
 



図 100 ライトノベル「超」入門 
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＜ブームに感じる違和感＞ 
今年のアニメを語る際には「涼宮ハルヒ」を外す事はできません。前回はその涼宮ハルヒ

のマーケティング手法について整理、分析を行いました。その後ネット上では涼宮ハルヒ

のビジネス手法を分析する特集が多く組まれ、改めて世間でのハルヒのビジネス面での関

心が高い事が認識しました。 
涼宮ハルヒブームの影響はいろいろな所にでていますが、その最も顕著なのが、ライトノ

ベル業界です。以前からライトノベルへの注目はたかまっていましたが、今回のブームに

よってライトノベルはブレイク寸前になった感があります。やはりネット上でもライトノ

ベルの商品力について多くの言説が見聞きされています。累計発行部数や市場規模など作

品の感想以外の分析も多くなりました。 
 
ライトノベルについては新城カズマ氏の『ライトノベル「超」

入門』（図 100）が定義を試みています。端的にまとめると「ラ
イトノベルは手法であって、作品ジャンルではない」という

ものです。つまり内容面（例えば SFやミステリーなど）での
分類ではなく、フォーマット面（形態・価格・表現手法など）

での分類に近いという物です。 
ライトノベルのフォーマット面での特徴は以下の点だと言え

ます。但し現在では多少の例外も有ります。 
I. 文庫サイズ 
II. アニメイラスト 
III. シリーズ化 
IV. 刊行ペース早い 
 
何故この様な特徴を持つに至ったのでしょうか？ 
良く言われる説明は以下の通りです。 
I. 10代が主な購買層であり、お小遣いで買える程度の価格にする為 
II. 連載ものの様に刊行して、ターゲットを逃がさない為 
III. アニメイラストは子供の興味を引きやすい為 
 
確かに真実を含んでいると思います。しかし同時に多少の違和感が有ります。その違和感

とは、まるで 10 代の子供をターゲットして現在のライトノベルの形式が開発されたかの
様に感じる事です。つまり何の紆余曲折も無く、今の形式が最初から完成したかの様なの

です。本当にそうなのでしょうか？ 
一方で今年ヒットした「涼宮ハルヒの憂鬱」（図 101）もラ
イトノベル作品です。しかしネット上ではその市場規模や

Web2.0的な手法に注目を集め、あたかも「角川グループが
Web 戦略を仕掛けてヒットさせた」という論調になってい
ます。確かに「結果的には」その通りだと思いますが、それ

ならば何故「涼宮ハルヒ」が選ばれたのでしょうか？ 
 
ライトノベルと涼宮ハルヒ、この 2つはコンテンツビジネス
として非常に注目を集めるものです。しかし現在の反映の結

果よりも、それに至る紆余曲折こそに本当のヒントが隠され

ている様な気がします。 
 
今回は涼宮ハルヒに至ったライトノベル（とその周辺世界）の道筋を検証する事で、コン

テンツを育成する方法論を検証します。 

図101　涼宮ハルヒの憂鬱



要点をあらかじめ纏めておきます。 
 
A) ライトノベルといわゆる文芸作品は直系関係ではない 
B) ライトノベルとその兄弟はその後の萌え産業を構築した 
C) 涼宮ハルヒのヒットの要因はライトノベル兄弟の功績を駆使したもの 
D) その手法を整理して「Moe2.0」として定義 
 
では本題に移りたいと思います。 
 
＜簡単にライトノベルに至る前史などでも＞ 
 
ここでは駆け足でライトノベルに至る歴史として 1985 年以前の状況を説明します。かな
り偏っているかも知れませんが、ご勘弁を。 
 
①第 3次文庫ブーム（1970～1978） 
書籍と呼ばれる出版物は概ね単行本（いわゆる四六判）→新書→選書→文庫という順番に

出版されていく物でした。つまり 1個のコンテンツを形態を変える事で有効活用して行く
手法を取っていたのです。文庫はその最後の段階に当たるものなので、一般的には「名著」

と呼ばれるものが中心でした。 
1970 年頃、角川書店は映画ノベライズの大量刊行を仕掛けました。いわゆる「キネマ文
庫」と呼ばれるものです。これが映画のメインターゲットに当たる女性を中心にヒットし

ました。その後角川書店は自社映画と文庫を連動させた「横溝正史フェア」「森村誠一フ

ェア」などを仕掛け、次々ベストセラーを生み出して行きました。この結果文庫は「名著」

ではなく、女性や若者が読む「読み捨て」可能な消耗品としてシェアを広げていったので

す。 
 
②SFブームとコバルトシリーズ（1973～1978） 
映画と文庫の連動により 1973年には小松左京「日本沈没」（図 102）
がベストセラーとなり、翌 1974年にはユリゲラー来日による超能力
ブームとなり、日本での SFブームが始まりました。1975年にはソ
ノラマ文庫が創刊し SF・映画・文庫の三位一体の体制が整いました。
一方映画との連動によって拡大した女性読者に向けて 1976 年コバ
ルトシリーズ（今のコバルト文庫）を創刊。ジュニア小説を文庫化

する事で低年齢層を取り込む事に成功しました。 
 
③第一次アニメブーム～第二次アニメブーム（1977～1984） 
SFブームは 77年のスターウォーズで頂点に達しました。その勢いはアニメの世界にも流
入し、アニメは宇宙戦争ものが主流となって行きます。その影響は宇宙戦艦ヤマトによる

第一次アニメブーム、機動戦士ガンダムによる第二次アニメブームと二度のアニメブーム

を引き起こしました。このアニメブームが今度は文庫の世界に流入し、アニメノベライズ

が生まれました。これは富野由悠季などのアニメ原作者がアニメ作品を文章化するものが

当初の流れでした。しかしその後アニメノベライズ「レンズマン」（海外翻訳モノ原作を

アニメ化したモノをノベライズ、ややこしい）や少女マンガ世界を小説にした「少女小説」

ブームへと繋がりました。 
この段階に至り、文庫は「映像メディアと連動」して「女性や若者」に「短期的に」販売

する「安価な」出版物となったのです。 
 
＜ファンタジーブームとは何だったのか＞ 
第二次アニメブームは SFアニメ映画を大量に生み出していき、1983年の幻魔大戦（角川
映画）や 1984年の風の谷のナウシカなどが生まれました。1985年には「ニューロマンサ

図102　日本沈没



ー」（図 103）に代表されるサイバーパンクが SFに生まれました。こ
れは人間と機械が融合した社会を描く事を主眼においた作品群です。

しかし同時に過剰に発達した科学が及ぼす影響は退廃的な社会を生み

出すとされた事から、非常に腐敗し退廃的な社会構造を描く事が多く

なりました。サイバーパンクは社会システムを描く事が多い事から、

そのまま社会構造を説明する設定が重要になりました。「世界観」とい

う概念はここから必要になったと考えられます。 
SF のもう一つの流れは終末戦争後の世界です。これは科学力を失った結果中世に近い、

剣の世界が描かれました。ナウシカなどはそのような世界設定です。

つまり「剣を使った中世的な設定」は SFから発達したと言えます。 
一方 1983 年には「帝都物語」（図 104 ）がヒットしました。いわ
ゆるファンタジーブームとはこの帝都物語が起点だと考えられま

す。しかしこの帝都物語は風水・陰陽道などを取り上げた明治～昭

和初期の日本の物語でした。つまりここでいうファンタジーとは、

「剣と魔法の世界」ではなかったのです。 
日本におけるファンタジーブームの特徴は以下 3点です。 

I. SFから分化する形で発生した（ヨーロッパ中世とは無関係） 
II. 魔法とは超能力と大差ない（要は拳と剣と銃以外の全部） 
III. 若者向けに文芸を売る為に映画連動企画が多い 
 

さてファンタジーブームのさなか、日本にはもう一つの別のファン

タジーブームが発生しました。1980年初めから始まったマイコンの
普及です。1981年の PC-6001発売を皮切りに 1982年には PC9801
が発売され、個人 PC が普及していきました。それを受けて 1983
年に創刊されたのが「コンプティーク」（図 105）です。これは PC
本体や PC ゲームを特集する雑誌でした。そしてそこでは当時海外
で人気だったウィザードリーやウルティマなどの中世ファンタジー

歴史観を土台にしたゲーム達でした。コンプティーク他のコンピュ

ーター雑誌ではそれらの作品が取り上げられましたが、何せ当時日

本に全くないタイプのゲームだった為、まずはその生い立ちから説

明する必要がありました。そしてその際紹介されたのが「ダンジョ

ンズ＆ドラゴンズ」（図 106）というテーブルトーク RPG（以下
TRPG、詳細は後述）でした。つまり TRPGは PCゲームの原作と
して日本に上陸したと言えます。 

 
1983 年にはもう一つ重要な自体がありました。
ファミリーコンピュータ（以下ファミコン 図
107）が発売されたのです。この時点ではこれ以外にもカセットビジョ
ンやぴゅー太など競合ハードがある中の一つに過ぎませんでしたが、

ゲーセンゲームの移植の再現力の高さなどで徐々に他を圧倒していき

ました。ファミコンの市場での勝利は 1985 年のスーパーマリオの大
ヒットによって決定的になります。 

 
PC やコンシューマゲームの登場は、ゲームブームを引き起こしまし
た。それを受けて 1984 年にはゲームブックブーム（図 108）が起き
ました。ゲームブックとは簡単なキャラクターシートを作成して体

力・精神力を管理し、記載されたページ数に飛ぶ事で選択肢を選ぶ本

です。サイコロは使用しないで、ページ下にランダムに記載されたサ

イコロ目イラストで代用します。まあ説明は不要でしょう。これはイ

図103　ニューロマンサー

図104　帝都物語

図105　コンプティーク

図106　D&D　

図107　ファミリーコンピュータ

図108　ゲームブック



ギリスでの TRPGブーム（1980年）を受けてより手軽に TRPGを楽しむ為の入門書とし
ての位置づけでした。これによって TRPGに興味を持った人は多くい
たと思います（筆者もその一人です）ゲームブックブームを受けてコ

ンピュータ雑誌では雑誌誌面でゲームができる特集を多く組みました。

マイコン BASIC マガジンに掲載されたペーパーアドベンチャー（図
109）はゲームブックブームより前からパラグラフ形式のゲームを雑
誌誌面で展開していた、ゲームブックブームのはしりです。またコン

プティークなどでも推理ゲームや雑誌下部余白にパラグラフを掲載し

たり、雑誌企画の定番となって行きました。 
 
このゲームを起点とするファンタジーブームは如何に TRPG の魅力を伝えるかという点
を工夫した結果発生したものです。そして 1986年に TRPGの魅力を伝える画期的な方法
を前面に出した集団が表われました。グループ SNEです。 
グループ SNEはボードゲームや TRPGなどのアナログゲームを制作、翻訳するゲーム企
画会社です。このグループ SNE のファンタジーブームにおける功績を大きく分けて以下
の点です。 
I. 日本で初めて TRPG 中の会話をそのままテキストに起こした「リプレイ形式」を

使用 
II. 海外のファンタジー小説を翻訳して世界観を伝える 
III. 安価・手軽な TRPG「ソードワールド」を開発 
 
TRPGの魅力を伝える為にまずグループ SNEが行ったのが、リプレイ形式という TRPG
中の会話テキストに起こした読み物でした。どうやって役になりきるかというロールプレ

