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物語に「外」などない̶ヴィデオゲームの不自然な物語論

大岩　雄典

要旨

　本論は主に二つの目的をもつ。まず、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における概念「叙法／

態」という概念を批判的に再考し、理論的な洗練を加え、再定式化する。次に、そのモデ

ルをヴィデオゲームの物語論的分析に用いる可能性を提示する。

　1章では「焦点化」を扱う。物語論の概念である「焦点化」の理論は大分して、ジュネッ

トのモデルと、それを視覚メディアにも適用できるよう援用したミーケ・バルのモデルの

二つがある。ヴィデオゲームへの「焦点化」概念の適用は今まで、これら古典的なフレー

ムワークのいずれかに則っていたが、前者には、そのモデルに一般的な人間を前提してし

まう「人間主義的」偏向が、後者には、本来ジュネットが批判した視覚的な比喩にもとづ

いた援用があり、その可能性を制限してきた。この章では、この二つの問題点が、もとも

とジュネットのモデルに暗に存在した「自然主義的」な方針において結びついていること

を分析する。

　2章では、不自然な物語論のコンセプトを整理する。不自然な物語論は、従来の物語

論の「自然さ」を批判する。H.S.ニールセンによれば「自然さ」は、物語のテクストを、

現実世界におけるコミュニケーションと同様のモデルで解釈することを前提としている。

この前提は馴染み深い「語り手」概念を帰結する。本稿はこの「語り手」が、読者の「自

然な」読みを期待した、人称代名詞による修辞的効果にすぎないことを指摘する。ニール

センの「不自然化する読みの戦略」は、「自然さ」を相対化することで、物語の本来のポ

テンシャルを開く。本論はさらに、この「戦略」の政治的なポテンシャルをも示唆する。

　3章では、1・2章で整理した「不自然な物語論」的モデルを、ヴィデオゲームの分析

に適用する可能性を論じる。『Braid』、『PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS』、

『Her Story』、さらにグリッチを含むプレイスルーを例に、ヴィデオゲームにおける出来

事の提示の「手続き性」を論じる。また『SIREN』、『バイオハザード』、『Everything』を

例に、ヴィデオゲームにおける不自然な焦点化を論じる。最後に、ヴィデオゲームにおけ

る転説法的な契機を論じ、「操作」を物語論のモデルに位置づける。
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Narrative Never Goes Outside: Unnatural Narratology on Videogames

Euske Oiwa

Abstract

 This survey has two aims: 1) criticizing and refining and reformularization for concepts 

of  “mode” and “voice” in Genette’s structuralist narratology with unnatural narratology, which 

is a subset of  postclassical narratology; 2) then suggesting the possibilities of  narratological 

analysis of  videogames with the new model.

 In first chapter, we examine the concept “focalization”, which has been divided into two 

models: Genette’s and Bal’s. Application of  “focalization” in videogame analysis has been based 

on each of  the two for long. However, the former has ‘anthropomorphic’ bias that presupposes 

that narratives follow human expentiality; the latter depends on the metaphor of  ‘vision’ 

criticized by Genette, so both ways are limited. In this chapter we show the connection between 

these two problems under the “naturalist” policy which is originally embedded in Genette’s 

theory.

 In second chapter, we summarize the basic conception of  unnatural narratology. 

Unnatural narratology confronts “naturalness” in traditional narratology. For H.S. Nielsen, 

“naturalness” is led by the presupposition that we should interpret narrative texts with as 

same model as real-world communication. This presupposition has the familiar consequence: 

narrator. This survey indicates that the concept of  “narrator” is nothing more than a rhetorical 

effect caused by using personal pronouns and reader’s “natural” expectations. Nielsen’s 

“unnaturalizing reading strategies” dare to challenge “naturalness” and opens the essential 

fertility of  narratives. Moreover, this survey suggests ‘politic’ potentialities of  these “strategies”.

 In third chapter, we analyse several videogames with the unnatural narratological 

model we would have argued through the former two chapters. “Procedurality” in videogames 

is discussed with some examples: Braid, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 

and Her Story. Unnatural focalization is discussed with SIREN, Biohazard and Everything. 

Finally, we argue about metaleptic moments in videogames and posit player’s operation in this 

narratological model.
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はじめに

わたしたちが話していることはみんな…　ただの作り話だもの

̶̶『Her Story』

And all these stories we’ve been telling each other... just that... stories.

̶̶ Her Story

　『Her Story』は、「知る」ことのミステリをテーマに用いたヴィデオゲーム作品だ。あ

る殺人事件の容疑者への取り調べの記録映像を「観る」ことでプレイは進んでいく。イン

ターフェース上のフォームに、たとえば「殺人 (murder)」と入れて検索すると、3件の動画

がヒットする。それぞれ数十秒にも満たない動画を順に見ると、事件の日は 2月、被害

者はサイモンという名の人物だと、容疑者の証言からわかる。フォームに「2月 (February)」

あるいは「サイモン (Simon)」と入力すると、またいくつかの動画がヒットする。検索、推測、

閲覧を繰り返して、プレイは進んでいく。

　このヴィデオゲーム作品の「物語」とは何だろうか。サイモンが殺された事件。容疑者

の語る、信用できるかもわからない話。あるいはその動画をブラウザ上で見ている「誰か」

の経験。プレイヤーの操作は、インターネットブラウザやファイルブラウザに単語を入力

して、目当てのウェブページやファイルを探して、その中身を見るのとほとんど変わらな

い。『Her Story』は、いくら「プレイ」が進もうと、新たな能力が手に入ったり、空間を

移動したりするわけではない。最も重要な証言には、ある単語さえ入力すれば、事実上、

プレイスルーのいつでもたどり着くことができる。プレイヤーがそれを推理できれば。

　ではこの作品は、閲覧のややこしい「ミステリ小説」なのだろうか。インタラクティブ

フィクションと呼ぶには、物語の分岐もない。プレイヤーが何をしようとサイモンは助か

らないし、証言の内容も変わらない。ただそれを観る機会の順番が変わるだけだ。

　本論は、ヴィデオゲームの「物語論」的分析の、洗練されたモデルの提供を目的とする。

1970年代に成立した構造主義的物語論は、「物語言説」と「物語内容」、「叙法」と「態」、

そして「焦点化」と「語り手」という概念のフレームワークでさまざまなフィクション文

学作品を分析した。だがその理論には一部に混乱が含まれており、文学作品のみならず、

それをヴィデオゲームなどに援用するさいに、その十分な分析を妨げる温床となっている。
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　理論の再検討と洗練のために、ポスト古典的物語論の一潮流として 2010年代に登場し

た「不自然な物語論 (unnatural narratology)」のモデルを用いる。それは構造主義的物語論が暗

に有していた「自然主義」的側面を批判し、より広範な作品へ妥当に適用できるモデルを

模索する。本論は構造主義的物語論に含まれる問題点の批判からはじめ（1章）、「不自然な

物語論」の洞察の整理を経て、より洗練された概念を独自に定式化する（2章）。そして具

体的なヴィデオゲーム作品を分析し（3章）、その「物語」の在処を̶̶それが在れば
0 0 0

の話

だが̶̶探る。

1̶焦点化とキャラクター

1.1̶ジュネットにおける「焦点化」概念

　文学理論家ジェラール・ジュネット (Gérard Genette, 1930–2018)の物語論は、「叙法 (mood)」と「態

(voice)」との区分を重視する 1。ジュネットは、それ以前の物語の研究がそれら 2つを区

分できていない、と批判して言う。

〔…〕遺憾ながらその大半が、本書において私が叙法と呼んでいるものと態

と呼んでいるものとを混同しているのである。言い換えるなら、どの作中人

物の視点が語りのパースペクティヴを方向づけているのか、という問題と、

語り手は誰なのか、というまったく別の問題とが、あるいはより端的には、

誰が見ているのか、という問題と、誰が語っているのか、という問題とが、

混同されているのだ。［ジュネット (1985a),217］

　のちにジュネットは、この叙法の「誰が見るのか？」という定式化があまりに視覚的だっ

たとして、「誰が知覚するのか？」と再定式化する［ジュネット (1985b),68］。ジュネット自身、

「視点」「視野」といった視覚的なメタファーを退けて、「焦点化 (focalisation)」という用語を

導入した。ジュネットにおける「叙法」と「態」の分割は、「焦点化」と「語りの審級 2」

いう二つの概念に結実する。

　「焦点化」は、その物語世界に存在する物や起こる出来事について、どのような存在が
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それを知覚・認識しているか、にかかわる語だ。たとえば「シャーロック・ホームズ」シ

リーズでは、ベイカー街でのものごとは、ホームズの言動も含めて、ワトスンが見聞きし

たような内容が語られている。

唯一、私の心にかかっているのは、肝心のホームズがまだあらわれないこと

だった。〔…〕見るからに有徳のひとらしいイタリア人の司祭がひとり、荷

物はパリまで通しで託送したいのだと、片言の英語で懸命に赤帽に訴えてい

るので、見かねてちょっと口添えしてやり、それで数分がつぶれた。〔…〕

すでに車室のドアは閉じられ、汽笛が鳴りわたっている。と、そのとき―

「なあ、おい、ワトスン」と、声がした。「おはようの挨拶もしてくれないつ

もりかい？」驚愕をおさえきれぬまま、私はふりむいた。老いた聖職者がこ

ちらを見ていた。一瞬、顔の皺が消え、たれさがっていた鼻が上を向き、つ

きでていた下くちびるがひっこんで、口がもぐもぐ動くのもやんだ。どんよ

りとした目が耀きをとりもどし、縮こまっている背中も伸びた。だがそう思っ

たときには、顔つきも体の線もふたたびくずれて、ホームズはあらわれたと

きと同様に、瞬時にして消えてしまった。「なんてこった！」私は思わず声

をあげた。「ずいぶん驚かせてくれるじゃないか！」「まだまだ用心が肝要だ

よ」彼は声をひそめて答えた。［ドイル ,422–423,改段落を省略した］

　ワトスンはそれがホームズの変装と気づかずにイタリア人の司祭に対応しており、それ

はワトスン自身が気づくまで語りにも現われない。この一節はワトスンに「焦点化」して

いると言える。他方、モーリス・ルブランの「アルセーヌ・ルパン」シリーズには、以下

のような一節が見つかる。

今から三年前のことである。ブレスト発の列車がレンヌ駅に著いた時、その

一貨車の扉の破壊されているのが見出された。この貨車はブレジリアの富豪

スパルミエント大佐の借切ったもので、中には綴れ錦の壁布を入れた箱がい

くつも積込まれていたが、箱の一つは破られて、中の錦の一枚がなくなって

いた。スパルミエント大佐は、夫人と一緒に同じ列車に乗っていたが、これ

を知ると、鉄道会社に談判を持ち込んで、一枚が盗まれても他の物の値打ま
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で非常に下がるからとて、莫大の損害賠償を請求した。問題は起った。警察

は犯人の捜索に主力を集中した。鉄道会社でも少なからぬ懸賞金を投じてこ

れに声援した。〔…〕同夜サンラザール停車塲で、一刑事のために彼の錦が

一行李の中から発見された。この窃盗はルパンの失敗に終った。これを聞い

たルパンは怒り絶頂に達して、直ちに筆を取って、スパルミエント大佐に一

書を送った。それにはこう書いてあった。［ルブラン］

　この地の文の記述は、それぞれのキャラクターや組織とつねに行動をともにする人物が

報告した状況ではない。大佐、警察、ルパン全員の状況に居合わせた
0 0 0 0 0

人物がいると想像す

るのは「不自然」だ。このように、ある物や出来事について提供される情報のパターンが

ひとりの人物を認識させないものを、ジュネットは「非焦点化 (non-focalisation)」あるいは「焦

点化ゼロ (focalization zero)」と呼んだ［ジュネット (1985a), 222］。ジュネットが作者を「全知」とみ

なすように［241, 243］、物語の世界に存在する物や起こる出来事について、作者は、実際に

書くにせよ書かないにせよ、権利的には自由に書くことができる。以上に引用した一節で、

錦が停車場にあることを、早速冒頭に書いてもよいし、書かなくてもよい。いっぽう物語

世界内の刑事はあくまで、捜査が開始して、夜になってようやく錦がそこにあることを知

るのだ。錦を発見した刑事を試しに「私」と書き換えてみると―「私が彼の錦を一行李

の中から発見した」―、遺失の状況やルパンの怒りに「私」が居合わせたとは思えない

のだから、「三年」のあいだにせいぜい後日譚で聞いたか、「私」がテレパシーや千里眼の

能力をもっている、と考えないかぎりは「不自然」な文章となる。

　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。

　H.S.ニールセンはジュネットの言説を整理し、「焦点化」概念を、「視点へのアクセス

の制限 (restriction of  access to point-of-view)」と、また「焦点化ゼロ」を「無制限 (nonrestriction)」と再

定式化した［Nielsen(2013),75］。

1.2̶ 「外的焦点化」の人間主義

　しかし、ジュネットによる「焦点化」のカテゴライズは、3つに分けられている。①「焦

点化ゼロ」と、②「内的焦点化 (internal focalisation)」、そして③「外的焦点化 (external focalization)」だ。
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本節ではこの「内的／外的」という区別が「焦点化」概念に本質的でない点を批判し、そ

