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本論の二つの目的： 

1）ポスト古典的な物語論の一潮流である「不自然
な物語論」の観点から、ジェラール・ジュネット
の構造主義的物語論を批判的に再考し、理論的な
洗練を加え、再定式化する。（1,2章） 

2）その新たなモデルによる、ヴィデオゲームの物
語論的分析の可能性を提示する。（3章）



1 

焦点化とキャラクター



・ジェラール・ジュネットは、物語において「誰
が見ているか／誰が語るか」を区別し、「叙法／
態」という二つの領域に分けた 

・前者はつまり、「物語の世界をどのような存在が
知覚しているか」 

・ジュネットは「視点」に代えて「焦点化(focalization)」 
という概念で再定式化した

1.1



・ex) ワトスンがホームズの変装した老人に気づか
ないのは、ワトスンに「視点＝焦点化」した語り 

・作者は、老人＝ホームズともちろん知っているの
で、それをワトスンが気づくより前に記すこともで
きるはずだが、 

・「最後の事件」では、ワトスンが気づく瞬間ま
でそれは描かれない

1.1



・たいして、従来「神視点」「千里眼」と呼ばれて
きたものは、「焦点化ゼロ」 

・ex)「探偵小説アルセーヌ・ルパン」では、盗み
の被害者である富豪のようす、警察のようす、犯人
ルパンのようす……が次々に描かれる 

・そのどれもに「同じ人物が居合わせて目撃した」
わけではないのだから、この焦点化は千里眼(ゼロ)

1.1



「以上のように、文章に表れる、何かを知っていた
り知らなかったりすることのパターンが、ある人物
や存在の知識や知覚に一致するのを、ジュネットは
「焦点化」と定式化し、またあらゆる情報が当然
知られているように提示される場合を「焦点化ゼ
ロ」とした」（大岩） 

・「視点へのアクセスの制限」（ニールセン）

1.1



・「焦点化」は「内的焦点化」と「外的焦点化」
に分けられる 

・内的焦点化とは、ある人物に焦点化するとき、そ
の人物の内なる思考や感情などにもアクセスできる
もの 

・外的焦点化とは、その人物の外見や行動は示さ
れるが、思考や感情は示されないもの

1.2



・だが「外的焦点化」は、内なる心情／外からの
見た目、という区分にもとづく点で視覚主義的 

・「AがBを見ながら何か考えている」とき、Aへの
内的焦点化ともBへの外的焦点化とも言えてしまう
（語りのデザインのレベルでは、Bについて読者に
提供される情報はいずれも同じ）

1.2



スマッシング・パンプキンの『Disarm』がサウン
ドトラックで流れ始め、その音楽は、TriBeCa で私
が行っていたクラブのショットに重なる。私はフ
レームのなかへ入っていく、その大通り、カメラマ
ンがパンしている四棟のビルディングの向かいに、
黒いリムジンが停まっていることには気づかずに。 

̶̶ブレット・イーストン・エリス『Glamorama』

1.2



・「外的焦点化」は、「人が誰かのことを語る」
という日常的なコミュニケーションをモデルにとっ
ている（あるいは、それをモデルにした文学作品の
“ジャンル”を指す）にすぎない 

・「焦点化／焦点化ゼロ」という、世界にたいする
情報知覚のパターンの量的・質的違いではなく、
ある人物について「内／外」の違いになってしまっ
ている

1.2



・絵画や映画などの視覚文化に適用できるよう、
ミーケ・バルは「焦点化」概念を、「焦点主体」
と「焦点対象」という二者関係として再解釈する 

・バルもまた焦点化を、本来の「世界の情報にた
いする知覚のパターン」ではなく、「内的／外的」、
「見る／見られる」という視覚主義的・コミュニ
ケーション的関係としてしまっている

1.3



・「視点へのアクセスの制限」（ニールセン） 

・視覚的比喩は批判すべきだが、「世界の情報につ
いての無知のパターン」という定義に則っている 

・人間的なものだけでなく、世界中を見渡しなが
ら人々の心中にはアクセスできない「意識ある
雲」のような焦点化も考えられる

1.4



・本来作者は、物語の世界のいかなる情報をも掌
握している 

・それをどう記すかは作者の企図するデザイン次第 

・ex) ワトスンの「（ホームズの変装についての）
無知」を記述のうえで再現してもいいし、早く暴露
して、いつ気づくかというサスペンスにしてもいい
し、ホームズ側の焦点に合わせてもいいし、二人を
傍から覗くスパイのように記してもいい

