 

 
 
 
 


