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1. 導入
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1. 導入

実際に瀬沼（2007）によると、

15歳から28歳の28組に集団面接調査を行い、
「ここにいる友人の『キャラ』を教えてください」
とフリーワード形式で尋ねたところ

・いじられキャラ（7名）
・バカキャラ（4名）
・クールキャラ（3名）

が上位に挙がった。

皆さんの周りにも
いじられキャラ、
いませんか？
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1. 導入
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いじられキャラは組織において、
何か重要な役割を担っているのではないか？

重要な役割とは、
どのような役割であるのか？





2. 研究の流れ

いじられキャラの個人・組織への影響を
明らかにする必要がある！
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いじられキャラの役割を
明らかにすること！

そのためには…

私たちの研究の目的は…



2. 研究の流れ

私たちは過去の経験から…

• コミュニケーションの増加

• 組織の雰囲気がよくなる

• 不快感を与える

組織
いじられキャラ
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いじられキャラ
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雰囲気が良くなる
メンバー間の

コミュニケーション増加

統一感が高まる 職場の魅力が増す

集団凝集性に
影響を与えてる？

2. 研究の流れ



2. 研究の流れ

①成員が集団を全体的な統一体として捉えている

②集団に対して感じる個人的な魅力
という2側面から測られる

橋本ら(2010)より

【集団凝集性】
メンバーが集団に留まるように作用する力

竹村ら(2013)より
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2. 研究の流れ

でも、そもそも

いじられキャラ

ってどんな人？？
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いじられキャラ
…からかいの対象となる人、遊ばれる人

（現代用語の基礎知識編集部, 2006）



2. 研究の流れ

11

いじられキャラが
組織にどのような影響を与えるか

知るためには？

いじられキャラが周りからどのようにみえているか
を明らかにすることが必要！

辞書の意味だけではなく…
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RQ0 いじられキャラはどのようにみえているのか
RQ１ いじられキャラが個人に与える影響は何か
RQ2 いじられキャラが組織に与える影響は何か

2. 研究の流れ

RQ0
RQ1

RQ2





3. 調査方法

調査方法：インタビュー
調査対象：アルバイトをしている大学生

回答者数：20
いじられキャラ数：34

分析方法：修正版グラウンデット・セオリー・アプローチ

分析手法：SCAT

1人の回答者につき
1～3名のいじられキャラ
についてのデータが
得られた！

10ケース以上の
データがあれば、
理論的飽和化に至る

(木下, 2003)
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今回のデータ数は
学術的に信頼できる！

データから得られた語を段々
まとめて大きくしていく方法



3. 調査方法

SCATとは

大谷(2007)によって、メジャーな手法である
グラウンデット・セオリー法
を参考に開発された質的研究の分析手法

特徴

①初学者でも比較的容易に着手できる
②小規模データであっても適応できる
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インタビュー内容
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①回答者の属性：性別・年齢・学部・学年・職種・勤続年数・職場の人数

②いじられキャラの属性：性別・年代・関係性・出会ってからの期間

③林(1978)を基に作成した人の特性表す形容詞50個から、

一般的ないじられキャラと聞いて思い浮かぶ

形容詞5個を選択

④回答者のアルバイトの目的・重視する雰囲気（自由回答）



インタビュー内容
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⑤想起したいじられキャラのイメージは？（自由回答）