1.5



・そうした焦点化が作品全体を通して一貫している
必要もない（ときには一文単位でも） 

・さまざまな焦点化を、テクストのうえで切り換え
て記していく 

・焦点化のスイッチャーとしての作者 

・かくして作者（誰が語るか）と焦点化、つまり「態
／叙法」がきちんと切り離される

1.5



雨宿りしていたカラスが飛び立った。わたしが見上
げるのよりも速いスピードで上昇し、数秒で二十
メートルの高さに達した。 建物から出てきた人た
ちが、最初に出会った人に大雨と突風のことを話す
姿が、小さな黒い点のようになって、あっちにも
こ っちにも見えた。どこまでも埋め尽くす建物の
屋根や屋上は濡れて、街の全体が水浸しになったよ
うに鈍く光っていた。積乱雲は北へ移動し、西には
もう雲の隙間ができた。 

̶̶柴崎友香『寝ても覚めても』

1.5



・焦点化とキャラクターとの一致（アイデンティ
ティ） 

・焦点化自体はどのようなパターンでもかまわない
（人間的でも、全知的でも、半人間的でも、反人
間的でも） 

・それが継続性をもったり、存在者として同定され
るよう名指されたりするとき、焦点化はキャラク
ターと一致する

1.6
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不自然さと代名詞



・ジュネット以降の構造主義的な物語論のモデルよ
り広範な研究を目指す「ポスト古典的物語論」の
一潮流「不自然な物語論」 

・ジャン・アルバー、ステファン・イヴェルセン、
H.S.ニールセン、マリア・マケラ、ブライアン・リ
チャードソンらが主な論者

2.1



・「不自然化する読み」（ニールセン） 

・物語を慣習化・自然化する、つまり「現実的なコ
ミュニケーションのルールをあてはめる」「フィク
ションを、枠づけられたノンフィクションとして扱
う」ようなわれわれ人間の読む傾向に抗う・相対
化する 

・そのために、「視点」と「語り手」との混同を
徹底して避ける

2.1



・「語り手なしのテーゼ」（ニールセン） 

・焦点化を並べてテクストをデザインする作者とは
別に置かれる、そのテクストを一手に「伝えてい
る」とされる「語り手」概念は、不要なのではな
いか 

・そのような存在を想定するために、不要な齟齬が
起きる

2.2



スマッシング・パンプキンの『Disarm』がサウン
ドトラックで流れ始め、その音楽は、TriBeCa で私
が行っていたクラブのショットに重なる。私はフ
レームのなかへ入っていく、その大通り、カメラマ
ンがパンしている四棟のビルディングの向かいに、
黒いリムジンが停まっていることには気づかずに。 

̶̶ブレット・イーストン・エリス『Glamorama』

2.2



スマッシング・パンプキンの『Disarm』がサウン
ドトラックで流れ始め、その音楽は、TriBeCa で彼
が行っていたクラブのショットに重なる。彼はフ
レームのなかへ入っていく、その大通り、カメラマ
ンがパンしている四棟のビルディングの向かいに、
黒いリムジンが停まっていることには気づかずに。 

