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１．研究動機と実験の概要 

 ライトノベルをめぐる言説の中には、「ライトノベルは普通の小説と違う」

ことを強調する傾向が見られる。ライトノベルを書いていた作家が「普通の」

文芸作品を書くと、「越境した」と表現されること[1]などは、その顕著な例で

あろう。こうした表現を用いる人々は、明らかに既存の文芸とは独立したジャ

ンルの作品群としてライトノベルを捉えている。 

 自分たちが嗜好する作品群を、確定したジャンルとして取り扱おうとする熱

意の存在自体は不思議なものではない。しかし、ライトノベルと「普通の小説」

の違いは、そもそも、そこまで自明なものなのであろうか。また、それが自明

であるならば、普通の読者は何をもってライトノベルをそれとして認識してい

るのだろうか。ここでは、大学生を対象とした印象比較実験を行うことで、一

般の読者が何をもってライトノベルと「普通の小説」を分別しようとするのか

を考察する。 

 具体的には、ライトノベル作品と一般文芸作品とに対して「表紙を見た印象」

「書籍全体の印象」「本文を読んでみた印象」を自由記述させることで、そこ

に明確な違いが生じているかを検証する。また、それらの記述を終えた後にラ

イトノベル作品を分別させ、彼らが「正しく」ライトノベルを一般文芸から選

別し得るのかを検証する。 

 

２．評価対象作品の選別および被験者 

 ライトノベルの代表作品を用意するにあたって、宝島社が毎年発行している

ムック本『このライトノベルがすごい！』のベスト作品ランキングを用いるこ

ととした。これは、その前年に発行されたライトノベルを対象にして、読者ア



ンケートと有識者アンケートを元に作られているもので、人々がライトノベル

と認めるにあたって異存の少ない作品が揃っていると考えてよい。 

 ここでは『このライトノベルがすごい！』2005年度版から2009年度版[2]の5

年分のランキング表を集計した。対象となったのは2003年下期～2008年上期の

5年間に発売されていたライトノベルということになる。 

 各年度で30位までに入った作品は、シリーズ刊行で重複して掲載されている

分を除くと83作品になった。これらの作品に、1位は30点、2位は29点…と加重

した点数を与え、得点を合計して上位から並べて5年分の「ライトノベル作品リ

スト」とし、そこから五作品を抜き出した。 

 これに対して、一般文芸作品は全国出版協会・出版科学研究所が毎年発行し

ている『出版指標年報』[3]に掲載されている2004年～2008年のベストセラーリ

ストを用いてリストを作成した。前述のライトノベル作品リストと同時期に発

売されていた一般文芸書から「日本語で書かれた同時代のフィクション物語小

説」、つまりエッセイでも、ノンフィクションでも、古典小説でも、翻訳小説

でもないものに限定した。対象としている2003年から2008年という時期はケー

タイ小説が出版の世界で台頭していたが、これも除外した。ケータイ小説自体

は、興味深い小説群であるけれども、それまでの小説概念との差異について多

くの議論を引き起こしており[4]、本テーマには混乱要因となることが予想され

たからである。 

 また、ライトノベルが「10代の読者を主対象としている」とされていること

を考慮して、学校の図書室で貸し出されている作品も用いることとした。これ

については、全国学校図書館協議会が毎月発行している『学校図書館』[5]が、

一年に一度発表している貸出度数ランキング表を用いることとし、中学1年から

高校3年までの貸出度数を集計した上で、日本語で執筆されたフィクションの物

語小説を抜き出した（すなわち、翻訳作品、エッセイ、ノンフィクション作品

を除去した）上で上位作品を用いている。 

 結局、表一に示す１５冊を用意して印象比較実験を行った。 

 

 

 



表一：評価対象作品 

ライトノベル： 

『涼宮ハルヒの憂鬱』谷川流、角川スニーカー文庫、角川書店、2003年 

『キノの旅』時雨沢恵一、電撃文庫、メディアワークス、2000年 

『フルメタル・パニック！』賀東招二、富士見ファンタジア文庫、富士見書房、

1998年 

『クビキリサイクル 戯言遣いと青色サヴァン』（『戯言』シリーズ）西尾維新、

講談社ノベルズ、講談社、2002年  

『狼と香辛料』支倉凍砂、電撃文庫、メディアワークス、2006年 

（いずれもシリーズ作品なので、実験にはその第一巻を用いた） 

 

