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中国におけるキャラクター創造の実践の探求

はじめに

　マンガ・アニメ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」のサブカルチャーにおいて、キャラクター

が重要なことはよく知られている。ここで言うキャラクターとは、作品から独立し自律化した記

号・シンボル・イメージ、つまり伊藤剛のいう「キャラ」のことである（１）。現在の中国では、キャ

ラクターの概念は、国内のサブカルチャーやポップカルチャーに対して大きな影響をもたらして

いる。動漫（アニメ・マンガ）業界のみならず、通俗小説・テレビドラマや大作映画・アイドル

育成などにもその影響力がみられ、現在のファン文化とも強い繋がりが見られる。こうした様々

な文化現象は、総じて「キャラクター文化」と呼称してよいだろう。

　キャラクターにまつわる多種多様な展開は、その概念が最初に注目を浴びた日本でも様々な論

考がなされているが、中国におけるキャラクターの発展は、明確に日本からの影響が見られると

同時に、日本とは異なる点が生じ、独自の成長を遂げ日本とは異なる機能を帯びるようになって

いると思われる。それは、キャラクターの作られ方や、作られたキャラクターが一つのパズルピー

スとなり、他のキャラクターとの接点の持ち方を重要視する構成となっている点に現れている。

　そうしたキャラクター文化の一環として、「企画」と呼ばれるイベント（中国語では“企划”

と訳される）が存在する。生み出したキャラクターを用いて「ごっこ遊び」のように複数による

創作を行うこのイベントは日本のみならず、中国でも多くの参加者が興じている。そこで、キャ

ラクター創作の実践の一例として、この“企划”イベント、なかでも“企划”に特化したプラッ

トフォームである「Elf Art World」を実例として取り上げ、中国のキャラクター文化の特徴の

一端を明らかにしたい。

１．先行研究

　本論に入る前に、まず、中国においてキャラクターがどのような概念として理解されているか、

簡単に確認しておこう。

　マンガ・アニメのキャラクター・キャラや、実在はしているが画面の向こう側のある種の幻想

的存在（＝キャラクター）であるアイドルに対して、中国のインターネットではしばしば“人设”
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という言葉が用いられる。“人设”とは“人物设定”（人物設定）の略語であり、英語「Character 

Setting」または日本語の「キャラクター設定」の訳語として使われ始めたものだ。

　例えば、アイドルやマンガ・アニメなどのサブカルチャー作品の受容層の中ではよく“人设崩

了”（キャラクター設定が崩れた）という言い回しが使われる。今まで築き上げたイメージ＝キャ

ラクターが（主にネガティブな意味で）崩れた、という意味である。それまで隠れていた要素が

露顕して、もともと表に現れていたキャラクターの自律性が崩壊したときに使われる。こうした

言葉から分かるように、中国ではキャラクターを設定＝デザインするという行為と結びつけて考

える傾向がある。

　ここでいう設定は一つのキャラクターの造形面の要素だけでなく、キャラクター同士の組み合

わせを可能とする要素も含んでいる。2018年９月16日、“北大网络文学论坛”　（北京大学インター

ネット文学論壇）が公式 Weibo アカウントにおいて公開した文章《拉郎──鸳鸯谱，还是数据

库？》（２）がそれを物語っている。この文章では、中国のインターネット創作に見られるキャラク

ターの“拉郎配”という現象について紹介している。すなわち原作において一度も出会ったこと

がない、時には同じ作品に登場さえしていないキャラクター同士を、恋人として組み合わせて創

作を行う同人創作、二次創作活動である。文中に挙げられた例は、“伏黛”、すなわち“伏地魔”

（『ハリー・ポッター』の悪役ヴォルデモート）と『紅楼夢』の主人公の一人“林黛玉”の恋愛を

描く二次創作である。それぞれの原作から大きく脱線しているにも関わらず、ヴォルデモートは

不遇の天才である、林黛玉は幸薄いか弱い美少女である、といったファンに広く認識されている

特徴が恋愛という関係性で結び付けられる際に面白さを生み出し、それがファンに支持されてい

る。

　キャラクターを論じる際には、外見や特徴的性格などといった、いくつかの要素＝モジュール

に分解・再構成することが可能な面に重点が置かれることが多い。だが、この文章では、それを

踏まえて、再構成されたキャラクターがさらに一部分として組み合わされ、何らかのより大きな

世界を構成する可能性を示している。そのキャラクターの特徴は、キャラクターが様々なモ

ジュールから構成されているだけでなく、キャラクター自体が一つのモジュールとなって互いに

連結し、各自の枠＝フレームの連結によってより大きな構成のもの＝オブジェクトを形作ってい

ることにあると推測される。

　だが、そうした特徴あるキャラクターはどのように作られ、どのようにフレームの連結が許容

されていくのだろうか。それを考えるよい例が「企画」や“企划”と呼ばれるイベントである。

２．キャラクター創造の実践：企画＝“企划”