イ方法やゲームマスター（以下GM）とプレイヤーのやり取りなどのゲーム進行のお手本
としてなどリプレイ形式は読み物として以外にプレイガイドとしての役割を果たしまし

た。 
またグループ SNEはドラゴンランス戦記（図 110）という海外のヒロ
イックファンタジーの翻訳を行いました。これは海外のファンタジー

小説を紹介する事でファンタジーの世界観を日本のファンに知って貰

う為でした。これも世界観を伝えるガイドとしての役割を果たしたと

言えます。つまりリプレイ形式と海外ファンタジー翻訳は TRPGとい
う新しい遊びをどうやって日本に普及させるかという点で考えられた

手法だったのです。 
ところで上記で示したリプレイ形式ですが、これは「ロードス島戦記

リプレイ」でコンプティーク誌上で連載をされたものでした。この連

載は好評で、その後このリプレイを元にグループ SNEの水野良氏（図
111）が小説形式で発表したのが「ロードス島戦記」です。一方翻訳し
たドラゴンランス戦記は富士見書房からドラゴンブックスというレー

ベル名で発売されました。これが後に富士見ファンタジア文庫創刊の

きっかけとなって行きます。 
 
さてここまでのファンタジーブームを総括して見ましょう。 
I. TVゲームや PCによっておきたゲームブームから派生した 
II. 中世ヨーロッパ世界観を元に TRPGの魅力を伝える為の手法開発が目的 
III. コンプティークや富士見書房など、どちらかというと文芸とは関係のない所で成長 
 
さて最初提示したファンタジーブームとずいぶん違うと感じませんか？つまりファンタ

ジーブームは 2つあると言えます。 
I. 活字離れした若者に文芸や SF作品を販売する為に発達したアニメノベライズを原

図109　ペーパーアドベンチャー

図110　ドラゴンランス戦記　

図111　水野良



点としたファンタジーブーム 
II. TRPGを日本に普及させる為の手法開発過程で発生したファンタジーブーム 
 

1986年には角川書店が文庫作品の表紙をアニメ絵に変更して、「角
川文庫ファンタジーフェア」と言うものを行いました。このフェア

の大成功を受けて翌年には角川文庫から若者向けの作品が表紙丈

夫に青いラインが入りました。いわゆる「青帯」です。そして 1988
年には富士見書房で雑誌「ドラゴンマガジン」（図 112）と富士見
ファンタジア文庫が創刊。次いで角川書店は青帯を「角川スニーカ

ー文庫」として正式にレーベルを分けました。日本初のライトノベ

ルだけ（厳密には正しくないし、ライトノベルという呼称もこの当

時は無かったが）で形成される文庫レーベルが誕生したのです。 
 
日本のライトノベル史ではファンタジア・スニーカーの二つのレーベルは多大な影響力を

与えてきました。しかしこのレーベルが誕生したきっかけをファンタジーブームと表現す

るのは厳密には間違いなのです。 
 
「どちらのファンタジーブーム」かという点を常に念頭に置く必要があるのです。 
今後本書では前者を「映画ファンタジーブーム」後者を「TRPGファンタジーブーム」と
区別して記載します。 

 

図112　ドラゴンマガジン
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＜TRPGファンタジーブームが生み出したもの＞ 
前述した TRPGファンタジーブームが生み出したものをおさらいしてみます。 
I. リプレイ形式 
II. 海外ファンタジー翻訳 
III. ベーパーアドベンチャー企画記事 
IV. ゲームブック 
V. ウィザードリーやウルティマなどの PCゲーム 
 
これらは全て TRPGの普及を目的に開発された手法です。⑤は違うと感じるかもしれませ
んが、ウィザードリーだって TRPGをひとりで楽しめたら良いなという願望を叶えた結果
生み出されてと言えます。 
さて TRPGをやったことの無い方もいるかも知れないので、TRPGとはどの様なものかを
簡単に纏めてみましょう。 
I. 架空世界でのキャラクターになりきり、会話でゲームを進めるアナログゲーム。 
II. 基本的なゲームシステムを準備した汎用ルールが最初用意されている。 
III. ゲームの舞台となる世界観とシナリオは GMと呼ばれる一種の司会者が準備する。 
IV. プレイヤーは自分の分身となるキャラクターを作成。後に演じる為に性格や外見を

設定する。 
V. 細かい部分はプレイヤーと GMの会話で決めていく。 
VI. 基本的には何か目的を達成したらシナリオクリアとなり経験値を貰える。キャラク

ターは別シナリオでも使用していく。 
 
こんな感じでしょうか？TRPG の代表格は「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」というモノで、
ロードス島戦記も当初このシステムに基づいていプレイされていました。2D10 とか聞く
とワクワクする人にはこの辺の説明は不要でしょうが、もう少し辛抱してください。 
 
リプレイ形式の「ロードス島戦記リプレイ」はその後ロードス島戦記として小説形式にな

りました。より物語性を求められた結果だと言えます。これは TRPGファンタジーブーム
によって生み出された手法から誕生した小説なので、文芸作品とは全く違うものを土台に

しているものです。つまり TRPGファンタジーブームによって生まれた初の小説だと言え
ます。本書ではこの「文芸と源流を別にする」という点を重視し、このロードス島戦記に

よってライトノベルが誕生したと判断しています。つまりライトノベルはゲームから生ま

れたのです。 
TRPG の魅力を伝える手法として生まれたリプレイ形式がライトノベルに進化しました。
一方そのほかの手法達はどの様な進化を遂げたのでしょうか？ 
 
海外ファンタジー翻訳自体はその後も行われました。しかし世界観を

伝えるという意味では、世界観を特集した雑誌記事がその役割を担っ

ていくようになりました。コンプティークではファンタジー世界の設

定を説明する記事が多数掲載されました（例えばワイバーン＝卑竜で

ドラゴン＝貴竜と対になる言葉であるとか。

決してワイバーン＝飛竜ではないですよ、そ

こ間違えないでね。記憶違いかもしれないけ

れど・・・） 
ペーパーアドベンチャーは元々はゲームブック形式の一人で楽し

むものでしたが、雑誌という媒体の特性から如何に読者を巻き込

むかという点で進化して行き、読者参加企画となりました。コン

プティークでは「ロボクラッシュ」とか「トップをねらえネクス

トジェネレーション」（図 113）などが生まれました。 

図113　ネクストジェネレーション

図114　ポートピア連続殺人事件



ゲームブックはその後衰退して行きましたが、選択肢選んでゲームを進めるという手法は

コマンド選択 ADV として PC・TV ゲームとして進化しました。1985 年のポートピア連
続殺人事件（図 114）などがそれに当たります。より手軽にアドベンチャーゲームを楽し
む為に生まれた手法でした。 
ウィザードリーやウルティマなどの PC ゲームはストーリー性を加
味していく形で進化していきました。1984年ドルアーガの塔、1985
年にはザナドゥ（図 115）が発売されました。広い世界の中で目的
を探す海外の RPGではなく、物語の中で与えられたミッションをク
リアしていくミッションクリア型の日本型 RPG がここに誕生した
と言えます。但しこの時点ではまだパズル的なミッションに過ぎま

せんでした。 
 
このように TRPGを源流とした手法は以下の様に進化していきました 
I. リプレイ形式→ライトノベル 
II. 海外ファンタジー翻訳→設定資料掲載企画 
III. ペーパーアドベンチャー→読者参加企画 
IV. ゲームブック→コマンド選択式 ADV 
V. ウィザードリーやウルティマ→RPG 
 
ここに TRPGはまったく異なる 5つの表現形式を生み出したのです。本書ではこの 5つを
「ライトノベル兄弟」と表現します。ちなみに題名の「ラノぶらっ」というのは「ライト

ノベル兄弟」の略称です（笑） 
 
＜ライトノベル兄弟の生み出した「萌え」の前段階＞ 
ライトノベル兄弟が生まれたのは概ね 1980年代中盤～後半になります。そして 90年代に
入るとライトノベル兄弟達はそれぞれ独自の進化を遂げていきます。 
 
①ドラゴンマガジンという存在 ～ライトノベル～ 
富士見ファンタジア文庫の最大の特徴はほぼ同時にその本誌に当たる「ドラゴンマガジ

ン」という雑誌も創刊した事です。「ライトノベル完全読本」の小川洋

氏のインタビューでは新人賞を立ち上げる為に雑誌が必要だったと述

べています。その新人賞とはファンタジア長編小説大賞の事で第一回

準入選が神坂一氏です。神坂一氏（図 200）は言わずと知れた「スレ
イヤーズ」（図 201）の作者で、TRPGファンタジーブームをそのまま
ファンタジーバブルへと導いた立役者だと言えます。スレイヤーズの

最大の特徴は書下ろし長編と雑誌連載の短編という構造を生み出した

事です。なぜこの様な構造が発生したかというと、富士見ファンタジ

ア文庫というレーベルはドラゴンマガジンという雑誌を中心に置いた

構造だからです。つまりドラゴンマガジンを入り口にしてファンタジ

ア文庫のファンになって貰う事を主眼に置いているからです。雑誌連

載の短編はどちらかと言うとコミカルな話になっています。それは軽

く読める方が雑誌という媒体の特性上、適しているからです。一方で

シリアスな物語はページ数も必要なので書下ろしの長編となります。 
つまりドラゴンマガジンという本誌の存在があったからこそ、スレイヤーズは「長編短編

二重構造」を生み出したのです。この二重構造はその後のライトノベルの方向性を決定づ

ける事になります。 
 
 
 
 

図115　ザナドゥ

図200　神坂一

図201　スレイヤーズ



②フォーセリアサーガ ～設定資料掲載企画～ 
先に紹介したロードス島戦記は水野良氏によって描かれる小説です。このロードス島とは

アレクラスト大陸の南の端っこに位置している「呪われた島」という設定になっています。

水野良氏の描くファンタジー小説の代表作にはこれ以外に「クリスタニア」や「魔法戦士

リウイ」があります。またグループ SNEが開発した代表的な TRPG
に「ソードワールド」（図 202）があります。実はこれらは架空世
界「フォーセリア」を舞台した同じ世界観の上に成立している物語

なのです。ロードス島戦記や伝説・クリスタニア・リウイ、そして

ソードワールド世界に基づく短編集（富士見のリプレイ集は大半が

これに当たる）を含めて「フォーセリアサーガ」と言います。つま

り一つの伝説なのです。 
この様な巨大な世界観を利用するには、有る程度しっかりとした設

定集が必要になります。フォーセリアサーガの場合にはソードワールド・ワールドガイド

というものがあり、フォーセリア世界を規定しています。一方その世界観に基づいている

限り、だれでも物語を作る事ができます。その結果多くのリプレイ集や短編集が生まれま

した。読者投稿シナリオなんかもかつては存在しています。この様に同一世界を複数の作

者で描いた作品群の事を「シェアードワールド」と言います。シェアードワールドの特徴

は以下の点です。 
I. 複数作家で創作（作家競作） 
II. 複数キャラ物語（複数視点） 
 
つまり作者も複数ですが、キャラクターも複数という事です。先ほどのフォーセリアサー

ガの場合、ロードス島戦記では自由騎士パーンが主人公ですが、魔法戦士リウイではリウ

イが主人公です。同じ世界を別の視点で描く事を可能とした手法だと言えます。 
 
③共同体意識が重要 ～読者参加企画～ 
コンプティーク誌上で行われた読者参加企画は、キャラクターシートを作成して郵送し、

そのパラメーターに応じた戦果が雑誌で発表されるというものでした。パラメーターの設

定や作戦選択など非常に複雑で運営側にとって煩雑な割には参加者側から見れば結果の

みであっさりしているものでした。そこでその不満に対して 2つのアプローチが取られま
した。 
 
1. どうせ煩雑ならそれ専用のゲームを作って、独自に運営する 
2. 足切りする代わり、選ばれたらもっと深く描写する 
 
こうして読者参加企画は 1.PBM（play by mail）という郵便による TRPGと 2.参加型誌
上リプレイの２つに分かれました。 
PBM とは「蓬莱学園の冒険」を代表に、キャラクターシートと行動内容を記載して郵送