一般文芸： 

『東京タワー』リリー・フランキー、扶桑社、2005年 

(*)『陰日向に咲く』劇団ひとり、幻冬舎、2006年 

『一瞬の風になれ』佐藤多佳子、講談社、2006年 

『犬と私の 10の約束』川口晴、文藝春秋社、2007年 

『流星の絆』東野圭吾、講談社、2008年 

(*印は、用意はされていたものの実験の不備により実験結果報告から省いた) 

 

学校図書館での人気図書： 

『世界の中心で、愛を叫ぶ』片山恭一、小学館、2001年 

『バッテリー』あさのあつこ、教育画劇、1996年 

『蹴りたい背中』綿矢りさ、河出書房新社、2003年 

『リアル鬼ごっこ』山田悠介、文芸社、2001年 

『あおぞら』星野夏、ポプラ社、2005年 

 

被験者は 10代の大学生 6人（うち女性 1名）である。事前知識の程度を判断す

るためライトノベルの読書頻度を問うたところ、「読まない」という回答が多く、

全体としてライトノベル読書体験が弱い被験者集団となった。（表二） 

 



表二：被験者のライトノベル体験 

被験者 A 一度も読んだことがない 

被験者 B 本自体を全く読まない 

被験者 C 全く読まない 

被験者 D 時々読む 

被験者 E ライトノベルのようなものを読んだ事はある 

被験者 F 全く読まない 

 

３．自由記述による表紙、本全体、テキストの印象評価 

 あらかじめ評価対象の書籍から、表紙カバーを分離しておく。さらに本文の

冒頭部（挿絵や飾りの含まれたページを除く）を約 20ページ分コピーしたもの

を用意する。 

 静かな部屋で、被験者は机を囲むように座ってもらう。被験者に思い込みを

させないため、事前情報（ライトノベルに対する解説や調査の趣旨など）は与

えない。 

 

表紙カバーに対する印象記述 

表紙カバーだけを被験者にランダムに配布し、1 分間自由に見てもらった後に

印象を自由記述させる。記述が終わったら、各自右隣の人に表紙を手渡すよう

に指示し、再び 1分間の提示と印象記述を行わせる。これを繰り返して、すべ

ての表紙について印象記述を行ってもらう。 

 

書籍本体に対する印象記述 

書籍本体を被験者にランダムに配布し、2 分間自由に見てもらった後に印象を

記述させる。この時、中身をめくって書籍の体裁を見ても良いが、本文そのも

のはできるだけ読まないようあらかじめ指示しておく。記述が終わったら右隣

の人に書籍を手渡して評価を繰り返させ、すべての書籍について印象記述を行

う。 

 



本文に対する印象記述 

本文コピーを被験者にランダムに配布し、3 分間読んで貰った後に印象を記述

させる。記述が終わったらそのコピーを右隣に手渡して、評価を繰り返す。 

 

これらの記述結果を表三に示す。 

 

 