の擬人的 (anthropomorphic)ないし「人間主義的」偏向を指摘する。

　内的焦点化と外的焦点化について、ジュネットは以下のように特徴づける。

すなわち、①「全知の語り手による物語言説」あるいは「背後からの視像」

を焦点化ゼロ、②「視点のある、反射人物のいる、選択的全知の、視野の制

限された物語言説」あるいは「ともにある視像」を内的焦点化、③「客観的、

行動主義的な技法」あるいは「外からの視像」を外的焦点化、といったよう

に整理したまでである。［ジュネット (1985b),70,番号は引用者による］

　ジュネットは自身が批判している「視覚」の比喩をここで再導入してしまっており、そ

れが混乱を招いている。順に指摘しよう。「焦点化ゼロ」と「内的焦点化」との区別は、

全知すなわち無制限と制限とのあいだにあるが、「外的焦点化」において「制限」はその

定義に含まれない。また「背後からの視像」と「外からの視像」はどのように区別されて

いるのか。そもそも「全知の語り手」と言い換えるとき、ジュネットが慎重に区分した「誰

が見ているのか」と「誰が語っているのか」があいまいにされている。

　ジュネットが外的焦点化の小説の例に挙げるのは、ダシール・ハメットによるものだ。

〔…〕彼〔ハメット〕の作品の主人公はたしかにわれわれの眼前で行動する

のだけれども、主人公の思考や感情については、われわれは決して知ること

ができない。［222–223］

　ジュネットはこの技法について、そうした抑制が物語の中に生む「一つの謎の存在」が、

文学的な発展に貢献してきた、と指摘する。たとえばジュール・ヴェルヌ『八十日間世界

一周』の主人公フィリアス・フォッグの心中が描かれず、謎めいた人物として描かれてい

ることが、のちにその内なる高潔さが明らかになることで読者を引きつける［223］。「外的

焦点化」と呼ばれる技法の採用にはそうした文学的な効果は期待されるが、それを「内的

焦点化」と区別するとき、その区別は、「焦点化ゼロ」との区別とは異なる基準を採用し

ている。

　内的焦点化とは、前述のワトスンのように、一人の人物に焦点化するにせよ（内的固定焦
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点化）、『ボヴァリー夫人』のように複数の人物を移り変わっていくにせよ（内的不定焦点化）、

『藪の中』や書簡体小説のように複数の人物への焦点化を並べるにせよ（内的多元焦点化）［222］、

いずれも、その人物の外見や行動だけでなく、思考や感情に言及する点で「内的」なのだ。

ある人の思考や感情は、当人が申告しないかぎりは、その人にとって私秘的にとどまる。

たいして「外的」な焦点化は、ある人物を対象として注目しながら、その思考や感情には

立ち入らず、外面から判断できる要素だけにアクセスできる。これが、人物と「ともにあ

る視像」か「外からの視像」かという視覚的比喩を導く、あるいはそれらから導かれてい

る。だが、アクセスが無制限であるような「焦点化ゼロ」では、あらゆる人物の思考や感情、

たとえばルパンの怒りの感情もそのアクセスの対象になる。焦点化ゼロから内的不定焦点

化および内的多元焦点化を区別するのは、その言説が複数の人物の感情や思考への「アク

セス」を開示していることではなく、キャラクターどうしがおたがいには内なる思考や感

情を直接にわからないという、物語内的な相互のアクセスの不可能が、それぞれのキャラ

クターどうしを切り替えるような物語の構造を作っているという点だ。

　「内的焦点化」とは、アクセスされる内なる思考や感情が、あるひとりの人間だけに限

定されるような焦点化を指す。だがそこでは、テレパシーをもった存在や、さらに千里眼

的テレパシーをもった存在への焦点化は無視されている。あるいは、ひとつの意識が複数

の人体にまたがるために、知覚は複数の時空間を見ていながら思考や感情はひとつである

存在や、同じ感情と思考をもつはずのドッペルゲンガーが自身を見ながら客観的に描写す

るような状況を、いかなる「焦点化」と呼べばよいだろう。この後者については、ジュネッ

ト自身、「内的焦点化」を採用しているとされるテクストの多くに見られる不自然さとし

て指摘している。

われわれのいわゆる内的焦点化が、完全な厳密さをもって適用されることは

稀でしかないという事実も、指摘しておかなければならない。実際、この物

語叙法の原則自体が含意するところをごく厳密に受け取るなら、焦点人物は

決して外部から描かれてはならないし、指示されるようなことすらあっては

ならない。［ジュネット (1985b),225］

　ジュネットはその例として、スタンダールの『パルムの僧院』の一節を挙げる。
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ファブリスはためらわずに、馬からおりると死体の手をとって、それを強く

振り動かした。それから放心したかのように彼は立ちつくした。彼には、も

う一度馬に乗るだけの気力があるとは感じられなかった。彼を怖がらせたの

は、とりわけ、死体の見開かれた片方の目だった［225］。

　ファブリスという人物の感情にアクセスできていながら、その行動はまるで「外からの

視像」のように描かれている。それをファブリスから見た知覚であると考えるのは不自然

だ。『内的独白』や「意識の流れ」を採用した作品でのみ、純粋な内的焦点化は可能にな

るとジュネットは言うが、むしろそこでは、視像や、内的焦点化においても当然であろう、

他者の思考や感情へのアクセスの不可能を定義とする外的焦点化は、自律した区分として

は明確に区別しがたくなる。ジュネットは、ヴェルヌ『八十日間世界一周』について、そ

れをフィリアスへの外的焦点化と形容してもパスパルトゥーに対する内的焦点化と形容し

ても「どちらでもかまわないなどと言ったことは一度もない」と言いながら、「フィリア

スについてわれわれが入手する情報に関する限りは二つの姿勢は等価であり、この点で両

者の区別は無視しうる」と述べる［ジュネット (1985b),79］とき、その区分はテクストの上で手

に入る情報から読み取れるものではなく、「語り手」が、その語りを誰の「視点」へと一

致させて書いているか、という水準へと退いてしまう。

　ジュネットは「外的焦点化」をこうも特徴づけている。

〔従来「全知」と呼ばれていた、充全な情報を読者に与える無制限性にたい

して〕一方、情報の選別〔…〕に用いられる手段が、設定された焦点であ

る。内的焦点化の場合、焦点は一人の作中人物に一致し、〔…〕この知覚に

は、彼自身を対象とする知覚も含まれる。〔…〕それに対して外的焦点化の

場合だと、焦点は語り手が選んだ、物語世界の中のある一点、ただしどの作

中人物でもないある一点に設定される。したがって、いかなる作中人物の思

考についても、情報が提供される可能性はまったくない―この点が、若干

の現代作家たちの『行動主義的」な立場にとって、好都合なのである。［ジュ

ネット (1985b),79］

　この「設定された焦点」という比喩が、「視点」「視野」という視覚的な比喩を退けたと
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しても、「ひとりの人間的な知覚」を比喩していることには疑いがない。知覚、行動、判

断、感情があるひとつの限界づけられた身体のなかにあり、その身体がまた他の存在にとっ

て可視的であるような「人間」が、内的焦点化と外的焦点化とを区分する概念である。マ

リーという人物が、自身の感情や思考と同時に、つねにジムの背後に据え付けられた仮想

のカメラからの映像を得ている……という奇妙なキャラクターが物語に存在するとき、「内

的／外的」という区分はうまく働かない。この「内外」という比喩自体人間が自然に慣れ

親しんでいる、皮膚や眼球という界面に象徴される、内なる感情と外見との区別にもとづ

いた、非常に人間主義的また自然主義的なものなのだ。ニールセンは、ジュネットの「焦

点化」を再考するためのひとつの例に、ブレット・イーストン・エリスの『Glamorama』

の一節を引用している。

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。

［Nielsen(2013),78］

　ニールセンはこれを「語り手が、同時に全知でも無知でもある (at once omniscient and ignorant)

ように見える、パラドキシカルな状況」と述べる 3。だがこの不自然さは、ニールセンも

このあとに自身正しく指摘しているように、「私」という代名詞が要求する「語り手」と

いう形象を通じて、リムジンに気づかない人物と、リムジンに気づかないことを知ってい

る人物とが一致させられるために起きている。「私」を「彼」に置き換えてみよう。

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。

　このように置き換えるだけで、語りは自然さを取り戻す。ジュネットの区分でいえば「異

質物語世界的な外的焦点化」である 4。
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　元の文章が「パラドックスに見える」のは、ひとつの存在が知っていること、つまり自

身の知識や感情を含めた知識の総体のなかに、自身の知らない情報まで含まれるように思

われるためだ。「外的焦点化」は、その「焦点」から知ることのない情報を、人物の内な

る心理に恣意的に限定することで特徴づけられる概念なのだ。

　以上のようにジュネットの「外的焦点化」カテゴリは、情報の制約という「焦点化」の

性質ではなく、人間をモデルに設定される「焦点」によって特徴づけられるために、焦点

化ゼロと明確な区分をもつことができない。また同じ理由で、「内的焦点化」とも明確な

区分をもてない。

〔ジュネットが「等質物語的な外的焦点化」に「もっとも似ている」と形容

する、アルベール・カミュの〕『異邦人』の物語叙法は、主人公＝語り手が

自分の（時によって生じることもある）思考を報告しないという意味におい

て、「心理的な」面では客観的である。これに対して知覚の面では、それは

「客観的」ではない。というのもこの作品では、〔主人公〕ムルソーが「外部

から」眺められている、とは言えないからだ。のみならず、外的世界と他の

作中人物たちにしても、それらがムルソーの知覚領域にはいってくる限りに

おいてのみ（そしてそこにはいってくるにつれて）作品に現われてくるので

ある。〔…〕あるいは『異邦人』の叙法は、むしろ内的焦点化なのであり、もっ

とも正確な全体的定式は、おそらく、「思考についてのほぼ全面的な黙説法

を伴った内的焦点化」といったところになるだろう。たしかにこの定式は一

段と正確である。けれども、〔…〕これはまことに面倒な定式だ。そしてこ

れは、面倒であると同時にとりわけ偏向した定式でもある。というのもこの

定式は、ムルソーは何かを考えているのだ、と恣意的に仮定しているからだ。

［ジュネット (1985b),131–132］

　ジュネットは「黙説法」を「所与の一事実を避けて迂回している」「全体を支配する焦

点化のコードにおいて原理的に要求されるよりも少ない情報しか与えないタイプ」［ジュネッ

ト (1985a),228］の叙法の変調として述べる。この「原理的に要求される」という形容に、焦

点が一致している人物が、思考と感情を合わせもちながら可視的な身体をもって行動する

「人間」であると恣意的に仮定されているのだ。ジュネット自身恣意的だという「ムルソー
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は何かを考えている」という仮定は、「実はムルソーはぼうっとしていて特に何も考えて

いない」どころか、「ムルソーは、人間と同じように反応したり自律した行動をするが思

考や感情を一切もたない、ゾンビのような存在である」ように読むことを同時に恣意的に

無視することで、それが人間
0 0

による「黙説法」であるように考える。つまり、それは本来

「内的な」焦点化のありうる存在だと恣意的に前提されているのだ。

自然な〔物語の〕枠組みでは〔…〕、すべてのキャラクター -語り手〔キャ

ラクターはみな、その世界のなかで何かを語りうる〕が内的に焦点化される

ことが期待される。［Nielsen(2013),68］

　ジュネットがアガサ・クリスティ『アクロイド事件』における核心的な情報の隠匿を「黙

説法」とみなし、その人間的で自然な動機を見出すとき、それは、その殺人者が「私」と

呼称されることで、語り手と一致しているように読まれるために推定されているにすぎな

い。そこでは作者による語りのデザインと、キャラクターの動機とが、両者が「語り手」

という形象を用いて一致していることで、自然に重ね合わされている。

1.3̶バルにおける「焦点化」の視覚主義

　ミーケ・バル (Mieke Bal, 1946–)による「焦点化」概念をジュネットは「焦点化を語りの審

級として扱おうとする誤った意志が働いている」と批判している［ジュネット (1985b),76］。す

なわちジュネットが区分した「叙法」と「態」との混同を犯しているのだ。バルは「焦点

化」をこう定義している。

焦点化は、「視界 (vision)」つまり見ている行為者と、見られているものとの関

係である。この関係は、物語のテクストの内容、話の一部となる。Cがし

ていることを Bが見ると Aが言う。〔…〕焦点化の定義は、関係、そしてそ

の関係の両極である、焦点化の主体と客体を指すのであり、それらはかなら

ず分離したものとして考えられるからだ。焦点化の主体すなわち「焦点主体

(focalizor)」は、要素がそこから見られるような点である。その点はキャラクター

（これも物語の要素である）にある (lie with)こともあれば、その外にあること

もある。焦点主体があるキャラクターと一致するとき、そのキャラクターは
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他のキャラクターにたいして優越した立場に置かれる。読者はそのキャラク

ターの目とともに (with)見て、原則的に、そのキャラクターによって提示さ

れる視界を受け入れるのだ。［Bal,146］

　ここで「焦点」が「視点」ないし「視線」と同じ意味をもっていることは明白だろう。

問題は視覚的な比喩ではなく、志向する主体と対象との関係になっている点だ。フレイ

ザー・アリソン (Fraser Allison)は、ジュネットにおける焦点化の概念はあくまで「テクスト

の受動的な性質 (a passive property of  the text)」であると指摘する［Allison,3］。同様にジュネットも、

「焦点化」という語の語用について、バルとの違いを強調している。

私の考えでは、焦点化をおこなう作中人物というのも、焦点化された作中人

物というのも存在しない。焦点化されたという表現は物語言説そのものにし

か適用してないし、また焦点化をおこなうという表現は、たとえ何者かに適

用されるとしても、それは物語言説に対して焦点化をおこなう人物すなわち

語り手―あるいは虚構の約束から逸脱してもかまわないなら、作者その

人、言い換えれば焦点化をおこなう、またはおこなわない権限を語り手に譲

渡する（または譲渡しない）人物―に対してでしかないはずだ。［ジュネット

(1985b),77,下線引用者］

　ここでジュネットは焦点化という行為が、作者あるいは語り手によってなされる物語の

デザインであるとみなしている。ある物語のテクストそれ自体がそのデザインによって、

「焦点化ゼロ」になったり「内的固定焦点化」したりするのだ。たいしてバルは、物語世

界で起こる、あるキャラクターが誰かや何かを見るという志向的な関係自体がまず「焦点

化」であるとみなす。

　バルは「物語を話す行為 (speech act of  narrative)は視界 (vision)とは異なるものだ。記憶、知覚、

思考もまた話されるものだ」と述べるが［Bal,146］、それは叙法と態との区別や、物語内容

と物語言説との区別ではなく、上述したように、読者がその物語のテクストを読むことと、

ある視点に同一化して物語世界を見ることとを混同している。言い換えれば、バルは「物

語を話す行為」と「視界」とを切り分けながら、「物語を聞く行為」と「視界」とを混同

してしまっている。
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　だがこのように、語りが「ある対象を志向する」ことにおいて、ある「焦点」からの知