すると GMが結果を小説形式で返送、それを受けてまた行動というサイ
クルを繰り返して進める TRPGです。小説形式なので有る程度目立たな
いと登場しません。また一回でできる行動も限られています。PBM に

おいて有利に参加する為には郵送以外の部分で各参加者がネットワーク

を作り情報交換と作戦会議を行う事が重要となります。つまりゲーム外

（もっともこれこそが PBM の醍醐味なのですが）でのコミュニティ形
成が重要なのです。 
 
 
さてもう一つの読者参加企画の進化形態は参加型誌上リプレイです。これは電撃 PCエン
ジンなので行われていた「女神天国」（図 203）が代表例です。ポイントは 4点です。 
 

図202　ソードワールド

図203　女神天国



I. キャラクターのパラメーターを選択肢にする事で事務処理を簡素化 
II. 信者が集まると応援している女神様が強くなるというキャラコン要素 
III. イラスト欄を設けて事実上の読者投稿コーナーとする 
IV. 当選者はリプレイに登場し、グッズがプレゼントされる 
 
つまりゲーム要素だけではなく、ファン交流ページやキャラコン要素、リプレイといった

企画ページを読者のはがきから作成できる為、雑誌編集側からみて良い企画でした。また

参加者から見ても、自分の応援する女神様の人気を高める為に応援イラストを送るなど、

雑誌と読者や同じ女神を応援する読者同士の共同体意識を生み出す効果がありました。 
 
④CGはどこまで表現できるか？ ～コマンド選択型ADV～ 
アドベンチャーゲーム（以下 ADV）の歴史は文章だけで状況を説明する「テキストアド
ベンチャー」から状況を CGで表示する「グラフィックアドベンチャー」へと進化した表
現面の発達と、行動をテキストで入力する「コマンド入力」から予め用意されたコマンド

を選択する「コマンド選択」へと進化したインターフェイス面の発達の２つの側面があり

ます。そして、インターフェイス面の発達は移動を 2D マップで行う形式が生まれ、それ
が RPGへと進化して行きました。つまり RPGは ADVから生まれたと言えます。 
インターフェイスの進化が ADVの範疇を超えてしまった結果、ADVの進化は専ら表現面
へと向かいました。それは二つの方向に分かれます。 
I. 如何にキャラクターの動きを表現するか（動の表現） 
II. 如何にキャラクターの美しさを表現するか（静の表現） 
 
動きを表現するとは、キャラクターの感情や状況の変化を表現する事を

意味します。つまりステータス変化を視覚的に表現する為に発達した手

法です。1991 年に登場した「プリンセスメーカー」（図 204）は戦災孤
児を娘として育てるゲームです。育成シミュレーションというジャンルの元祖に当たりま

す。様々な教育やイベントをこなす事で娘が成長して行きますが、その変化によって娘の

CG が変化します（記憶が曖昧なので 1993 年のプリメ 2 からかもしれません）このプリ
ンセスメーカーはキャラクターの立った姿によって状況を示す「立ち絵」という手法を決

定づけた最初のソフトでは無いかと思います。 
一方美しさを表現する事は、主に美少女を如何に美しく見せるかという進化の方向性に向

かいました。1985年前述したポートピア連続殺人事件が発売された年ですが、同時に「天
使たちの午後」（図 205）という PCアダルトゲームが発売され
た年でもあります。ADV の歴史はそのまま 18 禁ゲームの発達
の歴史でもあるのです。しかし 18禁ゲームの美しさを表現する
進化の歴史は、PCスペックの限界に挑戦する歴史でもありまし
た。それは色数との戦いです。当時の PC では無数の色を使用
はできませんでした。しかしキャラクターを描き分ける必要は

あります。そこで髪の色は赤・青・緑など他の背景にも応用で

きるものが利用される様になったのです。18禁ゲームのキャラ
クターの髪の色が鮮やかなのは色数との戦いの結果だと言えま

す。この「髪の色による描き分け」は思わぬ効果を生みました。

それは有る程度髪の色でキャラクターのパターンが決まってきた事です。色には暖色（赤

や黄系）と寒色（青系）があり、それがそのままキャラクターの性格に反映される様にな

ったのです。おそらく今で言う属性概念が発生したのはこの暖色寒色と性格の一致からだ

と考えられます。 
コマンド選択 ADVは表現手法を洗練する事によって「育成シミュレーション」と「18禁
ゲーム」に進化しました。それは同時にキャラクターの変化を表現する「立ち絵」とキャ

ラクターの内面を表現する「属性」を生むことになったのです。 

図204　プリンセスメーカー

図205　天使たちの午後



⑤追体験する物語 ～RPG～ 
RPG を語る時に避けては通れない金字塔「ドラゴンクエスト」（図 206）は 1986 年に誕
生しました。 
I. 日本人に分かりやすいお城に王様のいる中世ヨーロッパ風世界を提示 
II. 勇者が竜王を倒すという勧善懲悪の分かりやすい物語 
III. 戦闘によって経験値がたまり必ず強くなるレベルアップシステム 
IV. 鳥山明によるコミック風イラスト 
 
これらの方法により当時一般的には知名度の低かった RPG という
ジャンルを分かりやすく提示する事に成功しました。以降ほとんど

の RPGが何らかの影響をドラクエから受ける事になります。その最
も大きい影響は冒険に壮大な目的が必要になった事です。近所のゴ

ブリンを倒すぐらいでは冒険の目的としては不十分になったと言え

ます。つまり RPGはある役割を演じるロールプレイというより、一
人の勇者の叙事詩を追体験するゲームとなったと言えます。 
時代は少し下り、ゲーム機の性能が向上してきた 1989 年に物語を追体験する方法論とし
てより視覚的な表現手法を導入する RPGが表われました。PCエンジンで発売された「天
外魔境」は CD-ROM の大容量を生かしてフルオーケストラ BGMやキャラボイスの使用
などを行いました。そして最大の売りは随所にムービーを使用した事でした。これはアニ

メとゲームの融合を意味しており、自分で操作できる映画という新しい可能性を生み出し

ました。 
RPGは物語を追体験する方法論として、ゲームのインタラクティブ性を生かす道とムービ
ーでの表現を発達させる二つを手に入れたのです。 
 
この様にライトノベル兄弟たちは 1990 年代初頭までにそれぞれ独自の進化をしていった
のです。整理すると以下の様になります。 
I. ライトノベルは書下ろし長編と雑誌連載短編の「長編短編二重構造」を生み出した。 
II. 雑誌での設定資料掲載企画はワールドガイドとシェアードワールドを生み出した。 
III. 読者参加企画は PBMと参加型誌上リプレイという二つのゲーム形式を生み出した。 
IV. コマンド選択 ADV は育成シミュレーションと 18 禁ゲームを生み出した。また同

時に立ち絵とイベント CGを生み出した。 
V. RPGは英雄叙事詩を追体験する王道RPGとムービーの表現力を駆使したインタラ

クティブムービーの二つの手法を手に入れた 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図206　ドラゴンクエスト



＜そして相互に影響しあうライトノベル兄弟＞ 
1995年～2000年頃にライトノベル兄弟たちは相互に影響し合い、更なる発展を遂げてい
きました。 
 
①育てるべきはキャラクター ～雑誌連載短編＋ワールドガイド～ 
前項で述べた様にライトノベルの長編短編二重構造は文庫と雑誌という 2つのメディアが
存在する事から生まれました。アニメ・ゲーム・ファンタジー総合情報誌「ドラゴンマガ

ジン」に短編を掲載して読者に興味を持って貰い、気に入った人が文庫の長編を買うとい

う構造です。ページ数が限られる事から壮大な物語は適さない為、短い日常的なエピソー

ドが中心となりました。つまり長編と短編という「文字数の差」だけに止まらず、「エピ

ソードの質的な差」に繋がっていったのです。日常的なエピソードとして最もポピュラー

なのが登場人物の掛け合い漫才的なユーモアストーリーです。これはキャラクターの個性

を明確にするのに適した物語です。悪友同士がどつきあう、彼女が嫉妬する、バラバラな

パーティーが避け飲んで和解・・・。上げたらきりがないのですが、チョット見たみたい

と感じさせるエピソードが短編で描かれる様になりました。 
一方雑誌と文庫の表現方法の違いには「ビジュアル性」があります。雑誌ではふんだんな

カラーページが使用できる事からキャラクターイラストを掲載するのが常になりました。

ドラゴンマガジンでは物語のあらすじと見所、キャラクターの説明などをイラスト付きで

紹介するカラーページを毎号掲載しました。これは TRPGの世界観を説明するワールドガ
イドのキャラクター版だと言えます。 
ライトノベルにおける雑誌の役割は短いエピソードやビジュアルページを使って「キャラ

クターの魅力を伝える」事を目的としているのです。これは「雑誌連載短編」と「ワール

ドガイド」が雑誌メディア上で融合した結果だと言えます。 
 

ところで 1990 年代後半にライトノベルはそれまでの「剣と魔法の
ファンタジー」中心から学園設定の物語に主流が移行していきます。

いくつかの要因があるのですが、この移行の結果「現代学園異能」

と呼ばれるジャンルが成立して行きます。これは「何らかの敵」と

戦う非日常面と、普段の学園生活を描いた日常面が両立している物

語を示します。「灼眼のシャナ」（これは 2002年ですが 図 207）が
その代表例です。新伝奇と呼ばれるジャンル（ジャンルとして存在

しているかと言うと微妙ですが）もこれに近いと言えます。この「現

代学園異能」の最大のポイントは日常と非日常の二項対立にあると言われています。つま

り非日常で勝利する事で、日常が守られるという構造です。これは「学園では萌えエピソ

ードを繰り広げているが、人知れず敵と戦っている」という構造です。日常に非日常が（表

面的には）決して浸食して来ないのがポイントです。この二重構造は、これまでに語って

きたライトノベルの「長編短編二重構造」をストーリー的に利用したものだと言えます。

そう考えると現大学園異能という物語は、ライトノベル特有のメディア構造が生み出した

と言えるのかもしれません。 
 
②キャラクターを脳内補完 ～シェアードワールド＋PBM～ 
シェアードワールドの特徴は「作家競作」「複数視点」です。 
同一「世界観」で多くの作者が物語を作り、別々のエピソードで同一「世界観」を表現す

るものです。 
さて、世界観を別の言葉で置き換えると、チョット意味が変わってきます。 
同一「キャラクター」で多くの作者が物語を作り、別々のエピソードで同一「キャラクタ

ー」を表現するものです。 
 
この説明はどんなものを示していると思いますか。多分説明はいらないと思いますが、同

図207　灼眼のシャナ



人誌や SS とはこういうものだと言えるのではないでしょうか？もちろんオリジナルジャ
ンルは違いますが、アニパロ（この名称多分死語ですね・・・）は皆そうです。つまりシ

ェアードワールドと同人誌は、そのシェアする対象が異なるだけで、行為自体は変わらな

いと言えます。 
 
さてもう一つ PBMですが、これは複数の参加者が自分のエピソードを持ち寄り情報を総
合して、目的を達成する作戦をたてるのが最大のポイントです。当時はまだインターネッ

トが発達していなかった時代でしたが、今後のネットワーク社会を見据えて PBM は開発
されたという経緯もある事から、ネットワーク構築と情報交換をどの様に行うかという実