表三：ライトノベルと一般文芸書の印象評価（自由記述） 

  表紙の印象（自由記述） 書籍全体の印象（自由記述） 本文の印象（自由記述） 

ライトノベル       

「涼宮ハルヒ」 学園モノ？ 小さくまとまっていて読みやすそう 読み進めやすい。 

  勝気、強気、しっかりとした 完全に元の作品（マンガ）のファン向

け 

青春、学校、日常、よくあったコト 

  女子高生のお話、 紙がうすい 多少のおかしさ 

  裏に話が書いてある 学園モノ、青春モノっぽい 表現がいちいち長い 

  キャラクターに目がいく、 ページ番号が上で見やすい 一文が長い 

  おしゃれな印象 少し長そう 読みづらい 

  学園もの、 絵がある 絵が先に頭にある 

  人気がありそう 始めのカラーページが軽くネタバレし

ている 

ヒロインが変。個性的ともいう。 

    文字部分は読みやすい 主人公の頭の中が文章の大半と

いう感じ 

    挿し絵はイメージしやすい 読み進めるスピードが速い。つー

かうすい。 

    学園ものでドタバタしてそう 日常のようでそうではない非日常

へのステップ？ 

    いわゆる「ライトノベル」に多い口絵→

文章的さし絵だが、口絵にセリフ（文

中の）を入れることで「ああ、あそこ

”。”が少ない。長い文章でも少な

い。読みづらくはない。 

    特定の人物について語っている



が」と読者に印象を与える （涼宮ハルヒという人物について） 

    ヒロインが個性的 ひとつひとつの区切りまでが、パ

ズルのピースのようになっている 

「キノの旅」 どこか不思議なイメージ 不思議なイメージのわくイラスト 文章がていねいに区切ってあって

読み進めやすい 

  工業的、旅 字が小さい ファンタジー、旅、冒険、アニメっぽ

い 

  バイクで旅をしている話？ 字が小さめ バイクがしゃべっている？ 

  裏の犬がかわいい、マンガ

のよう 

絵が多め やっぱり「世にも奇妙な～」に似て

いる感じ 

  旅してそう、 冒険 不思議 楽しい 興味深い 可愛

い 気になる 

  人生さとってそう 普通の小説といった印象 旅をしている 

  絵を中心になってて、ライトノ

ベルでありふれた構図として

いる、 

サブタイトル（章のタイトル）が世にも

奇妙な物語っぽい 

奇妙な国（街？）を周っている 

  不思議な印象 

  ＊に情報がない カラー部分がイメージを助けている 中心となる２者の会話が中心とな

っている 

    旅もの ありえるようでありえない舞台 

    いろんな国をまわり いろんな印象の

人々がでてくるかんじ 

  

    オムニバス形式で物語を進行させる   

    雰囲気がある   

「フルメタル・

パニック！」 

ロボット、SF ものの小説 口絵の色絵と、モノクロの各章の扉絵

が区切りのアクセントとなっている 

”『』”や”＜＞”が多いのが気にな

った。読み辛くなっている気がす

る。 

青春、強さ、勇気、熱さ 文字がつまっている感じがする 軽い、 激しさ、 仮想の戦記、歴

史？ 非日常 

  高校が舞台のロボットもの セリフが多そう 日常、学校←手短さ 

  マンガのよう、さっと読めそう 戦い、恋愛、日常と非日常 場面の切りかわりの前と後が全く



異なる 

  学園もの、ロボットも出てくる 普通の小説の印象 少しずつ説明が加わる 

  関連する作品（？）をカバー

おびにのせ、内容と関連～、

～として燃えるのか？ 

挿し絵はマンガのよう 激しい 流れるよう 悲痛 

  カラーは頭に残りやすい 「ロボット」という言葉を使わずにロ

ボットを表現すると長くなる 

    やはり学園もの 

    ラブコメ ゲリラ物？ 非日常的 ロボットも

のかつ学園もの     戦闘シーン多い？ 

    高校の話かと思ったら後半は軍事モ

ノに、、、 

  

    巻頭の色絵をダイジェストにしつつ、

かつ内容とはっきりとさせたいため、

どのような内容かと考えさせられる 

  