覚とそれが語られることとを混同する誤謬は、前節で確認したとおり、ジュネットの「外

的焦点化」の概念にすでになかば埋め込まれていたものだ。これを「ジュネットの理論に

おけるバル的契機 (Bal’s moment in Genette’s theory)」と呼ぼう。前節でも触れたように、ジュネッ

トは「フィリアスへの外的焦点化」と「パスパルトゥーに対する内的焦点化」との理念的

な区別を主張しているが［ジュネット (1985b),76］、バルはそれを主体と客体の関係だと誤読し、

さらに焦点化概念をそれに還元する。ジュネットがもともと危惧していた混同が、そもそ

も「外的焦点化」という概念の「両義性 (ambiguity)」に由来している。ジュネットにおける「焦

点」が、知覚・思考・感情などが人間において収斂することを比喩していたように、バル

の「焦点主体」も人間をモデルにしており、両者はともに恣意的に「人間主義的」ないし

「自然主義的」なのだ。

　そのためむしろバルにおいては、「内的焦点化／外的焦点化」との区別が、ジュネット

における「等質物語世界的／異質物語世界的」という概念の区分と混ざり合う錯綜を起こ

している。

焦点化が、その話のなかに行為者として参加しているあるひとりのキャラク

ターにあるとき、それを内的焦点化ということができる。〔たいして〕外的

焦点化という語によって指すものは、話の外に位置する匿名の行為者が、焦

点主体として機能するときだ。［Bal,148］

　これをジュネットは、「〔バルにとっては〕内的焦点化の場合には、焦点対象は同時に焦

点主体でもあり（「《焦点化された》作中人物が見る」）、外的焦点化の場合は、焦点対象は

単に焦点化されるだけ（「彼は見られるだけで、見ることがない」）であるらしい」と呆れ

ながら整理して［ジュネット (1985b),76］、自分の理論が想定した構造との違いを強調する。

　前節で確認したように、離れた場所にいるあらゆるキャラクターについてその状況を知

覚しながら、内なる思考や感情までは知ることができない「千里眼的」な存在が、その世

界に存在し、他のキャラクターからもその存在を認識されているような物語は充分想像で

きる。この例は、「全知」でありながら、それぞれの定義や特徴づけ、「内的」な焦点化と

も「外的」な焦点化とも言えてしまう。

　「焦点化」概念を両義的にしてしまうバル的契機は、すでにジュネットのなかに埋め込
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まれており、その曖昧さは、ジュネットが重視したはずの叙法と態の混同、物語言説と物

語内容との混同を呼び寄せている。

　ところでアリソンが正しく指摘するように［Allison,3］、バルによって再び「視点」へと近

づけて再定式化された「焦点化」は、絵画や映画やヴィデオゲームなどの視覚的メディア

に適用されやすくなった。本論はのちに、「一人称視点」「三人称視点」という概念の不適

切さとともに、バルによる「焦点化」がそもそも「視覚」にもとづくゆえに起こしている、

ヴィデオゲームの物語論的分析の「あいまいさ」を指摘する。

1.4̶ニールセンによる「不自然化」を徹底する

　本節では、1.1節で紹介した、ニールセンによる「視点へのアクセスの制限 (restriction of  

access to point-of-view)」という「焦点化」概念の定式化を、ニールセンの議論とともに詳説する。

　ニールセン (Henrik Skov Nielsen)は、ジョン・アルバー (Jan Alber)やブライアン・リチャード

ソン (Brian Richardson)、ステファン・イヴェルセン (Stefan Iversen)とともに「不自然な物語論 (unnatural 

narratology)」を提言している［Alber et al.(2012,2013)］。

　「焦点化」に関するニールセンの主眼は、ジュネットが提示した「叙法」と「態」との

区別を徹底することで、物語を理解する「自然な (natual)」フレームワークにとらわれない、「物

語を不自然化する読み (unnaturalizing reading)」の実践を確立することにある［Alber et al.(2012,2013), 

Nielsen(2013,2016)］。

フィクションにおける叙法と態とを切り離したジュネットの洞察は、〔たと

えば『白鯨』のイシュマエルのように〕焦点化ゼロと等質物語世界的な物

語との組み合わせのような、不自然な思考の表象 (mind representation)さえ、（明

らかその必要がないとはいえ）採用できる点にある。さらに、この組み合わ

せの原則はジュネットの例を超えて拡張できる。内的焦点化と「あなた」語

り (you-narraton)との組み合わせ、外的焦点化と「わたしたち」語り (we-narration)

との組み合わせなどといった不自然な組み合わせを含むこともできるのだ。

［Nielsen(2013),68］

　叙法と態を分裂したことで可能になるその機械的な組み合わせによって、現実世界のコ

ミュニケーションに類比した自然な語りにこだわることなく、千里眼や、二人称のフィク



- 16 -

ションなどを議論の俎上に挙げることができる。

　「内的焦点化／外的焦点化」の区分が、本来ジュネットが退けていた、「見る」行為と「語

る」行為との自然主義的混同にもとづいてしまっていたことを思い出そう。先のエリスの

例のように、作者は、その「焦点」に一致するキャラクターの知らないことを、そのテク

ストに記すことができる。「外的焦点化」とは、バルが「対象 (object)」と呼ぶ、語りの中心

的な主題となる人物に関わるものとして定義されるべきではなく、ただ、あるキャラクター

に内的焦点化していたり、あるいは、世界中を見渡しながらその特定の人物にしばしば注

目しつつも心中の考えなどを把握することのできない「意識ある雲」に焦点化していたり

するときに、特定の人物へと注目する語りの、偶然的な属性として指すべきである。「外

的焦点化」の性質は、叙法ではなく、ある焦点化からはアクセスできないものについて言

及するという、作者による語りのデザインなのだ。

　「焦点化」の区分は、ニールセンの指摘通り、「視点へのアクセスの制限、あるいは無制

限の選択といえば、意味は完全に通る」［75］。つまり、いかなる「視点」を基準とするか、

という種別に求められるだろう。だがその「制限」を、ニールセンはなおも人間主義的な

モデルにを中心に解釈するため、「内的／外的」という区分を保持する。

かくして、ゼロ焦点化においては、視点へのアクセスの制限がない（ゼロ）。

内的焦点化においては、一人あるいはそれ以上のキャラクターの視点へのア

クセスの制限がある。外的焦点化においては、キャラクターの外的な視点へ

のアクセスの制限がある。［75］

　ニールセンにおける「組み合わせの原則」は、叙法すなわち焦点化と態との掛け合わせ

からなるのだが、その焦点化について、ジュネットの「六分類」と同じ三パターンのカテ

ゴライゼーションが保持されている。アクセスの対象として「視点」と「知覚 (perceive)」、

また「心理 (mind)」とを同一視する点からも窺えるように、ニールセンはやはり人間的な

形象の恣意的な採用を維持している 5。「キャラクターの外的な視点」とは、バル的な「客

体 (object)」をその制限の性質にしているにすぎない。

　ジュネットが「見る (see)」と「知覚 (perceive)」に置き換えたように、ニールセンの定式も

また直後でこう正しく書き直されている。焦点化とは「知覚へのアクセスの制限 (restriction 

of  access to [] perceiving)」である。この定式をもとにすれば、「外的焦点化」というカテゴリは、
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なぜかある一人のキャラクターに拘泥しながら、その内なる思考や感情についてはアクセ

ス権をもたない、知覚の制限のありえるひとつのタイプにすぎない。

　人物、テレパシーをもつ人物、他人の心を読めるが誰の心かを判別できない能力をもつ

人物、雲、全知の神 6、ある人物についてのみ全知でない存在。あるフィクションの世界

について、それぞれ独自の情報の取得のしかたをもつ多種多様な存在を想定することがで

きる。さらには、世界のありかたが変われば、そこにいるのが人間の身体をもった存在だ

としても、現実世界とは異なるような情報のセットを取得することになる。

　ある世界のなかに存在するさまざまな物や出来事にたいする「無知 (ignorance)」が、一貫

性をもって組織化されるとき、それは焦点化可能なモデルを提供する。作者はその無知も

含めて、世界についての情報をテクストに書き起こすことができる。

1.5̶焦点化のスイッチャーとしての作者

　ニールセンは、叙法と態、それぞれのさまざまな種類を組み合わせることで、「現実生

活の語りに似ている」種類以外のものすなわち「不自然な物語」を含む語りのパターンを

帰結することができる、と考える［Nielsen(2013),90–91］。

　焦点化すなわちそのアクセスへの制限が、物語世界にさまざまに存在する。そしてその

キャラクターが何かの行為を行うとき、その制限された知覚にもとづいて、その行為の実

行が判断されている。繰り返せば、このキャラクターはかならずしも人間的な知覚をもっ

ている必要はない。その点で、この「判断」をかならずしも人間的な動機や生理的なシス

テムとしてのみ捉える必要はない。世界に住まうキャラクターは、特定の知覚の、制限さ

れたもしくは制限されないパターンをもつのだ。

　叙法と態との組み合わせを、ニールセンは「キャラクターと作者との関係」とみなす［68］。

〔…〕つねに物語の内側にいるキャラクターと、つねに物語の外側にいて、キャ

ラクターの思考と視点への読者のアクセスの制約を選択する作者とのあいだ

に〔ジュネットのシステムの背後にある組み合わせの論理の力は〕ある。［90］

　キャラクターは知覚の制限のモデルとして世界に存在し、その世界を語る作者によって、

その語りに採用されていたり採用されていなかったりする。前節で引用した『Glamorama』

の一節では、人間的な知覚の制限をもった「私（1.2節での大岩による改変では「彼」）」が世界に存
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在する。「私」は、注意不足なのか、背中を向けていたのか、リムジンの存在には気づい

ていない。だが作者は当然リムジンの存在やその特徴と、また「私」の、リムジンに対す

る無知 (ignorance)を書くことができる。それは、「私」という制限と、アクセスの無制限す

なわち全知とを、切り替えるあるいは混合して、作者はテクストを編んでいるということ

だ 7。

　キャラクターと作者という二つの要素は、ジュネットにおける「誰が知覚するか」と「誰

が語るか」の区分に対応する。ニールセンは後者を、「誰が、この知覚へのアクセスの制

限あるいは無制限を選択するのか (who chooses the restriction or nonrestriction of  access to this perceiving)」[76]

と置き換えている。

ジュネットの「焦点化」の理論は、実際は、キャラクターと作者とのあいだ

の関係についての関係理論 (relational theory)である。そのシステムの本質的な部

分は、作者が、思考や知識へのいかなるアクセスないしは非アクセスを、キャ

ラクターの語りを含む、あらゆる種類の語りに組み合わせることができる点

にある。それが可能になっているのは、まさしくそのシステムが叙法と態と

をシステムが切り離しているためだ。［68］

　物語のテクストは、作者によって作り出される (invented)［Nielsen(2013,2016)］。作者によって

語られることで作り出される世界には、さまざまな物が存在し、さまざまな出来事が起こ

る。

　出来事には、内なる思考や感情のように、視覚や聴覚によって容易にアクセスできない

タイプのものも存在する。そして、それらそれぞれにたいするさまざまな知覚のアクセス

の制限されたパターンが、その世界にいる存在者の知覚を特徴づける。自身はあらゆる情

報に全知的だが、基本的に他者にはその存在を知覚されない超越的存在もいれば、存在を

知覚されうる存在者もいる。全知的ではないが、ある程度の空間的な範囲で、他者の内な

る思考や感情にアクセスできる存在者もいれば、それが時間的な範囲や、より複雑なパター

ンを持っている場合もある。主に視覚的・聴覚的な知覚に特化していながら、他者の内な

る思考や感情にアクセスできない存在者もいる。これはおおむね人間的な知覚である。当

人は人間的な知覚をもちながら、なぜかその外見へのアクセス権を、時空間を問わずほか

のあらゆる存在者が有している場合もある。いくつかの人間的な身体が、ひとつの思考や
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感情を共有している場合もある。「ひとつの共通した意識をもつゾンビたち」を考えると