⑥想起したいじられキャラがいることによって

回答者がどんな気持ちになるか？（自由回答）

⑦想起したいじられキャラが職場にいることによって

職場にどのような影響があるか？（自由回答）

⑧いじる人がどのようにいじっているか？（自由回答）



3-1. 調査対象

回答者情報

回答期間 2017年8月18日～10月19日

性別 男：10人，女：10人

平均回答時間 24分59秒

年齢 18～23歳

学年（中央値） 学部3年

平均勤続年数 約1年5か月
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3-2. サンプルデータ

性別 年齢 学部 学年 職種 勤続年数 職場の人数
インタビュー

時間

1 女 20 経営 学部2年 飲食・フード 1年3か月 25～30 0:22:54

2 男 20 農 学部2年 飲食・フード 4か月 20 0:23:39

3 男 20 社会 学部3年 教育 2年3か月 20 0:29:09

4 女 19 文 学部1年 飲食・フード １年２か月 35 0:36:25

5 男 22 経営 学部3年 飲食・フード 1年2か月 20 0:44:43

6 女 20 経営 学部3年
その他（コールセン
ターのオペレータ

―）
2年 40 0:17:54

7 男 23 数理 院2年
イベント・キャン

ペーン
3年8か月 10～12 0:24:34

8 女 19 看護 学部1年 アミューズメント 2か月 22、23 0:26:33

9 女 20 人文社会 学部2年
接客・販売・サービ

ス
1年2か月 30 0:17:57

10 男 21 経営 学部4年 飲食・フード 1年 60 0:34:18

回答者属性
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3-2. サンプルデータ
回答者属性

性別 年齢 学部 学年 職種 勤続年数 職場の人数
インタビュー

時間

11 男 20 経営 学部3年 教育 1年 20 0:33:43

12 女 23 理工 院1年 教育 3年9か月 40 0:23:57

13 女 18 体育 学部1年 オフィスワーク 5か月 9 0:23:46

14 男 21 法 学部4年
販売・接客・サービ

ス
9か月 13 0:17:54

15 女 21 経営 学部3年 教育 2年半 25 0:37:10

16 女 21 人文社会 学部3年 教育 2年1か月 8 0:05:56

17 男 20 情報通信 学部3年 飲食・フード 5か月 10 0:17:20

18 女 20 経営 学部3年 アパレル 1年6カ月 9 0:21:01

19 男 22 経営 学部3年 飲食・フード 1年 30 0:11:14

20 男 21 経営 学部3年 オフィスワーク 8か月 8 0:29:42
19



3-3. いじられキャラデータ

いじられキャラデータ

性別 男：22人，女：12人

年代 10代～60代

回答者との関係性 同期：9人，後輩：9人，先輩：8人
一般社員：4人，管理職：4人

出会ってからの期間 1か月～6年

20
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RQ0 いじられキャラはどのように見えているのか

4. いじられキャラとは

RQ0



カテゴリー 概念 概念の説明 規定する語句 対象者の
割合 対象者

1 性格

明るい 明るい・元気・にぎやか・笑顔が多い 32.4% ③④⑤⑦⑨⑫㉓㉙㉚㉛㉜

面白い 面白い・リアクションがいい・話すのが上手 17.6% ⑦⑧⑫⑰⑱㉗

親しみやすい
誰とでも話せる・誰とでも仲良くなる・話しやすい・話しかけや
すい・親しみやすい・絡みやすい・社交的・
柔らかい雰囲気を持っている・軽い人柄・低姿勢・会話をよくす
る

38.2% ②④⑦⑨⑪⑫⑲⑳㉑㉔㉖
㉙㉛

堅苦しい 固い・堅苦しい・物静か・理系っぽい 5.9% ⑥⑧

天然
おっちょこちょいだったり、言動
が少し
おバカであること

かわいらしい・天然・おバカ・不器用・おっちょこちょい・抜け
てる・
ぼーっとしてる

26.5% ①③⑨⑬⑮㉚㉛㉜㉞

うるさい うっとうしい・しつこい 5.9% ⑲㉜

優しい
親身な、誰にでも優しい、気遣いができる・寛容・受容力が高
い・
温和・温厚・強靭な精神

23.5% ③⑪⑭⑰㉓㉕㉖㉞

おとなしい 受け身・おとなしい 5.9% ①⑪
コミュニケーション苦手 人と関わることが下手・伝える能力がない 5.9% ⑱㉑
思ったことを言う 素直な発言をすること 裏表のない・ズバズバ言う 5.9% ①⑦
常識人 礼儀正しい、節度がある、常識がある 8.8% ②④㉛

2 表面的特徴 すぐわかる特徴がある 太ってる・外見的特徴・特有の特性(なまり) 8.8% ⑲㉗㉞
外見普通 見た目は普通 5.9% ④⑯

3 能力
仕事できる 仕事ができる・スペックが高い・有能・まとめ役・地位が高い・

考える力がある 23.5% ⑧⑮⑳㉔㉕㉗㉙㉚

仕事できない 仕事が遅い・仕事ができない・仕事において周りが見えていない 8.8% ⑥⑯㉞

4 反応

いじられて嬉しい いじられたがり・いじられて嬉しい 5.9% ㉙㉝
いじられてるときの負の感情が表に出ちゃ
う

いじられているときに嫌がってい
たり
不服そうであること

ネガティブな気持ちが顔や行動に現れる 2.9% ㉔

臨機応変 いじられたときのリアクションを
場に合わせてすることができる 対応を変えることができる 2.9% ⑰

5 その他 変 性格や行動が特徴的であること
不思議な雰囲気・動きが普通じゃない・行動が変・特徴的な性
格・
元ヤン・特徴的な過去

11.8% ③⑩⑮㉒

4. イメージ－概念リスト－
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4. いじられキャラとは
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※パーセントはその概念が抽出された
いじられキャラの割合（34人中）