　創作・交流活動の一種である企画に関しては、日本のイラストコミュニケーションサイト

pixiv などの SNS サイトで行われているものが一番知名度が高い。その pixiv の企画については、
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「企画主が元になる絵やテーマなどを決めて、他の pixiv ユーザーがそれらに沿った絵を投稿す

る」（３）ものであると説明されている。さらに、一つのテーマを元として共同創作を行う延長線で、

「個々の pixiv ユーザーの作り出したキャラや世界観を共有する（中略）企画も人気を呼び現在

でも進行している」（４）と述べられている。同類のイベントは中国では“企划”と呼称され、そう

した形式が中国においても代表格とされている。以下、日本におけるものを「企画」、中国にお

けるものを“企划”と便宜上に記し分ける。

　中国の“企划”運営サイトの一つである「Elf Art World」は、自らのイベントについて「『企

画』とも言い、個人または組織が一つのテーマまたは世界観を作り上げ、一定の規則に沿って主

催するイベントである。参加者は基本的に自作のキャラクター・イラスト・文章をアップロード

することによって参加する」（５）と説明している。

　その特徴は、最低限、外見デザイン＝キャラクター画像とそのキャラクターの名前または固有

呼称さえあれば参加できることと、最低限の要素のほかに、追加要素を加えることができ、その

数も範疇も制限されないという自由さにある。

　今まで、“企划”という創作・交流活動に関して専門的な考察・研究が行われたことはなかった。

筆者の独自の調査では、中国における“企划”の歴史を辿ると、上記のイラスト投稿 SNS サイ

ト pixiv で開催された pixiv ファンタシア（Pixiv Fantasia）に行き着く（６）。2010年に四回目の

Pixiv Fantasia IV（７）が開催された時から中国における知名度が上がり、2011年の Pixiv Fantasia 

V（８）では、日本における日本語使用の企画であるにも関わらず、中国国内からの参加者や関心を

寄せる中国の観客が増加し、影響範囲が拡大した。その頃から、中国国内においても Weibo な

どの SNS サイトをプラットフォームとして、中国語の“企划”の開催が見られるようになった。

参加者の数が多く、創作意欲も非常に高かったため、2012年前後からは通常の SNS サイトだけ

でなく、“企划”の専門サイトもいくつか誕生した。本論で取り上げる“企划”サイト「Elf Art 

World」もその一つである。

　中国国内の“企划”イベントの、開催形式や運営形式には日本の「企画」の影響が見られる。

たとえば、①キャラクターのイラストや概要を記入した「キャラクターシート」を提出すること

によって参加となる、②参加者どうしで作品を創作・投稿してキャラクターどうしの“交流、互

动”（交流・コミュニケーション）をはかる、③主催者の提示するテーマにしたがって参加者全

員が共同創作する、などの点である。

　一方では、欧米に由来する TRPG（Table talk Role Play Game）による、創作する人物像の数

値化や、参加者同士のコミュニケーションの際に役になりきって話すなどの影響も見られる。欧

米式の TRPG は、日本「企画」が周知される以前の2000年代初期からすでにネットに痕跡を残

しており（９）、その中国における普及はそれ以前のものであると想定できるため、その影響も「企

画」とは別物として受けたといえよう。
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　“企划”と TRPG の関係やその流れ自体についてはまだ検討の余地があるが、それらから影響