わかりやすい。そのゾンビ（たち）は、決して全知ではないが、それぞれの居場所から見聞

きできるものを共有しており、たとえある個体が背後から人間に襲われようと、他の個体

の知覚の範囲にあれば、その個体は背中越しに防御することができる。

　そうした多種多様な知覚の制限のパターンを、作者は、物語を記すときに、切り換え

(switch)ながら書く。あるいは切り替えずに書く。その知覚のパターンには、人間や動物、

あるいは全知のような、人間にとって馴染み深い、自然な、あるいは慣習化された［Alber 

et al.(2012)］存在がいる。テレパスなども、SF小説や神秘小説の普及にともなって慣習化し

ている。

　その切り換えは離接的である場合もあるし、遷移的な場合もある。柴崎友香の『寝ても

覚めても』の一節を引こう。

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。隙間はどんどん大きくなり、

やがて街を越えて海のほうまで雲のない場所が広がっていった。［柴崎 ,312］

　語りの焦点化は、まずこの直前の、ビルの中から外を見ている描写と合わさって読み取

れる、「わたし」と指される人間的な知覚から始まっている。「見上げるのよりも」という

フレーズが、『Glamorama』の「気づかずに (not noticing)」に対応する。一文のなかで、焦

点化つまり制限を乗り越える (transgress)記述があり、語りの焦点化は、はるか上空から見下

ろす知覚を含むようになる。直前に言及された「カラス」の知覚としてとらえるのが自然

だろう。だが引用した最後の二文では、カラスの飛行時間のあいだの認識や関心、知覚可

能距離とは思えない壮大なスケールの知覚へ至る。このとき焦点化は、この世界にある情

報にたいする、ありうるさまざまな知覚の制限や偏向のパターンを、スライドするように

スイッチ
0 0 0 0

している。このスイッチングを一手に担うのが、物語を書いて (render)、その世界

で起こる出来事を創作する (invent)作者なのだ。
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1.6̶キャラクターのアイデンティティ

　しかし、前節でも形容したように、キャラクターはあくまで知覚の「モデル」である。

柴崎の記述で、最後にあまりに遠方、そして長い時間まで知覚が広がるとき、そのような

知覚をもっている主体を想像するのは容易ではなく、それは一見「焦点化ゼロ」に見える。

　たとえば、この前出の引用部の終わりに、「彼はそれをじっと満足そうに見て、遠くの

海に雨を降らせる。降雨は気圧に影響して、上空の風の流れを変え、やがてある山間部の

上空の雲が晴れる。その隙間から射した光を、ちょうどそこまで飛んでいたカラスへと注

いだ」とでも加える。するとそこには、全知かはわからないが、長大なスケールで世界の

出来事を把握し、かつ行為することのできる超越的な存在が読者に想像される。かくして、

「積乱雲は北へ移動し、西にはもう雲の隙間ができた。隙間はどんどん大きくなり、やが

て街を越えて海のほうまで雲のない場所が広がっていった」という描写は、遡及的に、そ

の超越的な存在の「眺め」かのように思われる。

　焦点化ゼロがキャラクターとしてのアイデンティティをもつのは、定義上、全知者とし

てだ。だがそれは、その世界についてかならず全知である作者が、無数の焦点化を自由に

スイッチングしているのと、区別がつかない。ニールセンにおける叙法と態との徹底的

な区別は、「焦点化の選択は知識の選択ではない (The choice of  focalization is not a choice of  knowledge)」

［Nielsen(2013),75］という区分にもとづくが、焦点化ゼロにおいては、その区別が自然に見え

なくなる。

語り手のもつ知識は、一般的にいって、〔視点の〕制限の選択とは無関係で

ある。ここで、全知 (Omniscent)と知識はここでは実際的な役割をもつことは

ない。［75］

　「無制限」という定式どおり、全知者は知覚の臨界をもたないために、アイデンティティ

を際立って認識されづらい。終始焦点化ゼロで記されてきた小説の最後で、あるキャラク

ターが「ずっとわたしたちを見つめてくださってきた方がいた」と呟いて、それに続けて

地の文「私はその言葉にそっとうなずいた」とでも記されれば、そこにアイデンティティ

が認識される。

　知覚のパターンが継続的なアイデンティティをもつことで、それは世界内に存在する

キャラクターと同定される。テクストにあらわれる情報の制限から読者が認識する、ある
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いはそうなるよう作者が記すものだ。人間の視界や視力程度の情報が継続して現われ、そ

の知覚される対象が適切に、たとえば街中の様子へと順に言及していれば、「私は歩いて

いる」「彼は歩いている」と明確に述べられなくても、その知覚のパターンにはアイデンティ

ティが認識される。先の柴崎の例のように、そのパターンが遷移するとき、「私」や「彼」

などの代名詞、あるいは固有名詞や一般名詞で名指されていないかぎり、そこに包括的な

アイデンティティを見出すのはむずかしい。上空から地上の人々を見下ろす視点が「カラ

ス」の知覚だと推測できるのは、直前に言及された「カラス」を、知覚能力のある動物だ

と読者が知っていて、その視界を想像できるからだ。街を遠く見下ろすことができる視点

は、ビルという巨大な物体が、人間は窺い知れぬ知覚をしている視点かもしれないし、「私」

が、ふつうの人間ではない、千里眼や、極端に高度な視力を持っていても、同様の描写か

ら推定される焦点化として読むことはできる。多くの読者はこの文章に、人間、動物、ま

た焦点化ゼロという、慣れ親しんだ (conventionalized)、典型的な知覚のパターンに偏向して読

んでいるにすぎない。

　このような「不自然な」焦点化の可能性を穿つことは、ニールセンが但し書きしている

ように、「明白にその必要があるわけではない」。だが必要とは別に、そしてときにはそう

せざるをえないテクストに出会ったときに、「不自然な精神の表象の範囲を採用できる」

点に、ジュネットの叙法と態との分離および「不自然な物語論」の射程がある。
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2̶不自然さと代名詞

2.1̶不自然な物語論

　「ポスト古典的物語論 (postclassical narratology)」とは、デヴィッド・ハーマン (David Herman)によっ

て提示された用語で、フランスの構造主義者（ロラン・バルトやクロード・ブレモン、ツヴェタン・トド

ロフやジェラール・ジュネットら）やドイツの伝統的な物語論（エベルハルト・レマートとフランツ・カール・

シュタンツェルら）の仕事を含む「古典的な物語論」に、新たな方法論や仮説を加え、従来の

構造主義的なモデルより広い範囲で物語を研究する潮流を指す。シュロミス・リモン=キー

ナンやシーモア・チャットマン、ジェラルド・プリンスによる 1970年代から 1980年代

の仕事以降、物語論の脱構築やそのイデオロギーの再考が必要視され、さらに映画研究や

可能世界論を取り込んだ［Alber and Fludernik,1–2］。

　「不自然な物語論 (unnatural narratology)」は 2000年以降に現れた「ポスト古典的物語論」の

一領域であり、アルバーやニールセン、イヴェルセン、リチャードソン、マリア・マケラ

(Maria Mäkerä)らを中心とする。「不自然 (unnatural)」をキーワードに、従来の物語論の「自然

(natural)」のイデオロギーを再検討および拡張する試みである。「不自然さ」という用語が

指す範囲は広くとられ、論者それぞれによる意味づけが「隣接しながら重なった定義」［Alber 

et al.(2013),3］をもたらしている。

　アルバーにおける「不自然な物語」の意味づけは広く、「物理的に、論理的に、または

人間にとって不可能なシナリオや出来事」を含む物語を指す。アルバーはおとぎ話や幽霊

話、SFなど慣習化されたものと、ポストモダニズムにおける異化的な不自然さとを区別

しつつ、両方を扱う。論理的な不可能さとは、ロバート・クーヴァー『ベビーシッター』

における両立しない出来事の並置などを、また人間的な不可能さとは、サルマン・ラシュ

ディ『真夜中の子供たち』にあるような、テレパシー能力をもつ一人称の語り手などを指

す。リチャードソンにおける「不自然」は「反模倣的 (anti-mimetic)」という語とほぼ同義で

あり、ウィリアム・ラボフが言う「会話体の自然な物語」を基準づける「模倣的な慣習 (mimetic 

conventions)」を違犯するものを指す。

　彼らに比べるとイヴェルセン、マケラ、ニールセンによる意味づけは相対的に狭い。イ

ヴェルセンにおいて「不自然な物語」は、物語世界を決定づけるルールと、そこで発生す

る出来事との衝突を読者に提示する。フランツ・カフカの『変身』は、リアリスティック

な世界にもかかわらず、虫と人間の精神とが混ざり合っている。マケラは、キャラクター
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という、メディアに特有のしかたによって表象されるものの不自然さに着目している。ニー

ルセンは「語りの行為の水準 (level of  act of  narration)」すなわち表象のレヴェルに起因する不

自然さに着目する点で、むしろ構造主義的な枠組みを色濃く、かつ批判的に負っている。

ニールセンの議論は次節以降に詳細に追う［Alber et al.(2012),372–373,(2013),5–7］。

　確認すべき二つの単語は、「慣習化 (conventionalization)」と「不自然化する読み (unnaturalizing 

reading)」だ。たとえば前節でも触れた「焦点化ゼロ」およびそれに一致する存在、世俗的

には「三人称の語り」と言われるものは、アルバーの用語でいえば「人間的に不可能」で

本来不自然なものである。またニールセンも、レイモンド・チャンドラーの小説における

「私は起き上がって〔…〕、コーヒーを二杯飲み、朝刊に目を通した」といういわゆる「一

人称の語り」について、「それは〔主人公〕マーロウは行為をしながら、あるいはするたびに、

そうした言葉を書いたり、話したり、考えたりするようには見えはしない」とその不自然

さを指摘している 8［Nielsen(2013)］。これらは自然な馴染み深いコミュニケーションとは異な

るが、不自然だと思われることは少ない。モニカ・フルデルニク (Monika Fludernik)によれば、

このように不自然さが「基本的な認知のカテゴリーへ」転換されることを「慣習化」と呼

ぶ [Fludernik(1996), 256]。先述したおとぎ話や幽霊話などのジャンルを、アルバーらは「慣習

化された不自然 (conventionalized unnnatural)」［Alber et al.(2012),373］と形容する 9が、フルデルニク

による意味づけとの相異に注意するべきだ。

　「不自然化する読み」とは、ニールセンによって提示された「読みの戦略 (strategies)」である。

〔…〕ニールセンによれば、読者は不自然な物語に出会ったとき、二つの戦

略がある。「自然化する (naturalize)」か、あるいは「不自然化する読みの戦略

(unnaturalizing strategies)」を適用することができるのだ。ニールセンにとって不自

然な読みの戦略は、あらゆる物語に現実世界のような制限を適用することに

抵抗 (resist)し、文字通りのコミュニケーションの行為や表象的なモデルに

おいて可能なものへと〔物語の〕解釈を制限づけることを慎む (refrain from)。［Alber 

et al.(2013),8］

　この「抵抗」「慎む」「戦略」という語彙には、読者が物語を「自然に」読もうとする「模

倣的な偏向 (mimetic bias)」［4］ないしイデオロギーに対抗する意味が込められているだろう。

ニールセンは「自然化」の例を二つ挙げる。ひとつは、前章で例に挙げた『Glamorama』
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のように「主人公が現実的に知りえない情報が開示されている」ことだけを理由に、早急

にその一人称の語りを「信頼できない (unreliable)」などと判断する場合だ［Nielsen(2013),79］。「信

頼できない語り」とは、語り手とみなされる存在が、その語っている内容について、意図

的に嘘をついたり、間違えているような語りを指す。だが『Glamorama』の語りをそう

判断するのは適切ではないし、そうでない例についても、通り一遍に、情報にかんする知

とその語りへの現われを条件に「信頼できない」と判定するのは、狭量かつ「自然主義的な」

読みである。この慎重さが「叙法」と「態」との徹底的区別にもとづくのは論を俟たない。

　また、「あなた (you)」に向けて話しかける語りいわゆる「二人称の物語 (second-person 

narration)」について、ニールセンはこう主張している。

「二人称の物語」について、その話しかけられている言葉を全く気にかけな

いどころか気づいてすらいないような「あなた」に、この話を語っている人

物は誰なのかと問うてしまうのは、文学的な二人称の物語の多くがもつポイ

ントを取り逃してしまいかねない。そのような物語は、「あなた」を通じて

特定の人物に呼びかけないことで、指示の可能性を模索している。この可能

性は、「あなた」が、単にそこで呼びかけられている観衆を指しているよう

な、口頭でしゃべる、自然なストーリーテリングの状況とは異なったものだ。

［Alber et al.(2013),9］

　このように、不自然な状況を「自然化」する読みは、ニールセンによれば、「物語 (narrative)」

を、「コミュニケーション行為」のように理解しようとする読者の恣意的性向のために起

こる。ニールセンはこれにたいして「語り手なしのテーゼ (no-narrator thesis)」を提示する。

次節で検討しよう。

2.2̶「語り手なしのテーゼ」と代名詞

　本節では、ニールセンにおける「語り手なしのテーゼ (no-narrator thesis)」と、「代名詞のノ

ンフィクション的な意味 (the nonfictional meaning of  pronouns)」［Nielsen(2016),474］との関係を扱う。

態について観察してみれば、しばしばフィクションの言説とは無害ではな

く、代名詞のノンフィクション的な意味が違犯されることはざらであるとわ
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かる。その空間的な性質からして、フィクションの物語は、ノンフィクショ

ンの言説における発話 (enunciation)のルールを遵守しない。ダイクシスはしば

しば、それが特定の人物や特定の状況へと結びつかないという意味で非人称

的 (impersonal)なものとなる。[474]