験的な色彩もあったのではないかと思います。ところで、PBM を一言で説明すると以下

の様になるのではないでしょうか？ 
同一世界観で多くの「プレイヤー」が物語を作り、別々の「リプレイ」で同一の世界観を

表現するもの。 
 
もうお気づきだと思いますが、PBM もシェアードワールドとよく似た構造を持っていま

す。シェアードワールドは別々のキャラクターを登場させますが、それを実際にプレイヤ

ーが演じたものが PBM なのです。つまりシェアードワールドと PBM は本質的には同じ
ものなのです。 
 
シェアードワールドは同人誌・SS へと進化していきました。それは世界観からキャラク
ターへと描く対象が変化した事によります。 
では PBM はどの様な進化を遂げたかと言うと、コミュニケーションゲームに変化したと
考えています。これはガンパレードマーチの様に、インターネットでの情報交換を前提と

した構造を持ったゲームです。ガンパレードマーチ自体は AI を持ったキャラクターとコ
ミュニケーションをする事で目的を達成するゲームです。しかしその世界観には「世界の

謎」と呼ばれるものが設定されており、断片的に明かされるエピソードと制作会社「アル

ファシステム」の掲示板での情報交換（通称 7千人委員会）によってそれを解き明かそう
とする構造が隠されていました。この様に情報交換をアナログで行っていた PBM は、ネ
ット普及によってオンラインでの情報交換を前提としたコミュニケーションゲームへと

進化しました。 
 
ところで、この同人誌とコミュニケーションゲームの共通したポイントは「脳内補完」だ

と言えます。キャラクターの設定だけを利用して独自の作品を作る同人誌の原動力は、キ

ャラクターに対する「脳内補完」です。一方でコミュニケーションゲームは「脳内補完」

によって様々な解釈を行い、その設定解釈を討議するゲームです。これはシェアードワー

ルドと PBM は作者や GM によって与えられる物語だったのに対して、「脳内補完」をす
る事でユーザーが自ら物語を作る構造に変化した事を意味します。「脳内補完」を手に入

れた事で物語は一部のプロから一般素人に開放された、というと大げさでしょうか？ 
 
③好きなキャラクターを積極応援 ～参加型誌上リプレイ＋育成シミュレーション～ 
読者参加企画は元々複数のプレイヤーキャラクターが対戦して勝敗を競うものが主流で

した。しかしマル勝ファミコンで始まった「女神天国」は、ま

ず自分が応援する女神様を選ぶ事から始まりました。これは人

数を当初から減らす意味もあったと思います。しかし同時に好

きな女神様を応援する必要を生み出しました。女神天国はその

後電撃 PC エンジンに移り、折からのギャルゲーブームを受け
て更にキャラコン色を増していきました。時は下り、電撃 PC
エンジンは電撃 G's エンジン、そして電撃 G's マガジンと改題
していきます。電撃G'sエンジンの頃始まった読者参加企画「セ

図208　セラフィムコール



ラフィムコール」（図 208）は当時人気だった七瀬葵さんのイラストを起用して大成功を収
めました。このセラフィムコールは 11 人のヒロインとの恋愛を楽しむゲームでした。つ
まりキャラクターを応援する事はそのままキャラクターへの愛情表現を意味する事にな

りました。ゲーム型キャラクターコンテスト（以下ゲーム型キャラコン）と呼べるシステ

ムがここに誕生しました。このシステムのポイントは以下です。 
I. キャラコンなので人気投票の順位が発表される 
II. キャラクターへの応援活動がギャルゲーで言うところの好感度を高める事に繋が

る 
III. ヒロインによるハガキの返信など双方向性がある 

 
つまり順位が低いキャラクターを積極的に応援すると好感度が高く

なり、ヒロインから実際にご褒美が貰えるのです。実際はそんな事は

ないのですが「脳内補完」をし易い構造なので、ギャルゲーを実際に

体感できるものになっていたのです。その破壊力が明確になったのが

「シスタープリンセス」（図 209）です。1999年に登場したシスター
プリンセスは瞬く間にファンを拡大し、電撃G'sマガジンの看板記事
となりました。妹とデートなどをするその「萌え」るシチュエーショ

ンはそのまま「妹ブーム」を引き起こし、同時に停滞していたギャルゲーの市場を一気に

活性化させたのです。 
 
一方育成シミュレーションは 1993年に「卒業」、そして 1994年には「ときめきメモリア
ル」を生み出しました。「プリンセスメーカー」では娘の能力を育成するゲームでしたが、

ときメモでは相手との好感度を育成する恋愛シミュレーションゲーム

へと進化したのです。恋愛要素を導入した結果キャラクターへの感情

移入は極めて強くなりました。その事に目を付けたのが、当時の声優

業界でした。1992年のセーラームーンのヒットはそのまま登場声優の
アイドル展開へと発展しました。しかしこれは結果的にそうなったも

のだったと言えます。同年に吉岡平原作のライトノベル「アイドル防

衛隊ハミングバード」（図 210）を中心にしたメディアミックス展開が
開始しました。これは作品内のアイドルグループ「ハミングバード」を演じる声優が実際

に「ハミングバード」としてデビューして活動するという前代未聞のものでした。このメ

ディアミックス展開は成果として椎名へきるという成功例を生み出し大成功したと言え

ます。この様にキャラクターと声優を同時に展開する事でキャラクタ

ーに対する恋愛感情、今で言う「萌え」をそのまま声優人気に転換す

る手法が多く展開する様になりました。これをゲームに適用した例に

1995年 KSSが展開した「アイドルプロジェクト」（図 211）がありま
す。「アイドルプロジェクト」は PCゲーム・OVA・キャラ CDを企画
段階から準備していた初期例になります。今のギャルゲーのグッズ展

開の原型は「アイドルプロジェクト」が構築したと言えるので、キャ

ラクターと声優の同時デビュー（声優はユニットデビュー）による相

乗効果をねらったマルチメディア展開を本書では「KSS商法」と命名します。ちなみに同
年には「スレイヤーズ」がアニメ化しておりこの時行われたキングレコードの展開例を「大

月商法」と命名しています。詳しくは当サークルの前号をご参照下さい（HPに PDF版を
置いてあります） 
 
ゲーム型キャラコン・キャラクターと声優の同時デビューによる KSS 商法は共に恋愛感
情と応援という、実は全く異なるものを巧みに一体化する事で積極参加を促す構造を作り

出したものです。これは「萌え」の定義が難しい事に繋がる遠因の一つではないかと思い

ます。つまり萌えるという感情は、通常異なる感情を同時に表面化させている状態だから

図209　シスタープリンセス

図210　ハミングバード

図211　アイドルプロジェクト



こそ定義が難しいのかもしれません。この辺は長くなりそうなので今回は割愛させて頂き

ます。ここではゲーム型キャラコン・キャラクターと声優の同時デビューは共にユーザー

の積極参加を促すという点で共通しているということを理解して貰えれば十分です。 
 
④キャラクターの内面描写は文字かムービーか ～18禁ゲーム＋天外魔境型 RPG～ 
18 禁ゲームの歴史（厳密にはアニメ絵の 18 禁ゲーム）は 1985
年の「天使たちの午後」から始まりました。そしておよそ 10年後
の 1996 年に一つの革命的な作品が誕生しました。Leaf が作成し
た「雫」「痕」というビジュアルノベル（以下 VN 図 212）です。
その誕生の経緯を見る前にこの 1985年から 1996年に至るゲーム
全般の流れを大まかに俯瞰してみる必要があります。 
 
I. 1985 年のスーパーマリオの登場によりファミコンが市場

の勝者となった。 
II. 1986 年のドラクエは少年ジャンプと連動して攻略本を作成。前年のゲーム雑誌ブ

ームもあり、ゲームと出版の連動が多くなった。 
III. 1988年の PCエンジン CD-ROM2の登場によってコンシューマゲームの大容量化

が起こった。一方で PCゲームは FDが主流だった為大容量化が遅れた。 
 
つまりこの時点でコンシューマゲームが時代の最先端で、PC ゲームは時代の後発だった
と言えます。この構造は 1994 年～1996 年のソニープレイステーション（以下 PS）とセ
ガサターン（以下サターン）による次世代機戦争により一層顕著になります。この次世代

機戦争は PS の勝利となります。その最大の要因は参入コストと在庫リスクを軽減する事
で多くのソフトメーカーを自陣営に引き入れて、ソフトのバリエーションを豊かにした事

だと言えます。つまり PS 陣営は勝利と引き替えにソフトメーカーの熾烈な競争環境を生
み出したのです。またゲームと出版の連動はメディアミックスによる「ゲームのコミカラ

イズ」と大作 RPG の「攻略情報」という 2 つの基軸を生み出しました。つまりコンシュ
ーマゲームはゲームからコンテンツの中核産業として巨大化し、ゲーム自体も大作志向と

なりました。熾烈な競合環境と大作志向は実験作や小規模メーカーの存在を許さない環境

を生み出し、次第に硬直化していきました。 
 
一方PCゲームですが、1995年にWindows95（以下Win95 図 213）
の発売により状況が変化しました。使いやすいインターフェイス、

開発環境の整備、HDD の普及の 3 本柱により急速にゲーム市場と
しての魅力が回復していきます。この時点で PC ゲーム市場はほぼ
18 禁ゲームが独占している状態だったので、PC ゲーム市場の拡大
は小規模メーカーにもビジネスチャンスを生み出す結果となりまし

た。こうして PCゲーム市場は 18禁ゲームという枠内であれば自由
に作品を作る事が許される環境を作り出したのです。 

 
 
1996年に登場した VNの特徴は以下の点です。 
I. キャラクターの表情や仕草を想起させる「立ち絵」と物語を表示する「テキスト」

で構成される。 
II. テキストが画面の全面に記載され、背景に立ち絵がある。 
 
ストーリーや内面表現をじっくり読んでもらう為には多量のテキストが必要であり、その

ためにグラフィックはテキストの背後に回ってしまってもやむを得ない。Leafが VNを開
発した時のコンセプトはあくまでテキストがメインだったと言えます。この VN は 18 禁
ゲームという枠内で自由な表現を行うには最適なシステムでした。そのため多くのクリエ
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イターが VNに飛びつき、その事によって良質なゲームが多数生まれ、それが更なる市場
拡大を引き起こしました。市場拡大のスパイラルが発生したと言えます。 
VN は特にキャラクターの内面描写に適していました。立ち絵の変化による感情や仕草を
表現し、そしてテキストで心理描写などを行ったからです。その事から VNはキャラクタ
ーの魅力を高める手法として極めて有効だと言えます。 
 
さて熾烈な競争環境と大作志向による硬直化に陥ったコンシューマゲーム市場では、プロ

モーション合戦が盛んになりました。それは如何に人の耳目を集める事ができるかが勝敗

の分かれ目でした。その為重要になったのがオープニングムービー（以下 OP）でした。
TVCMなどを大量投下する大手メーカーと違い、中小メーカーは店頭でのプロモーション
が唯一のチャンスです。そのためゲーム内容もさることながら、OP の出来の善し悪しは
非常に重要になります。特に中小メーカーがひしめくギャルゲー業界ではOP競争が起き、
その延長からイベントムービーがどれだけ有るかが商品の善し悪しを決める指標の一つ

になりました。天外魔境によって CD-ROM の大容量を生かす為に作られたムービーは、
ついにゲームの善し悪しを判断する決め手として判断される様になったのです。 
 
キャラクターの内面描写を行う為に生まれた VNは PCゲーム市場の自由な環境から生ま
れました。一方コンシューマゲーム市場の硬直化はムービー多用の傾向を招き、それは主