を受けた結果、“企划”においてキャラクターの創作活動が非常に重要な位置を占めるようになる。

したがって、キャラクターの研究を行うにあたって、“企划”は重要なサンプルとなり、中国独

自のキャラクターを見出すことに期待できる。そこで、代表的な“企划”サイト「Elf Art 

World」の実例を元に分析を行う。

３．「Elf Art World」の『九十九奇譚Ⅱ・大明1605』

　「Elf Art World」（以下、「Elf」と略称する）は“企划”を運営するサイトである。現在遡れ

る最初の“企划”は、2012年年末に開催された『ダンガンロンパ WB』である。タイトルの「WB」

が示すどおり、Weiboを主なプラットフォームとして開催されたものであった。設立当初、「Elf」

は、そうした他のプラットフォームで進行する“企划”の参加者たちが、自らのキャラクターや

創作した作品のバックアップの場所として用いられていた。2012年から2013年までに開催された

三つの“企划”のうち、二つがそうした状況だった。そのため、この二つの“企划”の詳しい情

報を「Elf」で探ることは難しい。

　そこで、2018年１月に「Elf」のみで開催されたオリジナル企画『九十九奇譚Ⅱ・大明1605』（10）

を例として取り上げる。

　本文では“企划”を、「Elf」の『Q&A』（11）の回答にある「キャラクターを創作し、提示された

世界観に沿ってイラストや文章の創作を行う」ものと限定したが、それにもいくつかの形式があ

る。まず、主催側から世界観やおおよその雰囲気を提示されたあと何の指示もなく、キャラクター

投稿以降の行動の有無やその範囲が基本任意であるものは、定年退職後ばりのゆったりした進行

にちなんで「养老企划（ご隠居企画）」とも呼ばれる。次に、投稿するキャラクターが異なる陣

営に振り分けられ、陣営数や点数の統計方式・勝敗の基準などが示され、競いあって勝敗を分け

る形のものである。さらにもう一種類は、主催側が事前にメインとなる時間線または物語の軸を

用意しており、一定期間おきにキャラクターたちの動きの結果によってそれを進ませるものであ

る。

　これらの各種の“企划”はいずれも、世界観に沿ってキャラクターを創作し、それを動かすと

いう主旨から離れておらず、キャラクターの創作において大きな相違が発生することはない。そ

のため、本稿では代表的な例をひとつ取り上げることにした。例となる企划、『九十九奇譚Ⅱ・

大明1605』（以下、『九十九奇譚Ⅱ』とする）は以下の手順で進められる。

　まず、主催者から企画の世界観やメインストーリーの背景の設定が公開される。この“企划”

では、古代中国の伝奇風の世界、西暦1605年の姑蘇城が舞台である。人間と鬼や妖怪などの人外

が共存する架空の世界である。世界観の公開と同時に、参加希望者が最低限埋めなければいけな

い項目が書かれた「キャラクターシート」と、記入時の注意事項も公開される。
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　開催告知が終われば、キャラクターシート投稿可能の期間が設けられ、参加希望者はその期間

中に作成したキャラクターシートを投稿し、正式に参加者となる。“企划”によっては、キャラ

クターシートを投稿後に主催者がチェックし正式参加の許可を出すもの・事前に主催者へ提出し

確認後公開投稿可のもの・自由投稿可のものなどがある。また、投稿期間も、期間限定・途中参

加可・人数制限ありなど違いがある。

　キャラクターシートの投稿の後、“企划”の正式開始が宣言される。『九十九奇譚Ⅱ』は上記で

述べた“企划”の種類のうち三つ目の形であるため、事前の設計にしたがって順次メインストー

リーの各パートが公開される。この場合はテーマ形式で期間分けされており、時間順も兼ねて毎

回二十四節気の１つがテーマとなる。期間中の投稿状況によってキャラクターの生死が決まり、

定期的に進展と参加者の投稿内容がもたらすフィードバックが公開され、期間の最終的な結果は

期間終了後に公開される。

　メインストーリー以外の内容の投稿も推奨される。例えば、キャラクター同士の感情の結びつ

きや、キャラクターが“企划”開始までどういう人生を歩んだか、どういう考え方を持っている

か、などに関する創作である。時には、それがメインストーリーの進行に関わる加点にもなる。

　一方、“企划”の参加者は、背景設定が公開されたときに、その世界観とストーリー背景をも

とに、事前にキャラクターを構想する。『九十九奇譚Ⅱ』でいえば、一般の人間なのか物や動物

の妖怪なのか、生い立ちや生活パターン、思考傾向や人付き合いの仕方、メインストーリーとな

る事件への関わり方……などをある程度考えておくのである。

　参加申込書も兼ねるキャラクターシートは、決められ項目に書き込んで期間中に投稿する。公

開に関して承認式のものもある。キャラクターシートの公開が認められれば、記入されたキャラ

クターは“企划”の世界の一員となる。

　“企划”が正式に始まれば、参加者は物語の展開にしたがって、事前に公開した自分のキャラ

クターの特徴に基づいて、その時点の言動に関連する作品を創作し、公開する。その際、自分が

投稿したキャラクターのみを描写することもできるし、他人のキャラクターと交流し、共同の行

動をそれぞれの視点から描くこともできる。メインストーリー以外の創作も容認される。たとえ

ば、他のキャラクターとの関係を描写したり、自分や他人のキャラクターを描く「ファンアート」

を創作したり、自分のキャラクターの経歴や内面などを掘り下げる創作をしたりするのである。

　キャラクターの造形は、キャラクターシートを通じて行われる。中国語では“角色纸/卡”“人

设纸/卡”“人物纸/卡”などと表記される。一枚の画像にキャラクターの外形・外見デザインと

基礎的な要素や設定などの情報をまとめたもので、先に述べたように、基本的に日本式“企划”

から流用された参加申し込み形式である。

　『九十九奇譚Ⅱ』で参加者に提供されるキャラクターシートは次のようなものだ。キャラクター

シートの空白部分にキャラクターのビジュアルを立ち絵として配置し、埋めるべき項目をすべて
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埋めれば、キャラクターの作成は完成する。ここでは NPC のサンプルに従って筆者が作成した

キャラクターシートを例として挙げておく（図１）。また、キャラクターは自分で作るだけでなく、

他の参加者に外見的特徴などを描いてもらうこともある。

図１　キャラクターシートの記入例（12）

　図１をみれば分かるように、キャラクターシートは主に三つの部分から構成されている。キャ

ラクターの「立ち絵」すなわち外見デザインを記入する空白部分、「名前」「性別」など記入項目

が規定されている部分、そして記入内容が制限されておらず、記載するかどうかも自由の“其他”