　本章は以下、とくに「人称代名詞 (personal pronoun)10」に注目することで、ニールセンが指

摘する「語り手」概念の問題点を整理する。

　「叙法」と「態」との分割の徹底は、発話における代名詞による指呼関係 (addressing)が作

り出すコミュニケーションから脱却することで、物語の「不自然さ」へとアプローチする。

逆に言えば、人称の自然
0 0

な使用とは、現実生活における対話、コミュニケーションをモデ

ルにルールづけられており、これが態と叙法との混乱や区別の不徹底を招く。たとえば、

何度も取り上げている『Glamorama』について、それを「全知でありながら無知」ある

いは「信頼できない語り」とパラドキシカルに捉えてしまう原因を、ニールセンは端的に

説明する。『Glamorama』件の一節を再引用しながら引用する。

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。

しかし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。

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。

〔そのせいで〕そうするのも当然というわけだ (we should do that)。［Nielsen(2013),78,

下線引用者］

　前章で、この「私」を「彼」に変えるとパラドックスが解消されたのを確認したように、

代名詞の機能こそが混乱の元凶である。あるいは「私」という苗字の人物だと考えても、

同様にパラドックスは解消する（ためしに、アクセントを変えて読んでみるといい）。

　『物語のディスクール』ですでに、ジュネットは「一人称の物語」や「三人称の物語」

という用語の不適切さを指摘している。



- 26 -

「人称 (personne)」を強調することはまさしく、語り手が純粋に文法的かつ修辞

的観点からどういう〔人称の〕選択をおこなったかということと、自己の《回

想録》を執筆するにあたって〔現実の作者〕カイサルがどういう人称「で」

書くことを選んだのかということとを、常に同じ次元の問題であると信じさ

せることになるのである。［ジュネット (1985a),286–287］

　ジュネットは「問題はそのようなところにない」と言って、本質的な区別は「等質物語

世界的 (homodiegetic)／異質物語世界的 (heterodiegetic)」とのあいだの「小説家の選択」［287］にある、

と強調する。

すなわち、物語内容を語らせるにあたって、「作中人物」の一人を選ぶか、そ

れともその物語内容には登場しない語り手を選ぶか、という選択である。［287］

　ジュネットは「私」という人称が使われている物語には二つの解釈のパターンがあると

述べる。ダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』の「1632年、私はヨークで

生まれた」という記述では、作中人物と語り手とが一致しているが、ウェルギリウス『ア

イネーノス』における「我は歌う」から始まる記述では、私は語り手としてのみあり、作

中には登場しない。前者を「等質物語世界的」、後者を「異質物語世界的」と呼ぶ。

　一見整理された以上の分離は、実はその恣意性によって混乱している。それは、ジュネッ

ト自身が指摘している、人称の「選択」が「語り手 (narrator)」によるのか「作者 (author)」に

よるのかを混同する誤謬に起因している。

　ニールセンは、語り手とはその世界で起った出来事を「報告 (report)」する存在だと特徴

づける。たいして作者は、その世界そのものを「創作 (invent)」する。だがそもそもこの「報

告する語り手」が不要かつ混乱を招く概念であり、オッカムの剃刀をあてがわねばならな

い。誰かが別の誰かに何かを「報告」しているという想定自体が、恣意的に「自然」なも

のなのだ。

語り手を置くことは、フィクションの物語を、何かについての報告、また語

り手による文字通りのコミュニケーション行為だと理解することを助ける

が、それはフィクションを、枠づけられたノンフィクションとして理解する
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方法である。［Nielsen(2016),471］

　ここで「報告」は「コミュニケーション」と同義だ。現実世界でのコミュニケーション

つまり発話者と受信者とのやりとりは、「私」「あなた」という代名詞によって、各自がそ

の語られる内容と現存的な (existential)関わりを安定してもつことによって成立する。発話者

が「トムの知らないこと」や「あなたの知らないこと」を「あなた」に報告するのは自然

だが、「わたしの知らないこと」を報告するのは現実世界では不自然で、それは妄想やア

イロニカルな修辞の類とみなされる。コミュニケーションでは人称など選択の「しようも

ない」のだ。それが「代名詞のノンフィクション的な意味」だ。

　代名詞を「選択」しうるのは、それがコミュニケーションではなく創作だからだ。つま

り選択するのは作者であり、ジュネットはただしく「小説家の選択」を重視している。し

かしその前にジュネットは、「語り手」を先取的に存在論化しているのだ。だから、「私」

という語が登場しない物語言説においても、なお語り手をその外に保持してしまう。それ

は 2つの問題を「同じ次元の問題であると信じ」るどころか、「もともと一つしかない問

題が二重になっている」だけだ。「語り手」とは、物語の言説が、人称代名詞を含むよう

に創作されるからこそ、そのあいだにさもコミュニケーションのような「報告する」行為

があるかのように見せる「修辞的な効果 (effect)」でしかない。だが、「私」と「彼」とは、

動詞活用や格の面でまったく問題なく取り替えられるように、人称代名詞は「純粋に文法

的に」選択されうる。ジュネットの誤りは、その主語として「語り手」の存在を前提して

しまう点なのだ。そして人称が語り手に「修辞的に選択」されるのではなく、選択された

人称が、修辞的に「語り手」を「幻覚 (illusion)」11として見せるだけなのだ。

　「語り手」とは「態 (voice)」の持ち主として錯覚される擬人化である 12。その錯覚はしば

しば代名詞が、特に「私」という代名詞が引き起こす。それが錯覚だと気づかれないのは、

「私」として名指されるキャラクターがもつ知覚のパターンつまり焦点化では得られない

ような、その物語世界内で発生している出来事が、作者によってレンダリングされた文章

のうえに一切登場しないときだけだ。かつ、そのキャラクターの内なる思考や感情が明示

されているものこそ、内的焦点化を採用した等質物語世界的な物語と呼ばれる。いまやこ

の 2つの形容が、人間世界をモデルとした恣意的なカテゴリーであるとわかるだろう。

　しかしそのような慣習は作者の「気まぐれ (whim)」［Richardson,12］によってすぐに転覆する。

リチャードソンは、近代に限らない小説に見られる、「ふつうの人間の話し手 (normal human 
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speakers)」でないキャラクターの存在や、自然なコミュニケーションのルールから理解され

ない代名詞の使用、態のデザインを列挙する。だがその論考の副題に「語り手の死 (Death 

of  the Narrator)」とあるにもかかわらず、なお「語り手」という形象を保持している。

「あなた」〔という代名詞の使用〕はきわめて厄介だ。それは主人公、語り手、

語られ手、読者のいずれをも指しうる。作者はこの形式を用いて、その複数

の可能な意味におけるあいまいさと戯れているのだ。［14］

　ここでリチャードソンは、代名詞のもつ修辞的な効果そのものを作者が企図していると

見なしている。次節で確認するように、ジェイムズ・フィーランも同様の分析をしている。

たいしてニールセンは、そもそも「語り手」なる「じかに観察できない行為者 (unobservable 

agent)」に「修辞的なモデルを適用すべきでない (should not apply)」と主張する［Nielsen(2016),472］。

語り手自体が修辞的産物である以上、「適用すべきでない」というのは、自然化する修辞

を異化する契機を読者は保つべきというカウンター的実践の示唆だ。「コミュニケーショ

ン行為だと理解することを助ける」語り手の想定は、「不自然な読みの戦略」においては

「慎まれる (refrain[ed] from)」。現実の作者を語りの「行為者 (agent)」と認める「語り手なしのテー

ゼ (no-narrator thesis)」［Nielsen(2013),Alber et al.(2013)］とは、この戦略、抵抗のための旗印である。

　次節では、このイデオロギー的な「戦略」の実践を「二人称の物語」について検討し、

その政治的なポテンシャルを確認する。

2.3̶二人称の語りと代名詞の効果

　ジェイムズ・フィーラン (James Phelan)は、ロリー・ムーアの小説『How』や、またフィー

ラン自ら書いた、当の論考の冒頭の文章を例に、二人称の物語における「あなた (you)」

という語がどう機能するかを検討する。「あなた」は、「テクストに内在するあなたと外在

するあなた、両方」つまり主人公と読者を同時に指すように感じられ、読者は「呼びかけ

られる役割へと引き込まれる感覚をもつ (likely to feel the pull of  addressee role)」。この「観察者の立

場から呼びかけられる立場への移動 (movement from observer to addressee)」[Phelan,156]を分析するこ

とがフィーランの主眼である。フィーランは、ジェラルド・プリンスの構造主義的な物語

論と、ピーター・ラビノウィッツの修辞学的なアプローチという 2つのモデルを参照する

［139–146］。
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　前者は 3つのペアからなる。(i)作者 (author)／読者 (reader)、(ii)暗黙の作者 (implied author)／

暗黙の読者 (implied reader)、(iii)語り手 (narrator)／語られ手 (narratee)。フィーランによればプリ

ンスのモデルは物語のテクストが「コミュニケーションの目的 (communicative purpose)」をもっ

ているとみなし、「語られ手」がそれに一役買うと分析する。

〔…〕語られ手は語り手と読者との間の中継を成立させる。彼はそのテーマ

を強調し、プロットの展開に貢献し、作品のモラルについての広告塔となる。

［139］

　「語られ手」もコミュニケーションのルールを適用されて生まれる比喩であり、「私」と

明らかに自称する、あるいは潜在的に存在する語り手から「報告」を受け取る存在だ。フィー

ランは語られ手を「『外側にいる』と読者に知覚される誰か」と特徴づけており、これはジュ

ネットにおける「語り手」の位置づけを思い出させる。「語られ手」に対応する代名詞は「あ

なた (you)」である。

　ラビノウィッツのモデルは、4つの「観衆の種類」を提示する。(a)現実の身体をもった

観衆 (actual or flesh-and-blood audience)、(b)作者にとっての観衆 (authorial audience)、(c)語りの観衆 (narrative 

audience)、(d)語りの理想的な観衆 (ideal narrative audience)。ラビノウィッツは、読者がこの 4つ

の立場に「同時に (simultaneously)」立つことを強調しているが、これはリチャードソンが一

人称代名詞の使用にも見るような「複数の可能な意味におけるあいまいさ」［Richardson,14］

の一部をなすといえる。

　プリンスのモデルでいう (i)は、ラビノウィッツのモデルでは (a)(b)を合わせたものに対

応する。「作者にとっての観衆」は「作者がそのために作品をデザインするといえる、仮

説的で理想的な観衆」だ。だがこの水準では、ニールセンが示唆する「読みの戦略」を実

践する読者は充分に捉えきれない。たしかに「デザインする」という特徴づけは、ニール

センの「作者」が物語を「創作する (invent)」ときになすデザインを指すだろう。だがこの

観衆は「理想的」である点で、ニールセン「読みの戦略」を実践的に選択する読者を含み

きれない。たいしてプリンスの「読者」についても、フィーランはこう特徴づける。

たとえば、作者が「信頼できない語り手 (unreliable narrator)」を採用するとき、

読者の重要な行為のひとつは、その語り手が提示する想定、知識、価値観を
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拒絶することだ。〔…〕語りの戦略と読者の活動との関係を説明するにあたっ

て、修辞的批評が焦点を当てるのは、現実の読者が、いかにその信頼できな

さのしるしを認識し、作者が〔その創作している世界についてもつ、語り手

が提示するものとは〕異なる推測や知識、価値観を推測するのか、という点

だ。［Phelan,141］

　この作者に帰せられる「語りの戦略 (narrative strategy)」は、「創作」上のデザインに対応し

ており、明らかにニールセンの「読みの戦略 (reading strategies)」と相対する。修辞的なモデル

の関心は「作者がそれによって、自身の意図をうまく実現できたり、できなかったりする

ような、手段、目的、技術について〔…〕検討すること」［Nilesen(2016),472］にある。「不自

然化する読み」は、「語り手」をあくまで比喩形象でしかないものとして堅持することで

このレヴェルにとどまる実践だ。それを実行するのは「理想的」な観衆ではなく、「固有

性と、社会的に構築されたアイデンティティ」をもつ、(a)「現実の、肉体をもった観衆」

であり［Phelan,141］、それゆえに「読みの戦略」の実践は、テクストにたいする現実的な政

治的ポテンシャルをもつのだ。またフィーランは (ii)を (b)の一員であるとみなす。

　フィーランは (iii)「語られ手」と (c)「語りの観衆」との対応に注目する。ラビノウィッ

ツによれば、前者があくまで「媒介者 (madiator)」［142］13、「〔現実の読者から〕分離した人物」

であるのにたいし、後者は、「テクストがその読者に、それに乗るよう強いる (force [] take on)

役割」である。フィーランは「行為」や「強いる」という語に見られる、修辞的なアプロー

チの特性を強調する［142］。

　フィーランは、「作者にとっての観衆」と「語りの観衆」を区別するときに、エミリー・

ブロンテの『ジェーン・エア』の一場面を例に挙げる［140］。「私」ことジェーンが、嵐の

なかにロチェスターの声を幻聴したと述べるくだりを、「作者にとっての観衆」は架空の

もの、つまり作者によるデザインだとみなす。たいして「語りの観衆」は、ジェーンが錯

乱していると感じるのだ。つまり「語りの観衆」として読者は、「私」による語りを「報告」

とみなすルールを適用しているのだ。

　読者が物語において、「私」や「あなた」という代名詞にその「ノンフィクション的な意味」

を読みこみ、現実生活におけるコミュニケーションないし報告のルールを適用して読むと

き、「語りの観衆」の立場に立つ。それは作者が、読者の「自然化する」性向を踏まえて

デザインしたもので、「作者にとっての読者」はそのデザインの「力 (force)」を意図通りに
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受け取るものだが、たいしてニールセンの「不自然化する読みの戦略」は、現実の、社会