にキャラクターの魅力を描くイベントシーンに使用されていきました。このイベントシー

ンでのムービーを最大の武器にして大ヒットした「FF7」は映画の様なゲームと揶揄され
ました。つまりロールプレイを目的としていた RPG というジャンルは「物語の追体験」
から「物語の鑑賞」へと変化したのです。 
 
 
1995年から 2000年頃におきたライトノベル兄弟の相互に影響し合う関係をまとめてきま
したが、分かりやすく総括してみます。 
A) 分かりやすい「日常エピソード」や「ビジュアル」でキャラクターの魅力を表現でき

たのは雑誌のメディア特性を生かした結果。 
B) 物語の隙間や謎を独自に解釈する「脳内補完」という手法はユーザーの創作意欲やコ

ミュニティ形成を促す。 
C) キャラクターへの恋愛感情を「応援」につなげる事で、ユーザーの能動性を生み出す。 
D) より複雑な物語や内面描写を可能とするテキスト主体の VNが生まれる一方で、視覚

的に派手なムービーもキャラクターを描く為に利用。 
 
何となくビジネスとしての「ハルヒモデル」の原型みたいなものが見えてきた様な気がし

ませんか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜そして涼宮ハルヒへ到達した＞ 
TRPGの魅力を伝える手法として生み出され、別々の道を歩んできた「ライトノベル兄弟」
は 20年以上の歳月を経た 2006年一つの到達点に達しました。「涼宮ハルヒの憂鬱」の誕
生です。ライトノベル兄弟の進化と涼宮ハルヒはどのような関係に有るか検証してみまし

ょう。 
 
①「ライトノベル」と涼宮ハルヒ ～文学の新たなる才能者プロモーション・キャラクタ

ーに適したプロモーション～ 
ライトノベルの短編長編二重構造は、作品世界でも非日常・日常の二重構造を生み出して

いました。この構造はそのまま 2 つのプロモーションに繋がっていきました。「文学の新
たな才能者」プロモーションと「キャラクターに適した」プロモーションです。 
 
ライトノベルの拡大が顕著になったのは 2002～2003年にかけてです。 
I. 富士見ファンタジア文庫のアニメ化攻勢 
II. ネット口コミによるマリみてブーム 
III. 西尾維新・乙一などの既存にない、ライトノベル的な才能の登場 
 
メディア化・ネット口コミ・作家性の 3つの要因が同時期に発生した
事からライトノベルブームは拡大していったと言えます。それを受け

た 2003 年「涼宮ハルヒの憂鬱」は第 8 回スニーカー大賞受賞作品と
して登場しました。経緯は不明ですが、電撃文庫と同時デビューとい

う異例のデビューを遂げた著者の谷川流氏（図 300）は僅か半年程度
で雑誌「ザ・スニーカー」の看板作家となりました。2003年はザ・ス
ニーカー10周年に当たり、そのタイミングで大賞デビューした谷川流
氏は当初より、ザ・スニーカーの強いプッシュを受けていました。つまり作家性を強くア

ピールしていたと言えます。 
2004年になるとライトノベルの才能は大きく開花を始めます。第一回ス
ニーカー大賞出身の冲方丁（うぶかたとう）氏（図 301）は前年に第 24
回日本 SF 大賞受賞し、アニメ「蒼穹のファフナー」の制作にも関わり
マルチクリエイターとして頭角を現し始めます。第二回スニーカー大賞

受賞の吉田直氏も同じく「熱風大陸ブシロード」の世界観構築を行うな

ど作家の枠にとらわれない活動を行っていました。また空の境

界でメジャーデビューを果たした奈須きのこ氏は新伝奇ジャ

ンル（ジャンルと言えるかは微妙だが）を生み出しました。さ

らに富士見ミステリー文庫では桜庭一樹氏の「砂糖菓子の弾丸

は撃ちぬけない」（図 302）、電撃文庫では有川浩氏の「空の中」
が登場し、ライトノベルと一般文芸の境界線上に位置している

作家と世間に認識されました。一方変わった才能では電撃文庫

「撲殺天使ドクロちゃん」の作者おかゆまさき氏がいじられ作

家としてメディア露出をしたのもこの頃です。 
ライトノベル作家が各ジャンルに進出して行ったのが 2004年

だったと言えます。これにより文学の新たなる才能者としてライトノベル作家は認識され

ていったのです。谷川流氏と涼宮ハルヒシリーズのザ・スニーカーでの猛烈なプッシュは、

この才能者を生み出そうとしたプロモーションだったと言えます。この「文学の新たな才

能者」プロモーションは翌 2005年の日日日（あきら）氏の 8誌同時デビューという手法
で頂点を迎えます。 
 
さてもう一つのプロモーション「キャラクターに適した」プロモーションとはどの様なも

のでしょうか？端的に表現すると「キャラクターのイメージをそのままプロモーションに

図300　谷川流
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も適用する」という事です。涼宮ハルヒでは「超監督涼宮ハルヒ」というキャッチコピー

にその考えが集約されています。 
 
「超監督涼宮ハルヒ」とは「ハルヒが現実に存在しているとしたら、どのように行動する

だろうか」という事を念頭に置いて全てを決定する方針を指し示します。例えば大阪日本

橋でのハルヒのぼりの大量掲示、本編の時系列シャッフルなどは全て「普通を嫌うハルヒ

なら、こんな風に展開するだろう」と考えて行った結果です。ライトノベルは、キャラク

ターの魅力を伝える為に読みやすい短編エピソードを雑誌に掲載する手法を開発しまし

た。それを現実世界のプロモーションにまで拡大したのが「キャラクターに適した」プロ

モーションだと言えます。つまりキャラクターは作品の枠を超えて、マーケティング戦略

も影響下に置いたといえるのです。 
 
②「世界観」と涼宮ハルヒ ～キャラクターグラビアと公式アンソロジー～ 
世界観を伝える為に発達した 2つの手法、ワールドガイドとシェアードワールドは発達し、
雑誌でのキャラクター紹介と同人誌・SSに姿を変えました。 
 
雑誌でのキャラクター紹介はそのままキャラクターグラビアへと変化していきました。涼

宮ハルヒの場合は各雑誌の表紙や付録にグラビア画像を大量出稿して「書店占領」という

戦略をとりました。 
ところでライトノベルのキャラクターグラビアの発達には雑誌でのキャラクター紹介以

外にもう一つの原点があります。それはライトノベル文庫についている口絵です。大体 2
～3 ページ程度のカラーページがついていると思います。これもキャラクターグラビアへ
と進化していったと言えます。しかしこの口絵ですが、よくよく比較してみると角川・富

士見と電撃で異なる機能を持っていると思われます。角川・富士見の口絵は主に本編の名

場面をイラスト化したものです。つまり一種のあらすじだと言えます。一方電撃の口絵は

大抵キャラクター紹介となっています。これは雑誌が行う手法とこれまで説明してきたも

のです。つまり角川・富士見は雑誌を入り口として文庫へと誘導する「雑誌と文庫のメデ

ィアミックス」構造を持っているのに対して、電撃文庫は文庫単体

で完結している構造だと言えます。このスタンスの差は実は大きい

ものです。まずは表紙に表われています。短編長編二重構造を生み

出した富士見ファンタジア文庫は統一した表紙イメージ（図 303）
を持っています。レーベル色を全面に出しています。本誌に当たる

ドラゴンマガジンと派生した文庫であるファンタジア文庫という構

造を視覚的に分かるようにしていると言えます。両者で富士見ブラ

ンドを構築しているのです。一方電撃文庫は作品ごとに表紙が全て

バラバラです。つまり電撃文庫は電撃ブランドより、コンテンツ自

体をブランドとして認識しているのです。またコンテンツの育成方法についても差異が認

められます。積極的なフェア展開を企業 DNA に持つスニーカー文庫は本誌ザ・スニーカ
ーでじっくりプロモーションを行い、ライトユーザーからコアユーザーをつくる事でコン

テンツ育成を行います。この点においては涼宮ハルヒも例外ではありません。一方電撃文

庫はどちらかと言うと本誌に当たる電撃HPがコアユーザー向けだと言えます。そのため
入り口である各文庫作品は大量に生み出す必要があります。電撃はスニーカー文庫の倍程

度のアイテム数があります。それはブランドをじっくり構築するスニーカー文庫とコンテ

ンツ群を構成する電撃文庫の差から生じていると言えます。 
視覚的なアピールができるキャラクターグラビアはライトユーザーをその作品に引き込

むのに最適なツールです。涼宮ハルヒの場合はその有効性を最大限駆使し、ファンを拡大

したと言えます。 
 
一方同人誌・SS は公式アンソロジーへと発展していきました。これは脳内補完をビジネ

図303　ファンタジアの表紙　



スに組み込もうとした結果です。短編エピソードは読みやすい為大量消費されやすいと考

えられます。それはグッズ展開としては最適だと言えます。同人誌・SS はファン活動の
一環として長くコンテンツホルダーから黙認されてきました。しかしファン活動の根源と

も言える「脳内補完」をビジネスに組み込もうとする時同人誌・SS は競合関係に当たる
ライバルだと言えます。つまり商業と同人は補完関係ではなくなったと言えます。 
涼宮ハルヒの場合、公式アンソロジーは存在しませんが本編「サムデイインザレイン」と

いうオリジナルストーリーを作者自らが脚本を書き下ろして生み出しました。これには 2
つの側面があります。「涼宮ハルヒの消失」に至る「脳内補完」の余地を公式エピソード

によって消滅させたというマイナス面と長門の感情発露を視聴者に印象づける事で長門

有希というキャラクターの魅力を高めるプラス面です。しかしどちらにしても作者自らが

脳内補完の領域に踏み込んできた事は同人と商業の関係性を考える上で重要ではないか

と思います。 
 
③「コミュニティ形成」と涼宮ハルヒ ～CGM対応とビジュアルストーリー消費～ 
読者参加企画はコミュニティー形成を重視するコミュニケーションゲームと、キャラクタ

ーを積極的に応援するゲーム型キャラコンの 2つの流が存在しました。コミュニケーショ
ンゲームの代表例は「ひぐらしのなく頃に」になります。これは物語を読み進める事で行

き着く謎を自ら推理して、ネット上で意見を交わす事で楽しむシステムです。たまたまネ

ット上で話題になり、結果としてコミュニティーが形成された訳では有りません。ちゃん

とコミュニティー形成される様にシステムが設計されています。詳しくは当サークル既刊

PDF版に記載してありますが、要点をまとめると以下です。 
・「ひぐらしのなく頃に」出題編が発売されるとほぼ同時にひぐらし情報のリンクサイト

が開設 
・公式掲示板を目的別に分けて議論がし易い環境を構築 
・委託発売日を明示してネット上での話題性を絶やさない様にする 
・そもそも作者が最初から「ゲーム」だと宣言して正解率 1％と言っている 
 
つまりコミュニケーションゲームとはゲームソフトの外側にこそゲームシステム構築を

行う必要があるのです。 
涼宮ハルヒのアニメ化の際にはネット上での盛り上がりが注目

されました。これは決して偶然発生した訳ではなく、有る程度計

算されていた事です。涼宮ハルヒアニメ化はザ・スニーカーにて

2005 年 10 月号（8 月 30 日発売 図 304）に発表されました。
それ以降アニメ情報は一貫してザ・スニーカーが先行して発表す

るスタンスを貫いています。またアニメ化発表後に開始したコミ

ック版を掲載している少年 A でもアニメ化情報を掲載していま
す。しかしそれ以外のアニメ情報誌にはほとんど情報を掲載して

いません。これは原作をしっている既読者にもアニメを楽しんで

貰う為の配慮だったと言われています。事実ネット上では次回予告までどのエピソードが

放映されるのか読めない「話数シャッフル」によって原作既読者も含めて大きな盛り上が

りを見せました。しかしここで一番重要だと考えられるのは、原作既読者～コミック読者

～アニメ初見者の間に形成された「情報格差」だと言えます。 
原作既読者に取ってのアニメに対する関心事は「どの様に映像化するか」「どのエピソー

ドを放映するか」になります。すでにストーリーを知っている為、その展開方法が関心事

になります。その一方コミック読者はアニメ化時点で「涼宮ハルヒの憂鬱」（原作 1 巻）
のストーリーを知っている段階なので大まかなストーリーだけ把握していたと言えます。

