
Summary in English

Japanese  fans  and  their  English-speaking  counterparts may  be  more 
different than they appear to be at first glance. Take the example of fanwork, 
creative works in which fans take the characters of a favorite source work and 
make them enact countless other scenarios. 

J.K. Rowling's wildly popular Harry Potter (1997-2007) novels, for instance, 
have  inspired  large  amounts  of  dōjinshi (fan  manga)  in  Japan  and  countless 
pieces  of  short  stories  called  “fan  fiction”  on  the  English-language  Internet. 
However,  even  to  a  casual  reader,  there  are  many  eye-catching  differences 
between  dōjinshi  and “fanfics” based on  Harry Potter. Storylines in both media 
seem  to  go  in  very  different  directions.  Characters  appear  to  behave  in 
completely  different  ways.  In  Japanese  dōjinshi in  particular,  the  behavior  of 
characters often strikes the reader as completely at odds with the way the they 
are portrayed in the original source work.

How would we go about finding out why Japanese fans appear to interpret a 
source work in a different fashion from English-language fans? There is a great 
lack of academic research into fan communities in Japan. However, it should be 
perfectly possible to investigate how English-language fans interpret Harry Potter: 
there is, after all, a body of research available on this particular fandom. We can 
then look at what dōjinshi creators are doing differently -and ask ourselves why. 

This paper is an attempt at developing a methodology for conducting such 
cross-cultural comparative research of fanwork. I believe that a comparison of the 
narrative  and  visual  properties  of  dōjinshi and  fanfics  would  benefit  from  a 
semiotic  approach  to  data  collection  and  analysis,  for  several  reasons.  Other 
methodologies often used in fanfic analysis -chiefly methods of literary criticism- 
have limitations with regards to cross-cultural research. Also, a semiotic approach 
would allow us to collect a large and comparatively objective set of data about the 
actual content of dōjinshi, data that can be freely interpreted in a large number of 
ways and can be easily published online so that other readers and researchers 
can offer their own interpretations of them. Finally, I propose that interpreting 
dōjinshi and fanfics as real-world examples of semiotician Umberto Eco's fairly 
abstract  theory  of  the  “open  work”  would  aid  us  considerably  in  correctly 
interpreting the data gleaned from the texts.

I present arguments in favor of this methodology and refer to the results of 
an  online  initial  test  of  the  hypothesis  (that  there  are  numerous  differences 
between  Japanese  and  English-language  fanwork)  and  the  proposed 
methodology.
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J.K.ローリング著者の大人気な「ハリー・ポッター」小説に基づいてつくられた二次
創作物が無数にある。日本のファンによって描かれた同人誌、そして英語圏インターネット
上にファン小説が盛んだ。だが、原作も読んだことがない二次創作物の読者がその同人誌と
「ファンフィック（fanfic）」が全く異なる原作に基づいてつくられたものであると間違っ
てしまっても不思議ではないだろう。例えば、原作ではすさまじい勢いでお互いを憎む登場
人物セベルス・スネイプとジェームズ・ポッターについてかかれた二次創作物を読んでみよ
う。ファンフィックにおいてこの二人が原作に合わせて暴力と侮辱でしかお互いに対応しな
い。それに対して、同人誌に描かれるジェームズ・ポッターがほとんどの場合に真剣にセベ
ルス・スネイプと恋愛関係を陥ろうとしてるのだ。

そんな異様な原作の解釈を書き込む同人誌家のモチベーションを明らかにしたい学者
はどういう方法論を用いて同人誌を調べればいいだろう。日本においてファン研究があまり
学術的な分野として認められていないが、欧米では数十年前から開始されている分野である。
しかし、欧米で発達された方法論の規則が日本でつくられた二次創作物に当てはまらない可
能性が高い恐れがある。なぜなら、日本の二次創作物が今まで論究されていないからである。
ファンの動作について学者による一般的な観測は多数に見られるが、詳細な事実の不足を感
じられる。日本で作られた二次創作物の具体的な内容もわからないままにその二次創作物を
欧米のファン研究のためにつくられたフレームワークで研究することに意味はあるのだろう。

日本の同人界と英語圏のオンラインファンコミュニティーの動作に多くの類似性が見
られるが、相違点も目立つ。二次創作物のところでは特にそうである。日本のファンがオン
ライン小説・コスプレ・同人ゲーム・フィギュアなどの様々な媒体を通じて個人の原作の解