1位：
親しみやすい

38.2% 2位：
明るい

32.4%

3位：
天然
26.5%

4位：
仕事ができる

23.5%
4位：
優しい

23.5%

いじられキャラって
どういう人？

いじられキャラ

僕はこういう風に
見えるみたい
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RQ１ いじられキャラが個人に与える影響は何か

RQ1

RQ2

5. 個人への影響



カテゴリー 概念 概念の説明 規定する語句
対象者
の割合

対象者

1 仕事に関する気持ち
仕事に関して不満

仕事ができないことに対する負の感情を
感じる気持ち

仕事に関するイライラ・不満・不快・一緒に働きたく
ない・
嫌な気持ち

17.6% ①⑥⑯⑱㉔㉞

仕事に関する信頼 仕事に関して頼れる・一緒に仕事がしやすい 14.7% ⑧⑪⑫⑳㉓

2
いじりに対する

気持ち

疲れる
いじられキャラへの対応が面倒だと
感じる気持ち

疲れる・面倒くさい・困らされる 8.8% ②㉛㉜

心配
いじりの内容から私生活の心配をする気
持ち

心配→かわいそう・大丈夫かな 5.9% ⑲㉝

つまらない 話についていけない・つまらない 2.9% ㉒

不快 いじりの内容について嫌な気持ち ひいてしまう 2.9% ㉗

気まずい
気まずい・空気が悪い・緊張を感じる・フォローしづ
らい

5.9% ㉔㉙

和む 和む 5.9% ⑱㉝

楽しい 楽しい・面白い 44.1%
②③④⑤⑧⑨⑪⑫⑬
⑭⑮⑰㉓㉜㉝

4 影響がない 影響がない
気持ちは変化しない・可もなく不可もなく・無関心・
何も感じない

17.6% ⑥⑩⑬⑯⑲㉘

5 存在に対する気持ち

楽しい 楽しい・嬉しい・明るくなる・笑いが増える 23.5% ②③⑫⑭⑮㉓㉛㉞

安心する
気楽・気持ちが楽・性格に関して信頼・慕う・安心す
る・気持ちが落ちつく・気を遣わなくていい・のびの
び働くことができる

41.2%
③④⑦⑧⑪⑰⑳㉑㉓
㉖㉗㉚㉛㉜

和む 和やか・癒される・居心地がよくなる 5.9% ①⑨

やる気が出る 前向き・モチベーション・仕事自体が楽しい 8.8% ⑦⑭㉕

5. 個人への影響－概念リスト－
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安心する

楽しい

影響がない

仕事に
関して不満
仕事に

関する信頼



5. 個人への影響－考察－
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周りの人

仕事に関する
信頼

楽しい

安心する

影響がない

仕事に関して
不満

プラスの効果

マイナスの効果

バイト先やいじられキャラに無関心な場合

いじられキャラ
安心する



なぜいじられキャラがいると
「安心する」のか？

27

1.協力を求め
やすくなるから

2.失敗時の
自責感を緩和
するから

3.比較優位を
感じるから

３つの安心概念
が得られたよ！

職場における支援が
従業員のストレスを下げる。

堀田・大塚 (2014)

日本人の精神的健康が
他者との関係によって規定
されていることを示す知見

遠藤 (1995)

強い後悔、自責感はストレスフルな
体験からの回復を遅らせ、
心理的苦悩が長期化する

相川 (2003)

