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調査法調査法調査法調査法    

    

    

    

A. A. A. A. 研究デザイン研究デザイン研究デザイン研究デザイン    

テーマに基づいて、本研究は定性的研究（Qualitative Research）であり、

定性的記述法（Qualitative Descriptive）というアプローチを使用する。 

定性的研究は、テキスト、図解やシンボルなどのようなドキュメントを含む

定性的なメディアの性質を分析し、ある社会の社会的の習慣などを明らかにす

るために採用される。定性的の研究における分析の作業には、画像、記号、シ

ンボル、動画などの全てのデータを「テキスト」だと名称される。つまり、定

性的研究に処理されるドキュメントというのは、分析の作業に必要となる記録

したデータの代表である。 

上で述べたように、本研究は定性的な研究であるため、記述メッソドが採用

される。記述メッソドでは、民族の事態や、状況、考え方、現在に起きる現象

などを研究するために使用される。記述法の研究の目的は、研究する現象に関

する特殊、ほかの現象との関係に対する系統的な記述を提示することである。 

B. B. B. B. 研究のデータ研究のデータ研究のデータ研究のデータ    

本研究では、漫画を対象としてコーパスを収集する。漫画における会話は表

層的にも、機能的にも言語研究のデータとして扱われる。 



 

 

データの選択に関しては二つの理由がある。まず第１、漫画はドラマや小説

と同様に、人間の個人的及び社会的の生活を語る作品である。それゆえに、漫

画は日本の実際の社会の模型であることは合理的であるため、短時間の研究に

おいて、実際の日本の社会の代わりに漫画を生かして、データを収集できるで

はないかと考えられる。 

第２に、データ記録に関することである。漫画は上記に述べたように、人間

の個人的及び社会的の生活を語るという点が合理的だと認められれば、ドラマ、

映画、小説なども漫画と同様な機能を持っているため、本研究のデータとして

扱われることもあり得る。 

しかし、データ記録に関しては、ドラマ及び映画からデータを記録すれば、

データのスキャンニングをはじめ、文字化にする作業も必要であるため、ずい

ぶん時間をかける。小説の場合は文字化にする必要はないが、漫画と異なり、

発話を背景する場面が視覚化にしないため、データの取り込みに起こる間違い

が多いという理由がある。下記の表では、本研究に対象するデータの材料選択

に関る対比が見られ、漫画を対象として研究を行う理由が参照できる。 

  

漫画漫画漫画漫画 ドラマドラマドラマドラマ    / / / / 映画映画映画映画 小説小説小説小説 

• 実際の社会生活を語る 

• データは記録しやすい 

• 発話時の場面がすぐに

見られる。データ分析

に誤解が発生する可能

• 実際の社会生活を語る 

• データを文字化にする

必要がある 

• 発話時の場面がすぐに

見られる 

• 実際の社会生活を語る 

• データは記録しやすい 

• 発話時の場面がすぐに

見えない。データ分析

に誤解が発生する可能



 

 

性が低い   • データ記録には時間を

かかる。 

性が高い 

表 1：研究データとしての漫画、ドラマ・映画、小説の対比 

 

本研究に処理されるデータに関して、対象とする漫画をまず二つのジャンル

に分類される。このジャンルの決定は漫画の内容的に基づくことである。それ

ぞれは内容的に硬い、まじめな漫画に対して「A タイプの漫画」と呼ばれ、内容

的に軟らかい、読者を楽しませる漫画に対して「B タイプの漫画」と呼ばれる。 

A タイプの漫画は科学、犯罪行為、ホラー、技術、政治、教育、就職または

ビジネス関係など、まじめなことを含む内容を表す。このタイプにおける漫画

は、読者を話の筋に誘巻き込ませ、ある程度読者をひたすらに考えさえること

はその特徴である。さらに、このタイプの漫画は読者に対して討論をするよう

に果たし、ある時はアイデアを伝えたり知識を与えたりするタイプである。デ

ータとして対象し、A タイプの範囲に入れる漫画は『ホテル１』(経営、経済、

犯罪行為、政治行動、恋愛に関する)、『プロジェクト X』 (科学、技術、ビジネ

ス経営やストラテジーに関する)、『座敷女』 (ミステリー, 犯罪行為に関する)

