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１．研究動機と方法 

 

 ライトノベルとは「マンガ的・アニメ的なイラストが添付された、十代の若者層を主要

読者とするエンターテイメント小説である」といった定義がさしあたって行われている[1]。

その一方で、このジャンルの作品群は様々な捉え方をされてきた。書評家の大森望はライ

トノベルとは何かと問われれば、外見的な定義、文体的な定義、モチーフ的な定義など、

人は様々な判断基準を持ち出すだろうと述べている[2]。山中は言説資料の分析を通して、

以前からあった様々な小説群がゼロ年代に「ライトノベル」という名のジャンルに再構築

された過程を描いているが[3]、おそらくはその中で様々なイメージが「ライトノベル」と

いうジャンルに託されたものと推測される。 

 大森はそういった多面的なライトノベル像を、三村美衣と共に「ライトノベル診断表」

という形でまとめ、「ライトノベルっぽさ」を示す様々な指標を提示している[4]。それに

よれば文庫本で、表紙がアニメやマンガ調の人物画で、カラーの口絵と本文イラストを備

え、文章は短くて読みやすく、本文ページは白っぽく、一人称の口語体で描かれて会話が

多く、社会的な問題を扱わず、萌えキャラや病的な登場人物が現れ、主人公は十代半ばで

特殊な運命を背負っており、特殊な語尾で喋る人物や人間でないキャラクターが現れ、ア

ニメやマンガとメディアミックスされて出版されるなどの特徴をより多く備えたものがラ

イトノベルらしいライトノベルなのである。このジャンルに託されたイメージを様々な側

面から拾い上げているという点では、よく出来た指標群とは言えるだろうし、個々の指標

の多くは一般にも流布されている。 

 ただし、これらの指標は正当な根拠を持ち、このジャンルに属する作品群を正確に捉え

るのに有用なのかという検証は案外に行われていないし、個々の指標の妥当性についても

疑問は多い。 

 例えば、著者らは大学生らを対象としてライトノベルと一般のベストセラー小説の印象

比較実験を行ったことがあるのだが、大森・三村の指標のうち文章に関するものは当を得

ていなかった。被験者達は、ライトノベルの本文を読んだ上で「短くて読みやすい」とは

感じておらず、むしろ「読みづらい」（『涼宮ハルヒの憂鬱』）、「表現が小難しい」（『ク



ビキリサイクル』（戯言シリーズ））と評された作品例もあったのである。実際、これら

の作品の文章は短く無いし、漢字も多く使われている。[5] 

 この印象比較実験の被験者達にとって、そもそもライトノベルと一般のベストセラー小

説とがそれほど明瞭に分別されている訳でもなかった。この実験では、一般のベストセラ

ー小説・学校図書館での貸出頻度の高い小説・ライトノベルの5冊ずつ、計15冊を用い、そ

れぞれについて表紙、中身、本文についての印象を自由記述させた上で、「どれがライト

ノベルと思うか」と問いかけてもいる。すると、15冊中5冊のライトノベルを正確に選別し

た被験者は六人中一人でしかなく、その被験者も一般小説のひとつをライトノベルと判定

していた。他の五人はいくつかのライトノベルを選ばなかった。彼らに選別の根拠を問う

たところ、文体や表紙の印象をあげることが多かったのだが、前述の「誤認」は文体を根

拠にして判断した場合に起こっていたようである。読書体験が弱い被験者集団による結果

ではあったが、ライトノベルと一般小説の境界は文体に関する限り、存外に曖昧であるこ

とを伺わせている。[6] 

 本論文では、客観指標に基づいて実作品の評価を行い、ライトノベルとはどのような傾

向を持つ作品群なのかを考察することとしたい。メディアの中で「ライトノベル」とされ

ている作品群と、「ライトノベルっぽい」と認知されうる客観指標群を用意し、どの指標

がライトノベル作品を良く分別できるのかを検証する。それらの客観指標を変数とみなし

て多変量解析、特に主成分分析と呼ばれる解析ツールを用いてライトノベルというジャン

ルを成立させている主要因が何なのかを考察する。 

 

２．ライトノベル作品群と対照群の選定 

 

 評価対象とする作品群として、世の中で広くライトノベルとして認められているものを

揃える必要がある。ここでは、宝島社から毎年発行されているムック本『このライトノベ

ルがすごい！』のランキング表を用いることとした[7]。この表は、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」とした（表一）。本論考で



はこれを2003年から2008年に出版された標準的なライトノベル作品と考えることにする。

実際の解析では、1位から20位の『七姫物語』までの20作品を用いることとし、以下これを

標本群と呼ぶことにする。 

 

表一：ライトノベル作品リスト 

順

位 

加重

得点 作品名（シリーズ名） 著者 レーベル 

1 103 「涼宮ハルヒ」シリーズ 谷川流 
角川スニーカー

文庫 

2 99 キノの旅 -the Beautiful World- 時雨沢恵一 電撃文庫 

3 94 フルメタル・パニック！ 賀東昭二 
富士見ファンタ

ジア文庫 

4 92 「戯言」シリーズ 西尾維新 講談社ノベルズ 

5 82 狼と香辛料 支倉凍砂 電撃文庫 

6 81 灼眼のシャナ 高橋弥七郎 電撃文庫 

6 81 とらドラ！ 竹宮ゆゆこ 電撃文庫 

6 81 「文学少女」シリーズ 野村美月 ファミ通文庫 

9 73 空ノ鐘の響く惑星で 渡瀬草一郎 電撃文庫 

10 70 AHEADシリーズ 終わりのクロニクル 川上稔 電撃文庫 

11 68 とある魔術の禁書目録（インデックス） 鎌池和馬 電撃文庫 

12 63 半分の月がのぼる空 橋本紡 電撃文庫 

13 62 バッカーノ 成田良悟 電撃文庫 

14 56 ゼロの使い魔 ヤマグチノボル MF文庫 J 

15 55 されど罪人は竜と踊る 桜坂洋 
集英社スーパー

ダッシュ文庫 

16 51 バカとテストと召喚獣 井上堅二 ファミ通文庫 

17 42 黄昏色の詠使い 細音啓 
富士見ファンタ

ジア文庫 

18 40 「ムシウタ」シリーズ 岩井恭平 
角川スニーカー

文庫 

19 38 BLACK BLOOD BROTHERS あざの耕平 
富士見ファンタ

ジア文庫 



20 37 七姫物語 高野和 電撃文庫 

20 37 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん 入間人間 電撃文庫 

20 37 悪魔のミカタ うえお久光 電撃文庫 

23 35 デュラララ！！ 成田良悟 電撃文庫 

24 33 マリア様がみてる 今野緒雪 コバルト文庫 

25 32 ウィザーズ・ブレイン 三枝零一 電撃文庫 

26 28 砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない 桜庭一樹 
富士見ミステリ

ー文庫 

26 28 GOSICK －ゴシック－ 桜庭一樹 
富士見ミステリ

ー文庫 

28 27 流血女神伝 須賀しのぶ コバルト文庫 

28 27 人類は衰退しました 田中ロミオ ガガガ文庫 

30 25 銀盤カレイドスコープ 海原零 
集英社スーパー

ダッシュ文庫 

30 25 「化物語」シリーズ 西尾維新 講談社 BOX 

32 24 わたしたちの田村くん 竹宮ゆゆこ 電撃文庫 

32 24 ミミズクと夜の王 紅玉いづき 電撃文庫 

32 24 「生徒会の一存」シリーズ 葵せきな 
富士見ファンタ

ジア文庫 

35 23 アリソン 時雨沢恵一 電撃文庫 

36 22 撲殺天使ドクロちゃん おかまさゆき 電撃文庫 

36 22 ある日、爆弾がおちてきて 古橋秀之 電撃文庫 

36 22 All You Need Is Kill 浅井ラボ 
角川スニーカー

文庫 

39 21 レジンキャストミルク 藤原祐 電撃文庫 

39 21 とある飛行士への追憶 犬村小六 ガガガ文庫 

39 21 カオスレギオン 冲方丁 
富士見ファンタ

ジア文庫 

39 21 「ブギーポップ」シリーズ 上遠野浩平 電撃文庫 

 

 今回の解析では、調査対象の標本群とは異なる特性を有することが身込まれる別の作品

群を選定し、これを対照群とした。前述した大森・三村などにも、一般的な小説との差異

を強調する傾向が見られたために、ここでは標本群と同時期に発売されていた一般文芸書



から選び「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。対象となる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[8]、本テーマであるライトノベルの解析には混乱要因

となることが予想されたからである。 

 選定にあたっては、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』

[9]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、上記の非該当作品を除

外してリスト化を行った（表二）。本論考ではこれを「一般文芸リスト」とし、上位10作

品を対照群として用いることとした。 

 