5. 個人への影響－考察－



5. 個人への影響－考察－

１．なぜ協力を求めやすくなるのか？

いじられキャラは、自己卑下的呈示
をしていると考えられる

自己卑下的呈示をしている人を
周りは好感をもちやすい

沼崎・工藤（2003）より

「有能で職場における地位が高いが他人に対して低姿勢で接しており、
笑顔が多くいじられたがりである」… ㉙（男性,学部三年,オフィスワーク） 28

自己卑下的提示とは、
自分の能力を否定したり
非難したりすること

1.協力を求め
やすくなるから

いじられキャラは
自己卑下的呈示をしている点から

話しかけやすいので
協力を求めやすくなる



5. 個人への影響－考察－

２．なぜ失敗時の自責感が緩和されるのか？

ミスした人を注意する時に、注意する人が一度、
いじられキャラをいじってから
ミスした人を注意することで

「責められている」という感覚が弱まる。
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2.失敗時の
自責感を緩和するから

「誰かがミスしたときに、いじる人が『大丈夫大丈夫
こいつもミスるから』って言う。
いじられキャラは下手に出る感じ。ミスをフォロー
してくれてるんだと思う。」…㉛（女性,学部三年,アパレル）

いじられ
キャラ

ミスした人

注意する人

いじられキャラが
介在することで失敗時の
自責感が緩和される



5. 個人への影響－考察－

３．なぜいじられキャラがいると比較優位を感じるのか？

「いじられキャラはもっと下という位置にいて、
先輩でも話しかけやすいし、頼りやすいし、
気軽に話しかけられるから安心感があった」
…⑳（男性,学部三年,教育）

「いじられる」という行為がいじられキャラの
地位が低いという認識を生み出す。

30

比較優位とは他者と比較することによって
得られる優越感

３．比較優位を感じるから

「いじられる」ことで
いじられキャラ

の立場が下だという認識
→比較優位を感じさせる
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RQ2 いじられキャラが組織に与える影響は何か

RQ2

6. 職場への影響



カテゴリー 概念 概念の説明 規定する語句 対象者の
割合 対象者

1 雰囲気良くなる

雰囲気が良くなる 雰囲気が良くなる 8.8% ⑪㉕㉙

明るくなる 明るくなる・にぎやか・盛り上がる 47.1% ②③④⑤⑦⑧⑨⑩
⑫⑭⑮⑲㉓㉖㉛㉞

楽しくなる 楽しくなる・笑う・笑いが増える 20.6% ②④⑤⑧⑨㉑㉛
コミュニケーション
増加 会話の輪の拡大・コミュニケーション拡大 32.4% ②④⑬⑯⑳㉒㉔㉕

㉖㉘㉝
やる気が出る やる気が出る・バイトに行きたくなる 5.9% ③⑭

ストレス緩和

緊張感がなくなる・働きやすい環境を
生み出している・新人にも優しい職場づく
り・
楽に働ける・過ごしやすい・場を和ませる・
雰囲気を和ませる・仕事の疲れを癒す・
受け皿的存在