という漫画である。 

次に、B タイプの漫画である。この漫画は内容的に軟らかい、子供話、ユー

モアや非科学的のフィクションに関する内容が多い。このタイプの漫画は、読

者に対して考えさせず、読者に緩めさせることはその特徴である。このタイプ

の範囲に入れる漫画は『クレヨンしんちゃん２』、『クレヨンしんちゃん９』、『ク

レヨンしんちゃん１０』、『らんま 1/2 １』、『らんま 1/2 ２』という漫画であ

る。 



 

 

 

C. C. C. C. データ処理法データ処理法データ処理法データ処理法    

 データ処理はデータを収集される方法から始まる。データを収集する作業

は、研究に採用されるデータを集めるための系統的なプロセスがあり、標準的

な作業である。 Miles＆Huberman (1984: 15)によると、定性的の言語分析で

はデータ収集、データの 削減、データの提示、まとめを引くという作業が含ん

でいる。その作業に関しては次の図の通りに行われる： 

                                              

画像 5: Miles＆Huberman (1984)が提唱した言語のデータ分析 

本研究に処理されるデータは漫画における間接依頼表現である。そのデータ

を次のような方法で処理される： 

 

1.1.1.1. データ収集法データ収集法データ収集法データ収集法    

データを収集する作業の最初の段階は何種類のジャンルの漫画を観察す

ることである。 漫画に対する観察は、研究するテーマに適切なデータを見

つけ出すのに行われる。決定した漫画におけるデータは、別紙に記録する。 

データ記録には、著者は漫画における会話に使用される言語の使い方を

観察する役目がある。この作業では、指摘された漫画を読むことでデータの

データ収集 データ提示 

データ確認 データ削減 

まとめ  



 

 

スキャンニングをし、テーマに適切なデータが見つけ出したら別紙に記録す

る。さらに、データの分類及び分析の作業が流暢にいけるように、発話の場

面、話し手と聞き手との関係も記述される。 

データの出現は会話の場面をはじめ、ほかの発話の存在に支えられるた

め、データを支える会話の範囲に限って記録する。データ記録の作業には、

データの位置を記すために、漫画のタイトル、巻の番号、ページ番号、フレ

ーム番号という順番で記号を付けられ、必要の場合、噴出し（漫画のキャラ

クターの発話を囲む球体）まで番号を付けて記録される。なお、データが二

つ以上のフレームや位置のページを越える場合は、前述の順番のような記号

で付けず、ページ番号のみ付けられる。 

 

 

2.2.2.2. データ確認データ確認データ確認データ確認        

データ確認は正確のデータを手に入れるように必要な手段であり、次の

ような方法で行われる 

a. 材料の確認。 

材料の確認というのは、データとして処理される材料の正確さ、データ

としての条件を満たしたかという確認である。 

b. インフォーマントの確認。 

この方法は、データの正確さを判定する日本語の母語話者や日本語の専

門家の適切性の確認である。 

c. 理論的の確認。 

この方法は研究の結果の信頼性を決めるために採用される。 



 

 

d. メッソドの確認。 

このような確認の方法は、本研究に採用される研究の方法を確認するた

めに使用される。 

本研究に採用されるデータ確認の方法は材料の確認である。このような

データ確認では、研究に処理されるデータを確認すること上、評価をし、日

本語の母語話者や日本語の専門家及び指導教官と処理されるデータに関し

て相談する。データ確認はデータを収集する作業からデータ分析の作業まで

行われ、分析作業でのデータ確認の段階では処理されるデータは本研究の質

問に答えられるかに関する標識だとみなされる。 

 

 

3. データの削減 

データの削減は収集されたデータを再選択のプロセスを表す。この作業

では、データを焦点したり、区別したり、不必要なものを削除したり、再整

理したりすることであり、それぞれの作業の次第では、研究の結果が焦点で

きるようになり、まとめを絞れることに導かれる。  

 