表二：一般文芸作品リスト 

1 世界の中心で愛をさけぶ 片山恭一 小学館 

2 東京タワー リリー・フランキー 扶桑社 

3 半落ち 横山秀夫 講談社 

4 蹴りたい背中 綿矢りさ 河出書房新社 

5 いま、会いにゆきます 市川拓司 小学館 

6 容疑者 Xの献身 東野圭吾 文藝春秋社 

7 一瞬の風になれ 佐藤多佳子 講談社 

8 野ブタ。をプロデュース 白岩玄 河出書房新社 

9 ブレイブ・ストーリー 宮部みゆき 角川書店 

10 蛇にピアス 金原ひとみ 集英社 

11 明日の記憶 荻原浩 光文社 

12 ハッピーバースデー 青木和雄／吉富多美 金の星社 

13 誰か 宮部みゆき 実業之日本社 

14 名もなき毒 宮部みゆき 幻冬舎 

15 アフター・ダーク 村上春樹 講談社 

16 エ・アロール それがどうかしたの 渡部淳一 角川書店 

17 ドロップ 品川ヒロシ リトルモア 

18 夜明けの街で 東野圭吾 角川書店 

19 チーム・バチスタの栄光 海堂尊 宝島社 

20 博士の愛した数式 小川洋子 新潮社 

 



３．指標の選定 

冒頭で述べた大森・三村の「ライトノベル度診断表」（以下「診断表」と略記）は、造本・

物語の舞台設定・登場人物の類型・他メディアとの関係・文体・主題等について複数の指

標を設定し、定められた加点方法で得られる総合点をもって「ライトノベル度」を算出す

る（図一）。これは余興企画的性格の強いものであり、指標の選定についても、加算時の

重み付けにしても学術的な根拠がある訳ではない。しかし、多面的な指標を網羅的に並べ

ている点では評価に値するので、これを出発点にして客観的評価指標を構築して行くこと

を考える。 

 

 

 

図一：大森・三村による「ライトノベル診断表」 

 

 

 まず「診断票」に現れた指標を細かく分解して、独立指標として八〇項の指標を得た（表

三）。 

 



表三：「ライトノベル診断表」から得られた指標 

ライトノベルのレーベルから出ている 

文庫本である 

ノベルズ版である 

書き下ろしである 

ライトノベル系の小説誌からの書籍化である 

表紙が人物中心の絵である 

表紙がマンガ・アニメ系のイラストである 

イラストレータの名前が表紙に出ている 

書籍がグッズ的にパッケージされている 

カラー口絵がある 

本文イラストがある 

主要登場人物が絵で描かれている 

4コマ、イラストエッセイ、予告編やプロローグ的イラストがある 

ページ数が 300ページ以内である 

最初からシリーズ化を前提に執筆されている 

決めセリフや水戸黄門的反復パターンがある 

シリーズ全体の大きな結末に向かうベクトルが弱い 

シリーズタイトルが付いている 

同じシリーズとして 4冊以上が書かれている 

外伝、短編集などがある 

クロスジャンルである（SF、ミステリー、魔法、ホラー、オカルト、ミリタリー、学園、伝奇、格

闘、スポ根、恋愛などのジャンル小説が幾つもミックスされている） 

政治や制度などの社会的テーマがない 

現実社会の問題を描かない 

種の滅亡や反映を描かない 

登場人物が大人にならない 

閉じた世界が舞台となっている（学校、病院、孤島、館、特殊な町、文明崩壊後の特殊環境など） 

物語世界に異物が同居している 

異世界（遠未来などを含む）が舞台である 

巫女、大量の妹、マッドサイエンティストなどの非現実的な登場人物がいる 

合理的でない約束事がある 

主人公たちの年齢は十代である 

主人公は両親のどちらかあるいは両方が不在である 

主人公は家庭や組織、生まれ故郷に縛られていない 

主人公は学生以外の立場や職業を持たない 

主人公が運が悪い、運が良いなどの宿命を背負っている 

登場人物のキャラが立っている 

主要登場人物が 4人以上いる 

登場人物たちのキャラの役割分担が明確 

設定上の立場と性格との間に落差のある人物が設定されている（中学生なのに天才科学者、天才軍

師なのに絵がヘタなど 

シリーズを通しての脇キャラがいる 

人間ではないキャラクターがいる 

こわれキャラや過剰なキャラがいる 

萌えキャラがいる 

特殊な境遇にある（生れついた）主要登場人物がいる 

特殊な能力を持つ主要登場人物がいる 

感情が欠落している主要登場人物がいる。 

人間ではない主要登場人(?)物がいる 

わかりやすく、文章が読みやすい 

視覚的な表現が行われている 

センテンスが短い 

会話が多く、情景描写が少ない 

会話文が全改行されている 

叫び声や吐息などの文字化が行われている 

擬音が多い 

ページが白い 

凝った（変な）固有名詞が登場する 

凝った（変な／ばかばかしい）呪文が登場する 



ルビで特殊な読みが指定されている 

対象物とミスマッチな名前が登場する 

特殊な語尾で特定できる人物がいる（「〜にょ」など） 

口調や呼びかけが固定化されることで特定できる話者がいる 

一人称で特定できる人物がいる 

方言や癖のある喋り方で特定できる人物がいる 

会話文を示す鍵括弧のあとに「と○○は言った」式表現をしていない 

著者がライトノベル系新人賞受賞、または最終候補に残ってデビューした 

著者は SFやミステリなどのジャンル小説、シナリオライター、ゲームライターから転身 

著者がライトノベルの作家である 

著者が大人っぽくない 

著者の職歴が明かされていない 

著者が若くしてデビューしている 

著者が若い読者と、世代と文化背景を共有している 

あとがきで著者が露出している 

あとがきで著者と登場人物との座談会が行われるなど、キャラと著者の境界が曖昧 

あとがきで著者が外道・遊び人・妹萌えなどの類型キャラクターを演じている 

あとがきでファンレターが推奨されている 

読者との共犯関係が認められる、お約束のギャグやお決まりのパターンが使用されている、作中に

サブカル（アニメや TVやマンガやアイドル、ゲームなど）的なネタの比喩やギャグがある 

作中にメカや銃器・兵器のスペックや蘊蓄が含まれる 

作中の常識や約束事を過去の作品に依存している 

他作品へのオマージュやパロディ性がある 

メディア展開されている（アニメ、映画、マンガ、絵本、ラジオドラマ、CDドラマ） 

 

 これらをすべての作品で評価するのは現実的ではなく、半分程度には抑えたい。ランダ

ムに指標を選ぶのも一つの方法ではあるが、有用性の低い指標を含んでしまうリスクを伴

うので、主観評価による選別を行った。 

 具体的には、ライトノベル研究会メンバ 15 名を被験者として 80 個の評価項目を列挙し

た回答用紙を提示して、「ある作品がライトノベルか否かを判断するのに有用と思われる項

目にマークしてください。何個マークしても構いません」という指示を与えた。評価は、

静かな教室で一斉に行われている。評価項目の提示順序が回答結果に影響を与えないよう、

回答用紙としては、項目の並び順をランダムに並べかえたものを五種類用意し、ランダム

に混ぜて被験者に配布している。また、マーキングにあたっては、深く考えずに判断して

良いことも伝えた上で、十分な時間を回答者に与えている。 

 集計結果を整理したところ、延べ 343 個のマークを得た。マーキングされた数の多いも

のから順番に指標を並べたところ、マーク数が４以上だった 37 の指標だけで全マーク数

の約 80％を獲得していることが分かった（表四、図二）。ABC 分析（重点分析）の手法に

倣って、この 37 の指標を A 群として以下の解析に用いることとする。なお、これらの図

表ではマーク数が二個から三個のものをB群としているが、以下の解析では用いていない。 

 



表四：各指標が得たマーキング数と累積度数 

順
位 

 質問内容  

 

合
計  

 

累
積
度
数  

 

累
積
比
率(%

)  