に所属する読者によって能動的に選択される。

　さて、この「語りの観衆」の人物像 (figure)はいかに想定されるのか。それは「ゼロ度」

の中立なものではなく、「現実の観衆 (actual audience)」に近い形である。これはラビノウィッ

ツでは (a)に該当する。

語りの観衆はわたしたち自身にもっと似ており、わたしたちの信念や偏見、

望みや恐れ、期待、社会や文学についての知識をもっている―（テクスト

的ないし史実的な）反証がないかぎり。［142］

　読者は、自分によく似た感情や価値観をもつ存在を、テクストの描写と矛盾しないよう

に作り出し、「語り手」の「報告」を受け取る位置にとして置き、それに「中継 (relay)」［138］

されてエンパシーを強いられる。

　フィーランによれば「〔…〕語りの観衆は、語りの理想的な観衆の想定に合致したり、

しなかったりする」［145］。「語りの理想的な観衆」とは、「語り手が、その人に向けて書い

ていたならと望むところの観衆」であり、「その語り手の言うことを、すべて真実であり

信頼できるものとして受け入れる」［140］。

被発話者の役割へと移行することは、つまり語りの理想的な観衆へと移行す

ることなのだ―語り手はわたしたちに、わたしたちが何を信じ、考え、感

じるのかを伝える〔…〕。［144］

　語り手という人格がそのコミュニケーションにおいて期待するような反応や価値判断を

引き出すために、その語りの言説は「その語り手によって、報告としてデザイン」されて

いる。それは、作者が読者にたいして物語のテクストの修辞的な効果をデザインすること

と類比できる。

　二人称の物語は、「あなた (you)」という代名詞と、それにひもづけられる形容や動詞を

通して、「語りの観衆と語りの理想的な観衆とのあいだの関係」［146］を操作し、ときに心

理的な距離をもたせ、ときに一致させる技法を用いてる。だが注意するべきは、心理的な

距離があるときですら、読者は「自然な読み」のなかにとどまっている。ニールセンが提
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言する「不自然化する読み」とは、語りの理想的な観衆になることから距離をとるのでは

なく、自然な読みを期待される、作者にとっての理想的な観衆になることから距離をとる

実践なのだ。

　さて、このような実践は、単に天邪鬼なだけなのだろうか。「不自然化する読み」によっ

て、二人称の語りや、信頼できない語り手、パラレプシスなどが、あくまで現実生活にお

けるコミュニケーションのルールを、言語的な創作物に適用することで起きてしまう錯覚

的効果だとしても、そもそもそのような効果を、文学的な所産や価値として作者は構想し

ているのではないか。作者のデザインした形式に迎合することで、作品は標準的に鑑賞で

きるのではないだろうか。

　リチャードソンは、二人称の語りのそうした効果がもつ「イデオロギー的な可能性

(ideological possibilities)」に言及する。

二人称の語りのイデオロギー的な可能性もまた潤沢といえる。商業的な言説

が、自己同一化の幻想をつうじて読者を搾取する (exploit)ようなものに書き換

わるような事態をそれ〔二人称の語り〕は招くだろう。あるいは、圧制的な

権威が内面化された言説にたいして、個人の心理的な葛藤を劇化することを

助ける。マイノリティの作家にとっては、「あなた」や「わたしたち」という、

共有されながらいまだ疑問視されていない概念から典型的に弾かれてしまう

主体性を前景化することに有益な方法でもある。［Richardson,36］

　二人称代名詞は、それが時制や、それと一致しているように錯覚される焦点化、また物

語の内容によって読者を異化したり、同化したりできる。フルデルニクは、その「説教く

さく勧告的な (didactic and hortatory)」例として、ジャメイカ・キンケイドの小説『小さな場所』

を挙げる［Fludernik(1994),453］。この物語世界で「あなた」と呼ばれるのは、アンティグアに

旅行した北アメリカの女性だ。旅行ガイドを模した語りのデザインでは、「あなた」は「〔…〕

被植民地者へ向けた西洋社会の罪過を背負いはじめ、そして現実の読者の同化の対象とな

ることで、罪悪感を感じ、その陰画に読者自身を見出させる」［452–453］。このように読者

が「あなた」と指されるように感じ、フィクションのキャラクターと「混じり合う (merge 

with)」ような二人称の語りを、リチャードソンは「自己目的的な形式 (autotelic form)」と名付

ける。この形式の例には、『小さな場所』のほかにイタロ・カルヴィーノの『冬の夜ひと
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りの旅人が』が挙げられる。たいして「仮説的な形式 (hypothetical form)」は、命令形や未来

形なども用いながら、同様に読者を「あなた」へ投影させる。これらの違いをリチャード

ソンは、「あなた」と読者との関係がそれぞれ「不安定化させられる (destabilized)」か「融合

させられる (fused)」かと特徴づける。つまり相対的に、前者はその効果を読者が自覚する

ようにデザインされている。『小さな場所』でも『冬の夜ひとりの旅人が』でも、「語りの『あ

なた』は、読者―構築された読者と、現実の読者との両方―と対照的になったり融合

したりする」［Richardson,33］。人称の機能を用いて、読者に、自身の人物像を基準に重ね合

わせたり、あるいは異化させたりすることは、「あなた (you)」という一見中立的な代名詞

が、白人や男性へとバイアスがかっていることを批評的に示す機能がある。「仮説的な形式」

の語りは、修理ガイドやレシピ本が、読者のジェンダーを恣意的に想定している面を暴き

出す。

　だが同時に、この代名詞の使用が「同化」の機能をもっていることには、リチャードソ

ンが「自己同一化の幻想をつうじた搾取」と指摘したような危険性が具わっている。それ

は読者に、特定の欲望を植え付けたり、あるグループやジェンダーへの同一化を誘い、そ

の集団意識や分断を煽動したり、怒りや屈辱、ときに反省などを促す装置になる。もちろ

んキンケイドによる告発やロリー・ムーアの諧謔のように、倫理的な目的に適うデザイン

もあるが、同時に、それらの形式自体がもつ政治性、権力の装置にたいして敏感になる手

段を「わたしたち」は備える必要がある。

　前節で検討した「不自然化する読み」は、語り手および語られ手という、コミュニケーショ

ンのモデルにもとづいた「自然な」読みが召喚する比喩を退け、テクストの性質を作者の

意図にのみ帰属するものとみなす。そこでは、読者が自己の実存を、鑑賞のために、いま

だ窺い知れない作者の目的のために差し出し、「誘拐 (abduction)」［Kirby,11］される必要はない。

フィクションの外、つまり対話における語りでは、「あなた」が指すものは

呼びかけられたものでしかなく、その代名詞で作られたものでは明らかにな

い。〔たいして〕多くの二人称のフィクションの物語においては、「あなた」

が指すものは作られたものでしかなく、その代名詞に呼びかけられているの

ではない。［Nielsen(2011a),67］

　「あなた」と読者との同一化を演出する二人称のテクストに、リチャードソンは「再演
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(reenactment)」を指摘する。言及されている『冬の夜ひとりの旅人が』の冒頭とともに引こう。

あなたはイタロ・カルヴィーノの新作小説『冬の夜ひとりの旅人が』を読み

始めようとしている。

〔…〕

一番楽な姿勢をとって。座るでも、体を伸ばすのでも、丸めるのでも、横に

なるのでも。あおむけ、横むき、うつぶせ。安楽椅子でも、ソファでも、揺

り椅子、デスクチェア、足だけ載せてもいい。ハンモックがあればそれもいい。

ベッドに乗ったり、布団の中でもいい。倒立、ヨガ。そうしたら本は逆さま。

この文〔最初の一文〕は、この本を頭から読み始めたすべての現実の読者

へと適用されることを必要とする。ここで記述は再演 (reenactment)している

のだ。読者の反応が、創作されているかのように描かれる (portrayed even as it is 

being created)。語り手が用いる現在形の時制は、それが〔読者に〕受容される

その時間と一致する。〔…後半では〕カルヴィーノは、読者がすでにとって

いる体勢をどのようにも指している。［Richardson,31］14

　「再演」は、読者に必ず、もしくはおおむね一致するないし一致しうる描写を「あなた」

に述語づけることで、それを読者に関する報告のコミュニケーションとして受け取る修辞

的効果を補強する。『小さな場所』ならば、西洋社会の構成員であることや、場合によっ

ては年齢、性別、思考や感情が一致する読者に働きかける。この小説は空港に到着する場

面で始まるが、もしフライト中にそれを読んでいれば、そして奇遇にもその行き先がアン

ティグアであれば、これを自身の状況と関係づけないのは難しいだろう。続く記述が、キ

ンケイドのそれのように植民国の成員として罪過を感じることもあれば、格差や差別にも

とづいたポピュリスティックな選民意識を助長させるかもしれない。かつてプロパガンダ

に用いられていた頓呼法 15は、フィクションの言説や、仮想的な内容を含む演説にさえ

用いられうる。政治家の演説に含まれる「こんな日曜にしかテレビをのんびり見られない、

一家の大黒柱であるあなたが……」という語りは、その家父長制のイデオロギーを維持す

るために動員されうる。

　「不自然な読み」の実践は、〈帝国〉的でありうる修辞やフィクションを警戒して、その
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「あなた」が呼びかけているのではなく、創作されているというレヴェルにとどまって認

識する、少なくとも相対化するための「戦略」である 16。それは、語り手や作者のデザイ

ンにとって理想の観衆ではなく、「現実の、身体をもった観衆」であることの自覚でもある。

本論はここまで、「わたしたち」という一人称複数の代名詞を地の文では一度しか用いて

いない 17。

2.4̶焦点化とテクスト

　ここまでの議論を総括する。

　ジュネットは「焦点化」を理論化するさい、視覚の比喩を批判しながらもとどめており、

また人間主義的・自然主義的な偏向にもよって、「外的焦点化」という混乱した概念を提

示した（1.2節）。ミーケ・バルの「焦点化」の主客二元論的解釈のような錯綜が、ジュネッ

トにおいてすでに埋め込まれているのだ（1.3節）。ニールセンは焦点化を「知覚へのアクセ

スの制限」と再定式化して、本来の「叙法」すなわち「誰が知覚しているか？」という問

題を整理した。ニールセンは「外的焦点化」のカテゴリを保持して論じたが、本論はニー

ルセンの定式化を、非人間的なモデルにも拡張できると主張した（1.4節）。そして、物語世

界における出来事への「無知」のパターンが、継続的なアイデンティティをもつとき、知

覚能力をもつ「キャラクター」として存在しうる、と定式化した（1.6節）。この出来事には、

キャラクターの内心にあたる思考や感情、さらに無知それ自体も含まれることに注意した

い。

　ニールセンによる「焦点化」の再考は、「不自然な物語論」プロジェクトのひとつである。

ジュネットの枠組みが含む、暗に自然主義的な性質を批判的に検討することで、叙法と態

との組み合わせから機械的に導出される、いまだ慣習化されていない不自然なものを俎上

にあげることができる。

　特にニールセンが批判する「不自然さ」は、フィクションの解釈に、現実世界でのコミュ

ニケーションのルールを適用するような「自然さ」に向こうを張るものだ。そうした安易

で「自然」な読みを慎み、「不自然化する読みの戦略」を読者が主体的に選択する方針をニー

ルセンは示唆した。従来の物語論では、「態」すなわち「誰が語っているのか？」の領域に、「語

り手」概念を置いていた。これは作者と同じ水準にいる読者でもなければ、作品世界のキャ

ラクターと一致しなくともその「外側」に存在するとされる存在だった。人称代名詞の、

ノンフィクションのコミュニケーションとは異なる使用は、この語り手の位置を不明瞭に
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させ、語りに不自然さを催しうる（2.1節）。だが代名詞が、そのテクストをコミュニケーショ

ンのように読む契機を呼び込むとき、修辞的に「語り手」なる形象＝比喩 (figure)、幻覚を

作り出す。「語り手」とはその態の持ち主として錯覚される擬人化である。ニールセンは

この「語り手」という問題含みの概念を退け、「語り手なしのテーゼ」を掲げた。それが「不

自然な読みの戦略」の一環であることは明白だ。ニールセンにおいて、フィクションは語

り手による「報告」ではなく作者による「創作」にすぎない（2.2節）。

　この「コミュニケーションのルール」にもとづく特徴的な修辞的効果を用いようとする

デザインが、「二人称の語り」にはしばしば見られる。想定されうる読者の属性、とくに

その読書や鑑賞において形式的に当然要求されうる状況を「あなた」と呼ばれる存在に紐

づける「再演」の効果によって、フィクションの読者は、そのキャラクターと自己とを重

ね合わせたり、距離感を感じたりする。ここで作者は、「自然」な読みの慣習を利用して、

読者を「語りの観衆」に回折させることで、キャラクターとして話しかけられうる立場へ

と置こうとするのだ。ニールセンの「不自然な読みの戦略」は、フィクションを読むこと

の慣習に埋め込まれている「自然さ」への偏向を暴き出し、相対化する。読者のアイデン

ティティをその修辞的効果の基準とするゆえに、同一化を通じて集団を作り上げたり、特

定の感情や帰属意識を煽ったりしうる二人称の物語の危険性について、「不自然化する読

み」が、牽制し警戒するための戦略なのだ。そもそも「慣習化した」「自然な」読み自体が、

定型発達の、五体満足の、時に男性で、白人で、ブルジョワジーという、ジェンダーバイ

アスにもとづいている。それを相対化するだけでなく、テレパス、幽霊、超越者、非人間

の知覚までも読み取る機会を開き、また人間のコミュニケーションの、それが属人的であ

るがゆえの政治性を脱領土化させる「不自然な物語論」が、ただ実験文学の分析に資する

だけでなく、ポスト人間的転回以後の政治的なポテンシャルをもっていることは、「修辞学」

の実践的な側面ともいえる「雄弁術」を思い出せば、至極当然である（2.3節）。

＊

　次の章に進む前に、あらためて定式化しておこう。「焦点化」とは「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」だ。キャラクターとはそのパター

ンの継続性や有機性から、相対的にその存在を読み取られうるものである。

　たいして「態」の概念は、その必要自体疑問視される。ニールセンは「語り手」の水準
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を廃棄して、「作者＝創作者 (author=inventor)」こそ本質的な物語の行為者とみなし、「態」を「誰