4. データの提示 

この段階での作業はデータを分析したり、研究の結果に重要な情報にな

るように成立する作業である。 データ提示に関して、橋内(1999:19)は、

談話分析法は二つの方法で行われると述べた。それは構造的から機能的に分

析し、あるいは機能的から構造的に分析することである。構造的データ分析

は構造や意味を研究する言語学の分野でアプローチする。 

構造的アプローチはデータをいくつかの要素で構造され、それぞれ独自



 

 

の要素が意味を持っている。語用論的言語学というのは言語の規則、とくに

文法と関係のある言語の使用である。社会的語用論研究は社会学、特に社会

言語学に関連する言語行動に焦点する研究である。本研究では、データをが

非言語の要素として扱われる。つまり、本研究に応用されることは、間接依

頼表現における語用論の働きに関することを焦点する。  

 

5. 結論 

分析の作業では、結果を明らかにすることに集中できるように、分析し

たデータを再び観察することである。これは研究のテーマに適切さを理解し

たり、確認したりするために行われる。  

漫画は日本の実際の社会の模型であり、社会における状況を絵と発話で

語る作品である。その発話は自然な会話を含み、表層的にも機能的にもデー

タとして採用されることに適切であろう。 

 

D. D. D. D. データ分析法データ分析法データ分析法データ分析法    

本研究ではデータを分析するために「Reflective-Introspective」という

方法を採用される。「Reflective-Introspective」の分析法では、研究者が発話

することに巻き込まれ、同時に話し手と聞き手としての立場で発話における表

現を解釈しなければならない。それは(Sudaryanto, 1993: 118–121)が述べたよ

うに、適切な解釈が作り出せるように、研究者は研究対象にする言語に対する

能力を持っていると期待される。 

「Reflective-Introspective」分析法とともに、本研究では Millroy が提唱し

た「実験的」（Experimental）分析法も採用される (Alwasilah, 2006: 71)。本



 

 

モデルには日本語の母語話者もデータ分析の作業に巻き込み、母語話者からは

言語における実際の状況及び言語使いの種類という情報求める。これは前述の

ように、データ確認のためにも必要である。実験的分析法のプロセスは次の通

りである。 

 

 

画像 6:実験的な分析法(Milroy, 1987: 4, 引用：Alwasilah 2006: 71) 
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A. A. A. A. 研究デザイン研究デザイン研究デザイン研究デザイン    

テーマに基づいて、本研究は定性的研究（Qualitative Research）であり、

定性的記述法（Qualitative Descriptive）というアプローチを使用する。 

定性的研究は、テキスト、図解やシンボルなどのようなドキュメントを含む

定性的なメディアの性質を分析し、ある社会の社会的の習慣などを明らかにす

るために採用される。定性的の研究における分析の作業には、画像、記号、シ

ンボル、動画などの全てのデータを「テキスト」だと名称される。つまり、定

性的研究に処理されるドキュメントというのは、分析の作業に必要となる記録

会話モデル 
(文法) 

 

 

 

研究者 

データ  

インフォーマント 

言語 



 

 

したデータの代表である。 

上で述べたように、本研究は定性的な研究であるため、記述メッソドが採用

される。記述メッソドでは、民族の事態や、状況、考え方、現在に起きる現象

などを研究するために使用される。記述法の研究の目的は、研究する現象に関

する特殊、ほかの現象との関係に対する系統的な記述を提示することである。 

B. B. B. B. 研究研究研究研究のデータのデータのデータのデータ    

本研究では、漫画を対象としてコーパスを収集する。漫画における会話は表

層的にも、機能的にも言語研究のデータとして扱われる。 

データの選択に関しては二つの理由がある。まず第１、漫画はドラマや小説

と同様に、人間の個人的及び社会的の生活を語る作品である。それゆえに、漫

画は日本の実際の社会の模型であることは合理的であるため、短時間の研究に

おいて、実際の日本の社会の代わりに漫画を生かして、データを収集できるで

はないかと考えられる。 

第２に、データ記録に関することである。漫画は上記に述べたように、人間

の個人的及び社会的の生活を語るという点が合理的だと認められれば、ドラマ、

映画、小説なども漫画と同様な機能を持っているため、本研究のデータとして

扱われることもあり得る。 

しかし、データ記録に関しては、ドラマ及び映画からデータを記録すれば、

データのスキャンニングをはじめ、文字化にする作業も必要であるため、ずい

ぶん時間をかける。小説の場合は文字化にする必要はないが、漫画と異なり、



 