判
定
ラ
ン
ク 

1  ライトノベルのレーベ…  15 15 4.37 A 

2  表紙がマンガ・アニメ…  14 29 8.45 A 

3  主要登場人物が絵で描…  11 40 11.66 A 

3  メディア展開されてい…  11 51 14.87 A 

5  文庫本である  10 61 17.78 A 

5  ライトノベル系の小説…  10 71 20.7 A 

5  表紙が人物中心の絵で…  10 81 23.62 A 

5  本文イラストがある  10 91 26.53 A 

5  巫女、大量の妹、マッ…  10 101 29.45 A 

5  著者がライトノベルの…  10 111 32.36 A 

11  擬音が多い  9 120 34.99 A 

12  登場人物のキャラが立…  8 128 37.32 A 

12  萌えキャラがいる  8 136 39.65 A 

12  読者との共犯関係が認…  8 144 41.98 A 

15  カラー口絵がある  7 151 44.02 A 

15  クロスジャンルである…  7 158 46.06 A 

15  わかりやすく、文章が…  7 165 48.1 A 

15  会話が多く、情景描写…  7 172 50.15 A 

15  特殊な語尾で特定でき…  7 179 52.19 A 

15  著者がライトノベル系…  7 186 54.23 A 

21  イラストレータの名前…  6 192 55.98 A 

21  4 コマ、イラストエッ…  6 198 57.73 A 

21  閉じた世界が舞台とな…  6 204 59.48 A 

21  こわれキャラや過剰な…  6 210 61.22 A 

21  特殊な境遇にある（生…  6 216 62.97 A 

21  あとがきで著者が露出…  6 222 64.72 A 

27  主人公たちの年齢は十…  5 227 66.18 A 

27  登場人物たちのキャラ…  5 232 67.64 A 



27  叫び声や吐息などの文…  5 237 69.1 A 

27  ルビで特殊な読みが指…  5 242 70.55 A 

27  口調や呼びかけが固定…  5 247 72.01 A 

27  一人称で特定できる人…  5 252 73.47 A 

33  合理的でない約束事が…  4 256 74.64 A 

33  設定上の立場と性格と…  4 260 75.8 A 

33  視覚的な表現が行われ…  4 264 76.97 A 

33  凝った（変な）固有名…  4 268 78.13 A 

33  方言や癖のある喋り方…  4 272 79.3 A 

38  書籍がグッズ的にパッ…  3 275 80.17 B 

38  同じシリーズとして 4…  3 278 81.05 B 

38  シリーズを通しての脇…  3 281 81.92 B 

38  人間ではないキャラク…  3 284 82.8 B 

38  特殊な能力を持つ主要…  3 287 83.67 B 

38  センテンスが短い  3 290 84.55 B 

38  会話文が全改行されて…  3 293 85.42 B 

38  ページが白い  3 296 86.3 B 

38  会話文を示す鍵括弧の…  3 299 87.17 B 

38  著者が若い読者と、世…  3 302 88.05 B 

38  他作品へのオマージュ…  3 305 88.92 B 

49  ページ数が 300ペー…  2 307 89.5 B 

49  最初からシリーズ化を…  2 309 90.09 B 

49  シリーズ全体の大きな…  2 311 90.67 B 

49  外伝、短編集などがあ…  2 313 91.25 B 

49  政治や制度などの社会…  2 315 91.84 B 

49  現実社会の問題を描か…  2 317 92.42 B 

49  物語世界に異物が同居…  2 319 93 B 

49  主人公は両親のどちら…  2 321 93.59 B 

49  主人公が運が悪い、運…  2 323 94.17 B 

49  主要登場人物が 4人以…  2 325 94.75 B 

49  人間ではない主要登場…  2 327 95.34 B 

49  凝った（変な／ばかば…  2 329 95.92 B 



49  著者が大人っぽくない…  2 331 96.5 B 

49  あとがきで著者が外道…  2 333 97.08 B 

63  シリーズタイトルが付…  1 334 97.38 C 

63  登場人物が大人になら…  1 335 97.67 C 

63  異世界（遠未来などを…  1 336 97.96 C 

63  主人公は家庭や組織、…  1 337 98.25 C 

63  対象物とミスマッチな…  1 338 98.54 C 

63  著者は SFやミステリ…  1 339 98.83 C 

63  著者の職歴が明かされ…  1 340 99.13 C 

63  あとがきで著者と登場…  1 341 99.42 C 

63  作中にメカや銃器・兵…  1 342 99.71 C 

63  作中の常識や約束事を…  1 343 100 C 

73  ノベルズ版である  0 343 100 C 

73  書き下ろしである  0 343 100 C 

73  決めセリフや水戸黄門…  0 343 100 C 

73  種の滅亡や反映を描か…  0 343 100 C 

73  主人公は学生以外の立…  0 343 100 C 

73  感情が欠落している主…  0 343 100 C 

73  著者が若くしてデビュ…  0 343 100 C 

73  あとがきでファンレタ…  0 343 100 C 

 



 

図二：各指標が得たマーキング数の累積度数と重点群（A 群）の選定 

 

更にこれらに対して主観を極力排して客観指標化した。指標によっては、ひとつではなく

複数の客観指標に分解されることもある。また「ライトノベルのレーベルから出ている」

というような指標は「ライトノベルのレーベル」を定義しなくてはならないが、「ライトノ

ベルとは何か」を巡って行われている、この論考においてはトートロジーを避けて定義す

るのは困難である。このような指標も外すことにした。この他にも、実際に評価を進めて

いく中で客観判断が困難と認められたものは最終的な解析からは外してある。 



とりわけ最も客観指標化が困難だったのは、 

登場人物のキャラが立っている 

萌えキャラがいる 

壊れキャラや過剰なキャラクター設定の人物がいる 

の 3 項目である。「萌えキャラ」や「キャラが立っている」という語彙や表現はライトノ

ベルをめぐる言説の中ではしばしば現れ、重要な表象とは考えられているし、実際ライト

ノベル研究会メンバーを対象とした前述の評価でも上位に現れた。しかしこの客観指標化

は極めて困難である。 

 やはりライトノベル研究会のメンバー15 名に対して表一の作品のタイトルを提示し、作

中に登場する「キャラの立っている登場人物」「萌えキャラ」「壊れキャラ」を特定しても

らったところ、メンバー間では一致しないことが多く、作品によっては大きくバラついた

（表五）。また、「登場人物のキャラが立っている」かどうかの判断を自由記述してもらっ

たところ、「オリジナリティ」や「エキセントリック」などの特異性の有無に注目する意見

と、「ケモノ耳」「巨乳」「決め台詞」などの様式性への注目が混在していた（表六）。「萌え

キャラ」の判断基準についての自由記述でも、女性性が強調されているかどうか、イラス

ト等のビジュアル、キャラクター類型（ツンデレなど）への一致などの判断が混在してい

る上に、「自分の好みかどうか」で判断するケースがあり、およそ客観指標に馴染むもので

はなかった。「壊れキャラ」についても同様に様々な判断基準が述べられている。ライトノ

ベルをめぐる言説で重要視されているキャラクターを巡る言説は予想以上に主観に依った

ものであり、判断基準は人によって大きく変化するのである。逆に言えば、登場人物に対

する様々な印象を、これらの「萌えキャラ」「壊れキャラ」「キャラが立っている」といっ

た語彙や用法でまとめてカテゴライズしているのが、昨今のライトノベルを巡る言説のあ

り方と言えるのかもしれない。ともあれ、以上の結果を踏まえて、今回の解析には「キャ

ラクター」をめぐる指標は用いない事とした。 

また、いったん外した指標でも、判断や計測が容易なものは調査項目の中に含めている場

合がある。 

 



表五：各作品における「萌えキャラ」と「壊れキャラ」の同定 

タイトル 

評
価
者 

キャラの立っている 

登場人物（複数可） 

萌えキャラ（複数可） 壊れキャラ（複数可） 

「涼宮ハルヒ」シリーズ 1 

ハルヒ、みくる、古泉、

長門、キョン 

みくる、長門、ハルヒ   

「涼宮ハルヒ」シリーズ 2 

ハルヒ、キョン、超能力

者、宇宙人 

未来人   

「涼宮ハルヒ」シリーズ 3 全員 みくる   

「涼宮ハルヒ」シリーズ 4 キョン   ハルヒ 

「涼宮ハルヒ」シリーズ 5 ハルヒ     

「涼宮ハルヒ」シリーズ 6 ハルヒ     

「涼宮ハルヒ」シリーズ 8 ハルヒ みくる、有希   

「涼宮ハルヒ」シリーズ 9 

ハルヒ、みくる、長門、

古泉 

長門   

「涼宮ハルヒ」シリーズ 10 

キョン、ハルヒ、長門、

みくる 

ハルヒ、長門、みくる   

「涼宮ハルヒ」シリーズ 11 ハルヒ、みくる、ゆき みくる、ゆき   

「涼宮ハルヒ」シリーズ 13 涼宮ハルヒ     

「涼宮ハルヒ」シリーズ 14 ハルヒ、長門 

みくる、長門、ツルヤさ

ん 

朝倉 

「涼宮ハルヒ」シリーズ 15   

ハルヒ、みくる、長門さ

ん 

  

「文学少女」シリーズ 1 ヒロイン ヒロイン   

「文学少女」シリーズ 2 文芸部長     

「文学少女」シリーズ 3   遠子先輩   

「文学少女」シリーズ 4       

「文学少女」シリーズ 5       

「文学少女」シリーズ 6 文学少女 タケダ 芥川・ミウ 

「文学少女」シリーズ 8 遠子     

「文学少女」シリーズ 9 とうこさん 

天才美少女作家の主

人公 

  

「文学少女」シリーズ 10       



「文学少女」シリーズ 11 とうこ     

「文学少女」シリーズ 13       

「文学少女」シリーズ 15   天野遠子、琴吹さん   

狼と香辛料 1 ホロ     

狼と香辛料 2 狼 狼   

狼と香辛料 3 ロレンス、ホロ ホロ   

狼と香辛料 6 ヒロイン ヒロイン ヒロイン 

狼と香辛料 8 ホロ ホロ   

狼と香辛料 9 ホロ ロレンス   

狼と香辛料 10 ホロ ホロ   

狼と香辛料 11 

おおかみの神の女の

子？ 

おおかみの神の女の

子？ 

  