が、この知覚へのアクセスの制限あるいは無制限を選択するのか？」という問いに再設定

した。作者とは、その創作する世界の情報から、テクストに何を書き、何を書かざるべき

かを「選択」する存在だ。その選択の大きな単位として、焦点化の「切り換え」があるが、

それはかならずしも必要ではない。

　だがニールセンの問いに含まれる「誰」という比喩さえもここは退けよう。作者という

現実的な「デザイナー」ないし「アレンジャー」を認めつつ、フィクションのテクストとは、

「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、

取捨選択しながら並べ立てられたもの」と定式化しよう。これを言語的な表象に限定する

理由はない。

　以上の整理は、「叙法」と「態」の双方に持ち込まれた「誰？」という人間主義的な「修
0

辞疑問文
0 0 0 0

」を退けている。かつ、ジュネットが設けた「物語内容」と「物語言説」との区

別に合流しうる 18。
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3̶ヴィデオゲームの不自然さ

3.1̶従来のヴィデオゲームの分析における「焦点化」議論の問題点

　従来の「焦点化」概念は、ジュネットのモデルとバルのモデルとに大きく二分されてお

り、ヴィデオゲームの分析にもいずれかが用いられてきた［Allison,2–5］。たとえばミヒャエ

ル・ニッチェ (Michael Nitsche)は後者［Nitsche］、アリソン［Allison］やヨンネ・アヨランタ (Jonne 

Ajoranta)は前者の概念で用いている［Allison, Ajoranta］。

　ニッチェは、バルの「『視界 (vision)』つまり見ている行為者と、見られているものとの関係」

という主客主義的な定義を用いる［Nitsche,3.1］。そのために画面に映るものと、キャラクター

が見ているものと、またキャラクターの視点とカメラとを恣意的に混同する記述が見られ

る。たとえば『アリス イン ナイトメア』は、カメラは操作可能といえど、基本的に主人

公アリスの外見を画面に映す点で、バル的な意味で「外的焦点化」だ。しかしニッチェは、

最終決戦における敵のデザインをはじめ、物語世界の外見が、いかにもアリスの心理やト

ラウマを反映しているように表現されている点で、「技術的には、焦点化するカメラの視

点はアリスへと外的に注目しているが、ゲーム全体の設定として、焦点化が非常に内的で

あるといえる部分もある」と述べる［3.1］。ここでは、空間の認識が一つに還元した視覚

の想定していた「内的／外的焦点化」という区分が、ヴィデオゲームの作者によるそのよ

うなデザインによって、提示される情報のたんなる形容にとどまることが明らかになって

いる。つまりジュネットが注意を促したような、「フィリアスへの外的焦点化」と「パス

パルトゥーに対する内的焦点化」という性質どうしの混同がここで起っているのだ。

　いっぽうアリソンは、ジュネットの「焦点化ゼロ／内的／外的」というカテゴリを維持

している［Allison,2–3］。この「外的焦点化」概念がジュネットのモデルに含まれた混乱の種、

「ジュネットの理論におけるバル的契機」であることは 1章で指摘した。ジュネットがこ

れらのカテゴリを、鑑賞者が手に入る情報が、当のキャラクターが知覚する情報にたいし

て「多い／同じ／少ない」と整理したことにアリソンは倣っている［6］が、この整理には、

1章で検討したのと同様の問題がある。この区分はキャラクターの知覚を基準にしており、

それはヴィデオゲームでいえば画面の構図や操作との照応が対応するアバターにあたる。

語りの志向と焦点化との混同が起きていることは明白だ。アリソンは、そのアバターのキャ

ラクターの内なる志向や世界のアフォーダンスにたいする知覚が、画面上に現れる例に、

『シムズ 3』と『ミラーズエッジ』をそれぞれ挙げる。『ミラーズエッジ』は、ゲーム空間
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中の移動に有用なオブジェクトが赤く表示されるモードがある。それは運動能力の高い主

人公から見たアフォーダンスの認識であり、それがプレイヤーにも共有される点でアリソ

ンはこのようなデザインを「内的焦点化」と呼ぶ［11］。この機能をオフにした場合は「外

的焦点化」に近づくとアリソンは述べる［10］。すなわち、「視点キャラクターの私的な思

考や経験を直接に提示するゲームを指して、外的焦点化といえる」。だがこの区分では、「ア

バターにとって死角にある脅威を、そのキャラクターは気づかないが、正面から映したカ

メラは捉えており、プレイヤーはそれに応じて操作、反撃する」というゲームプレイを捉

えがたい。そのキャラクターを必ずしも超人的な警戒能力をもつとみなす理由は必ずしも

なく、またそこでは「内的焦点化」の基準となる「私的な思考や経験」は恣意的であり、

この区分に実質的な意味がないことが明らかになる。

　アヨランタもまたジュネット的な意味で「焦点化」という用語を用いる。「カメラによ

る文字通りの『視点 (point of  view)』とは、語りの視点 (narrative perspective)とは、たとえときに一

致するとしても、混同されるべきではない」と視覚的な比喩には注意しながらも［6］、し

かし焦点化と叙法がともに「語りの視点 (perspective of  telling)」にかかわるとみなす［5］点で、「語

り手」に似た形象を導入し、混同している。アヨランタは『Zork』や『Half-Life』を例に

挙げながら、アリソンと同様に、キャラクターの内なる「意識 (concciousness)」が描かれるか

どうかを「内的／外的」の区分の基準とする。

　『Call of  Duty: World at War』は、プレイヤーが操作しているアバターの視界をつねに

画面に表示する、いわゆる「一人称シューティング (First-Person Shooting, FPS)」ゲームだ。この

ゲームにおける「キルカム (kill cam)」とは、プレイヤーが操作していたアバターが撃たれ

るなどしてゲームオーバーになったあと、そのアバターを倒した他のアバターから見た映

像へ画面は切り替わる演出だ。ゲームオーバーの直前に、その殺害者から見て、どのよう

にプレイヤーが殺されたのかが伝えられるのだ。これをアヨランタは「外の視点から (from 

an outside perspective)」と述べる。これは「外的焦点化」を彷彿とさせるが、同時に、ジュネッ

トが書簡体小説などを分類したカテゴリ「内的多元焦点化」とも言える。

この種の形式〔内的多元焦点化〕では、〔…〕何人かの作中人物が、それぞ

れの視点を通して同一の出来事を何度も喚起することが可能であるからだ。

［ジュネット (1985a),222］
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　あるアバターの死は、それがプレイヤーに操作されるキャラクターだろうと、その世界

で発生する、または発生しうる出来事であり、他のキャラクターに目撃されうるし、殺害

者はほぼ確実にそれを目撃する。もはやそこで、その殺害者が他のプレイヤーに操作され

ているのか、それとも NPCなのかは関係ない。

　ジュネットにおける「外的焦点化」は、主人公や、その場面ごとで注目されているキャ

ラクターに関するものとして特徴づけられていた。以上に挙げたようなヴィデオゲームの

分析も、プレイヤーがそのとき操作しているアバターについて「外的焦点化」ないし「内

的焦点化」だと関連づける傾向がある。

　『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』の「コミュ」モードの

画面に表示される情報は、いくつかの遊戯的なパラメータの表示を脇に置けば、街角や室

内をあらわす背景と、その中心に立つ「アイドル」キャラクターのアバターから構成される。

この画面は、主人公である「プロデューサー」の視界と一致していることもあれば、他の

アイドルと一致したり、また特定の存在するキャラクターの視界とは一致していない場合

もある。それは目線の動きやシチュエーションから充分に推測できる。

Fig.1 『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』より神崎蘭子のコミュ。括弧内の台詞は神崎の内な
る思考であり、テレパシー能力を持っているわけでもない「プロデューサー」には知覚できない情報である。

　「プロデューサー」と一致する場合を取り上げよう [Fig.1]。カメラを焦点化の「内的／外

的」の基準とすれば、このとき物語は「プロデューサーに内的焦点化」しており、「アイ
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ドルに外的焦点化」している。だがジュネットはこれらを同じ物語に同時に言えることは

ない、と正しく指摘していた。いっぽう、たとえばアイドルのひとり神崎蘭子の「コミュ」

では、神崎の「心の声」が、括弧入りのテクストで表示されるシーンがある。プロデュー

サーは一般的な人間と同じ知覚の制限をもつと想定されるので、それは聞こえていないは

ずだ。この場面を「プロデューサー視点」と形容してしまうのは不適切である。だが「焦

点化」は語りと、そして「画面という視点」と関係ないことを思い出せば、これらのシー

ンは、人間であるプロデューサーの制限された視界と、その知覚からはアクセスできない

他人の内なる思考や感情が、作者ないしゲームデザイナーによって画面上に並べられてい
0 0 0 0 0 0

る
0

だけだ、と簡潔に整理できる。

　「ゼルダの伝説」シリーズなど、アドベンチャーゲームのジャンルには、内心の見えな

い人間の主人公のアバターを特権的な注目の対象とするゲームが多く見られる。それをカ

テゴライズすることや、カメラの「視点」という一般的比喩自体には問題がない。問題が

あるのは、そのカテゴライズに「外的焦点化」という語を援用することだ。それは「内的

焦点化／焦点化ゼロ」と合わせた、恣意的に自然主義的な排外的分類の用語である。この

用語のもつ「両義性」を、ジュネットにまで遡って確認することで、ヴィデオゲームへの

安易な援用を避けることができる。次節で展開するように、「焦点化」という概念をヴィ

デオゲーム分析に用いるメリットは、その世界における「無知」のパターンを検討し、キャ

ラクターのアイデンティティを見定めることなのだ。

＊

　以上で確認したような「焦点化」の概念の使用は、それがジュネットのモデルとバルの

モデルとを不当に混合し、それゆえに自然主義的・人間主義的な形容や理解へと、ヴィデ

オゲームの分析を狭めてしまう点に論理的問題がある。だが彼らが例示する個々のゲーム

の表現が、物語論的分析において注目すべき要素であるのは明白だ。ニッチェが『マック

スペイン』の、主人公のアバターを中心に据えた構図の画面が、そのキャラクターの内的

トラウマを理由に歪んだり、変色したりする表現に注目し、「カメラは以前主人公を捉え

ているが、彼の目を通じたフィルターのようなものがかかっている」と形容するのは、妥

当な、もしくは「自然な」分析である。問題は直後の「この焦点化は、ゲームの〔それを

プレイするにおいての〕状態の〔表示する〕条件を、彼の視点に合わせることで、この場
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面のインパクトを増している」［Nitsche,3.1］という記述だ。ここでは、本来「誰が見て（知覚

して）いるか？」という問いを象徴するはずだった「焦点化」が、「態」という「誰が語るか？」

という概念あるいは作者による選択とデザインのレヴェルと混同されている。

3.2̶「人称視点」という二重の比喩

　「語り手」は、「わたし」や「あなた」の人称代名詞が、フィクションのテクストをコミュ

ニケーションのように錯覚させて修辞的に作り出す効果でしかない。ジュネットは「一人

称」あるいは「三人称」の物語言説という「一般的な言い回し」［ジュネット (1985b),286］を本

質的ではないと退けたが、しかしそれによって召喚された「語り手」に翻弄されて、それ

が物語世界に存在するキャラクターと一致するかしないか、という区分にもとづいた「等

質物語世界的／異質物語世界的」という不要なカテゴリを作った。

　ヴィデオゲームを分類するさいにも、「一人称視点」と「三人称視点」というカテゴリ

が横行している。それは『Half-Life』のような、主人公アバターの眼球から知覚される視

界が画面に提示されるものと、『スーパーマリオ 64』のような、画面に表示される情報が、

主人公のアバターを中心に、基本的に背後からとらえる画角を提示するものをしばしば指

す。それはプレイヤーによって、アバターの操作とは独立して操作可能であることもある

し、また『スーパーマリオ 64』のジュゲムのように特定のキャラクターが知覚している

制限された視界と一致している場合もあれば、『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のように、

特定のキャラクターには一致しない場合もある。

　これらを「人称」および「人称視点」と形容する傾向は、ジュネットが否定した、文学

作品のジャンル分けに由来したと考えられる。物語論における「人称」と「視点」はそれ

ぞれ、テクスト上の文法的な選択と、またしばしば慣習的にそのテクストの情報選択を統

御する、物語世界に存在するキャラクターの知覚とを指す。「人称」はその修辞的効果によっ

て、本来「態」ないし作者によるデザインと「叙法」とに区別すべき領域を結びつける。

　いっぽうヴィデオゲームは、そうした画面デザインを、実際にキャラクターの視点と一

致するかにかかわらず、「カメラの視点」とみなしたうえで、そのデザインの傾向を比喩

的に形容しているにすぎない。ニールセンが退けた「語り手 (narrator)」にあたる不要な形

象にあたるものは、ここでは「カメラ」だ。それは、物語のテクストを、報告のコミュニ

ケーションのルールで解釈させてしまうように、ヴィデオゲームの画面を、眼球が現実世

界を見る視界や、ヴィデオカメラで現実世界を撮影する受像のように読みとることと錯覚
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させる。そうした錯覚に寄与するのは、たとえばナレーションに含まれる「わたし」や「彼」

などの「人称代名詞」や、映画などその他の映像メディアによって作られた慣習だ。

3.3̶出来事の提示とグリッチ

　本節では、ヴィデオゲームの物語においては、重要な出来事が、あらかじめ実装された「手

続き性」によって、作者が想定したように提示されることを論じる。後半では、その提示

の秩序を破るグリッチや、作者が統御しきらない要素の慣習化について論じる。

＊

　前章のまとめを確認しよう。「焦点化」とは「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」であり、フィクションのテクストとは、「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、取捨選