 釈を表す。一番話題になっている媒体は多分同人誌であろう。 英語圏ファンコミュニティー



でもファンコミックが描かれるが、メインな媒体は間違いなくファンフィックと呼ばれるオ
ンライン小説だ。

さりげなくHP（ハリー・ポッター略）を原作として作られたファンフィックと同人誌
に目を通じてみると、そのファンによる原作の解釈が異なる気がする。こういう異点は実際
にあるのか。どのように説明すれば良いだろうか。一つの文化に特定ではない、有用な、実
用的な結果が出るようにどうやって同人誌とファンフィックの内容を比較すれば良いだろう
か。これがおそらくもっとも重要な問題である。同人誌という現象を中心とした研究が日本
国内でも外国でも稀に乏しい。欧米のファン研究でもファン媒体の内容よりファンコミュニ
ティーの社会的な特徴に集中する傾向がある。1しかも、日本人のファンがどういう風に HP
のような日本産でない原作を解釈することについて研究が全くない。

この同人誌のコンテンツの徹底的な分析やファンフィックのコンテンツとの比較は簡
単に実施できないだろうが、まだまだ初期分野である日本のファン研究にとって極めて利益
のある研究だろう。いきなり同人誌家が書き込むことを説明するのは無理であろう。しかし、
HP二次創作物の欧米のファンの書き方と同人界の書き方の相違点を探し、その原因を尋ね
てみるのは可能であろう。本稿ではこのような研究に当たる方法論の開発を試みる。方法論
の説明の上、ネット上に行われた少数の同人誌とファンフィックのサンプルを使った方法論
の実験も短く叙される。

同人誌とファンフィックの基本的な物語パターン
本題で同人誌とファンフィックの一般的な物語形式を簡単に述べる。大体維持する形

式であることが目立つ。
真っ先に、物語に千差万別の主題が現れるというのはファンフィックと同人誌の両方

の特徴である。他のファンの好みがどれほど変わったものに見えても、それを許容するとい
うのは同人界とファンダム（英語「fandom」、一つの原作のファンコミュニティー）の原
則と述べられる。両方の媒体に多数なジャンルが存在するが、ほとんどの二次創作物がポル
ノ・ロマン・ユーモアを中心とする物語を語る。両方の媒体にホモセクシュアルな関係を表
す大切な女性向けのジャンルが存在する。このジャンルは同人界で「やおい」、ファンダム
で「slash」と呼ばれる。やおいと slashの中央にその二次創作物にかかれるカップルがいる。
その二次創作物に現れるカップルが多くの場合に原作では全く恋愛関係や肉体関係のない二
人から成る。同人界では「カップリング」、ファンダムで「ship」（「relationship」の略）
や「pairing」と呼ばれる現象である。本稿の実験でHPに現れる二人の男の登場人物から成
るカップリングを示す二次創作物をサンプルとして使う。

同人誌の長さはほぼ２０ページから１００ページにかけてだが、５０ページ以上の物
語が例外的であるとも言えるだろう。一冊以上の同人誌に描かれる連載物が少ない。ファン
フィックでは１００語の超短編から数十万語のオンライン小説まで存在する。短編のほうが
多いが、一万語以上の中編小説は決して稀ではない。したがって、一般的に同人誌に描かれ
た物語はファンフィックの物語より単純だと考えられる。物語形式の単純さをサンプル同人
誌のとできるだけ一致させるため、実験で短編のファンフィックをサンプルとして使う。英
語で通ずるファンコミュニティーがインターネット上で一番人数の多いコミュニティーのた

 め、英語で書かれたファンフィックだけ検討する。 同人誌を作るファンがほぼ日本人でいる
が、英語圏オンライン HPファンコミュニティーに参加する者は様々な国籍を持つのに違い
ない。



     

    二次創作物研究のためになる記号論
以前のファンフィックを主題とした研究がほとんど二次創作物の作者の動作またファ

ンフィックの文学的資質を中心とした研究である。記号論の規則を利用するのは、今までほ
とんど行われていない二次創作物のコンテンツを分析する研究に三つのメリットを持つと思
われる。まず、ファンフィック研究で使われる他の方法論は異文化研究にとって記号論に見
えない欠点がある。しかも、記号論を使った研究に、今まで取り入られていない同人誌のコ
ンテンツに関するデータを取得する潜在がある。最後に、二次創作物が記号論者のウンベル
ト・エーコ氏（Umberto Eco）によって考えられた「開かれた作品」の理論の実現であるた
め、エーコ氏のフレームワークが二次創作物の解釈にとって非常にふざわしいと提案したい。