狼と香辛料 14 ホロ ホロ、ノーラ   

狼と香辛料 15   ヒロイン   

キノの旅 -the Beautiful World- 1 エルメス     

キノの旅 -the Beautiful World- 2 キノ     

キノの旅 -the Beautiful World- 3 キノ     

キノの旅 -the Beautiful World- 4       

キノの旅 -the Beautiful World- 5 エルメス     

キノの旅 -the Beautiful World- 6 キノ ひろわれた少女・キノ 師 

キノの旅 -the Beautiful World- 7       

キノの旅 -the Beautiful World- 8 シズ     

キノの旅 -the Beautiful World- 10 キノ     

キノの旅 -the Beautiful World- 15       

とらドラ！ 1 大河     

とらドラ！ 2 主人公の女の子     

とらドラ！ 3 竜児、大河     

とらドラ！ 5 大河     

とらドラ！ 6 ヒロイン     

とらドラ！ 10 亜美、手のりタイガー 亜美   

とらドラ！ 15   ヒロイン   

灼眼のシャナ 1 シャナ シャナ   



灼眼のシャナ 3 シャナ シャナ、あゆみ   

灼眼のシャナ 6 ヒロイン     

灼眼のシャナ 8 マジョリードー シャナ   

灼眼のシャナ 9 シャナ なし   

灼眼のシャナ 15   ヒロイン   

「戯言」シリーズ 1 覚えていない！     

「戯言」シリーズ 2 ザレゴト遣い   

多数、キツネ面の男、

ザレゴト遣いの彼女 

「戯言」シリーズ 3 全員     

「戯言」シリーズ 8 ぼく     

「戯言」シリーズ 9 青い髪の子 青い髪の子   

「戯言」シリーズ 11 

いーちゃん、青い髪の

女の子 

  青い髪の女の子 

「戯言」シリーズ 14 青色サヴァン、赤   いーくん、匂宮 

「戯言」シリーズ 15     主人公、零崎、玖渚 

バカとテストと召喚獣 1       

バカとテストと召喚獣 2 

ユウジ、女の子二人

（主人公とからむ） 

ひでよし   

バカとテストと召喚獣 3 全員 みずき   

バカとテストと召喚獣 6 ヒロイン     

バカとテストと召喚獣 10 秀吉、美波 秀吉、美波   

バカとテストと召喚獣 15   ヒデヨシ   

マリア様がみてる 9 

みんな同じような感じ

でした、、、 

いません、、、   

マリア様がみてる 10 吉乃     

GOSICK －ゴシック－ 1 ヒロイン ヒロイン   

GOSICK －ゴシック－ 2 

主人公の女の子と男

の子 

    

GOSICK －ゴシック－ 6 ヒロイン ヒロイン・主人公（男） ヒロイン 

GOSICK －ゴシック－ 15   ヒロイン   

AHEADシリーズ 終わりのクロニクル 8 ミコト ヒロイン   

砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない 3     もくず 



砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない 5 もくず     

砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない 6 ヒロイン   ヒロイン 

砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない 15     お兄さん 

バッカーノ 1     ペアの女の子 

バッカーノ 15     カップル 

とある魔術の禁書目録 1 ヒロイン ヒロイン   

とある魔術の禁書目録 3   

インデックス、小萌先

生、美琴 

  

とある魔術の禁書目録 15   ヒロイン   

ゼロの使い魔 1 ヒロイン ヒロイン   

ゼロの使い魔 3   ルイズ   

ゼロの使い魔 10 メイドな人     

ゼロの使い魔 15   ヒロイン   

人類は衰退しました 6 ヒロイン   ヒロイン 

人類は衰退しました 14 

わたし、おじいさん、助

手 

わたし 助手 

人類は衰退しました 15   ヒロイン 助手さん 

半分の月がのぼる空 1 ヒロイン ヒロイン   

半分の月がのぼる空 6 ヒロイン、担当医 ヒロイン ヒロイン、担当医 

フルメタル・パニック！ 2 主人公     

フルメタル・パニック！ 3 全員   ガウルン 

フルメタル・パニック！ 10 かなめ、ラッサ、相良 ラッサ   

されど罪人は竜と踊る 8 相棒（ギギ？）     

デュラララ！！ 8 平和島静男 デュラハンの人   

デュラララ！！ 10 首のない人     

嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん 15     ヒロインと主人公 

黄昏色の詠使い 8   ネイト   

銀盤カレイドスコープ 10 ヒロイン     

空ノ鐘の響く惑星で 8 パンプキン ウルク シズヤ 

ウィザーズ・ブレイン 8 イル サクラ   

七姫物語 8   主人公   

 



表六：「萌えキャラ」「壊れキャラ」「キャラが立っている」の判断基準 

登場人物のキャラが立っている 萌えキャラをどのように判断するのか 壊れキャラをどのように判断するのか 

判断の 

基準・方向 
回答文 

判断の 

基準・方向 
回答文 

判断の 

基準・方向 
回答文 

行
動
の
様
式
性
へ
の
注
目 

行動様式を持っている 女
性
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
か
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
偏
見
を
含
む
） 

女性性といえるものを強く持っている、か

わいさ やさしさ ちょっと頭が悪い、、（ボ

ケ） 子供っぽさ（甘いもの好き、動物好

き etc.） （ハルヒが例外?!） 

逸
脱
的
行
為
に
注
目 

非常識なまでにエキセントリッ

ク 

思考・言動などに一貫性があり、紋

切り型に説明できるキャラ 

世間的な常識からの逸脱の

度合い 

行動の破綻具合 

キャラの行動が予測できる 非常識な思考及び発言をす

る 

ツンデレとかの性格 セクシィさと、主人公の絡み 自分の身をかえりみず、かつ

生産的でない行為に突っ走る

キャラとか 

会
話
の
様
式
性
へ
の
注
目 

会話文のみでもキャラの区別がつく 無防備さがある、あるいは強調されるキ

ャラ 

しゃべり方でわかる 突然、大声をあげる（壊れた

ように笑うなど）、いきなり暴

力的（意味無く殴るなど）にな

るなど 

何か決まった台詞がある 物語の筋とは無関係に性的アピールが

描写される シ
ン
ボ
ル
的
属
性
へ
の
注
目 

いわゆる一般人が持つことが不可能

な能力や属性（ネコミミ）をもってい

る。 かわいい、萌えさせる要素を含んでいる 風貌・言動などがパンキッシ

ュなキャラ。 

テーマカラー（あるいはシンボル）が

ある 

態度（弱さ、間抜け） トリックスターとして位置づけ

られているキャラ 類
型
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
か
（一
部
、
女
性
性
の
強
調
と
重
複
） 

一般的には、、、目が大きい、恥ずかしが

り、ツンデレ、ミニスカート、絶対領域 →

特定の属性を持つ 

身体的特徴がある（ケモノ耳とか巨

乳） 

病
的
性
格
に
注
目 

性格が崩壊している 

 

病的な性格設定 

身体（巨乳） イラストで判断（目が大きい等、いかにも

「萌え」なキャラ絵） 

 

極度の依存（主に対男性に対

する） 

服装 

 

自殺願望 



特
異
性
へ
の
注
目 

他のキャラよりも印象に残る 服装 

 

二重・三重の人格 

存在感がある ツンデレなどのキャラ類型にあてはまる 危
険
性
に
注
目 

ホラー的要素を含む、空気が

読めない、現実社会とはなじ

めないようなキャラ設定 

他の登場人物と容易に区別できる。 
 

 

特別なくせ（口癖・行動）。（周囲のキ

ャラクターと違うというイミで） 

未熟な自分をかくすところとか？ 

 
 

一定の描写（耳とか、服とか）がみられ

る。 

 
 

ＫＹであることと、主人公にと

って危険である事 

他キャラとの区別が付く 

 
 

珍しい属性 語尾に特徴がある 

 
 

世界の消滅を望むところ 

エキセントリック 何らかのクセがある（行動・口調、etc） そ
の
他 

ヤンデレ 

過
剰
性
へ
の
注
目 

極端な性格の付与 

 

？ ただ書き手が下手なだけ

では 

性格的強調が読み取れる 巨乳、ドジッコ、動物系の耳などいわゆる

「属性」がある。 

 

言動がとっぴょうしもないが筋

が通っていれば壊れていない

（←ハルヒ、部活をもり上げた

い） 

極端な行動を取る 

 

行動が常識外れ 年齢（ある程度の高年齢ではないこと） 

 



一般的には、相対的にテクストの平

均値から離れている特長をもつこと

を指すのではないか、と思う 

 

壊れキャラ、実はよく分かりま

せん、、、ですが、おと×まほ

のモエル（猫）は十分壊れて

いたような気がします。 

判
断
者
の
好
み
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
か 

個人の好み（パーツ）との同一性 

 
好ましい性格の付与 

 

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
独
立
性
へ
の
注
目 

二次創作 キャラのみでも物語から

離れたところで勝手に妄想が可能 

絵柄が好みになっているかどうか 

 

キャラ同人がほしいと思うかどうか 

 

ほとんど考えない。常識を持

たないキャラ、ということにな

るだろうが、「壊れている」とい

う感覚自体に、やや違和感を

持つこともある。 

物
語
中
の
役
割
へ
の
注
目 

主人公との関係性がはっきりしてい

る 

自分にとって魅力的なら、ということは考

えるが、「萌え」とは、あまり結びつかない

と思う 

 
 

ヒロインであるか、ヒーローのどちら

か 

 
 

私には、、、ロボット的、無口、無表情（ロ

ボット系／コンピューター系萌えなの

で、、）、無感動 

  
人並み以上のＫＹ（空気読む）キャラ 

  