（その他）の項目である。この例では“其他”という名称ではあるが、ほかの“企划”では“自

由栏”（自由項目）などの名称も用いられる。

　記入の結果、「種族」によって、舞台となる姑蘇城の中で所属する陣営（人類か人外か）や基

づく価値観が明らかになる。「職業」からは「どこに行けば出会えるか、どんな話題を持ちかけ

れば会話ができるか」が分かる。「他のキャラクターとの関わりの可能性」が明らかになるので

ある。そして、“其他”の自由記入は、今ある項目に参加者自身が足りないと思うものを追加して、

さらに詳しい補足がなされる。このように、キャラクターシートを通じて、参加者は自分が創作

したキャラクターを他人と共有することができ、同じ世界観を元とした共同創作が可能となる。

　このほかに、主催者側からいわゆる「NPC（Non-Player Character）」と呼ばれる、特殊的な

立ち位置にある「役割持ち」のキャラクターが公開されることがある。他の事前公開された世界

観の内容などと同じく、参加者全員が自由に自身の創作において登場させることが可能であり、

また他の参加者のキャラクターシートより先に公開されるため、参加者のキャラクターシート記

入の際のサンプルとしても機能している。

　以上が実際に開催される“企划”の一つ、『九十九奇譚Ⅱ』の実例である。ここから見られる
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ように、“企划”の全過程において、キャラクターの存在が非常に重要な位置を占めている。

　先にも述べたように、“企划”は主催者と複数の参加者という大勢の創作者によって、キャラ

クターを中心に、ルールに従って共同創作を行うイベントである。共同創作である以上、それぞ

れが創作したキャラクターは単独では完結できず、互いに干渉しあうことが暗黙の前提となる。

各キャラクターは独立したものでありながら、“企划”というより大きな世界を構成する一つの

モジュールなのであり、そのためにはお互いのコミュニケーションを許容する明確な輪郭・枠＝

フレームが必要不可欠となる。そこに、中国におけるキャラクターの本質が合間見えると筆者は

考えている。

　では、このように作成されたキャラクターシートを、「Elf」というプラットフォームを対象に

分析をしてみよう。それによって、中国の受容者にとってキャラクターが自律して存在するため

の最低限の要素とは何か、成立したキャラクターがどのようにして他のキャラクターと関わって

いるか、が明らかになるはずである。

４．キャラクターシートに見るキャラクターの構成

　キャラクターシートは、キャラクター設定の基本的な枠組みであり、キャラクターを活動させ

る上での最重要の指針でもある。しかも、キャラクターを構成する各要素＝モジュールが箇条書

き的に羅列されるため、重要項目が明瞭であり、なにが重要視されているか一目瞭然である。そ

こで、キャラクターが成立する最低限の要素については、キャラクターシートのテンプレートに

必須とされている項目について検討することを通じて考察することができる。他のキャラクター

との関わりについては、実際にキャラクターを動かして活動をさせる“企划”参加者が、その糧

となるキャラクターシートの“自由栏”に付け加えているものを通じて考察する。

　ただ、先に述べたように、「Elf」設立当初の　2012年・13年の“企划”の詳しい情報を探るこ

とは難しい。そこで、今回の検討の対象は、主な開催が「Elf」で進行される・投稿数が比較的

に多いことを目安として時期を区切った。

　まず、自律するキャラクターが成立するための最も基本的な要素ついて考えてみよう。

　空白のキャラクターシートを対象としての統計であるため、それが公開されている、主催開始

時期が2014年１月から2018年８月までのものを対象とする。この期間内に主催された“企划”の

うち、毎月参加人数が最も多いもの56を選出し、公開されたキャラクターシートの項目を、種類

ごと分類した。それを回数順に並べてみたところ、以下のような結果を得ることができた。（図２）

　「キャラクターシート」では実に様々な項目の設定が要求される。要求される項目が多ければ

多いほど、多くの企画主催者に必要な情報であると見られていると思われる。そのため、これら

の項目の分析において、明らかに数量の断層（＝その差が５以上）が見られる四つのグループに

分けて分析することにした。
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　まず、最も多いのが「立ち絵（外見画像）」「氏名」「自由欄」の三つの項目である。このうち、「自

由欄」すなわち前文の実例で「その他」にあたる項目は後で検討する。「立ち絵」すなわちキャ

ラクターの画像と「氏名」すなわちキャラクターの呼称は、伊藤剛の挙げたキャラクター自律の

必須要素である（13）。56の“企划”のうち、「立ち絵」と「氏名」の記入指定はそれぞれ53と52と

いう大きな割合を占めている。

　さらに、「立ち絵」を指定しなかった３つの“企划”と「氏名」を指定しなかった４つの“企划”