つまり「憂鬱以外のエピソードは初見」な為話数シャッフルは知っているエピソードと初

めてのエピソードがごちゃ混ぜに展開している事になります。しかもそのシャッフルに

「なんとなく」一つの方向性が感じられ、それが「長門萌え」「ハルヒのツンデレ」とい

図304　ハルヒアニメ化告知　



うコミック版ではあまり感じられない要素なので原作に興味を促す結果となりました。ア

ニメ初見者に至ってはエピソード自体はほとんど知らない為、事前にアニメ誌で掲載され

たグラビアの「元気なハルヒ」というイメージだけが先行していました。そこに「朝比奈

ミクルの冒険」という全くストーリーが不明だが、クオリティが高いアニメを見せられ、

しかもエンディングの「ハレ晴レユカイ」のコミカルなビジュアルとムービーによって強

く関心を持たせる事に成功しました。しかし肝心のストーリーについては全く先が読めな

い為、常に情報が欲しいという立場になります。 
つまり「コミック読者」「アニメ初見者」は両者とも、涼宮ハルヒの全体像が知りたいと

感じる構造だと言えます。そこに「原作欠品」という状態が発生しました。先が知りたい

のに原作本が手に入らない、という状態です。この結果ネット上での検索に頼らざるを得

ない状態になるのですが、そうして検索して結果待っているのは「原作既読者」の全く次

元の違う話題でした。長門が何を読んでいるか（元ネタはザ・スニーカー2004年 12月「長
門有希の 100冊」）や時系列シャッフルは実は今後の笹の葉ラプソディ（2003年 8月）に
繋がる時間軸が重要な物語への伏線だと言うことを知る事になるのです。この様にしてネ

ット上では「原作既読者」の情報を「コミック読者」（アルファブロガーが多いと考えら

れる）が広め、「アニメ初見者」が追随するコミュニティが形成されました。これが涼宮

ハルヒのヒットの原動力になったと言えます。 
 
さてもう一つのゲーム型キャラコンですが、これはビジュアルストーリー化していきます。

ほとんどのゲーム型キャラコンは長期化するとビジュアルストーリー化して参加要素が

少なくなっていきます。これは表面上ゲーム性の後退と言えます。しかし先ほど述べたコ

ミュニケーションゲームと同様に、ゲーム性はゲームの外にこそ有る場合があるのです。

ビジュアルストーリーは主にキャラクター性を確立する為のツールとして作成されます。

つまりビジュアルストーリーはキャラ萌えを促す為に存在していると言えます。そして萌

えを向ける先は従来ならキャラコン要素としてゲーム参加でしたが、グッズ購入がそれに

変わります。萌えるキャラのグッズを買うことは応援する事に繋がる、そんな構造を外部

に構築していると考えられます。エピソードを消費し、関連商品を消費する事がキャラク

ターを応援する事に繋がる。読者参加企画が生み出した「萌え囲い込みシステム」の完成

です。この「萌え囲い込みシステム」のポイントは以下の点です。 
(ア) 情報を絶やさない 
(イ) 分かりやすくビジュアル訴求 
(ウ) コミュニティを形成 
(エ) 早い商品展開 

 
「萌え囲い込みシステム」の成功例は 2002 年から展開している「D.C. 
～ダ・カーポ～」になります。これはコンプティーク誌上での「初音島

通信」による情報露出、早いグッズ展開、枯れない桜と CIRCUSブラン
ドの象徴「うたまる」（図 305）によるビジュアルイメージの統一、キャ
ラクターの長期継続使用とキャラコンの展開、シーズンごとに供給され

る商品。この成功例はそのまま「涼宮ハルヒ」にも応用されています。

2003年のスニーカー大賞受賞以来継続しているザ・スニーカーで
の情報展開はライトノベルのコアユーザーに「ハルヒブランド」

を構築していきました。その最たるものが「ハルヒ主義」になり

ます。この「ハルヒ主義」グッズ展開はザ・スニーカー2004年 6
月号（4月 30日頃）に読者プレゼントとして開始しました。ハル
ヒの頭文字「H」とハルヒのシルエットをデザイン化した「ハル
ヒ主義」ロゴ（図 306）はその後一貫して涼宮ハルヒのキービジ
ュアルとして機能していきます。また SD ハルヒがアッカンベー
しているキービジュアルは前述の大阪日本橋でののぼり大量掲示

図305　うたまる　

図306　ハルヒ主義



やAMAZONランキングを独占した際にインパクトを与える効果をもたらしたので筆者は
「ハルヒジャック」（図 307）と命名しています。これも商品展開で一貫して使用していま
す。このアッカンベーは DVD ハルヒの最終回をこのシーンで終了する為、ハルヒ商品展
開のキービジュアルとしてかなり意識していると言えます。最も有名なハルヒのキービジ

ュアルは「目指すはナンバー1ハルヒ」（図 308）です。これは各種雑誌にも掲載されたり
しましたがハルヒの性格を強く印象づけるものだと言えます。最後に「超監督涼宮ハルヒ」

（図 309）と呼べるキービジュアルは画面の向こうからハルヒが乗
り出してくるデザインです。これは前述した「もしもハルヒが現実

にいたら・・・」と考えるものです。このキービジュアルによって

各社プロモーションやストーリー構成、スタッフインタビュー、そ

してグッズ展開も「超監督涼宮ハルヒ」で統一されているのです。

これは製作委員会方式で行われる現在のアニメにとっては重要だと

言えます。ブランド構築より構成企業の商品展開が優先される構造

になりやすい「製作委員会方式」は初期の段階でどの様な展開を行

うかを、契約書や覚え書きなどで取り交わすと考えられます。逆に言うと一旦取り交わし

た後は各社自由に展開して行きます。この手軽に展開できる点が「製

作委員会方式」の魅力なのですが、とかくアニメの使い捨てに繋がる

危険性があります。製作委員会は概ね期間を決めて精算を行う事が多

いと思われるので、構成会社の会計上年度を超えて展開するのは難し

いと考えられます。多分「再来年アニメ化するので、今年は赤字です」

はなかなか事業として容認されないと言えます。そのため短期的に商

品展開を行い、長期的なブランド構築には興味

を示さないのです。しかし、その弊害を少しで

も減らす機能を「超監督涼宮ハルヒ」はもっていると言えます。プ

ロモーション展開をキャラクターイメージと同一化することで「ブ

ランド構築する事が構成企業の利益に繋がる」構造を作り出したの

です。 
コミュニティ形成は現在あらゆるビジネスで最も重視されているフ

ァクターです。読者参加企画を生み出した「ライトノベル兄弟」はその歴史的経緯から「如

何にコミュニティ形成を行うか」という手法に長けているのです。そしてその実力が発揮

されたのが「涼宮ハルヒ」だったと言えます。 
 
④「メディアミックス」と涼宮ハルヒ ～キャラと声優の透過関係・各メディア拡大によ

るライトノベルの一般化～ 
キャラクターに恋愛感情を抱く事と演じる声優を応援する事は別の事です。にも関わらず

同一視しがちなのは「声」はキャラクターイメージ構築にとって重要な要因だからです。

キャラと声優の同時デビューはその事を逆手に取った手法だと言えます。「ハミングバー

ド」で始まったこの手法はアイドル声優という言葉を生み出しました。しかしこの段階で

はタイアップの一形態だったと言えます。状況に変化が生まれてきたのは 2000 年のラブ
ひなからです。これは「ひなたガールズ」という名前で出演声優がキャラソンを歌ってい

たものです。一見それまでのタイアップとあまり変わらないようです。しかし重要だった

のは以下の点です。 
I. カップリングを展開したが、それは仲良しグループを想起させた 
II. 林原めぐみ（浦島はるか役）を中心に展開したイメージが作品世界の年長者と子供

というイメージと合致した 
 
ラブひなの作品世界と声優展開のリンク関係は「キャラの特徴と声優の展開は合致させた

方が良い」という考え方を生み出しました。声優と最もリンク関係を構築し易いキャラク

ターはなにか？と考えた結果出された結論は 2 つありました。「キャラクターとしての声

図309　超監督涼宮ハルヒ

図307　ハルヒジャック　

図308　目指すはナンバー1ハルヒ



優」と「コスプレ」です。つまり最初から声優デビューと連動した

作品世界を作るか、またはビジュアル面でのキャラクターと統一を

図るか、です。 
2001 年にはこの点を踏まえたエポックメイキングが登場しました。
「天使のしっぽ」（この時点では「PETS」図 310）です。メガミマ
ガジンの読者参加企画としてスタートした「天使のしっぽ」ですが

キャラクターの性格も読者投票で決めたり、往復ハガキを使用して

全参加者に返信を行ったりと徹底した「双方向性」を目指したもの

でした。そのため参加者のキャラクターに対する思い入れは強いものでした。この双方向

性と強固なファン層という構造は「毎回公開録音」というラジオ展開を行う暴挙（笑）へ

と繋がり話題となりました。このラジオでの最大の人気は小学生トリオという最年少キャ

ラクターを演じる「本当の小学生声優」の存在でした。「天使のしっぽ」が時期的に言っ

て、「シスタープリンセス」を強く意識（というより真似です）しているのは確かなので

すが、向こうが「ある日 12 人の妹が・・・」で脳内補完させるなら、こちらは「天使」
とも「メイド（冥土界からきたから）」とも受け取れるキャラを「ﾓﾉﾎﾝの幼女」に園児、

いや違った演じさせるという裏の裏は異次元見たいな展開を本当にやってしまったもの

でした。 
この「天使のしっぽ」は 2002年・2003年の 2回アニメ化しましたが、やはり小学生女子

の成長は早い為、演じる声優も成長していました。この年頃の女の子

は第二次性徴ですからね（笑）そこで、「天ぽ」はまたやってしまっ

たのです。なんとキャラクター自体も成長させて、しかも第二次性徴

話まで展開してしまったのです（これ以上は書けません）。小学生ト

リオで最も人気があった「サルのモモ（アニメ版表記のカタカナで統

一）」は 2003年「天使のしっぽ Chu！」でビジュアル的にも女性っ
ぽくなり最も成長したキャラクターとな

りました。またこの時期にでた「天使のし

っぽ」PS版の TVCM（図 312）には演じた声優が直接出演し、
「天ぽ」の家族的雰囲気を表現しました。 
ご存じの方はもうお気づきだと思いますが、「サルのモモ」は平

野綾さんのデビュー役（図 311）になります。つまり「サルのモ
モ」の成長は平野綾さんの成長をそのまま反映させていると言

えるのです（ちょっと強引ですかね？） 
2005年になるとキャラと声優のリンク関係を一層強化した作品
が多く登場しました。「レモンエンジェルプロジェクト」では前年より出演声優を人気投