物語の本筋にからみつつ、設定が機

能している 
  

感
情
移
入
で
き
る

か 読んでいて身悶えすることがあるかどう

か 
  

個人的には、テクストの諸状況から、

その性格が意味のあるものとして理

解できる登場人物についてキャラが

立っていると思う。 

 
 

  

 
 

基本的には劇中で感情を持ち、視聴者の

胸に迫るキャラ 
  



 
 

  

物
語
中
の
役
割
設
定
へ
の
注
目 

特殊な能力、使命 そ
の
他 

年が奇数である。１７とか１９とか。 

  

特別な体験（過去）があること。（周囲

のキャラクターと違うというイミで） 

  
  

  
  

  

  

過去がある   

  

何かに対して思い入れ・執着がある   

  

そ
の
他 

イラストと活字でのキャラ描写が一致   

  

 
 

  

  

 
 

直感   

  

 
 

繰り返し読んだ本のキャラ。   

  
 

 

キャラ設定の中におもしろい、とかか

わいい、とか思わせる要素が含まれ

ている。 

  

  

 
 

  

  

 
 

    

 

 



指標の客観化は以下のように行った。 

 

表紙がマンガ・アニメ系のイラストである 

表紙を見て Yes/Noで判断。しかし、判断が困難なケースがあったために解析には用いないことと

した。 

主要登場人物が絵で描かれている 

元々の意図はイラストによる人物紹介ページであるが、普通のイラストで人物紹介的なニュアン

スを持たせた例もあったために、判断が難しく解析には用いないこととした。。 

メディア展開されている（アニメ、映画、マンガ、絵本、ラジオドラマ、CDドラマ） 

アニメ化された、映画化された、マンガ化された、絵本化された、ラジオドラマ化された、CDド

ラマ化されたかを、個別に Yes/Noで判断。なお、今回評価対象となった作品にはアニメやマンガ

からのノベライズは一冊も無かった。 

文庫本である  

最初の出版が文庫本だったかを Yes/Noで判断。ついでなので、最初の出版が新書版だったか、ソ

フトカバーの単行本だったか、ハードカバーの単行本だったかについても Yes/Noで判断して調査

項目に含めた。また、調査が比較的容易だったので「シリーズ巻数」、「総ページ数」という指標

も調査項目に含めた。 

ライトノベル系の小説誌からの書籍化である 

当初は、『電撃 HP』や『ザ・スニーカー』などの雑誌を想定していたが、ライトノベルのレーベ

ルと同様に定義が困難な事例（たとえば、講談社の『メフィスト』や『ファウスト』）があったた

めに用いないことにした。代わりに、「書き下ろしである」という評価指標を使うこととして Yes/No

で判断した。 

表紙が人物中心の絵である 

表紙を見て Yes/Noで判断。 

本文イラストがある 

書籍を見て Yes/Noで判断。 

巫女、大量の妹、マッドサイエンティストなどの非現実的な登場人物がいる 

作品を読んで Yes/Noで判断。 

著者がライトノベルの作家である 

「ライトノベルの作家」の定義が困難なので評価に用いないこととした。 

擬音が多い  

“バキューン、バキューンと弾が飛んだ”のように、擬音で半分以上の文字数を占める文章があ

るか、作品を読んで Yes/Noで判断。 



登場人物のキャラが立っている  

前述したように「キャラが立っている」の定義が困難なので評価に用いないこととした。 

萌えキャラがいる  

前述したように「萌えキャラ」の定義が困難なので評価に用いないこととした。 

読者との共犯関係が認められる 

このままでは主観によるところが大きかったので、「作中にアニメ・マンガ・ＴＶドラマ・ゲーム

などへの言及、比喩、ギャグ、オマージュ、パロデイがある」「作中にお約束のギャグやお決まり

のパターンが使用されている」という指標で代行させる。作品を読んで、それぞれ Yes/Noで判断。 

カラー口絵がある 

書籍を見てカラ―イラストがあるかどうか Yes/Noで判断。 

クロスジャンルである（SF、ミステリー、魔法、ホラー、オカルト、ミリタリー、学園、伝奇、格闘、

スポ根、恋愛などのジャンル小説が幾つもミックスされている） 

作品を読んで、SF、ミステリー、魔法、ホラー、オカルト、ミリタリー、学園、伝奇、格闘、ス

ポコン、恋愛の幾つのジャンルに属しているか、そのジャンル数を数える。評価者によって、数

値が少し異なる可能性はあるが、大勢には影響しないものとした。 

わかりやすく、文章が読みやすい  

「わかりやすい」「読みやすい」では主観に依存するところが大きいので、一ページ当たりの印字

文字数、一ページ当たりの最大文字数、文字密度、漢字密度、句点で区切られる一文の長さ、句

読点で区切られる一フレーズの長さの平均を計測する。文字密度は「ページが白っぽい」という

指標にも対応するものである。評価者が任意に選んだ１０～２０ページで計測を行うが、なるべ

くその書籍で平均的な部分を用いるようにして、極端なページは避けるようにする。 

会話が多く、情景描写が少ない 

会話文については会話を主体とする行の行数を計測し、全体との比率を求める。情景描写文につ

いては、「人物が登場しない描写文、人物が登場しても群衆や風景として扱われる描写文」と定義

した上で、それが主体となる行の行数を計測し、全体との比率を求める。評価者が任意に選んだ

１０～２０ページで計測を行うが、なるべくその書籍で平均的な部分を用いるようにして、極端

なページは避けるようにする。 

特殊な語尾で特定できる人物がいる 

作品を読んで、そのような人物が現れるか Yes/Noで判断する。 

著者がライトノベル系新人賞受賞、または最終候補に残ってデビューした 

ライトノベルのレーベルと同様に定義が困難な事例（メフィスト賞受賞の西尾維新）があったた

めに用いないことにした。 



イラストレータの名前が表紙に出ている 

表紙を見て Yes/Noで判断。 

4 コマ、イラストエッセイ、予告編やプロローグ的イラストがある 

4コマ漫画があるかどうかを Yes/Noで判断。その他は判断が難しい場合があるので用いない。 

閉じた世界が舞台となっている（学校、病院、孤島、館、特殊な町、文明崩壊後の特殊環境など） 

主観によるところもあるが、学校、病院、孤島、館、特殊な町、文明崩壊後の特殊環境などから

登場人物たちが動いるかいないかを、作品を読んで Yes/Noで判断。 

こわれキャラや過剰なキャラがいる 

前述したように「萌えキャラ」の定義が困難なので評価に用いないこととした。 

特殊な境遇にある（生れついた）主要登場人物がいる 

主観によるところもあるが、作品を読んで Yes/Noで判断。 

あとがきで著者が露出している 

これだけでは主観的な判断しかできないので、あとがきで「職歴を明かしている」「読者に挨拶を

している」「ファンレターを奨励している」「著者が外道、遊び人、妹萌えなどの類型キャラクタ

ーを演じる」「お約束のギャグやお決まりのパターンを使用している」かどうかの指標を用いる。

「あとがきがある」という指標と共にそれぞれ Yes/Noで判断する。 

主人公たちの年齢は十代である 

作品を読んで、明記された年齢もしくは学年などの間接情報からの推測で、1:10-13歳, 2:14-17

歳, 3:18-19歳, 4:20-23歳, 5:24-30歳, 6:それ以上でカテゴライズする。 

登場人物たちのキャラの役割分担が明確 

主観によるところが大きすぎるので、用いないこととする。 

叫び声や吐息などの文字化が行われている 

作品を読んで、「はあ」や「ぎええ」のような実例が出ているかどうかを Yes/Noで判断する。 

ルビで特殊な読みが指定されている 

作品を読んで、そのような実例が出ているかどうかを Yes/Noで判断する。 

口調や呼びかけが固定化されることで特定できる話者がいる 

作品を読んで、そのような実例が出ているかどうかを Yes/Noで判断する。 

一人称で特定できる人物がいる 

作品を読んで、そのような実例が出ているかどうかを Yes/Noで判断する。 

合理的でない約束事がある 

作品を読んで、そのような実例が出ているかどうかを Yes/Noで判断する。ＳＦでは非現実的な状

況を合理性を装って説明することがあるが、それも「合理的でない」と判断する。 



設定上の立場と性格との間に落差のある人物が設定されている（中学生なのに天才科学者、天才軍師な

のに絵がヘタなど） 

作品を読んで、そのような実例が出ているかどうかを Yes/Noで判断する。 

視覚的な表現が行われている 

作品を読んで、章タイトルページ以外の本文中で下詰めに活字を組んだり、特殊な改行をしてい

るページがあるかどうかを Yes/Noで判断する。 

凝った（変な）固有名詞が登場する 

作品を読んで、まず、あり得ないような人名・地名・商品名が出ているかどうかを Yes/Noで判断

する。 

方言や癖のある喋り方で特定できる人物がいる 

作品を読んで、そのような人物が現れるか Yes/Noで判断する。 

 

以上のような定量化の結果、得られた計 51 個の客観指標は評価結果と共に表七にまとめ

られている。多くの指標は（はい／いいえ）で回答出来るものであり、これらについては

（はい＝１／いいえ＝０）のように数値を割り当てて解析を進めることが可能になる。そ

の他の指標もすべて整数値、もしくは０から１の間の有理数で評価できる。 

 