も、すべてキャラクターの外見についての詳しい文字描写やあだ名・コードネームなどの記入を

要求している。「外見の詳しい描写」と「固定し公認される呼び名」というキャラの要素（14）に共

通する二つの項目は、最も重要な項目であることが分かる。他のキャラクターと識別するうえで

の基本情報といってよい。

　次に、前項よりは少ないが、多く要求される項目として「性別」「身長」「年齢」の三つが挙げ

られる。この三つの項目は、ある程度見れば直観的に分かる、客観的な要素である。だが、わざ

と不明瞭にして、暗に他の参加者のキャラクターからの反応を期待する状況も存在しうる（15）。

また、「身長」は絵柄・絵を描く時の手癖などの書き手の画風によっては、頭身比が低く見かけ

上身長が低めに見られるものもあり、直感的には判断しづらいこともある。異なる参加者が創作

したキャラクターを同じ場面で登場させたい場合、特に媒体がイラストである場合、明確な数値

の示しがなければ画面の配置に苦しむこともある。

　イラストに登場させたい場合は「立ち絵」が、文章や漫画のセリフに登場させたい場合は「氏

名あるいは相当する呼び名」が必要なことは言うまでもない。だが、さらに同じ場面に複数のキャ

ラクターを登場させたい場合は、身長の相対関係（誰が誰より高い・低い、どれくらいの差か）

図２
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を知ることができれば、コミュニケーションがよりスムーズになり、それによるキャラクター同

士の掛け合いも期待できる。そして、「性別」と「年齢」はキャラクターを手っ取り早くカテゴ

ライズすることができる要素であり、それだけで同性同士、同年代といった関わりの方式が見え

る。

　総じて言うと、「性別」「身長」「年齢」という三つの要素は、基本的に即時的な反応が期待でき、

同じ画面の中で交流を果たすための基盤として働くものである。

　三つ目のカテゴリーには、「所属」「得意技能・能力」「誕生日」「特殊要素」「国籍・種族」「職

業」「体重」「レベル・階層」などの項目が分類される。よりプライベートな個人情報であり、「誕

生日」「体重」以外の六つは、“企划”の世界における身分的な位置づけに関わるものである。他

のキャラクターとの識別のためというより、キャラクターの個性を豊かにし、交流の際に役立つ

情報という側面が強いと言ってよいだろう。

　四つ目のカテゴリーは、完全にプライベートな、作中から知ることができない拡張要素の個人

情報である。これらは、基本的にキャラクターの内面を豊富にするための追加要素であり、他の

キャラクターとの交流に役立つ情報でもある。例えば、恋愛をテーマとする“企划”で求められ

る「性的指向」の項目（異性愛者か同性愛者か）は、他のキャラクターからの反響を期待すると

いう側面も含めて、明らかに交流のためのものだ。本名ではなく二つ名やコードネームが「氏名」

の変わりとして要求される“企划”もあるが、その他の項目にすぎず、必須の項目ではない。つ

まり、キャラクターを豊富にし、交流をより興味深いものにする仕組みの一つである。

　以上を整理すると、項目が要求される頻度ごとに、以下の表のように分類することができる。

（カテゴリーに含まれる内容は具体例を補足してある。表１）

　キャラクター同士の交流は、まず個々のキャラクター自体がそれぞれ識別可能な状態で自律し

ていることが前提となる。そのため、ビジュアル上の識別記号（立ち絵）、文章上の識別記号（氏

名）が重要になる。これは、キャラクターシートにおいて、立ち絵と氏名の項目が最も多く指定

されている現状とも一致する。

　一方その他の要素は、最低限の識別機能の上で、そのキャラクターの個性を豊かにし、魅力を

増すという機能をもっている。情報のプライベート具合が増すと同時に、個性が具現化される度

合いも増し、それによって他のキャラクターと被らない独自の魅力も増す。そして、キャラクター

ごとの独自の個性が現れることによって、それら同士の異なる個体として「どのように交流する

か」も具現化される。すなわち、キャラクターどうしの交流に役立つ情報としての役割が強くな

る。

　カテゴリー順に例を挙げてみよう。一人のキャラクターに立ち絵があれば、例え棒立ち姿でも

他のキャラクターと同じ画面に描くことができる。ただ、身長の指定がなければ、それだけでは

相手との身長差その他がわからないため、それを無視してご都合主義に並べるか、それが気にな
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らないほどの遠くの背景に配置するかなどになる。身長がわかれば、他のキャラクターと同じ尺

で肩を並べることができる。相手より高かったら羨ましいと言われたり、低かったら頭を撫でら

れたりできる。

　そして、名前があれば、他のキャラクターから名前を呼ばれることができる。この二つを合わ

せると、例え画面内に他のキャラクターが映っていなくても、「画面外から名前を呼ばれて、そ

ちらに振り向く」といった簡単な相互交流が可能となる。また、小説などの文章の中で、地の文

で「誰と誰がなにしている」といった形で述べることができる。

　性別がわかれば女同士・男同士・異性間などのありうる行動が可能となり、年齢がわかれば年

下への庇護・年上への尊敬や配慮・同年代の共通話題などの普遍的なテーマの交流の選択肢が生

まれる。

カテゴリー カテゴリーに含まれる内容 説明

出
現
頻
度
が
高
い

低
い

第
１

主な形式：キャラクターの外見を描いた画像、氏名 　キャラクターの自律を可能とす
る基本的な要素。

第
２

性別：見た目と自己認識の内面性別が一致するか否か
など
身長：頭身が異なる画風では判別し辛い
年齢：画風による判別が難しい場合もあれば、故意に
外見と実際の年齢を一致させない場合もある