 

発話を背景する場面が視覚化にしないため、データの取り込みに起こる間違い

が多いという理由がある。下記の表では、本研究に対象するデータの材料選択

に関る対比が見られ、漫画を対象として研究を行う理由が参照できる。 

  

漫画漫画漫画漫画 ドラマドラマドラマドラマ    / / / / 映画映画映画映画 小説小説小説小説 

• 実際の社会生活を語る 

• データは記録しやすい 

• 発話時の場面がすぐに

見られる。データ分析

に誤解が発生する可能

性が低い   

• 実際の社会生活を語る 

• データを文字化にする

必要がある 

• 発話時の場面がすぐに

見られる 

• データ記録には時間を

かかる。 

• 実際の社会生活を語る 

• データは記録しやすい 

• 発話時の場面がすぐに

見えない。データ分析

に誤解が発生する可能

性が高い 

表 1：研究データとしての漫画、ドラマ・映画、小説の対比 

 

本研究に処理されるデータに関して、対象とする漫画をまず二つのジャンル

に分類される。このジャンルの決定は漫画の内容的に基づくことである。それ

ぞれは内容的に硬い、まじめな漫画に対して「A タイプの漫画」と呼ばれ、内容

的に軟らかい、読者を楽しませる漫画に対して「B タイプの漫画」と呼ばれる。 

A タイプの漫画は科学、犯罪行為、ホラー、技術、政治、教育、就職または

ビジネス関係など、まじめなことを含む内容を表す。このタイプにおける漫画

は、読者を話の筋に誘巻き込ませ、ある程度読者をひたすらに考えさえること

はその特徴である。さらに、このタイプの漫画は読者に対して討論をするよう

に果たし、ある時はアイデアを伝えたり知識を与えたりするタイプである。デ



 

 

ータとして対象し、A タイプの範囲に入れる漫画は『ホテル１』(経営、経済、

犯罪行為、政治行動、恋愛に関する)、『プロジェクト X』 (科学、技術、ビジネ

ス経営やストラテジーに関する)、『座敷女』 (ミステリー, 犯罪行為に関する)

という漫画である。 

次に、B タイプの漫画である。この漫画は内容的に軟らかい、子供話、ユー

モアや非科学的のフィクションに関する内容が多い。このタイプの漫画は、読

者に対して考えさせず、読者に緩めさせることはその特徴である。このタイプ

の範囲に入れる漫画は『クレヨンしんちゃん２』、『クレヨンしんちゃん９』、『ク

レヨンしんちゃん１０』、『らんま 1/2 １』、『らんま 1/2 ２』という漫画であ

る。 

 

C. C. C. C. データ処理法データ処理法データ処理法データ処理法    

 データ処理はデータを収集される方法から始まる。データを収集する作業

は、研究に採用されるデータを集めるための系統的なプロセスがあり、標準的

な作業である。 Miles＆Huberman (1984: 15)によると、定性的の言語分析で

はデータ収集、データの 削減、データの提示、まとめを引くという作業が含ん

でいる。その作業に関しては次の図の通りに行われる： 

                                              

データ収集 データ提示 

データ確認 データ削減 

まとめ  



 

 

画像 5: Miles＆Huberman (1984)が提唱した言語のデータ分析 

本研究に処理されるデータは漫画における間接依頼表現である。そのデータ

を次のような方法で処理される： 

 

6.6.6.6. データ収集法データ収集法データ収集法データ収集法    

データを収集する作業の最初の段階は何種類のジャンルの漫画を観察す

ることである。 漫画に対する観察は、研究するテーマに適切なデータを見

つけ出すのに行われる。決定した漫画におけるデータは、別紙に記録する。 

データ記録には、著者は漫画における会話に使用される言語の使い方を

観察する役目がある。この作業では、指摘された漫画を読むことでデータの

スキャンニングをし、テーマに適切なデータが見つけ出したら別紙に記録す

る。さらに、データの分類及び分析の作業が流暢にいけるように、発話の場

面、話し手と聞き手との関係も記述される。 

データの出現は会話の場面をはじめ、ほかの発話の存在に支えられるた

め、データを支える会話の範囲に限って記録する。データ記録の作業には、

データの位置を記すために、漫画のタイトル、巻の番号、ページ番号、フレ

ーム番号という順番で記号を付けられ、必要の場合、噴出し（漫画のキャラ

クターの発話を囲む球体）まで番号を付けて記録される。なお、データが二

つ以上のフレームや位置のページを越える場合は、前述の順番のような記号

で付けず、ページ番号のみ付けられる。 

 