表七：客観化された指標と、その評価結果 

指標 とりうる数値 

結果： 

ラノベ 

結果： 

一般小説 

（初出が）文庫か？ １／０ 95% 0% 

（初出が）新書か？ １／０ 5% 0% 

（初出が）ソフトカバー単行本か？ １／０ 0% 20% 

（初出が）ハードカバー単行本か？ １／０ 0% 80% 

シリーズ巻数 整数 13.6 1.3 

書き下ろしか？ １／０ 45% 90% 

表紙に人物画がある？ １／０ 100% 10% 

カラーイラストがある？ １／０ 95% 0% 

本文にイラストがある？ １／０ 95% 0% 

４コママンガのイラストがある？ １／０ 25% 0% 

総ページ数 整数 299.25 298.6 

クロスジャンル総数 ０〜１１整数 2.5 1 

物語の世界が閉じている １／０ 40% 20% 



非現実的な登場人物がいる １／０ 60% 10% 

合理的でない約束事がある １／０ 50% 20% 

主人公達の年齢層（1:10-13歳, 2:14-17歳, 3:18-19歳, 

4:20-23歳, 5:24-30歳, 6:それ以上） １〜６ 整数 2.75 3 

設定上の立場と性格との間に落差のある人物が設定されてい

る １／０ 45% 0% 

特殊な能力を持つキャラクターがいる １／０ 75% 20% 

一ページ当たりの文字数 整数 494.1  533.6  

一ページ当たりの最大文字数 整数 702.6  702.1  

文字密度 ０〜１ 70% 77% 

漢字密度 ０〜１ 26% 26% 

一文の長さ 整数 27.1  27.8  

一フレーズの長さ 整数 14.3  15.1  

会話文密度 ０〜１ 32% 30% 

情景描写文密度 ０〜１ 5% 4% 

章タイトル以外で視覚的な表現を狙ったページがある １／０ 30% 10% 

叫び声や、吐息などの文字化が行われている １／０ 55% 20% 

擬音で半分以上の文字数を占める文章がある １／０ 40% 20% 

凝った固有名詞が登場する １／０ 30% 0% 

ルビで特殊な読み仮名が指定されている １／０ 55% 0% 

特殊な語尾で特定できる人物がいる １／０ 35% 0% 

一人称で特定できる人物がいる １／０ 25% 10% 

方言や癖のある喋り方で特定できる人物がいる １／０ 30% 20% 

口調や呼びかけが固定化されることで特定できる話者がいる １／０ 25% 0% 

作中にアニメ・マンガ・ＴＶドラマ・ゲームなどへの言及、

比喩、ギャグ、オマージュ、パロデイがある １／０ 15% 40% 

作中にお約束のギャグやお決まりのパターンが使用されてい

る １／０ 25% 10% 

ラジオドラマ化された １／０ 40% 20% 

ＣＤドラマ化された １／０ 50% 20% 

マンガ化された １／０ 65% 40% 

ゲーム化された １／０ 10% 0% 



アニメ化された １／０ 50% 10% 

実写 TVドラマ化された １／０ 70% 0% 

映画化された １／０ 25% 70% 

あとがきがある １／０ 100% 0% 

あとがきや著者紹介で職歴を明かしている １／０ 20% 0% 

あとがきで読者に挨拶をしている １／０ 70% 0% 

あとがきでファンレターを奨励している １／０ 15% 0% 

あとがきで著者が外道、遊び人、妹萌えなどの類型キャラク

ターを演じる １／０ 10% 0% 

あとがきにお約束のギャグやお決まりのパターンを使用して

いる １／０ 10% 0% 

イラストレーターの名前が表紙に出ている １／０ 50% 0% 

 

 

４．統計解析結果 

 評価群として表一のライトノベル上位 20 作品と、対照群として表二の一般文芸ベスト

セラー上位 10 作品について、表七の変数についての定量評価を行った。評価結果もその

表に併せて示している。 

 

各変数の平均値と分布 

 表七では、（はい／いいえ）の二値評価できる指標については、（はい）の頻度を示し、

整数値をとる指標については、その平均値を結果として示している。この表を概観して興

味深い事実が、いくつか見えてくる。 

  会話文密度や情景描写文密度の平均値を見ると、両者の間でそれぞれ2％と1%の差しかな

い。つまり平均として見るとライトノベルは一般文芸に比べて特段に会話文が多くて情景

描写が少ない訳ではない。情景描写文などはむしろ僅かながら高めである。分布状況で見

ると（図三参照。図中◯がライトノベルを、■が一般文芸を示している。）、会話文密度

はライトノベルで16.1から44.0%の範囲に、一般文芸で7.8%から43.9%の範囲に分布してい

る。ことに『東京タワー』の7.8%という数字が、一般文芸の平均値を下げているが、これ

を除けば両者の分布はさほど異ならない。会話文が20％以下のライトノベルが4作品あった

ことからも「ライトノベルは会話文が多い」は当てはまらない。情景描写密度は、一般文

芸で0.51%から12.3%の範囲に分布していた。分布でみると『蹴りたい背中』の12.3%が突出

して高いことを除けば一般文芸の情景描写密度はおおむね低い。ライトノベルの情景描写



密度はそれよりは広く『涼宮ハルヒ』と『狼と香辛料』の0%から13.9%の『七姫物語』まで

分布していた。計測に用いたのは、無作為に選んだ10～20ページ分のテキストであるから、

この結果をもって『涼宮ハルヒ』と『狼と香辛料』に情景描写文がまったく存在しないと

は言えないが、ライトノベルには情景描写が極端に少ないものがあるという傾向を示して

はいる。「ライトノベル診断表」を作った大森・三森も、おそらくはこうした情景描写が

少ないライトノベルの存在に影響されて、そのような指標を持ち込んだのであろうが、ラ

イトノベルの総体として情景描写が少ない訳ではないのである。 

 「分かりやすく、文章が読みやすい」という指標に対応させて計測した、「文字密度」

「漢字密度」「文章の平均長」「フレーズの長さ」では、文字密度のみ70%と77%でライト

ノベルが平均値で下回ったが、漢字密度はほとんど同じで（26％）、ひとつの文やフレー

ズの長さはライトノベルで僅かに平均値が短くなっている程度だった（それぞれ約27文字

と14文字）。分布で見た場合、一般文芸で文字密度が低いのは、60％の『半落ち』で、そ

れ以外は全体的にライトノベルよりも高めに分布していた。文字密度は一般文芸の77%に対

してライトノベルが70%であり、やや低くなった。この文字密度に寄与していたのは改行の

頻度で、「うん」「ありがとう」などの短い会話文での改行が頻出したことで文字密度が

低くなっていた。これが大森・三村の評価指標にあった「ページが白っぽい」の背景と考

えられるが、その差は7%に過ぎない。漢字密度については『半落ち』（35.6%）が高めに出

たほかは、一般文芸は概して低めに分布していた。つまり、一般文芸よりも高い漢字密度

をもつライトノベルは珍しくないことになる。最も漢字密度が高いのは『されど罪人は竜

と踊る』の37.4%だった。文章やフレーズの長さについては、分布でも際立った違いは見ら

れなかった。（分布については図三参照。） 

 

 



 

図三：客観指標の数値分布（○がライトノベル、■が一般小説） 

 