　異なるキャラクターの身体状況
や社会的位置を定める。
　自律したキャラクター同士の交
流の際に、客観的な情報基準とし
て働き、繋がりの成立に役立つ。
　世界観・ストーリー背景などと
直接的な関係はない（間接的に関
わる可能性はある）

第
３

所属する社会的関係：成年（→職業やその他社会にお
ける立ち位置）、未成年（→学生か否か、学年や部活
など）
所属する階級：支配者（管理者）か被支配者（管理さ
れる）かなど身分関係
所属する国家と種族：文化圏・長ける能力・陣営など
その他世界観的要素：どの形でその世界の一部に所属
するか、その中で自己実現のための手段（能力や戦闘
力）を持つか否か

　“企划”の世界観に関連しキャ
ラクターの個性を豊富にする働き
を持ち、それによりキャラクター
同士の関わりに具体化した方向性
を備えさせ、交流に有益に働く。

第
４

興味・趣味：甘いもの/辛いものが好き、活発な体育
系/静かさを好む文化系、ゲームが好き/読書が好き…
性格：落ち着いている/激情家/繊細である…
出身：貧乏/裕福な生まれ、一人っ子/兄弟がいる、親
との関係はいい/悪い…
装備・所有物：愛読書/パソコン/スマホ/銃器武器…
を持ち歩く
性的指向：同性愛者/異性愛者、恋愛自体に興味ある/
ない…

　さらに細かい個人情報であり、
“企划”のメインストーリーや世
界観に関わるとは限らない。ほか
のキャラクターとの交流で、より
繊細で個性的な人間関係を反映で
きる要素である。キャラクター自
身をさらに掘り下げると同時に、
より交流目的に特化されている。

表１
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　第３カテゴリーの要素が補足されると、成年の社会人同士の掛け合い・外国人と現地人のカル

チャーショックなど、それまでの交流よりも個性的・具体的な交流が可能となる。さらに第４カ

テゴリーの要素が加われば、お互いより深く身の上のことを相談し合ったり、親友・恋愛・仇敵

など個人的な強烈な感情を具現化できたりする。

　このように、中国の“企划”では、キャラクターの自律とともに、キャラクターの魅力を造形

することが重視されている。それは同時に、交流の方向性を示すために役立つ要素が求められる

ということでもある。キャラクター同士の交流への需要の高さは、“企划”のキャラクターが他

のキャラクターとの交流することが前提とされているためともいえよう。

　これに対して、日本のキャラクターは多くの場合、第１カテゴリーの段階でキャラクターの自

律が（「キャラ」として）成立し、そのキャラクターが本来の設定と異なる言動を取っても許容

される。公式に公開されている外伝作品や四コマおまけ漫画でも、元の作品内と全く異なるキャ

ラクターの内面描写が許容され、受容者もそれを受け入れる（商業的に失敗していないことから

見て取れる）（16）。しかし、中国のキャラクターは、設定された特徴あるいはその延長線にある描

写でなければ、受容者は容易に受け入れない（17）。そのため、例え第１カテゴリーでキャラクター

の識別が機能しても、すぐに交流が始まるわけではなく、さらに交流に役立つ情報が求められる。

５．「自由欄」に見るキャラクターの交流

　上記のような中国の嗜好もあって、自律したキャラクターを構成するための、“企划”のキャ

ラクターシートが、キャラクターどうしの交流を最初から含意していることは、すでに見たとお

りである。では、その交流はどのようにして成立するのだろうか。その一端を垣間見るために、

キャラクターシートのなかで、明らかに交流の促進を目的の一つとしている「自由欄」に着目し、

そこにどのような内容が記述されているか検討してみたい。

　具体的には、各年度の各月のキャラクター数が一番多い“企划”のうち、最も投稿キャラクター

数が多い二つの“企划”を取り上げ、人気のある10人のキャラクターのキャラクターシートの「自

由欄」に書かれた内容を分類する。ここで言う人気があるというのは、「Elf」が自動生成してい

る“热門”（「人気が高い」という意）順の表示順であり、その中での表示順が高いことはすなわ

ちそのキャラクターに関連する作品や共同創作の投稿が多いということである。それは、何らか

の形でそのキャラクターと交流した、あるいはそれを望んでいる参加者が多いということを意味

する。

　2015年以前の“企划”は多くの場合、一部の参加者が「Elf」を単なる予備投稿の場として扱っ

ていた。そのためキャラクターシートの投稿数が実際の参加人数に比べて少なく、“热門”順の

表示に参考性が乏しいため、2016年１月から2018年８月までを対象とした。その分類によって得

た結果は、以下のとおりである。（図３）
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　図３もまた、出現頻度数の断層（＝差が５以上）を目安に組分けし、分析を行う。