「クビキリサイ

クル」（戯言シ

リーズ） 

青春、ミステリー、謎 文章多い 2段の文章のせいか読んでいてつ

かれる 

  複雑そう ページデザインが他のとちがう セリフが長い 

  内容がさっぱりわからん、タ

イトルがぶっそう 

目次、挿絵が可愛い 表現が小難しい 

  イラストと文章が不釣合い ごちゃごちゃしている 

  線がハッキリしていて印象に

残りやすい、題名が光ってい

て目に付く 

さし絵をはさむことで、マンガ的な要

素を含んでいる？ 

（ ）を使った文章は読み進みがと

切れてしまって読みづらい 

  ライトノベルというよりマンガ

のように見える 

文章が２段あるせいかいそがしいイメ

ージ 

男にとっての女性の不思議さ 底

が見えない感じ 

    厚い。上下二列の文章構造→字が多

く見える。絵が少ない 

所々カタカナなのは何か意味があ

るんだろうか？ 

    サスペンスもの？ よくわからない じょうきょうがわかりづらい 

    →ぱっと流し見ではストーリーが見え

にくい 

よくわからない 

    文字の配置は難しそうなのに、文字 とりあえず短い文を長くうすめるの



数はさっぱりして見える はやめてほしい 

    さし絵（各章のとびら絵）で区切りがわ

かる。 

普通の「小説」ではない 

    人物紹介風の絵によって、その章の

重要人物 or面たる視点の人物を＊＊

＊＊はミスリードさせる？ 

地の文にも心情がはみ出している 

    台本のト書き？ 

「狼と香辛料」 現代＋ファンタジー 区切りが上手くて読み進めやすい 

  優しい、親しみ、守り、風 イラストから見て恋愛物 ”が、”が多い。 

  香辛料ようそが見あたらない 中世、ヨーロッパ、恋愛 中世、ヨーロッパ、一見すると平

和、平穏 

  キャラクターに目がいく、 持ちやすいサイズ 主人公と騎士の駆け引きがおもし

ろい 

  ちょっと難しそう 所々に絵があるのでわかりやすい 面白い 不思議 丁度良い難しさ 

  人気がある小話、ヒロインが

人ではない 

挿し絵が可愛い 行商人の話 

    文字数は少しつまって感じるところも

ある 

のんびりした感じ 

    旅もの 物語の序章 

    やはりヒロイン人ではなし 中世の欧州のイメージを与える 

    中世欧州風ではあるが、実際の世界

ではないということを「オオカミ」を人格

化＋人間化することで、イソップ物語

のような印象を与えている 

ヒロインとの とうとつな出会い 

    地の文で読者に人物のイメージを

もたせている 

      