 初出の書籍形態はライトノベルでは圧倒的に文庫版であり（95％）ハードカバー単行本

の一般文芸とは異なっていた。ライトノベルはシリーズ化されるのが通常であるために平

均で13.6巻出されていたが、一般文芸ではシリーズ化されているものは少なくて平均では

1.6巻となった。表紙に人物画があって、カラーイラストが口絵に付き、本文中にもイラス

トが入るのも圧倒的にライトノベルでの現象である。また、総ページ数は両者とも約299ペ

ージで大差はなかった。よく売れている一般文芸は平均としてライトノベルと大差の無い

厚さなのである。 

 クロスジャンル数については、一般文芸の1つに対して、ライトノベルは2.5となり、差

を見せた。物語の世界が閉じているかどうかについては、判定が難しかった作品も多かっ

たために正確なことは言えないが、ライトノベルは一般文芸の2倍あった。それでも、一般

文芸側も2割の作品が（つまり2作品が）閉じた世界を舞台にしていると判定できている。



非現実的な登場人物がいるか、合理的でない約束事があるか、特殊な能力を持ったキャラ

クターが登場するかについてもライトノベルは約半分以上の比率だったが、一般文芸もそ

うしたものが皆無という訳では無く、10〜20%存在していた。設定上の立場と性格との間に

落差のある登場人物については、判定は難しい所もあったが、約半数のライトノベルには

現れている一方で一般文芸ではほとんど見られなかった。主人公の年齢層としては、やは

りライトノベルは10代の年齢層に集中したが、一般文芸でも10代の主人公たちが多くて平

均としては顕著な差は見られなかった。 

 凝った固有名詞の登場やルビで特殊な読み仮名が指定されているというのは、元々はSF

作品によく現れていた文章であるが、これは一般文芸に現れず1/3〜1/2のライトノベルに

現れている。視覚的な表現を狙ったページ、叫び声や吐息などの文字化、擬音の多用も同

様に1/3〜1/2のライトノベルに現れているが一般文芸でも1〜2割は現れており決定的な差

を見せている訳ではない。これらは泉子・K・メイナードが指摘したライトノベルに現れる

言葉遊びの典型ではあるが[10]、一般文芸にまったく現れていないという訳ではないので

ある。 

 作中にお約束のギャグやお決まりのパターンが使用されるという「お遊び」もライトノ

ベルにやや多く現れていたが、「作中にアニメ・マンガ・ＴＶドラマ・ゲームなどへの言

及、比喩、ギャグ、オマージュ、パロデイがある」という項目に関しては、ライトノベル

が15%に対して一般文芸が40%と、むしろ一般文芸の方が高くなる結果となった。一般文芸

はその時代を描写するために、こうしたサブカルチャーへの言及は珍しく無いのである。 

 特殊な語尾、一人称、方言や喋り方、呼びかけ方などで人物が特定できるというのは、

金水敏が指摘した「役割語」の諸例である[11]。つまり、特殊な言葉を喋らせることで、

簡単に人物が特定出来るようになっているのだが、ライトノベルではこれが1/4〜1/3の作

品に現れる。一般文芸では、方言の使用を除くとほとんど現れていないので確かにライト

ノベルとの差異を見せているが、ライトノベルでもそれほど頻度が高い訳ではない。 

 ライトノベルを論じる時によく言及されるメディアミックスについて見ると確かにライ

トノベルの方が、他のメディアに展開される傾向は強く出ているが映画化に限って言えば

一般文芸の方が圧倒的に強い（ライトノベル25%に対して70%）。マンガ化でも65%と40%で

大差はない。 

 一方、「カラーイラストがある」や「あとがきがある」はライトノベルと一般文芸小説と

で、数値が大きく異なっている。よって、両者を分別するための指標として用いることは

可能である。 

 



主成分分析 

 表七の指標群を全体として把握するのは困難であるし、一般小説とライトノベルを分別

する上で、何が重要な指標なのかも解り難い。そこで、統計学で用いられる主成分分析[12]

という手法で、これらの指標の整理を試みる。 

 主成分分析とは、分析対象となる事象の分布の中から一番変化の激しい「軸」を見出す

作業である。今回の場合でいえば、51 項目の数値評価を行ったことで 30 冊の書籍が評価

空間の中に分布することになるので、その分布がどういう方向に一番振れているのかを調

べるのである。この 30 冊は、ライトノベルと一般文芸という傾向の異なる書籍から構成

されており、おそらくは別々に群を作って分布していることが予想される。（もし、別々に

分布していなければ、用意した評価指標では両者は分別できないということになる。）そう

であれば、図四に示すように、その二つの群を貫く軸がライトノベルと一般文芸を分別す

る軸となる。この軸は、それと同時に分布全体で一番振れ幅が激しい軸であろうから、先

に述べた主成分分析で求めることが期待できる。この軸を、主成分分析では「主軸」と呼

んでいる。 

 

図四：評価結果の分布の概念図 

 

 主成分分析は主軸を求めると同時に、その次に振れ幅の激しい方向（「第二軸」）、さらに

その次に振れ幅の大きい方向（「第三軸」）、などを順番に求めていくこともできる。どの軸

までを求めるかは、その振れ幅の激しさの度合いと、各軸の内容を見て意味を持つ軸なの

かどうかを吟味して決定するのが通常である。 

今回の定量評価結果を主成分分析にかけて分布の主軸を求め、軸方向の振れ幅の激しさ

（エネルギー集中度）を測定した所、約 25%という数値を得た。これは、この主軸に沿っ



てかなり強く偏った分布をしていることを示している。第二軸以降のこの数値は、11%、

8%、7%となり、これらが議論するに値するほど振れているかどうかは微妙である。ここ

からしばらくは、主軸と第二軸を用いた解析結果を述べていくことにする。 

 得られた主軸に関係する評価指標には「初版が文庫本」「カラーのイラスト付き」「本文

中にイラストがついている」「表紙に人物画が用いられている」「初版にあとがきが付いて

いる」「初版がハードカバー」「シリーズ化されている」「あとがきで読者に挨拶している」

「アニメ化されている」「いくつものジャンルに跨がっている」「特殊能力を持つ主人公」

「非現実な登場人物」「特殊な読み方を指定するルビ」などがある。前節で触れた「文字密

度」も寄与度は低いものの、この主軸に関係していた。言葉を換えると、これらの評価指

標の「はい＝１／いいえ＝０」によって主軸の値が上下するのである。そして目論見どお

りに、この軸上でライトノベルと一般文芸小説はきれいに分離した（図五にそれを、第二

軸も合わせた形で示している）。すなわち、上述の評価指標はライトノベルと一般文芸を分

別するものとして機能している。 

 主軸に対する評価指標の寄与率は一定ではなく、大小がある。また一つの評価指標が主

軸とそれ以外の軸、例えば第二軸にも同時に寄与している場合もある。その関係を図示し

たのが図五である。各評価指標が放射状に表示されているが、主軸（横軸）に沿ったもの

ほど主軸への寄与が高く、第二軸（縦軸）に沿ったものほど第二軸への寄与が高い指標で

ある。その中間の角度で現れている指標、例えば「マンガ化されている」は二つの軸の双

方に同程度寄与していることを示している。また軸との角度の浅い指標、たとえば「叫び

声が文字化されている」は主に第二軸に寄与する指標であるが、浅く角度がついており、

主軸にもある程度は寄与していることを示している。 

 主軸に寄与している評価指標を概観すると出版のスタイルに関するものが多く関わって

いることから、これを“出版のスタイル”の軸と仮に名付けることができる。「アニメ化さ

れている」という指標も、出版社のメディアミックス戦略という観点からすれば出版戦略

に関わっていると見ることは可能であろう。この他の出版形態に関わらない「いくつもの

ジャンルに跨がっている」「特殊能力を持つ主人公」「非現実な登場人物」「特殊な読み方を

指定するルビ」などの評価指標からは、多ジャンル性や、ある種の物語設定傾向がライト

ノベルには強く現れていることを読み取ることができる。「特殊な読み方を指定するルビ」

は、もともとはＳＦ作品によく見られた現象だが、ライトノベル作品にはＳＦ傾向の強い

ものが一定数現れることの反映であろう。「文字密度」については既述した通りである。 

 ともあれ、出版形態以外では、こうした「ライトノベルっぽさ」が確認出来たことにな

る。この主軸に関係する指標だけを評価して、適当な重みをつけた上で加算すれば、大森・

三村が目論んだ「ライトノベル度」は根拠ある形で定義できることになる。 
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図五：主成分分析による作品配置（主軸と第二軸） 

 

 

図六：主軸と第二軸に寄与している作品群 

 

  



第二軸に寄与しているのは「擬音が半分以上を占める文章が現れる」「お約束のギャグやお

決まりのパターン」「物語の世界が閉じている」「方言や癖の強い喋り方で特定出来る人物

が現れる」「叫び声や吐息が文字化されている」「情景描写文密度」「漢字の密度」などの評

価指標が関与しており、「物語の世界が閉じている」を除けば、これは“文章のスタイル”

に関する軸であると解釈出来る。これらの評価指標が主軸、つまり一般文芸とライトノベ

ルとを分別する軸とは独立した軸に関与していることに注意されたい。つまり、大森・三

村によって（そしておそらく一般的にも）「ライトノベルっぽい」とされている“文章のス

タイル”の多くは、今現在読まれている一般文芸とを分け隔てる指標にはなっていないの

である。 

 例えば「叫び声の文字化」が行われる作品がライトノベルには多くみられる。しかし、

それは一般文芸でも十分に現れているので両者を明確に分ける指標とはならないのである。

それは、図六で「叫び声の文字化」が、主軸のライトノベル側にやや傾いていながらも基

本的には第二軸に沿って現れていることからも読み取ることができる。 

 図五に見られるように、第二軸（縦軸）に対しては一般文芸小説もライトノベルも共に

分布が広がっている。ライトノベル群の方がその分布の幅が広くなっていることから、ラ

イトノベルは一般文芸に比べて文章のスタイルの振れ幅が極端になっているとも解釈出来

るだろう。 

 第三軸については、「４コママンガ形式のイラスト」「非現実的な登場人物」「特殊な能力

のある登場人物」「一ページあたりの文字数」「あとがきでのファンレターの奨励」、 第四

軸では、「合理的ではない約束事」「設定上の立場と性格との間に落差のある人物」「口調で

特定出来る人物」「ゲーム化された」「映画化された」などの評価指標が寄与していたが、

雑多な要素が混在しており、軸の性格を一言で表現するのは困難だった。 

 