23.5% ①④⑧⑪⑮⑰⑲㉕

2 雰囲気悪くなる 雰囲気悪くなる 雰囲気が悪くなる 11.8% ⑩㉔㉕㉞

3 職場の人が気を遣う職場の人が気を遣う
仕事ができない人を怒るのではな
く、
いじることで雰囲気の悪化を防ご
うとすること

仕事のできなさによる雰囲気の悪化を
いじることでなくそうとする 2.9% ⑱

4 業務関連

業務の効率を改善す
る

マイナスの要素を是正する・
業務効率が上がる 8.8% ⑧㉓㉗

業務に支障をきたす 真面目な話が切り出せない・騒がしくなる 2.9% ㉙

5 その他 影響なし 可もなく不可もなく・影響はない 5.8% ⑥㉚

6. 職場への影響－概念リスト－

コミュニケー
ション増加

32

ストレス緩和

雰囲気が
悪くなる

明るくなる

楽しくなる
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6. 職場への影響

いじられキャラ

職場
明るくなる

楽しくなる

コミュニケーション
増加

ストレス緩和

雰囲気悪くなる雰囲気悪くなる

コミュニケーション
増加

ストレス緩和



6. 職場への影響－考察－
なぜいじられキャラがいるとコミュニケーションが増加するのか？

パイプ役

話題

いじられキャラ

いじられキャラが周囲を巻き込んで、職場のメンバー同士のパイプ役をしている。

パイプ役

いじられキャラが会話のネタになることで会話を増やす。

話題

コミュニケーションを
増加する

方法で分かれた

34

「職場への影響としては、その人をいじりに来る人がいることによる会話の輪の拡大が挙げられる。」
…⑬（男性・学部3年・飲食）

「共通の話題ができるので話題と笑いが増えて職場が明るくなる。」…④（男性・学部3年・飲食）



6. 職場への影響－考察－
なぜいじられキャラがいると職場のストレスの緩和が起こるのか？

職場が楽しくなるから！明るくなるから！
→有田(2007)によると、笑いはストレスを緩和する効果が
挙げられている

インタビュー結果の
「職場が明るくなり、緊張感を与えない」…⑲（男性,学部4年,販売・接客・サービス）

ということからわかる！ 35



6. 職場への影響－考察－

「いじられキャラの嫌な気持ちが顔や行動に出た時、
気まずさや空気の悪さを感じる」…㉔（女性,学部3年,教育）

「いじられキャラ自身がなめられていることで、下手に怒られてしまい
タイミングによって、雰囲気が悪くなってしまうことがある」
…㉕（女性,学部2年,飲食）
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なぜいじられキャラが雰囲気を悪くするのか？

いじられキャラが感じている不快感が
職場に伝染するから！！



6. 職場への影響－考察－

いじり方が であった！

いじられキャラ

が職場に悪い影響を与える場合…

冷たい対応、悪口

37

攻撃的ユーモア
（皮肉や悪意のある批判） 不快感の伝染

不快

雰囲気が悪くなる

櫻井（2015）より 大家・宮下（2012）より

いじられキャラ

良い影響と悪い影響の場合の違いは何か？

それは… だった！！





いじられキャラ2. 研究の流れ

雰囲気が良くなる
メンバー間の

コミュニケーション増加

統一感が高まる 職場の魅力が増す

集団凝集性に
影響を与えてる？



7. 集団凝集性－考察－
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いじられキャラ 職場
コミュニケーション

増加

いじられキャラは 集団凝集性 を高めているのか？

①統一感が高まる

梶ら(2008)より
チームワーク親密さ

分析の結果…

統一感が
高まっている！！



7. 集団凝集性－考察－
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いじられキャラは 集団凝集性 を高めているのか？

②職場の魅力が増す

いじられキャラ 周りの人

楽しい
安心

橋本ら(2010)より

仲間の
魅力

職務に
対する
安心

職場の魅力が
増している！！

いじられキャラが
集団凝集性を高めている！
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RQ0 いじられキャラはどのように見えるのか
RQ１ いじられキャラが個人に与える影響は何か
RQ2 いじられキャラが組織に与える影響は何か

分析結果まとめ

RQ０
RQ1

RQ2

RQ0：
いじられキャラは
こう見えている！

1位 親しみやすい
2位 明るい
3位 天然
4位 仕事ができる
4位 優しい

RQ1： 個人に与える影響（気持ち）はこれだ！
1位 楽しい
2位 安心する
3位 影響なし
4位 仕事に関する不満
5位 仕事に関する信頼

RQ2： 職場に与える影響はこれだ！
1位 明るくなる
2位 コミュニケーション増加
3位 ストレス緩和
4位 楽しくなる
5位 雰囲気が悪くなる
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8. いじられキャラの役割

いじられキャラ

ストレス緩和剤これが
僕の役割だー！





9. インプリケーション－学術的インプリケーションー

①いじられキャラの役割とその効果に
関する探索的検討

42

いじられキャラ

役割は…
コミュニケーションを

増加すること
ストレスを緩和すること

効果は…
集団凝集性を高める

働きやすさUP
→定着率UP！！
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②いじられキャラがもたらす
職場の３つの「安心」概念の発見

9. インプリケーション－学術的インプリケーションー

1.協力を求め
やすくなるから

3.比較優位を
感じるから

2.失敗時の
自責感を

緩和するから
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③いじられキャラが
職場で機能しない要件として「いじり方」の発見

9. インプリケーション－学術的インプリケーションー

いじられキャラ

不快

雰囲気が
悪くなる

攻撃的ユーモア
（皮肉や悪意のある批判）

これはダメだよー



カテゴリー 概念 概念の説明 規定する語句
対象者の

確率
対象者

1 性格

明るい 明るい・元気・にぎやか・笑顔が多い 32.4% ③④⑤⑦⑨⑫㉓㉙㉚㉛㉜

面白い 面白い・リアクションがいい・話すのが上手 17.6% ⑦⑧⑫⑰⑱㉗

親しみやすい
誰とでも話せる・誰とでも仲良くなる・話しやすい・話しかけやすい・親し
みやすい・絡みやすい・社交的・
柔らかい雰囲気を持っている・軽い人柄・低姿勢・会話をよくする