他の方法論の欠点
自分のファンフィック研究を紹介するヘレクソン氏とブッセ氏（Hellekson と

Busse “）が Rather than privileging a particular interpretation as accurate, we have 
learned  from  fandom  that  alternative  and  competing  reading  can  and  must 
coexist. We thus use fannish practice as a model for academic practice.”と声明する。
2本稿で発表される研究に言い得て妙だろう。同人誌を主題とした研究では分析されるデータ
の特徴と方法論の特徴を一致させることは割りと簡単で、望ましいと思われる。

今流行である二次創作物を研究する方法論に二つの欠点が見える。まず、ファンフィッ
クを研究する学者はよく数少ないサンプルを使ってファンフィックの特徴を説明する。この
研究ではこういうやり方が無理だと思われる。ただいま同人誌のコンテンツに関するデータ
が不足のため、どの同人誌が同人誌の全体を適切に代表できるのが分かりにくい。それに、
ファンフィック研究でよく使われる文芸評論の方法論は時間がかかりすぎるだけではなく、
異文化で作られた二次創作物を分析するのにふさわしいではない恐れがある。3

記号論とは同人誌のような視覚的な媒体の分析にも使用可能というのはこの方法論の
追加の利点だ。

記号論で興味深いデータが取得できる
記号論は記号の特徴と解釈を中心とする分野だ。「記号」そのものに意味が含まれて

いない。4したがって、記号の意味は解釈者が自分の知識・歴史・文化に基づいて組み立てる
ものである。同じ原作を読む日本人と欧米のファンがその原作に含まれた記号を同じく解釈
するわけではないため、このファンによってつくられた二次創作物の物語形式にも相違点が
見られるはずだ。この相違点を見つけたい時に、まず二次創作物の作者が使う記号を識別す
る必要がある。

１９６０年代に記号論者の A.J.グレマス氏（A.J. Greimas）がどの物語（小説・コミッ
ク・新聞記事などを含む）の分析にも利用できる方法論を開発した。5グレマス方法論によっ
て、単語の出現のリスト・反対語の並列などのような客観的なデータセットが作られる。こ
の研究に必要な二次創作物の作者が使う記号はこういうデータから見分けられる。そういう
両方の物語形式に同じ役を演じるテキストの要素は、学者が自分の文化にあまり影響されず
に客観的に解釈できるはず。



二次創作物はエーコ氏の「開かれた作品」理論の実現として見られる
記号論者のウンベルト・エーコ氏の「開かれた作品」理論はこの客観的なデータの解

釈に役に立てると思われる。エーコ氏によれば「開かれた作品」というのは観客がアクティ
ブに解釈したり完了したりしなければならない美術の作品である。「普通」の作品と違い、
アーティストが自分の作品の解釈を推奨しない。「開かれた作品」は読者による参加と観光
を求める理想的な作品である。

エーコ氏の「開かれた作品」の概念はかなり抽象的な理論だ。現在にも実の「開かれ
た作品」は珍しい物である。どの媒体でもほとんどの作品は「閉じられた作品」として観客
に発表される。HP小説もそうである。日本や欧米の二次創作物の大部分が「閉じられた作
品」である原作に基づいてつくられた物だ。

しかしながら、二次創作物にはその原作の質を変える力がある。HP小説は「開かれた
作品」ではないのに、同人誌家とファンフィックの作者が HPを「開かれた作品」として扱
うからだ。二次創作物をつくることでファンが原作の作者が推奨した解釈を避ける。二次創
作物という媒体はただ「開かれた作品」によく似た現象ではない。「開かれた作品」の理論
の新しいレベルを現実する媒体であると言っても良いかもしれない。エーコ氏の理論によれ
ば、作品を「開かれた作品」として発表するのは作者の責任だ。原作の作者だけが「開かれ
た作品」をつくれる。それに対して、二次創作物の場合にファンが原作の作者から作品を
「奪い」、原作を勝手に「開かれた作品」として解釈してしまう。「開かれた作品」は基本
的に抽象的な理論だが、二次創作物は実現された「開かれた作品」である。

エーコ氏の「開かれた作品」の特徴が同人界と英語圏オンラインファンコミュニティー
 “の原則に驚くほど一致する。エーコ氏によれば「開かれた作品」は work in movement”6

だ。一度原作者によって出された「開かれた作品」は無限に発達したり変化されたりする物
“だ。ヘレクソン氏とブッセ氏はファンフィックのことを work in progress” として定義す

る。7 ファンの目で見た原作は自由に解釈できる固定されていない「記号」の集まりだ。ハ
リー・ポッター小説にスネイプとジェームズがいくらに敵として描かれても、同人誌家がそ
れを気にせずに無視し、すばらしい恋愛物語を描きつつある。