５．まとめ 

 以上、ライトノベルとは何よりも“出版のスタイル”に強く規定されている書籍群であ

り、ライトノベルらしさと一般に捉えられることが多い文章のスタイルは、ライトノベル

と一般文芸の差異を示す指標とはなっていないことが明らかになった。 

 なぜ、そのような指標が、大森・三村の「ライトノベル度診断表」に入っており、一般

にも流布されたのだろうか。ひとつには、ライトノベルというジャンルに注目が集まり始

めた二〇〇三〜四年に大森や三村の頭の中にあった「ライトノベルの作品例」と、その後

の五年間に展開したライトノベル作品の全体とが食い違っていたという事は考えられるだ

ろう。冒頭で述べた「読みづらい」「小難しい」という意見が出た作品が二〇〇三年と二〇

〇二年の発表であることを考えると、大森や三村が考えていたものより多様な作品がその



時期に現れ始めていたのかもしれない。 

 そもそも、いくつかのライトノベル作品で出て来る特徴（たとえば「叫び声の文字化」

だとか「アニメやマンガ作品への言及」）が全てのライトノベル作品にでてくる訳でもなく、

一般文芸には全く出て来ない訳でもない。「合理的ではない約束事を持ち込んでいる」のは、

確かにライトノベルによく見られる現象ではあるけれども、『いま、会いに行きます』や『ブ

レイブストーリー』のような一般のベストセラー小説にも現れたことである。ライトノベ

ルについて語られる多くの言説は、実際には程度の差はあれ、同時代の一般的な物語小説

にも当てはまるものがある。統計的に無視出来るほど稀でない限り、そのような特徴は、

ライトノベルと一般文芸を分別する指標にはなることはできない。大森・三村が示した「ラ

イトノベル度」を計るための指標は、ライトノベルについて形成されてきた先入観に基づ

くものであって、実際を反映していなかったのである。 

 ライトノベル作品に現れる文章スタイルや物語構造を論じることが多くなっているが

[10]、それらが「ライトノベルに現れた特徴」を解析していても、「ライトノベル固有の特

徴」を解析している訳ではないことは注意を要する。ライトノベルの特殊性に注目するあ

まり、同時期の一般小説にも現れていた特徴までをもライトノベル固有の現象として捉え

る危険性があるからである。最初に述べたように、ライトノベルはそれまでに有った小説

群を、ある時点でジャンルとして再構築されることで成立している。出版のスタイルで、

ある程度の区別は付けられるものの、決して他の文芸から孤立している訳ではないのであ

る。 

 

注： 

[1]一柳廣孝／久米依子編『ライトノベル研究序説』青弓社、二〇〇九年、十三頁 

[2]大森望、三村美衣『ライトノベル☆めった斬り！』太田出版、二〇〇四年、二頁 

[3]山中智省『ライトノベルよどこへ行く』青弓社、二〇一〇年 

[4]大森望、三村美衣 前掲書、十四〜二十四頁 

[5]山口、太田『ライトノベルと一般文芸作品の印象比較実験』、第３章「自由記述による

表紙、本全体、テキストの印象評価」http://societyforlightnovel.wordpress.com/資料集/ 

[6] 山口、太田『ライトノベルと一般文芸作品の印象比較実験』、第４章「ライトノベルの

特定実験」http://societyforlightnovel.wordpress.com/資料集/ 

[7]『このライトノベルがすごい！2005』『同 2006』『同 2007』『同 2008』『同 2009』

すべて宝島社、二〇〇四〜二〇〇八年、を用いた 

[8]全国出版協会『2005 年度版 出版指標年報』『同 2006 年度版』『同 2007 年度版』『同 

2008 年度版』『同 2009 年度版』二〇〇五〜二〇〇九年を用いた 

http://societyforlightnovel.wordpress.com/%8E%91%97%BF%8FW/
http://societyforlightnovel.wordpress.com/%8E%91%97%BF%8FW/


[9]石原千秋『ケータイ小説は文学か』筑摩書房、二〇〇八年 

[10]泉子・K・メイナード『ライトノベル表現論 会話・創造・遊びのディスコースの考

察』明治書院、二〇一二年 

[11]金水敏『ヴァーチャル日本語役割語の謎』岩波書店、二〇〇三年 

[12]主成分分析については、安本美典・本田正久『因子分析法』（赤攝也監修 現代数学レ

クチャーズ D—２）培風館、一九八一年、また石村貞夫・石村光資郎『入門はじめての多

変量解析』東京図書、二〇〇七年なども参照。ウォード法については中村永友・金明哲編

『多次元データ解析法 (Rで学ぶデータサイエン ス 2) 』共立出版、二〇〇九年を参照 

 



付録：クラスタ分析 

 

 主成分分析とは別にクラスタ分析も試みた。これは、今回の評価指標でライトノベル作

品をどのようにグループ化（クラスタ化）できるかという試みである。各サンプル点（今

回の場合は各作品）のうち、互いに「近い」ものを複数個まとめてクラスタとして取り出

す。ここでいう「近さ」は、評価指標を変数とした距離（多くはユークリッド距離）で計

る。手法としては「階層型手法」「非階層的手法」の 2 つがあり、ここでは階層型手法と

して代表的な「ウォード(Ward)法」を用いた[12]。サンプル点間の距離、サンプル点とク

ラスタの距離、あるいはクラスタ間の距離としては標準化ユークリッド距離を用いている。

結果として得られた樹形図（デンドログラム）を図七に示す。 

  ウォード法では、与えられたサンプル点を全比較して一番距離が近かったもの同士を

（すなわち評価指標値が似ていたもの同士を）統合し、ひとつのクラスタとする。そして、

そのクラスタの中心点を計算し、それと他のサンプル点を集めて再び同様の操作を繰り返

してサンプル点の統合、あるいはサンプル点とクラスタの統合を行う。さらにクラスタと

クラスタとの統合も行いながらこの操作を進めて行き、全サンプルが一つのクラスタに統

合されたところで終了させる。クラスタへの統合関係を図示したのが前述の樹形図である

が、この樹形図ではクラスタに統合されるときの「距離」を統合点の「高さ」で表現もし

ている。つまり、低い位置で統合されている作品もしくはクラスタは、もともと「近い」

ものが統合されたのであり、高い位置で統合されている作品もしくはクラスタは、それほ

ど近くはないものの、クラスタ化の過程で統合されたものである。 



  

 

図七：ウォード法で得られた樹形図（デンドログラム） 

 

 一般文芸とライトノベルは、もっとも高い位置でそれぞれ別のクラスタに分離されてい

る(図中の[A]の線)。これは主成分分析の主軸で両者がきれいに分離していたことに相当し

ている。ライトノベルのクラスタの中で見ると、『戯言シリーズ』がもっとも早い段階でク

ラスタから分離されており、この作品の特異性を見せている。実際、この作品は講談社ノ

ベルズという一般にはライトノベルとは考えられていないレーベルから出版され、イラス

[A] 

[B] 

[C] 



トの扱いなども通常のライトノベルとは異なっている。これを除くと、３つの大きなクラ

スタが確認出来る。『涼宮ハルヒシリーズ』『ゼロの使い魔』『キノの旅』『狼と香辛料』『灼

眼のシャナ』『バッカーノ』の 6 作品、『バカとテストの召還獣』『文学少女』『とらドラ！』

『半分の月がのぼる空』の 4 作品が、その他の 9 作品である（図中[B]の線での分離）。最

後の９作品は SF 色の強い作品が集まっており、SF 固有の物語設定や文章のスタイルがク

ラスタ形成の一因になったのではないかと推定される。 

 一般文芸では、もっと低い位置でクラスタが形成されている。例えばライトノベルを（『戯

言』を除く）３つに分けた先ほどの[B]の線では一般文芸は 1 つのクラスタのままであるが、

それよりはるかに低い位置（図中[C]の線）でようやく 3 つのクラスタに分かれている。こ

れは、今回の評価指標では一般文芸作品の触れ幅がさほど大きく無いことを示している。 

 上記のライトノベルの４つのクラスタ（『戯言』は一作品で一クラスタとする）と、一般

文芸の 3 つのクラスタを、主成分分析で示した主軸と第二軸グラフ（図五）上にプロット

すると、SF のクラスタと『戯言』のクラスタは上手く分離されて表示されているが、ラ

イトノベルの『涼宮ハルヒシリーズ』『ゼロの使い魔』『キノの旅』『狼と香辛料』『灼眼の

シャナ』『バッカーノ』のクラスタと、『バカとテストの召還獣』『文学少女』『とらドラ！』

『半分の月がのぼる空』のクラスタはうまく分離されていない（図八）。つまり、主成分分

析で抽出した主軸や第二軸に関わる指標では、これらのクラスタは判別がつかないという

ことである。一方、主成分分析で示した第二軸と第三軸のグラフ上にプロットすると、こ

の二つのクラスタは分離している（図九）。従って、ウォード法で得られた４つのライトノ

ベルクラスタは、主成分分析での第三軸を構成する評価指標までを考慮に入れた上で分離

出来るクラスタであることが判明する。 

 以上、今回の評価指標によってライトノベル作品はおおよそ４つのクラスタに分けるこ

とが出来て、そこに関与している評価指標は主成分分析の主軸、第二、第三軸に関わって

いることが判明した。得られた各クラスタの性格を考察した上で、それらの評価指標との

関わりを考察して行くことが、今後の課題として残されているが今回の研究では行われて

いない。 



 

図八：主軸—第二軸上でのクラスタ 

 

 

図九：第二軸—第三軸上でのクラスタ 
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