̶̶ブレット・イーストン・エリス『Glamorama』を改変

2.2



このパラドックスは、わたしたちがそれを語る行
為(the narrative act)と物語の発話とを、すべて〔主人
公〕ヴィクターへと帰属させるために起こる。 

〔だが〕そう判断する根拠などほとんどないのだ
̶̶一人称代名詞の使用を除いて。 

̶̶ニールセン（読みやすいよう改行）

2.2



・「私」という代名詞が、焦点化されうる作中人物
に一致するような、語りを司る人物像を想定させる 

・それは、バンヴェニストなどが指摘するような、
コミュニケーションにおける「私」「あなた」と
いった使用（ノンフィクション的な機能）を参照し
ている 

・だがフィクションがそれに拘泥する必要はない

2.2



・「語り手」とは、フィクションのテクストを、日
常のコミュニケーションのように理解するモデルを
前提とした概念であり、それ自体人間主義的・自
然主義的 

・フィクションとは語り手に「報告される(reported)」
のではなく、作者に「創作される(invented)」もの 

・語り手とは「態(voice)」の「擬人化」 

2.2



・「私」がキャラクターと一致する語り手を召喚し
たように、 

・「あなた」は、読み手がキャラクターと一致する
ような効果を作り出す（「語られ手」「観衆」） 

・リチャードソンはそのタイプを分析しながら、そ
のイデオロギー装置としての機能を指摘 
（フィクションをコミュニケーションと融合させた
呼びかけは、プロパガンダ的）

2.3



・まとめと定式化 

・「焦点化」：世界の情報への無知（によってしばしば有
機的に組織される知覚）のパターン 

・「フィクションのテクスト」：その物語世界にお
ける出来事や、その出来事にたいする思考や無知を
含む情報について、（作者によって）取捨選択しながら
並べ立てられたもの

2.4



3 

ヴィデオゲームの不自然さ



・従来のヴィデオゲーム研究は、ジュネットやバル
の「焦点化」概念を援用していたため、カメラと
キャラクターと画面に提示される情報との分析が
混乱していた 

・文芸でもないのに「一人称視点」「三人称視点」
というのは、不適切な比喩が多重化しているとさえ
言える

3.1,2



3.1,2

『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』



・世界の情報がどのような焦点化（無知のパター
ン）を組み合わせて提示されるか 

・文芸では、作者がデザインしたスイッチングが線
条的に展開されるが、 

・ヴィデオゲームではプログラムでそれは管理され
ている

3.3



3.3

『Braid』



・物語世界に起こる出来事（ヒロインと合流する、
ヒロインと追いつ追われつする、ヒロインと別れ
る）をどの順番で描くかというデザイン 

・『PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUND』の
「3Dリプレイ機能」や、『Call of Duty』の「キル
カム」も、出来事（プレイヤーの死）を自由なカメラワー
クや、敵の経験から見直す（焦点化のスイッチ）

3.3



・この出来事が描かれる順序や秩序こそ「手続き
性(procedurality)」「手続き的な修辞(procedural rhetoric)」
（ボゴスト）といえる 

・ヴィデオゲームの作者はこれをデザインしている 

・標準的なプレイはそれに則るが、グリッチを起こ
すとイベントが飛んだりして、「自然さ」は毀損さ
れる

3.3



3.3

『Her Story』



・『SIREN』と『バイオハザード』 

・主人公が、他のキャラクターの視界をジャックし
たり、 

・主人公の視界に収まっていないアイテムや敵を、
プレイヤーが視認して、主人公を操作したりする 

・このような「焦点化」の不自然＝非人間さ

3.4



3.4

『Everything』



3.4

『Everything』



・『Deadline』や『メタルギアソリッド2』『The 
Stanley Parable』『君と彼女と彼女の恋。』
『UNDERTALE』『Doki Doki Literature Club』な
どは、代名詞や、プレイの様子のメタ描写（再演）
を用いることで、プレイヤーにじかに働きかける
「転説法(metalepsis)」的効果をもっている 

・中には、ブラウザを閉じたりファイルデータを消
したり「現実的な干渉」を行ってくるものもある

3.5



・だが、それが何らかの〈世界の境界〉を違犯して、
プレイヤーをキャラクターとして扱うように見せか
けても、それはその物語が展開されるテクストが、
あるウィンドウに表示されるものだけでなく、OS
上のプログラムまで広がったにすぎない 

・操作はあくまでテクストの展開のレヴェルにあ
り、フィクションの中の行為ではない。それがフィ
クションの世界の出来事にダイレクトに関わってい
るように見えても、ただの再演による修辞的錯覚

3.5



4 

結論



・ジュネットの理論に含まれる「人間主義的」「自
然主義的」前提に起因する混乱を分析（1章） 

・「不自然な物語論」をヒントに、概念の再検討
と再定式化をおこなった（2章） 

・ヴィデオゲーム作品の分析に適用できる可能性
を、実例とともに挙げた（3章）

4