一般文芸       

「一瞬の風に

なれ」 

学生のスポーツに関する話   淡々と区切っている部分が多く、ス

ムーズに読み進められる 

青春、あわい感じ、思い出、

優しい 

語り口が軽く、年小時代のできごとの

話 

特に、セリフは軽い一口で終わる

ことが多い。 

ランナーの話？シンプル 青春、スポーツ、思い出、日常っぽ

さ、誰もがする経験 

青春、文章が大人向け、やるせな

さ、悩み、若さ、どうにかなる幹



事、若者っぽい。 

  こざっぱりしすぎ、さみしい印

象 

セリフ多い ストーリーは学園モノっぽいが字

や言葉が難しい 

  外でやるスポーツものだと思

う、走ってそう 

ハードカバーでないので読みやすい 中～高校生の話？ 

  野球に関連する作品といえ

る。人が描かれているので

悲しい結果が待っている？ 

少し余白が広いのに印象は簡単に見

えなかった 

セリフの間の説明文が主人公の

交互で書かれていて感情移入しや

すい 

    学校の話のようなので、ぱっと教科書

が思い浮かんだ 

ラフ 簡単 青い 

    スポーツもの 少年らの部活動の話 

    よく青春してそう 主人公は周りと自分をくらべてい

るっぽい その先はわからない 

    陸上に関連する物語か？ 普通の青春もの 

    最後に用語カイセツをのせることで辞

書をいっしょによんでいるような 

タテ書き文章なのに横書き文章の

ような印象 

      会話が中心 

      サッカーと陸上が関連している？ 

「犬と私の 10

の約束」 

かわいい、ペット育成記？ 文字が大きい 文章の区切りが若感少ない。 

優しさ、大切な時間、約束、

けなげさ 

犬との思い出をつづっている なんか読みやすい文章 

犬かわいい、どんな内容か

わかんね 

字が大きく見やすい  明るい あたたかい 素直 軽い 

  犬が印象に残る、題より何よ

り犬しか見えない 

ページが白くて明るい 親子の話 

  文字も写真も多く絵本のよう 後で犬がでてきそう 

  犬とともに成長してそう、最

後には犬が亡くなりそう 

犬の写真がところどころにあってなご

む 

人とのかかわりの中に「犬」が登

場する 

  文字が大きく感覚も開いていて読み

やすそう 

「私」と言っている女性が中心とな

っている 

  犬の写真を大きくのせること 普通の文章とセリフが分けられて



  で「犬視点」を強調している。

作者は犬を大切にしていた。 

犬主体の話、写真、思い出、いやし、

日常、家族の一員 

いるところとそうでないところがあ

り、気になった。 

  思い出、 ペットが欲しい 子供

心、さびしさ、うれしさ、困らせたい

気持ち←子供心 

    最後の方は特に写真も多くパラパラ

見ただけで泣きそうになった 

    表紙の印象通り犬と共に成長する

話。最後に犬が死ぬ 

父ちゃん大変だなーと思う 母ちゃ

んも大変だなーと思う 

「流星の絆」 サスペンス物 字を大きめにすることで、幅広い年代

を対しょうにしている 

日常から非日常への転換 

  夢見る感じ、憧れ、運命的、

広大 

会話が多い 日常のあっけない終わり 

  かっこいい表紙 絵が少ない 説明がくわしく、わかりやすい 

  サスペンスものっぽい、兄弟

のきずな？ 

ストーリー性が高い幹事 可愛い 普通 スラスラ読める 

  オシャレ、オビが文字だらけ

だけど読みたくなる、目をひく

フレーズ 

日常に近いリアルさ 物語への後の部分への布石があ

る？ 

  セリフ多め？ 子供と大人の視点と考え方のちが

いを明りょうとしている。 

  流星と流れ者（さすらいまど

ろん）をかけて、ミステリアス

とサスペンスの印象を与えて

いる 

普通の小説といった印象   

  きんぱく感があると思う 普通の文章とセリフが一緒になっ

ている箇所がある。読みづらい。   恋愛ざたに兄弟がからむ？ 

    日記のような＊＊＊か写真を入れる

ことで、物語をひきたてている 

青春、思い出、事件、トラウマ、突

然、子供心     

    ぶ厚くて文章がつまっている。読むの

が大変そう 

冒頭の幸せな兄弟ものからの殺

人はびっくりした。そこまでしか読

んでないのでこれ以上はないです 

    

    話が最初から最後までつながってい

る感じ（途中で小タイトルがない）       

    ハードカバーなので気軽には読めなさ

そう 

  



    文庫版ではない分、読みやすそうな

印象 

  

    さし絵を入れないことで、人物の情況

と心情を「読者」に考えさせる 

  

    章ごとにタイトルをつけないことで、映

画の台本やドラマの短いシーンのよう

な感じをうける 

  

「東京タワー」 シンプルな表紙 日記のよう？ 表現が独特 

  シンプル、大人っぽさ、高級

感 

文字数は丁度いいぐらい 騒がしい 虚しい オレンジ色 

  シンプル、帯の字が細かす

ぎ 

患者のイラストからやや暗い話のイメ

ージ 

親子の話 

  金があしらってあるのにシン

プルすぎる、でも"京"の字に

絵がほどこしてあってオシャ

レ 

昭和っぽさ、大人っぽさ、思い出、貧し

さ、本当に大切なもの、昔っぽい 

オムニバス 

  映画のような情景を読者にもたせ

る文章 

  他人事のような自分の思い出の語

り口 

  おびが細かく見る気がしな

い、タイトルがよくわからん 

東京タワーの画像が本のどこにもな

かった 

日記のような文章 

  白をベースとして金でふちど

りしてあります 

文字以外の空白が広く、少々読みづ

らい 

”。”と”、”で上手に区切ってある。

おかげでスラスラ読める。 

    表紙・裏表紙をめくってすぐの写真が

オシャレっぽくて嫌な感じ 

セリフが上手く組み込まれている。 

    東京に住む親子の話、子供の視点で

描かれる 

昔っぽさ、昭和っぽい 



    東京タワーの色である「虹色（朱

色？）」がページのはしに配することで

関連性（タイトルとの？）をとっている。 

オトンひでーなと思う 昔よくいたタ

イプだと思う。というより自分の父

親[この文章に打ち消し線] 

学校図書館

での人気図

書 

      