　対象となった80のキャラクターにおいて、自由欄の記述に最も多いのが、日常生活における

人・世間に対する仕草や、慣れ親しんでいる行動の傾向に対する記述である。その次は、好みや

癖、性格の特徴、そしてセリフ例である。いずれも、プライベートな個人情報であるが、キャラ

クター自身の魅力を増すという以上に、キャラクター同士が交流する上で、役に立つ情報である

のは明らかだといってよいだろう。その中で、①に分けられるものは統括的、総体的に傾向が語

られるものであるに対して、②はその具体例あるいは個別場面の解説、といった差異がある。

　その次の③には、人間関係・個人経歴・技能特長・話し方・職業職務・身体的特徴・目標や信

念・戦闘など日常ではない状況における行動原理・出身家庭などである。これらの項目は“企划”

の世界観と関連しており、キャラクターを立体化させ、掘り下げて魅力を増すものだと言ってよ

いだろう。ただ、同時にそれは交流する上で個性を表すための情報でもある。

　④のその他の項目は、実年齢あるいは外見年齢・服装スタイルの傾向・誕生日や血液型などで

ある。先に分析したキャラクターシートの指定項目と一部重複していることがわかる。星座や血

液型を用いて性格を裏付ける記述もあり、参加者が自発的に不足する基礎的な情報を補充したも

のが多いと考えられる

　上記の分類によって、こちらも以下のカテゴリーに分けることができる。（カテゴリーに含ま

れる内容は、具体例を補足してある。）表２

　カテゴリーを分けてみると、自由欄の記述は、基本的にはプライベートな、キャラクターの魅
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力を増す情報である。それと同時に、具体的・個性的な交流を行えるようになる。例えば、大雑

把ゆえに適当にことを進めて他人にツッコまれるなど、性格を接点に他のキャラクターとの交流

が生まれる。

　このうち、最も多く記述される第１・２カテゴリーはキャラクター自身とまだ見ぬ交流相手と

の接点を生み出す働きが強い。一方、第３は該当キャラクター自身に向かい、その結果他のキャ

ラクターとも接点が生じることが可能である。第４は例外的であり、表１要素の補完の場合は交

流への働きが強いが、細かい要素の場合はむしろキャラクターの内面に向かって掘り下げるもの

である。

要素の
カテゴリー カテゴリーに含まれる内容 説明

出
現
頻
度
が
高
い

低
い

第１ 人付き合いや世間への態度・行動パターン：トータル
的に好む行動の傾向、など

　プライベートな
個人情報である
が、キャラクター
同士の交流におい
て、どの場面でど
のような行動を示
すかなど直接に役
立つ情報。

　総体的な傾
向や統括的な
陳述。

第２

嗜好や癖：○○の収集がすき、○○の特徴がある人間
がすき…
性格の特徴：大雑把で細かいことは気にしない/ケチ
でなんでも文句をいう…
セリフ例：口癖、特徴的な語尾、好んで引用する名言、
好んで使うオノマトペ…

　より具体的
なもの。具体
例など。

第３

人間関係：○○（他参加者のキャラクター）と友人/
家族…など
個人経歴：小さい頃は…/学生時代には…など
技能特長：歌/格闘/射撃…が得意など
話し方、頻度：滅多に口を開かない/無駄にしゃべり
まくる/喋り方が辛辣…など
職業職務：○○会社の社員/○○階級の警察…など
身体的特徴：母斑がある/ケモ耳や尻尾がある/部分的
に機械化している…など
目標や信念：チャンピオンになりたい/○○を守りた
い…など
特殊な場合の行動スタイル：戦う時は…/任務遂行中
は…など
家庭出身：名門/金持ち/貧乏な出身、家庭構成は（他
人のキャラクターではなく NPC 扱いの場合）…など