 

7.7.7.7. データ確認データ確認データ確認データ確認        



 

 

データ確認は正確のデータを手に入れるように必要な手段であり、次の

ような方法で行われる 

a. 材料の確認。 

材料の確認というのは、データとして処理される材料の正確さ、データ

としての条件を満たしたかという確認である。 

b. インフォーマントの確認。 

この方法は、データの正確さを判定する日本語の母語話者や日本語の専

門家の適切性の確認である。 

c. 理論的の確認。 

この方法は研究の結果の信頼性を決めるために採用される。 

d. メッソドの確認。 

このような確認の方法は、本研究に採用される研究の方法を確認するた

めに使用される。 

本研究に採用されるデータ確認の方法は材料の確認である。このような

データ確認では、研究に処理されるデータを確認すること上、評価をし、日

本語の母語話者や日本語の専門家及び指導教官と処理されるデータに関し

て相談する。データ確認はデータを収集する作業からデータ分析の作業まで

行われ、分析作業でのデータ確認の段階では処理されるデータは本研究の質

問に答えられるかに関する標識だとみなされる。 

 

 

8. データの削減 

データの削減は収集されたデータを再選択のプロセスを表す。この作業

では、データを焦点したり、区別したり、不必要なものを削除したり、再整



 

 

理したりすることであり、それぞれの作業の次第では、研究の結果が焦点で

きるようになり、まとめを絞れることに導かれる。  

 

9. データの提示 

この段階での作業はデータを分析したり、研究の結果に重要な情報にな

るように成立する作業である。 データ提示に関して、橋内(1999:19)は、

談話分析法は二つの方法で行われると述べた。それは構造的から機能的に分

析し、あるいは機能的から構造的に分析することである。構造的データ分析

は構造や意味を研究する言語学の分野でアプローチする。 

構造的アプローチはデータをいくつかの要素で構造され、それぞれ独自

の要素が意味を持っている。語用論的言語学というのは言語の規則、とくに

文法と関係のある言語の使用である。社会的語用論研究は社会学、特に社会

言語学に関連する言語行動に焦点する研究である。本研究では、データをが

非言語の要素として扱われる。つまり、本研究に応用されることは、間接依

頼表現における語用論の働きに関することを焦点する。  

 

10.結論 

分析の作業では、結果を明らかにすることに集中できるように、分析し

たデータを再び観察することである。これは研究のテーマに適切さを理解し

たり、確認したりするために行われる。  

漫画は日本の実際の社会の模型であり、社会における状況を絵と発話で

語る作品である。その発話は自然な会話を含み、表層的にも機能的にもデー

タとして採用されることに適切であろう。 

 



 

 

D. D. D. D. データ分析法データ分析法データ分析法データ分析法    

本研究ではデータを分析するために「Reflective-Introspective」という

方法を採用される。「Reflective-Introspective」の分析法では、研究者が発話

することに巻き込まれ、同時に話し手と聞き手としての立場で発話における表

現を解釈しなければならない。それは(Sudaryanto, 1993: 118–121)が述べたよ

うに、適切な解釈が作り出せるように、研究者は研究対象にする言語に対する

能力を持っていると期待される。 

「Reflective-Introspective」分析法とともに、本研究では Millroy が提唱し

た「実験的」（Experimental）分析法も採用される (Alwasilah, 2006: 71)。本

モデルには日本語の母語話者もデータ分析の作業に巻き込み、母語話者からは

言語における実際の状況及び言語使いの種類という情報求める。これは前述の

ように、データ確認のためにも必要である。実験的分析法のプロセスは次の通

りである。 

 

 

画像 6:実験的な分析法(Milroy, 1987: 4, 引用：Alwasilah 2006: 71) 
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