「世界の中心

で、愛をさけ

ぶ」 

物悲しいイメージ 字体が多い 普通の文章とセリフがごっちゃに

なている感じがした 

  空、広大、雲、さびしさ、無力

さ 

文字が太い そのせいか読み進め辛かった 

  小説というより写真集のよ

う、 

ハードカバーじゃなくてもいいような セリフが多いところは本当に多い 

  さっぱりした印象 文字が太くて目に痛い 青春、失う辛さ、思い出、日常、恋

愛 

  恋愛もの、中心人物が死ぬ

と思う 

字が濃い、]字がしっかりしている、恋

愛ものかな 

たとえが古臭い。「給食のカレービ

ーンズ」とか中学生が言う言葉な

のだろうか？ 

  表紙からは話の内容がよみ

とれない、裏になにもない 

なんだか読みづらそうな印象 素朴 真っ白 純 虚無感 

  うすく、＊＊＊＊＊ 普通の男女の青春 

    主人公が恋愛して大人になっていく感

じだと思う 

彼女の死によってんのか？と思っ

た 

    ページあたりの文字数を少なくするこ

とで、若者の文章という印象を与えて

いる 

主人公の心の中を地の文の中心

としている。 

    日常ありふれている風景？ 

「バッテリー」 わかい イラストが力強い 文の区切りが上手い。”、”を上手

く使っている。 



  青春、荒々しさ、男っぽさ、若

さ、思い出 

列の間が広く、よみやすい 長すぎる文がなく読みやすい。 

  暗い感じ、野球の話？らしい

事は裏表紙でわかるが表紙

からはわからない 

児童書籍のようだと思った 思い出、寒さ、家族、親心 

    青波って名前っぽくない 

  映画のワンシーンのよう、ロ

ゴはマンガのよう 

行間が広く、文字も大きく読みやすそ

う 

お父さんに死亡フラグが立ってい

る 

  挿絵も子供向けのよう 「バッテリー」？ 

  野球もの、タイトルからピッチ

ャーとキャッチャーが主人公 

児童向けというかんじ 野球ものの小

学生ばん？ 

難しい 

  雰囲気重視 

    大人だけでなく、子供にも読みやすく

してある 

冷たい 

    一組の親子とその友の会話 

    絵本的なモノと小説がまじりあったよ

うに感ずる 

他愛なさすぎる会話であんまり印

象がない 

    親子の会話が中心 

    文字が大きく広がっていてなんだか迫

力がある 

新しい土地への引越しにゆれる主

人公？ 

    野球がキーワード 

    字が見やすい、絵やデザインが絵本

っぽい、読み仮名→若い人や子供に

呼んでほしい？ 

  

    小学生の読書感想文にも良さそうな

感じ 

  

「蹴りたい背

中」 

大人ぶる感じ、青春、女心 文章がしめる面積が小さく見えた セリフに”「」”を使っていない箇所

がある。読みづらい。 

  タイトルと表紙の関連性がわ

からない 

青春、学園モノ？ 文章の区切りが少ない。”。”が少

ない。 

  小学校の国語の教科書にあ

る挿絵のようだと思った 

ページ番号が漢数字で横に配置（メッ

セージ性？） 

青春、思い出、みじめさ、ヒトの行

動(心理)力、もどかしさ、なんとか

したい気持ち 



  青春の話だと思う、女性中心

の話？ 

ページの割に、文が少ないような 主人公が何をしたいのかわからな

い 

    ページ数がヘンな所にある プリントちぎってなんだ 

    ページ番号の位置がオシャレ 簡単、不快感、陰湿、暗い 

    凄く簡単に読めそうな印象 授業風景をかいていた 

    青春もの、りくじょうがごっちゃになっ

ているかんじ？ 

わざと複雑な文にしているかんじ。

やぼったい 

    たぶんただの青春もの きみょうな つーかはた目からして

変な男女の話 

    ページあたりの文字数が少ない 日常に混じっている異分子とのマ

ジワリ 

    横書き文をタテガキにしたような感じ

か？ 

会話が少ない？ 

      現代の学校と生徒の一風景 

「リアル鬼ご

っこ」 

現代ホラー イラストがないせいかシリアスなイメー

ジ 

目をやや忙しく動かしながら読ん

だ。文章が縦に長いからだろうか。 

ダーク、ホラー、おどろおどろ

しさ、日本っぽい怖さ 

本がややぶ厚く大きい成果オもぐるし

い感じがする 

普通の文章とセリフの区別がやや

つきにくい 

  暗い、 字が多め（紙と字のバランスが独特） 日常と非日常。リアルさとファンタ

ジーっぽさ。辛さ。 

  「リアル」だったら「ごっこ」じ

ゃないような… 

緊ぱく、ハラハラする感じ ！２－７ なんか日本語が変。 

  題と表紙から怖い雰囲気が

伝わってくる、オビのフレー

ズもキャッチー 

セリフに対して説明が多すぎるような 暗い 普通 強い ひきこまれる 

  暗そう、 上に題がなく、文字ばっかりの印象 今の日本の日常と王立制が同居

している。なんでそれができるのか

がわからない。 

  サバイバル物？ やはり暗い 序章ってかんじでまだよくわからな

いかんじ 



    頭悪い人物が多そう 地の文に動作や行動を多くさいて

いる。 

    会話文を多用することで固い印象をさ

けている 

  

        

「あおぞら」 一見明るい内容、帯でイメー

ジが一変 

字数が少なく、さっぱりしたイメージ 1ページの文章量がずいぶん少な

い気がした。 

  青春、思い出、すがすがし

さ、勇気、広大、風 

”手をつなごう”が印象的 傷、トラウマ、若者、イヤな思い

出、男女関係、危機、やるせなさ、

悔しさ 

  明るい、 行間・白っぽさが目につく 現代社会の問題？ 

  女子高生の話？ 左ページの番号は見やすいが右ペー

ジは見にくい 

「あおぞら」？ 

  明るい、 恋愛っぽい、女性っぽい、日記っぽさ 読みやすい 簡単 セリフが多い 

面白い 

  でも少し稚拙に見える 改行が多すぎる ひ弱な女の話 それだか。特に印

象はない 

  内容が過激だと思う 文字・行間とも読みやすすぎて詩のよ

うな印象 

授業で作ったような文章 

    [ハートマーク]が使われていて不思議 地の文に主人公の心情があるも

のの、わざと短くしてある？ 

    ひもがピンクで可愛らしい印象   

    ノンフィクションだと思われる   

    変な人生歩んでいそう   

    ページあたりの文字数をへらし、文章

を短くしてつなげることで、若者の心

情を描こうとしている（？） 

  