票によって決めるプロモーションを行い、選ばれた声優のたまご（一部微妙なひともいま

すが・・・）と作品内での「アイドルのたまご」というリンク関係

を構築しました。ケータイゲーム（？）と連動した「ラブゲッ CHU」
では声優志望の苺原桃子を新人デビューの高本めぐみさんが演じて

声優サクセスストーリーをそのまま現実でも展開しました。高本さ

んはその後「ネギま！？」では超鈴音を演じる事にもなりました。

原作では超鈴音は急速に主要キャラになった事もあり、まさにサク

セスストーリーを展開したと言えます。最たる例は「REC」で新人
声優の恩田赤役を演じた、やはり新人声優の酒井香奈子さん（図 313）

です。声優プロダクションのラムズに所属する彼女は極めて露出が多く、デビューと同時

に声優番組のナビゲーターと REC の主役をゲットしました。現在ではやはり新人アイド
ルを主人公とした「らぶドル」でアイドルで主人公の妹「藤沢瑠璃」を演じています。 
さて涼宮ハルヒにおいては声優キャラは出てきていません。しかしそれ以上にキャラと声

優のリンク関係を強化した展開が行われました。それが平野綾さんが涼宮ハルヒを演じる

番宣です。その展開はハルヒグッズの広告展開でもハルヒと同じくあっかんべーをする平

図310　天使のしっぽ

図311　平野綾デビュー

図312　天使のしっぽCM

図313　酒井香奈子



野さん（図 314）にも表われています。展開の頂点は「ライブアライブ」におけるハルヒ
の歌うシーンとシンガー平野綾のリンク関係、および SOS団として
実際に「ハレ晴レユカイ」を踊ったアニメロサマーライブ 2006 だ
と言えます。元々歌唱力にも定評が有った平野さんの本格展開を行

う手法として「涼宮ハルヒ」は有効に機能したと言えます。このよ

うにキャラクターソングとして声優がタイアップして歌う「キャラ

クターと声優のリンク関係」以上に機能するキャラクターと声優の

同一視を促す展開を、ここでは「キャラと声優の透過関係」と命名

したいと思います。互いに透けて見えるレイヤーを形成している展開と認識して貰えれば

結構です。これが可能になったのも涼宮ハルヒにおいては「超監督涼宮ハルヒ」の名の下

に各社が連動して展開できる体制を作品企画段階から持っていたからだと言えます。 
 
もう一つのビジュアルノベルの進化形態ですが、テキストと立ち絵という構造が非常に武

器となりました。基本的にはユーザーの脳内補完を促すきっかけとして機能するのがテキ

ストと立ち絵、そして音楽ですが、逆にそれ以上の過剰な機能は必要で

はないと言えます。そのため比較的安価なハードでも再現する事が可能

です。それはケータイノベル（図 315）です。 
ケータイコンテンツ市場は既存コンテンツ市場には規模こそ及びません

が、高い成長率を維持しています。特に音楽産業ではCD販売が 8年連
続のマイナス成長をしており確実にダウンロードコンテンツに世代交代

していく事が予想されます。その音楽ダウンロードのツールは iPod などのシリコンオー
ディオとケータイ電話だと言えます。一方文字コンテンツにおいても出版物のマイナス成

長も顕著になっています。特に若者の活字離れとフリーペーパーによる雑誌 0円体制の影
響は出版物の構造を変化させようとしています。ケータイコンテンツとして適していると

言われるのは音楽、待ち受け画像、そして短い文章と言われています。つまり短編エピソ

ードには適したメディアだと言えます。 
 
ケータイはビジュアルノベルを展開するのに適したメディアだと言えますが、それとは違

った次元でケータイはビジュアルノベルの可能性を広げるかもしれません。ケータイのマ

ーケティング的特徴は即時性・能動性に基づいたクイックレスポンスだと言えます。常に

身につけているものなので反応がすぐ分かるツールであり、空き時間の暇つぶし程度にも

利用される事からユーザーとの接触時間が長く、メール返信などユーザーの積極的参加を

促す事ができます。これは今まで見てきた様なコミュニティ形成やメディアミックス展開、

ユーザーの積極参加による能動性を促す事などにおいて非常に有

効な機能だといえます。すでに「ネギま」などではケータイによる

ファン連動企画（図 316）を行ったりしています。ケータイでの能
動性が強いのは主に若年層と女性（F1 層）だと言われています。
またケータイ小説と呼ばれる、女性を中心に多数のヒットを生み出

しています。これはかつて文庫を読みやすくした結果生まれたライ

トノベルの歴史を彷彿させるものではないでしょうか？ 
 

涼宮ハルヒにおいてケータイ連動の展開は特に有りません。強いて言うとモバイルニュー

タイプでの SOS団特設サイトぐらいでしょうか？しかしニュータイプや少年 Aは確実に
ケータイ連動を行ってきています。ハルヒ第二期が有る場合には大規模なモバイル SOS
（「涼宮ハルヒ率いる SOS団を応援するためのサポータークラブ」の略。ザ・スニーカー
2005年 10月号より展開）を行うと予想されます。また涼宮ハルヒ自体をメジャーさせる
為に北米進出も決定しました。ハルヒを利用してライトノベル市場拡大を目指す際にもモ

バイル展開は欠かせないファクターになると思われます。 
 

図314　あっかんべー

図315　ケータイ小説　

図316　ケータイファン連動企画　



⑤「ロールプレイ」と涼宮ハルヒ ～ムービー至上主義・リアリティ追求～ 
OP やイベントムービーの出来が非常に重要になったゲーム業界はインタラクティブ性を
軽視する様になりました。一方ユーザー側もメインユーザーの高齢化に伴い徐々にゲーム

に投じる時間が少なくなってきました。その結果生まれたユーザー傾向が「OP厨」（筆者
命名）です。OP 厨は基本的にゲームをしません。しかしアニメやゲームの OP やムービ
ーをコレクションして気に入ったものをリピートで見ています。一種の BGMの様な利用
方法で、いわゆる BGV です。しかしこの傾向が顕著になると、ムービーだけ存在してい
れば他は必要ないという状態になります。キャラクターの魅力や物語を端的に表現したも

のが OPなので、逆に言うと OP厨は「おいしいとこ取り」だと言えます。物語や世界観
などの多少の基礎知識を得る事さえ必要なく、見るだけで「萌え」る事ができるムービー

はサプリのようなもので、手軽な存在だと言えます。しかし薬も過ぎると中毒になります。

見るだけで、短時間に萌える構造を持っているムービーは中毒性もあると言えます。 
 
近年パチンコパチスロでは「萌えパチ」というものが出てきています。元々は「大工の源

さん」「吉宗」などのキャラクターを全面に出したパチンコが源流だと考えられます。そ

の流れは CR 海物語でマリンちゃんが登場し、グラビア要素を加えていきました。2003
年にはセガを買収したサミーから「パチスロ北斗の拳」が登場して空前の大ヒットを遂げ

ました。これによりコミックやアニメがパチンコやパチスロと相性が良いと考えられる様

になりました。パチンコ・パチスロではリーチアクションが一つの魅力だと言えます。そ

の演出はイメージを脳内補完させると同時に繰り返しリピートで視聴する事から消費す

る PV（プロモーションビデオ）の様な機能が求められます。アニメ映像はそれに最適だ
ったのです。この流れは翌 2004年「CR新世紀エヴァンゲリオン」を生み出しました。こ
の「CR エヴァ」は今までパチンコ店に来ないようなオタク層を招き入れる事でパチンコ
人口を増やすことに成功しました。その一方でマリンちゃんが導入したグラビアアイドル

要素も 2003 年にはスーパーブラックジャックが登場し大きく変化
しました。このスーパーブラックジャックのキャラクター、リオは

オタク層にも大きな人気を呼びました。その後 2004 年には「十字
架」などが投入されました。 
2006年に投入された「怪盗天使ツインエンジェル」（図 317）はそ
のムービーが「萌えアニメ」そのもので有る事と、かつての I'veの
位置づけに存在する「ave;new」が音楽を作成したことから注目を
集めました。しかしキャラクターのムービーは有っても具体的なエ

ピソードは有りません。つまりムービーだけでも十分なのです。スーパーロボット大戦の

デモムービーを見ている人だかりやパチンコ屋でケータイを使ってムービーを取得する

行為など、ムービー至上主義の現れだと言えます。 
「涼宮ハルヒ」においてのムービー至上主義は「ハレ晴レユカイ」（図 318）の YOUTUBE
でのムービー氾濫がそれにあたります。「ハレ晴レユカイ」は SOS
団が音楽に合わせて踊る PV のような構成になっています。この
ムービーのクオリティが非常に高かった為、ネット上での口コミ

が発生しました。その口コミによって多くの未見者をハルヒアニ

メに引き込みました。その結果ムーブメントを起こしたと言えま

す。また「ハレ晴レユカイ」の踊りを実際に行う人たちも「世界

中」に表われました。ネットには国境はなく、踊りは言語的な障

壁も存在しないため、そのような事態が発生したと言えます。ム

ービーの影響力をフルに生かした結果だと言えます。 
 
さてもう一つ「ロールプレイ」の傾向はゲームの原点回帰についてです。前項でゲームは

ムービーを主体とした映画の様なゲームが主流になったと述べました。しかしその結果映

画とゲームは差のないものとなってしまいました。つまり映画のようなゲームならば映画

図317　ツインエンジェル

図318　ハレ晴レユカイ



で良いのです。その影響かどうか不明なのですが、ゲーム市場は近年まで縮小傾向にあり

ました。しかし 2005年一つの変化が起きました。ニンテンドーDSの躍進による脳トレブ
ームです。しかしこの脳トレブームは、正直「結果的に」脳トレブームになったと感じま

す。元々はタッチペンを使った攻略よりも、能動性を刺激する「メイドインワリオ」のよ

うなゲームが流行した結果脳トレブームに繋がったのではないかと考えます。もちろん

「百ます計算」などのブームも影響があると思います。しかし百ます計算も、元々はスポ

ーツの様な学習が効果的だというもので、やはり体を実際に動かす能動的な学習を目指し

たものです。体を動かすという分かりやすさが、結果として脳ト

レブームを生み出したのです。 
映画の様なゲームという流れは 2005年に縮小し、実際に自分自
身が動く能動的なゲームが主流になった傾向は 2006年のWiiに
よって新たなステージを迎えました。Wiiの最大の特徴は従来と
は異なるゲームインターフェイス（図 319）の導入による新しい
遊び方の提案です。ボタンとカーソルで操作するのではなく、切

る・振る・回すなどの実際のアクションをゲーム上に反映できる

事は、RPG がかつて目指した「ロールプレイ」の魅力を表現す
るのに最適なツールだと言えます。ゲームの構造をゲーム外部にも持つという流れは前項

でも説明しましたが、ここでもゲームのアクションの外部化として説明できると思います。 
涼宮ハルヒにおいての作品世界の外部化として最も重要なのは「SOS団公式サイト」です。
これは涼宮ハルヒ率いる SOS 団がホームページを作ったという設定で作られた公式サイ
トです。原作やアニメでも登場しているのですが、このサイトの

更新状況がストーリーを踏襲していたり、主人公のキョンが画像

を隠したと思われる「Mikuru」ファルダが存在したりと、一種の
ロールプレ要素をもっています。そのロールプレイの頂点が「涼

宮ハルヒの消失」と同時期と思われる 12月 18～21日のタイミン
グでサイトが消滅するという「消失イベント」（図 320）です。ハ
ルヒを知っていても、原作で最も人気があるエピソードを知らな