　個人情報の掘り下げで、キャラ
クターの魅力を増す情報。
　他キャラクターとの交流の際に
は、きっかけや話題（話のネタ）
になりそうな情報。

第４

「キャラクターシート」のデフォルト項目が少ない基
礎情報への補完：表１参照（18）

その他個人情報：血液型・星座など

　「表１の項目の補完」として見
れば交流のための情報という面が
強いが、「細かい個人情報」とし
て見ればキャラクターの掘り下げ
という面が強い。

表２
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６．「モジュール」としてのキャラクター

　ひとつのキャラクターは、基本的に自己完結し自律した存在である。それは、いくつかの要素

＝モジュールで組み立てられた存在として構成され、他のキャラクターと識別される。キャラク

ターシートの必要項目は、“企划”のキャラクターがどのように構成されているかを物語っている。

そして、キャラクター自身が一モジュールとして、作品の世界に組み込まれる、他のキャラクター

と連結可能という重要な機能も見えてきた。

　モジュールは本来、ニューメディアを語る際にレフ・マノヴィッチが『ニューメディアの言語』

で提唱した諸原則の一つである（19）。ニューメディアの諸要素は、離散的なサンプルを収集した

ものとして表され、これら諸要素が組み合わさってより大きなオブジェクトとなる。同時に、各

要素はそれぞれのアイデンティティを保ち続ける。さらに、そうして構成されたオブジェクトそ

のものが、さらに独立性を失わずより大きなオブジェクトのモジュールとして結合されることも

ある。レフ・マノヴィッチに従えば、インターネット上で生産・流通・消費されるサブカルチャー

のキャラクターは、ニューメディアにおいてモジュールを構成する離散的なサンプルのうちの一

つである。キャラクター自身もまた各要素のモジュールの結合によって成立するオブジェクトで

あり、さらに別のキャラクターや世界観要素などと結合し、より大きなオブジェクトを構成する

ことができるモジュールに該当する。

　今回その実態を分析した“企划”のキャラクターは、それ自体が「繋がる」すなわち交流＝コ

ミュニケーション・社交＝ソーシャリティすることを前提にした「パズルピース」型のモジュー

ルである。つまりこういうことだ。基礎的なモジュールの組み合わせがこのキャラクターを自律

させる働きを担っている。そして、その構成されたキャラクターが、交流・社交を通してより大

きな作品世界＝オブジェクトを構成している。それぞれの要素の組み合わせによって生まれた

キャラクターも一つのモジュールとして、自己完結した独立な存在として輪郭＝フレームを持ち、

自由に移動することができる。そして、固定したフレーム、すなわち方向性や傾向が定まってい

る交流の可能性は他の同様なモジュールとの隣接・結合を許容し、他のキャラクターとの連結も

可能となる。

　言い換えれば、“企划”のキャラクターというモジュールは、キャラクターシートの立ち絵や、

必要項目、自由欄などの下位の要素モジュール（それは世界観や、キャラクターの掘下げや、補

充要素を含んでいる）で構成された「パズルピース」であり、そのパズルピースが交流を通じて

組み合わさって、キャラクター同士、あるいはキャラクターと世界の繋がりが形成されていくの

である。（図４）

　本文の冒頭でも述べたように、“企划”キャラクターはキャラクター文化の中でも物語を創作

する際の手段として「交流」に一点特化したものであるといえよう。だが、その特化は他の構成
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パーツを蔑ろにしたものではなく、一つの“企划”の中で決まった項目を箇条書きに提示してい

ることにある。それによって、“企划”キャラクターのモジュールのフレームはパズルピースの

ように「かみ合わせ」のしやすさを考慮した統一感のある形状になり、「交流」の際に取っ付き

やすい、ということである。そして、“企划”以外の一般的なキャラクターの場合、モジュール

のフレームは繋がりやすさを考慮しないが、ゆえによりユニークである不統一な形状となる。だ

が、モジュールの形成において、フレームが重要であること自体にはかわりがなく、キャラク

ター・モジュールの重要な特徴となる。

　実例として、2019年10月７日、“企划”に参加した実際の経験者にオンラインチャットソフト

「QQ」を介してインタビューを行い、実体験を聞いた。日本の企画には2009年から、中国の“企

划”には2011年から参加してきた古参者である。その話によると、日本の企画参加者は他の参加

者の心情を推量し、空気を読んで物語を合作していく。そのため、キャラクター同士は平穏に隣

接できるようにある程度の輪郭の変形を受け入れ、柔軟に接触する。それに対し、中国の“企划”

は参加者が各々のキャラクターを掘り下げることに熱心であり、キャラクターを動かす参加者同

士は気を拙くすることを気にせず、フレームが不変なキャラクター同士をぶつかり合わせる（20）。

　日本では、作品が異なるメディアで同時展開する際に、そこから発生するキャラクターの個性

の違い、本編に対してのある程度の「キャラクター崩壊」は概ね受け入れられる。一方中国では、

モジュールのフレームとしてそれを明瞭化したがり、その変形である「崩壊」を拒む傾向にある。

企画/“企划”のキャラクターにもその違いの影響が現れていると思われる。

　このように、諸要素によって構築されたキャラクター・モジュールは、モジュール同士の連結、

すなわちキャラクター同士の交流を可能とするためのフレームを形成している。この「交流を可

能とする」ことが、中国のキャラクターにとっては非常に重要であると言えよう。“企划”キャ

ラクターの研究によって、中国のキャラクターの受容と創作実践、キャラクター文化そのものの

特徴の解明に繋がるのである。

図４　パズルピースとしてのキャラクター・モジュール
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まとめ

　本稿では、キャラクターを一つのモジュールとして捉え、その相互の連結、「交流の可能性」

への重視が中国における特徴であることを分析した。その際、インターネットにおける自由参加

のキャラクター創作・交流イベント“企划”におけるキャラクター作成を実例とした。

　“企划”キャラクターの場合、目的が突出しており、規定項目によりフレームが整えられてい

るため、よりその特徴が目立つ。だが、その特徴自体は普遍的なキャラクターとも共通点があり、

“企划”キャラクターの持つ性質を解明することは、中国における各種キャラクターの解明へと

繋がると期待される。

　本研究を踏まえて、今後は“企划”にとらわれず、キャラクターの歴史を顧みて、中国独自の

キャラクター概念が如何にして生じ、受け入れられたのか、どのように中国独自のキャラクター

の特徴が養われてきたのか、伝統的人物像との比較も兼ねて探って行きたい。
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