（極端な誤字は修正してあるが、原則として評価者の表記のまま。難読箇所は＊を置いた。） 

 

 



結論から言えば「ライトノベル標本群」「一般文芸標本群」「学校図書館で人

気図書」という三つの書籍群の間に、著しい評価記述の差は認められなかった。

この結果は表紙カバー、書籍本体、本文コピーのいずれについても同様である。 

各被験者の視点は大きな差を見せている。例えば、被験者 Fは印象をキーワ

ードで並べていくことで一貫しているが（例：『涼宮ハルヒ』の表紙については

「勝気、強気、しっかりとした」）、被験者 Aは物語の内容やその物語の属する

ジャンルの推定に意識が集中しており（例：『キノの旅』の表紙については『バ

イクで旅をしている話？』）、被験者 Eは主観的印象を短く記している（例：『世

界の中心で愛をさけぶ』の表紙について「さっぱりとした印象」）。しかし、個々

の被験者の回答の中で見ても、３つの書籍群に対しての差異は見つけ出す事が

出来なかった。 

興味深いのは、ライトノベルの特性とされることの多い「文章が短くて読み

やすい」と評価されていないライトノベルの存在である。『涼宮ハルヒ』のテキ

ストに対して、被験者Cは「”。”が少ない。長い文章でも少ない。」、被験者

Eは「読みづらい」、『クビキリサイクル』（『戯言』シリーズ）のテキストに対

して、被験者Aは「とりあえず短い文を長くうすめるのはやめてほしい」、被験

者Bは「所々カタカナなのは何か意味があるんだろうか？」、被験者Cは「（ ）

を使った文章は読み進みがと切れてしまって読みづらい」、被験者Dは「普通の

「小説」ではない」、被験者Eは「表現が小難しい ごちゃごちゃしている じょ

うきょうがわかりづらい」など、文章に対する違和感を記している。ベストセ

ラー小説や学校図書での人気図書にはここまで文章への違和感は出されていな

いし、総じて「読みやすい」という評価がなされている。実験評価後の自由討

論（後述）の中でも、この点は指摘された。すなわち、「ライトノベルの文章は、

一般小説よりも読みにくい」（被験者E）というのである。この被験者が、普段

は夢野久作や江戸川乱歩を読んでいると自己申告している事を考慮すれば、実

感の伴った評価なのであろう。 

 



４．ライトノベルの特定実験 

 印象記述実験の後、表紙カバーと書籍本体を元通りに組み合わせ、自由に閲

覧させた上で、どれがライトノベル作品であるか、各自の印象によって判断し

てもらう。その後、自由討論の時間を設け、被験者及び調査者間での意見交換

を行った。 

 ライトノベルかどうかを判断させた結果は、おおむねライトノベルを正しく

選別しているが、若干の「誤認」が起こっていた。（表四） 

 

表四：ライトノベルの選別結果（コメント記入欄）とその根拠。灰色欄はライ

トノベルとされなかった作品。 

被験者 A B C D E F 

ラノベ読書頻度： 

一度も読んだことが

ない 

本自体を全く読まな

い 

全く読まない 時々読む 

ライトノベルのような

ものを読んだことが

ある（読書はする。

夢野久作・江戸川

乱歩など） 

全く読まない 

「涼宮ハルヒ」   

絵 

本のサイズ 

内容 

文区切りな文章とセ

リフの分け方が上

手く、とても読み進

めやすい 

主人公のゆるい語

り口が気軽に読む

には良い。 

  

表紙 

文章の読みづらさ 

アニメっぽい表紙 

本の厚さ 

絵 

アニメっぽい文章や

ストーリー 

「キノの旅」 

はし絵がある 

ハードカバーでない 

マンガを文にした感

じ 

自分の中の偏見に

よる第一印象 

絵 

本のサイズ 

人物 

表紙絵とタイトルで

「主人公が不思議な

世界を旅する」とい

う大まかな内容をつ

かめる 

文区切りな文章とセ

    