い人はまだまだ多いと思われます。「消失イベント」はネット上で

これが何を意味しているイベントなのか口コミを発生させると共

に「消失」というエピソードを多くの人に告知していると言えます。そして何よりも実際

にハルヒワールドが現実にも存在しているかの様な内容はリアリティ（もちろん「中の人」

がいることは重々承知ですが）を我々視聴者に与えていると言えます。 
 
「ロールプレイ」は TRPGの最大の魅力だと思います。その魅力を伝える手段として進化
を遂げてきた RPGというジャンルは、映像的な魅力を追求した結果、元となるロール（役
割設定）を消滅させた萌えムービー化と、ゲームの外部化を実践して現実世界にもアクシ

ョンを起こすリアリティ追求という全く対極の手法を生み出したのです。そして涼宮ハル

ヒはその両方を駆使して口コミを誘発することに成功したと言えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図319　Ｗｉｉのインターフェイス

図320　消失イベント



＜総括というか、感想というか＞ 
ライトノベル兄弟の発達の歴史を見ることで、如何に涼宮ハルヒブームへと繋がっていっ

たかを検証してきました。総括すると以下の流れだと考えています。 
I. TRPGの魅力を伝える手法を開発した結果「ライトノベル兄弟」が誕生した 
II. 「ライトノベル兄弟」は相互に影響し合いながら発達してきた 
III. 「ライトノベル兄弟」は発達しながら以下のものを手に入れていった 

(ア) メディアごとに表現手法を変えるメディア管理能力 
(イ) ユーザーの脳内補完とコミュニティ形成を促す手法 
(ウ) キャラクターへの恋愛感情を消費活動に直結させる「萌え囲い込みシステム」 
(エ) ムービーや声優、VNなどキャラ造形を豊かにする為のさまざまな表現手法 

 
IV. 「涼宮ハルヒ」ブームはそのライトノベル兄弟が手に入れた財産を駆使した結果起き

た 
 
「涼宮ハルヒ」ブームとはWeb2.0的な手法を仕掛けた結果起きたものだと言われていま
す。しかしそうで有るならば、第二第三のハルヒが沢山生まれても良いはずですが、なか

なか生まれません。それは短期的なWeb2.0的な手法を真似る事はできてもライトノベル
兄弟が獲得してきた様々な手法までは真似できていないからです。 
 
最初にライトノベルの特徴として以下の 4点を挙げました。 
I. 文庫サイズ 
II. アニメイラスト 
III. シリーズ化 
IV. 刊行ペース早い 
 
これは 10 代学生のターゲットに最適なフォーマットだと記載しました。しかし「結果と
して」そうなったのであって最初から 10 代学生を考えてこのフォーマットになった訳で
は有りません。 
なぜライトノベルは文庫サイズなのか、という問いは無意味です。なぜなら文庫を売るフ

ェア展開からライトノベルが生まれたからで「10代に文庫を売るためにライトノベルが生
まれた」というのが正しいのではないかと考えています。 
アニメイラストがついている理由は、SF がアニメブームを取り込む形で生まれた「映画
ファンタジーブーム」とキャラクターや世界観をビジュアルで分かりやすく伝える「TRPG
ファンタジーブーム」の 2つの流れが融合した結果だと思います。 
シリーズ化し易いのは、そもそも TRPG は同じ世界観で次々シナリオを作るものなので、
連作し易い構造であり、キャラクターもシナリオ間で継続して使う事が常だからです。 
最後に刊行ペースが早いのは、長編短編二重構造を持っている為に定期刊行物に近い形態

をしているからです。 
つまりそれぞれに要因と背景となる歴史が有ったからこそ、現在のライトノベルの構造は

生まれたと言えます。 
そしてその構造を持っていたからこそ「涼宮ハルヒ」ブームは発生したと言えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜過去ばっかじゃしかたあるまい、未来を見ようよ＞ 
ここまでライトノベルとその兄弟関係にあたる各ジャンルの歴史と、その一つの到達点と

しての涼宮ハルヒの関係を見てきました。 
ところで「次回は Moe2.0 です」と言いながら、今回もそこまで到達出来ませんでした。
（今 12月 30日・・・） 
そこで簡単にですがMoe2.0をを箇条書きして簡単な説明を記載したいと思います。 
 
 
① プラットフォームとしての SPV（作品に責任を取る集団） 
Web2.0での「プラットフォームとしてのWeb」に対応。 
SPVとは特別目的体の事で、端的に言ってコンテンツ（とは限らないが）を作る主体を示
します。分かりやすい例では製作委員会がそれです。近年では SPC（特別目的会社）とい
うコンテンツを作る為の会社を別に作成する手法も表われました。しかしこの Moe2.0 上
では組織としては何でも良いのです。つまり作品に責任を取る集団を構成する事が重要で、

その構造に商品展開、ストーリー、キャラクターなどが全て依存するのです。つまり良い

コンテンツを作るには、まず良い SPVを作る事が必要なのです。  
 
②  集合遊の利用（ユーザーと楽しめ） 
Web2.0での「集合知の利用（ユーザーを信頼）」に対応。 
コミュニティを形成する事が現在のマーケティングの基本となります。毎回新規の人をタ

ーゲットにしていたら資金が幾らあっても足りないからです。そこで重要になるのがアテ

ンション（注目）を集める事です。そしてアテンションの増大はトラフィック（要は人数）

の増大によって相乗効果を生みます。どうやったらアテンションとトラフィックを集める

事ができるのかと言うと、楽しい事が重要です。つまりみんなで楽しもうという環境を作

り出す事が重要なのです。みんなが楽しむ為にはどうしたら良いのか。それはシステム

云々よりまずは、自分が楽しんでみせる事が必要です。集合遊とはユーザーもメーカーも

クリエイターも皆が遊び心（ビジネス面を無視している訳ではない）を発揮している状況

を意味します。それこそがコミュニティを形成する近道なのです。 
 
③ コンテクストは次世代の「探しモエはここだよ！」 
Web2.0での「データは次世代の「インテルインサイド」」に対応。 
コンテクストとは「文脈」の事です。具体的にどんなものを言うかは難しいです。「コン

テンツを含む一連のもの」というのが正しいかも。 
アニメを例に挙げます。かつてはアニメはメディアと一体のものでした。アニメ+TV=TV
アニメですし、アニメ+ビデオ=OVA でした。つまりアニメとは固定化された商品と同じ
意味でした。しかし第三次アニメブームは製作委員会方式を生み出し、構成各社がそれぞ

れ商品を作る事が前提となりました。そのため特定のメディアだけを前提としたアニメビ

ジネスより、あらゆるメディアに乗せられるアニメを開発する必要が生じたのです。いわ

ゆるワンコンテンツマルチユースという概念です。同時にコンテンツとメディアが分割さ

れた事も意味します。ではコンテンツとは何でしょう？「キャラクターや世界観」では 30
点くらいでしょうか。涼宮ハルヒが注目を集めた結果、原作ものに強い京都アニメーショ

ンというブランドが構築されました。ライブアライブの巧みなプロモーションはランティ

スの手腕によるところが大きいです。作画クオリティやプロモーション戦略も作品に重要

な影響を与えます。つまり作品外部のプロモーションや製作者もコンテンツを構成してい

ます。さらに「ハレ晴レユカイ」でのオリコンチャート 1位を目指すムーブメントは一種
の一体感を生み出しました。これは涼宮ハルヒの世界観と無関係かと言えばそうでは有り

ません。つまり外部のコミュニティもコンテンツの一部です。 
文脈とは社会学「集団を規定する一定の集団内のルール」と言う意味です。そういう意味

では「世界観」と近い概念です。つまり我々が「涼宮ハルヒ」としてイメージするもの全



てが「涼宮ハルヒの文脈」に当たります。この文脈を如何に設計するかが今後コンテンツ

ビジネスに置いて重要ではないかと思います。 
 
④ キャラ CD+13週+DVD7本サイクルの終焉 
Web2.0での「ソフトウェアリリースサイクルの終焉」に対応。 
要はコンテンツの使い捨てはやめよう、という意味です。製作委員会方式の弊害は各社が

自社利益を追求し易い構造な事と、会計処理上長期戦略が取れない事です。そのため自然

と 2クール程度が限界になります。キャラ CDをアニメ開始前 3ヶ月からリリースしアニ
メが 13週、その後毎月 DVDを発売して約 10～12ヶ月です。次々この展開を出来れば問
題ないのですが、コンテンツビジネスの競争環境が激化してきた為、ただ作れば良いと言

う時代ではなくなりました。そのためしっかりコンテンツを育成する方策が必要です。で

は育成する為にユーザーの脳内補完を促しコミュニティ形成を行おうとしてもアニメ期

間が 13週では短すぎます。つまりキャラ CD+13週+DVD7本サイクルでは根本的にコン
テンツ育成は不可能なのです。ではどうするか？一つの方法論が休止期間（ブランク）を

おく事です。ブランクを設定し、その期間はユーザーの脳内補完に委ねるのです。第一期

～ブランク～第二期とするとムーブメントが起こせないと考えがちです。「萌え囲い込み

システム」と反すると感じるかもしれません。しかしあくまでアニメのブランクだけです。

あらゆる手段でユーザーとのコミュニケーションを続ける必要はあります。 
1 クールとは TV 局の決めた媒体枠の単位です。年度とは会計上の単位にすぎません。別
にコンテンツビジネスのサイクルをこの基準に当てはめる必要はないのです。必要なのは

ユーザーの心理サイクルの把握です。 
 
⑤ 同人的手法を含んだビジネスモデル 
Web2.0での「軽量なプログラミングモデル」に対応。 
同人的手法とは何でしょうか？これも非常に多岐にわたりますので箇条書きにします。 

(ア) 作家性前面の個人誌とお祭り感覚合同誌 
(イ) 限定で希少価値高い 
(ウ) ありえないエピソードによるパラレル容認 
(エ) A4・表紙フルカラー・小ロット・高単価というクオリティ優先のコスト構造 

 
つまり小ロット限定生産品や作者自ら作品世界でパロディを作るなどが同人的手法と言

えます。ビジネスは規模の拡大を目指す、強固な世界設定を作るといった仰々しいモデル

ではなく、もっと身軽に（少なくても表面上そう見える）展開する事が必要なのです。 
 
⑥ 単一作品の枠を超えた声優プロモーション 
Web2.0での「単一デバイスの枠を超えたソフトウェア」に対応。 
キャラと声優の透過関係について前項で説明しました。しかしこのキャラと声優の透過関

係は声優にキャラのイメージを固定させるものでは有りません。それでは逆に色が着きす

ぎて今後不利です。あくまでキャラに向けられる「萌え」を声優に誘導する為の手段だと

言えます。では透過関係を築く為にはどうしたら良いでしょうか？それはキャラクターの

属性を声優との透過関係にすれば良いのです。釘宮=ツンデレ、平野=歌唱力、中原・清水
=百合、植田=姦し、などです。 
 
⑦ リッチな世界観（設定の安定感と隙間の豊富さ）を提示 
Web2.0での「リッチなユーザー体験」に対応。 
世界観とはその作品のイメージを構成する大事な要素です。そのためブランドイメージの

様に、如何に守るかという点に目が行きがちなのですが、これを行ってもメリットは有り

ません。そもそも世界観自体はコンテンツとして保護されていません。多分.hack とかが
一生懸命世界観を出版するのは、出版物はコンテンツの保護対象だからだと思います。し



かし同時に世界観の基本をちゃんと設定した上で、ユーザーが遊ぶ要素を残す事が出来れ

ば脳内補完とコミュニティ形成に有効だと言えます。つまり作り込みすぎない方が良いの

です。 
 
最後にスペースが余ってしまったので、角川富士見と、電撃のコンテンツ育成モデルを掲

載します。 
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今回の新刊の内容をフローにまとめたモノです。これだけで十分かも。 
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