38.2%
②④⑦⑨⑪⑫⑲⑳㉑㉔㉖
㉙㉛

堅苦しい 固い・堅苦しい・物静か・理系っぽい 5.9% ⑥⑧

天然
おっちょこちょいだったり、言動が少し
おバカであること

かわいらしい・天然・おバカ・不器用・おっちょこちょい・抜けてる・
ぼーっとしてる

26.5% ①③⑨⑬⑮㉚㉛㉜㉞

うるさい うっとうしい・しつこい 5.9% ⑲㉜

優しい
親身な、誰にでも優しい、気遣いができる・寛容・受容力が高い・
温和・温厚・強靭な精神

23.5% ③⑪⑭⑰㉓㉕㉖㉞

おとなしい 受け身・おとなしい 5.9% ①⑪

思ったことを言う 素直な発言をすること 裏表のない・ズバズバ言う 5.9% ①⑦
常識人 礼儀正しい、節度がある、常識がある 8.8% ②④㉛

2 表面的特徴
すぐわかる特徴がある 太ってる・外見的特徴・特有の特性(なまり) 8.8% ⑲㉗㉞

外見普通 見た目は普通 5.9% ④⑯

3 能力
仕事できる

仕事ができる・スペックが高い・有能・まとめ役・地位が高い・
考える力がある

23.5% ⑧⑮⑳㉔㉕㉗㉙㉚

仕事できない 仕事が遅い・仕事ができない・仕事において周りが見えていない 8.8% ⑥⑯㉞

4 反応

いじられて嬉しい いじられたがり・いじられて嬉しい 5.9% ㉙㉝

いじられてるときの負の感情が表に出ちゃう
いじられているときに嫌がっていたり
不服そうであること

ネガティブな気持ちが顔や行動に現れる 2.9% ㉔

臨機応変
いじられたときのリアクションを
場に合わせてすることができる

対応を変えることができる 2.9% ⑰

5 その他 変 性格や行動が特徴的であること
不思議な雰囲気・動きが普通じゃない・行動が変・特徴的な性格・
元ヤン・特徴的な過去

11.8% ③⑩⑮㉒ 45

9. インプリケーション－学術的インプリケーションー

イメージ
－概念リスト－性格

表面的特徴

能力

反応



9. インプリケーション－学術的インプリケーション－
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イメージ
性格

能力

反応

表面的特
徴

④定量分析を行う際の尺度作りに貢献

いじられキャラの
イメージはこの

４つのカテゴリー
から成っていた！

定量分析を行う際にいじられキャラの性格部分だけでなく
能力，表面的特徴，反応を考慮しなければならない





9. インプリケーション－実務的インプリケーション－

①いじられキャラの配置

ストレス要因

職場のストレス増加職場のストレス緩和

47

いじられキャラ

仕事に支障をもたらす人
仕事に慣れていない人
職場の雰囲気を壊す人

職場にストレスを与える従業員といじられキャラ
を一緒のシフトにし、ストレスを緩和させる
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②いじられキャラを有効活用するために…

9. インプリケーション－実務的インプリケーション－

今までこういう
場面があっても、
注意しづらかった…

雰囲気を悪くする

いじられキャラ

不快

冷たい対応
悪口 しかし！

今回攻撃的ないじり方は
職場の雰囲気を悪くすることが判明！
つまり、攻撃的ないじり方をしている人を

見つけたときに注意しやすくなる！



9. インプリケーション－実務的インプリケーションー
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またインタビューに

「失敗したことを怒るのではなく、職場の雰囲気が悪くならないために
面白くいじっている」…⑱（男性，学部4年，飲食）

という回答があった

怒り表出
対人関係
の悪化

人間関係をよくするために
ミスなどを怒るのではなくいじる

阿部・高木(2005)より②いじられキャラを有効活用するために…





10. 研究の限界

・いじられキャラ自身にインタビューを行っていない。

本人から見たいじられキャラの検討が不十分である

本研究で得られた、いじられキャラが与える影響には、
いじる‐いじられるの関係性から発生するものが見られた。
今後、いじられキャラの特性だけではなく、
いじる人といじられる人との関係性を十分に検討した
研究が求められる。

50

・いじられキャラを「いじる人」の検証が不十分である
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ご清聴ありがとうございました
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