ファンタジー要素 

非日常 

アニメっぽい表紙 

本の厚さ 

絵 

時代背景 



表紙の印象 リフの分け方が上

手く、とても読み進

めやすい 

アニメっぽい文章や

ストーリー 

「フルメタル・パニッ

ク！」 

はし絵 

ハードカバーでない 

やたら会話が多い 

偏見 

アニメ的（？）表紙 

絵 

本のサイズ 

ロボット 

  

日常ではない非日

常なので 

マンガのようである

ので 

表紙 

設定 

非日常 

アニメっぽい表紙 

本の厚さ 

絵 

時代背景 

アニメっぽい文章や

ストーリー 

「戯言シリーズ」 

はし絵 

ハードカバーでない 

会話が多い 

偏見 

表紙 

絵 

本のサイズ 

人物 

    

表紙 

設定 

  

「狼と香辛料」 

はし絵 

ハードカバーでない 

会話 

偏見 

表紙 

とても読みにくい(?) 

絵 

本のサイズ 

内容 

  

色つき口絵を巻の

先頭に配してあるの

で 

「ライトノベル」と宣

伝されている文庫の

1作品なので 

表紙 

設定 

ファンタジー要素 

非日常 

アニメっぽい表紙 

本の厚さ 

絵 

時代背景 

アニメっぽい文章や

ストーリー 

「世界の中心で、愛

をさけぶ」 

            

「バッテリー」             

「蹴りたい背中」             

「リアル鬼ごっこ」   内容         



「あおぞら」       

文章の活字を大きく

し、読みやすくして

あるので 

いわゆる「小説」と

は異なっていると思

うので 

    

「東京タワー」             

「一瞬の風になれ」     

文区切りな文章とセ

リフの分け方が上

手く、とても読み進

めやすい 

文章量が丁度良い 

      

「犬と私の 10の約

束」 

            

「流星の絆」             

 

この表では最初の5作がライトノベルであるが、6人の被験者はほぼ正しくこ

れらをライトノベルと判断していた。判断の根拠としては、表紙やイラストの

存在を上げているが、内容や文章のスタイルを上げているケースも散見される。

しかし、どの作品についてもライトノベルと判断していない被験者が存在して

いる。ことに『クビキリサイクル』（『戯言』シリーズ）は半分の被験者が、『凉

宮ハルヒ』と『キノの旅』でも1/3の被験者がライトノベルと判断していない。 

 また、ライトノベルではない書籍については、『リアル鬼ごっこ』を内容から、

『一瞬の風になれ』を文章のスタイルから、『あおぞら』をページのデザインの

観点からライトノベルと判断している被験者が存在する。 

 

5．まとめ 

今回の実験ではライトノベルと、そうではない小説の間に明確な印象の差異

を認めることはできなかった。これは集められた被験者が全体的に、ライトノ



ベル体験が希薄だったことが影響している可能性が高く、ライトノベルを読み

慣れている集団を被験者とすれば、また違った結果が得られた可能性はある。 

しかしながら、ライトノベルの表紙や書籍内部のイラストの存在は十分に被

験者たちに認知されていたし、これを根拠としてライトノベルを選別する場合

が多かった。すなわち、「ライトノベルは、アニメっぽい表紙とイラストが付い

た本である」という認識が、ライトノベル体験の少ない集団にも浸透している

ことを窺わせている。 

一方、表紙やイラストだけではなく、物語の内容や文章のスタイルも選別判

断の根拠としている場合が見られ、表紙やイラスト以外にも「ライトノベルと

はこんな小説」というライトノベル像が形成されていることも窺える。ただ、

ある被験者（C）が文章の読みやすさをライトノベル選別の根拠とする一方で、

別の被験者は「読みにくさ」をライトノベル選別の根拠とするなど（被験者Eの

『涼宮ハルヒ』、被験者Aの『狼と香辛料』）そのライトノベル像が一般に広く共

有されているかどうかは疑問視される。 

また、『リアル鬼ごっこ』『あおぞら』『一瞬の風になれ』をライトノベルと判

断した被験者の存在は、出版事業でのライトノベルの扱いと一般に広がってい

る「ライトノベル像」との乖離を示唆している。「ライトノベル像」は必ずしも

ライトノベルのみに当てはまるのではなく、同時代に書かれて読まれている物

語小説にも当てはまる場合がある。ライトノベルという現象を考える上で、そ

の食い違いには、十分な留意が必要である。 
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