二次創作物を「開かれた作品」として扱おうとすれば、それは本稿で行われる二次創
作物に関するデータの解釈をどうやって影響するだろうか。「開かれた作品」の規則を覚え
ておくのは、二次創作物とそれをつくったファンコミュニティーの規則、ファンコミュニ
ティーの包容力を連想させる。同人誌のコンテンツの分析は日本文化の理解を生まないだろ
うが、日本文化の一つの部分の様々な解釈は生める。本稿に発表されるデータセットの分析
の目的はそのデータの元にあるコードや規則を発見することではない。エーコ氏によるとデー
タの分析の目的は “understanding, on the basis of some previous decoding, the 
general sense of a vast portion of discourse”.8 討論から出る結果より大切なのは討論そ
のものである。自分自身との討論、そして他人との討論である。ヘレクソン氏とブッセ氏に
よれば  “、 fan and academic discourses can contain mutually exclusive readings”。9 

確かにそうである。しかし、非排他的な解釈は存在し得るだけではない。学者と読者が考え
なければならないことでもある。　二次創作物と「開かれた作品」は非排他的な可能性の重
要さを断言するものである。



仮説と方法論を試して
少数の同人誌とファンフィックのサンプルを使ってネット上に研究の仮説、そして上

述な方法論の実験を行った。この実験でハリー・ポッター小説を原作とした同人誌とファン
フィックを分析する。HPに基づいてつくられた二次創作物は様々な理由で興味深いである
日本の同人界で HPより多く解釈される外国の原作は現在にないとも言える。英語圏インター
ネット上でもHPは非常に大人気な原作である。HPに基づいて作られた二次創作物が以外に
多いため、その中に多様なファンの解釈も表れ、興味深いデータが出る可能性が高い。その
上、HPとそのファンに関した学術的な研究がすでにあり、参考になり得る。

この短かい実験の目的は日本と欧米の二次創作物の内容が異なるかどうかという印象
を確認する他、これからの研究に用いる方法論のテストでもある。そのため、数少ない同人
誌とファンフィックのサンプルを分析する。簡素化されたグレマス方法論を使い、数少ない
物語の要素を分析する。ウェブページに10その物語の要素を列挙し、データを要約し、初期
評価を述べる。データをウェブページに載せてからもどんどん解釈の可能性を追加する予定
だ。読者もそれぞれの解釈のアイディアを提供することを期待する。できるだけ多くの人に
データに目を通してもらえるように、パーソナルブログだけではなく、多くの知識人と HP
ファンが使う LiveJournalと InsaneJournalのブログサービスにもデータを載せた。11

実験の初期結果から日本と欧米の二次創作物物語形式には様々な相違点があり、大変
興味深い解釈の可能性が考えられるということが明らかになった。したがって、多くの相違
点・類似点を発見するのにさらなる研究が必要と言ってもいいだろう。これから数百冊の同
人誌とファンフィックを分析する予定だ。

さらなる研究
今度の実験で考慮していない同人誌物語の大切な特徴が二つ述べられる。まず、同人

誌は漫画の形で物語を描く。漫画媒体の特徴がどれほど物語形式とコンテンツに影響を与え
るか。ファンフィックのような文章として描かれた日本人のファン物語は同人誌で見られる
物語と異なるか。同人誌のコンテンツが日本の二次創作物のコンテンツを代表していること
を確かめるため、日本人のファンによって描かれたファンフィックに良く似たオンライン小
説も参考しなければならないと思われる。

媒体の特徴の上、同人誌の視覚的な性質も考えなければならない。キャラクターの人
相風体の違いにも優位だと思われる。欧米のファンにファンコミックを描く習慣があまりつ
いてないが、「fanart」と呼ばれる一つのパネルの絵が非常に多い。日本語のオンライン小
説と同じく欧米の「fanart」も分析するのに価値があるかもしれない。スネイプはファンで
大人気のキャラクターでいながら原作において明確に「醜い」として描写されるため、かな
り例外的なキャラクターだ。このキャラクターを中心とした二次創作物をサンプルとして使
うともっとも興味深い結果が出るだろう。世界中のファンが一般的に「醜い」キャラクター
を描くことを嫌うみたいなので、こういうファンのスネイプの解釈にかなりの披瀝があるだ
ろう。

ハリー・ポッターを主題として二次創作物を描く日本の同人界と欧米のファンダムが
相互作用せずに発達してきた。英語圏のオンライン HPファンコミュニティーは欧米の学界
で徹底的に精査されたファンダムである。このコミュニティーと日本の同人界の相違点を探
索してみれば成果を期待できるだろう。
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