択しながら並べ立てられたもの」だ。そのデザインは作者が行う。

　ヴィデオゲームの物語世界でも、小説の物語世界と同様に、さまざまな出来事が起こる。

それには、プレイヤーの選択に関わらず発生することもあれば、プレイヤーの選択によっ

て発生するかどうか決定するものもある。それには、キャラクターの知あるいは無知も含

まれる。このキャラクターは必ずしも人間的な知覚や、記憶の保持システムを持つとは限

らないが、ここでは説明の便宜のために人間的なものをモデルに考える。プレイヤーが主

人公のキャラクターのアバターを操作して、ある出来事の発生に立ち会うとき、そのキャ

ラクターは、その出来事について知り、その後記憶を保持することになる。単に見聞きす

るだけでなく、ある行為を選択したり、戦闘に勝ったりすることも、その世界で起こる出

来事だ。知ることや知らないこともまた情報にして出来事である。プレイヤーがあるキャ

ラクターを「操作する」というとき、そのキャラクターのもつ知識や思考、感情、なした

行為の一部についての情報が、かならずプレイヤーに提示されているということだ。ある

いはそれにかかわった、操作可能なキャラクターとは別のキャラクターたちの知識等につ

いても提示、少なくとも十分に推測される。もちろん、そのキャラクターが操作可能かど

うかにかかわらず、プレイヤーに明示されない行為や知識、思考などをキャラクターがも

つ場合もある。

　パズルアドベンチャーゲーム『Braid』の最終ステージを例に挙げよう。横にスクロー
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ルするステージは上下に二分しており、上側に、騎士に掴まったヒロインが「助けて！

(Help!)」と叫んで、騎士から離れて右側に走る。プレイヤーは下側にいる主人公のアバター

を操作して、同様に右側へ進む。さまざまな障害を乗り越えて、右側の端で合流する。一

見典型的な「ヒロイン救助」に見える場面だが、主人公がヒロインと合流するやいなや、「逆

再生」が始まる。つまりこのステージに描かれた出来事は、時間が逆向きに描かれていた

のだ。フィクションのテクストとは、その出来事をただ「並べた」ものだということを思

い出そう。マーティン・エイミスの小説『時の矢』は、その世界で起った出来事が、その

世界の時間とは逆向きに描かれており、人物どうしの会話も逆さの順序で描かれている。

『Braid』の最終ステージが本来の時間で再び描かれることでプレイヤーに開示されるのは、

主人公とヒロインとは合流しようとしていたのではなく、ヒロインが主人公から逃げてい

たという出来事だ。つまり、はじめの「助けて！」は、騎士からではなく、陰湿に追って

くる主人公に怯えての台詞だったのであり、騎士のほうがむしろ救助者だったのだ [Fig.2]。

キャラクターの内なる思考の描写を欠くことで時間の逆行を叙述トリックに用いる技法

は、記憶喪失の主人公の行動を逆順に並べた映画『メメント』でも用いられた技法だ。

Fig.2 『Braid』より。ヒロインの「助けて！」は、出来事の提示の順序によって、その向けられるべきキャラクターが変わる。

　物語世界に起こる出来事は、いかようにも描くことができる。『PLAYERUNKNOWN’S 

BATTLEGROUNDS』は最大 100人がオンラインで対戦するシューティング・バトルロ

イヤルゲームだ。このゲームの「3Dリプレイ」機能は、その一回のプレイセッションを
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再び見ることができる機能だ。このときプレイヤーは、自身が操作していたアバターでは

なく、「カメラ」つまり空間の中のどの地点からそのセッションを画面に提示するかを自

由に操作することができる。

　ヴィデオゲームの物語の多くは、その物語世界で起きる出来事や、またキャラクターそ

れぞれがもつ知識や思考、感情―繰り返すが、これらも「出来事」である―について、

物理的にも心理的にもまた論理的にも、それがプレイヤーに開示されようとされまいと、

プレイヤーによって選択されうるものであろうとあるまいと、慣習のかぎりで、一貫性を

保つように、つまり「現実世界に存在するような、ストーリーテリングのシナリオ、語り手、

キャラクター、時間性、空間性を表象する」19ように設定されている。キャラクターの性

格について、ありえる範囲で意外性をもった選択肢はあっても、現実世界に即した秩序に

矛盾するような、あるいは理解できないような出来事やその関係をもたらすものはない。

　だがたとえば、グリッチを含むプレイスルーはその一貫性が失われて見えることがある。

ゲーム実況者すばによる『ゼルダの伝説 風のタクト』のグリッチを含むスピードランの

プレイスルーを参照しよう［すば］20。エリア「竜の島」での標準的なプレイは、本来ダン

ジョン「竜の山のほこら」へ入り、そのボスキャラクター「ゴーマ」を倒す必要がある。

その過程で、その後のダンジョンでも使うアイテム「かぎつめロープ」を入手したり、ゴー

マに悩まされている精霊ヴァルーを救助したりする。だがすばはここで「SuperSwim」と

呼ばれる操作を用いて、それらの出来事を無視して、二つ先のエリア「魚の島」に直接到

着する [Fig.3]。そのため、一部のアイテムを手に入れることも、のちに重要人物となるキャ

ラクター「メドリ」と知己を得ることもないし、そのあいだに向かうべきエリア「森の島」

の関係する出来事は、一切提示されない。

本来ダンジョン 2つをクリアしてから行く所だが、イベントは関係なく発生

する ［すば , 5分 12秒］

　「魚の島」に着くと、キャラクター「オドリー」が遠くから「お～い！」と現われ、主

人公と会話する。その会話で、「ヴァルー」から主人公への伝言を伝えるのだが、上述の

通り、このプレイスルーではヴァルーと主人公とが会う場面は提示されていないため、論

理的におかしく見える。一連のシーケンスをもし無理に「自然に」読むなら、映像のカッ

トのあいだに、ヴァルーという何者かとの出会いがあったのだろう、と忖度するほかない。
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　ヴィデオゲームのメカニクスにおける、それが対応する物語世界中での出来事の発生の

管理、「手続き性 (procedurality)」21はつまり、その出来事が、プレイヤーにとって、現実世

界をもとにしたリテラシーで「自然」に解釈可能な順序で、必要なものを欠くことなく提

示されるようなデザインである。前章で提示した「フィクションのテクスト」の定式化を

再度確認しよう。

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、取捨選択しながら並べ立てられたもの

　あるヴィデオゲーム作品が関わるヴィデオゲームの世界には、さまざまな出来事が存在

する。それらはたとえば空間的、時間的、心理的、論理的関係をもっており、特定の順番

で提示されなかったり、両立すると不自然だったりするものもある。その出来事がキャラ

クターに関係する場合は、その人格の一貫性が疑問視されるし、その出来事が世界の秩序

などに関わっていれば、その世界のありかたそのものが、現実世界とは異なるルールで動

いているか、不条理なものに感じられる。そのような「不自然な」出来事の提示が起きな

Fig.3 「すば .【RTA】ゼルダの伝説 風のタクト Any% 4:13:07 Part2【字幕解説】」より、4分 57秒。主人公アバターには一
度に泳げる距離の限界が設定されており、広大な海エリアを自由に渡ることはできない。それによって、本来は出来事が
提示される順番が秩序づけられている。だが「SuperSwim」は、高速でこの海を渡りきることができる。
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いように、その作品の「手続き性」はデザインされ、作者によって物理的・情報的に実装

されている。プレイヤーとは、その提示の順番を、事前に実装された範囲で操作する存在

だ。もしその実装が不完全であるとき、作者が標準的なものとして想定していないような

順序や共立関係で、出来事が提示されたり、物語世界の理解に必要不可欠なものが提示さ

れなかったりする。それは致命的なものもあれば、不自然さが軽度のものもある。

　たとえば、すでに触れた『テイルズ オブ シンフォニア』の戦闘勝利時の掛け合いは、

おおむね気楽で愉快なトーンのものばかりだ。その戦闘の前後にシリアスなシーンがあろ

うと、不自然に明るい。それは、突然キャラクターが陽気に振る舞っているとみなされる

より、「これは物語上の進行を条件にせずに、ランダムに提示される」出来事であるとみ

なされるように慣習化されている。長いプレイスルーのあいだに、同じ掛け合いが何度も

現れるが、その「不自然さ」も同様に慣習化されている。

　最後に、『Her Story』に触れよう。このヴィデオゲーム作品は、ある女性が取り調べを

受けたビデオを「検索して観る」作品だ。画面に提示されるのは、古いパーソナルコンピュー

ターの画面で、中央にあるロゴから、警察署のものだと推測できる。そのインターフェー

ス上でブラウザを開き、「彼女」の取り調べの記録映像を観るのだが、そのためには特定

の単語で検索する必要がある。たとえば「殺人 (murder)」という語で検索すると、3件の動

Fig.4 『Her Story』より、デフォルトのインターフェース
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画がヒットする [Fig.4]。それらを開くと、彼女は「2月」や「サイモン」に言及しており、

その単語でまた検索すると、別の動画がそれぞれ 2件、5件ヒットする。プレイヤーはこ

の検索を繰り返して、動画にアクセスして表示していく。

　『Her Story』は、本節で検討したようなヴィデオゲームにおける「出来事の提示」の優

れたメタファーになっている。証言の映像は有限個あり、その提示の順序が、ただしらみ

つぶしに見ていくのではなく、推測できる単語の連鎖によって実装されている。特筆すべ

きは、このヴィデオゲームの主人公がする行為は、キーボードの入力など些末なものを除

けば、「知る」行為である点だ。『Her Story』においては、物語世界に存在する出来事が

提示される順序が、ある焦点化つまり「世界の情報への無知のパターン」と照応している。

3.4̶ヴィデオゲームの不自然な焦点化

　本節では、「焦点化」の概念から、ヴィデオゲームにおける「不自然さ」、またその慣習

化について簡潔に分析する。ヴィデオゲームが焦点化およびキャラクターに関して提示し

うる「不自然さ」には、その知覚そのものの不自然さすなわち非人間性や、操作を通じて

提示されうるものとして慣習化されている不自然な出来事がある。

　『SIREN』は、呪われた村から、狂気の村人に発見されないように脱出を目指すホラー

ゲームだ。画面には、『Half-Life』のように、主人公のキャラクターの眼球から知覚され

る視界や聴覚が提示されている。「視界ジャック」という特徴的な機能がある。これは、

敵である村人キャラクターのアバターの眼球から知覚される視界を画面に提示する機能

だ。プレイヤーはそれをヒントに、村人が監視している範囲に入らないように、主人公の

アバターを操作する。

　これを、「バイオハザード」シリーズの作品において「ありえる一場面」と比較しよう。

『バイオハザード』は一般的なサバイバルホラーゲームだが、画面に提示される情報は、

主人公のアバターが存在する空間を、ある固定された一点から映した画角のものだ。それ

はニッチェのバルを援用した言い方では「外的焦点化」にあたるが、しかし『スーパーマ

リオ 64』のように、アバターを背後から捉えた画角を主とするわけではなく、さらに操

作可能な画角でもない。そこで、以下のようなケースを想定しよう。

主人公が暗い部屋に入る。画面には、部屋奥から入口のほうを捉えた画角が

提示されている。その入り口のところに主人公は立っており、部屋の奥つま
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りこの「画面」側に正面を向けている。主人公は一般的な人間であり、入り

口の位置から、部屋奥にあるアイテム「バッテリー」の置かれた棚は視界に

入っていないと考えられる。そのあいだの壁が遮っているのだ。画面に提示

されている画角には棚も、そこにあるバッテリーも映っている。そのためプ

レイヤーは、そこにバッテリーがあることを知っており、主人公のアバター

を動かし、まっすぐにそれを取りに行く。

　このような提示は、映画であれば「不自然」である。主人公は、自分が見えていないバッ

テリーの存在を、千里眼のように直感し、脇目も振らずにその棚のもとへ向かう。だが

『SIREN』の場合は、そのキャラクターが「視界ジャック」という人間離れした能力をそ

の世界の中で持っていることが提示されている。そのため、なかば「不自然」な世界観で

はあっても、その行動の一貫性は十分理解できるものだ。つまり『バイオハザード』の（仮

想の）例ではそうした空間提示におけるキャラクターのふるまいが、『SIREN』の例ではそ

うした超自然的な能力の存在が、慣習化されていると明らかになる。もし前者を「慣習化」

ではなく「自然化」して読むならば、主人公は、プレイヤーに与えられているような画角

で、この空間を見ているのだ。一見人間の身体や心理、眼球をもつように見えても、その

知覚する視覚は、空間ごとに設定された一点から、みずからの体躯さえ客体化して捉える

ように見ている。このパラドックスは、ニールセンの意味で「自然」さを取り戻すような

読みが、アルバーの意味で「不自然な」空間や知覚をそこに存在させてしまうことだ。こ

のような分裂のために、物語論の「自然主義」が想定する、一貫性した「ふつうの」
0 0 0 0

人間

像は切り裂かれる。

　同様に、『スーパーマリオ 64』や『ゼルダの伝説 時のオカリナ』も、主人公はみずか

らの眼球ではなく、その背後に基本的に据えられた視界によって、自身の身体と周囲の空

間を捉えているかのように行動している―と、「不自然に自然に
0 0 0 0 0 0 0

」あるいは「自然に不
0 0 0 0

自然に
0 0 0

」読むことができる。後者のダンジョンには、閉まったドアを開く仕掛けが多く存

在する。広い空間の奥のほうにあるドアに鉄格子がはまっているのを、そこから遠く離れ

たスイッチを叩くことで、開くことができる。それを叩くと、画面に提示される情報は、

主人公の周囲を離れて、その鉄格子が開く様子を、正面から提示する。主人公は、なぜか

その開錠を直感したようにドアへと向かう。ドアが複数ある場合でも、開いたドアに正し

く向かうことができる。このような出来事の「不自然な」提示も、『バイオハザード』同



- 50 -

様に慣習化されたものだ。

　いずれの場合でも、現実世界や人間像に照らして「自然な」出来事が提示されるように、

プレイヤーはプレイすることができる。たとえば『バイオハザード』の例では、主人公の

アバターは、バッテリーの存在に当然気づいていないように、おそるおそる部屋の中に進

む。そして棚を見つけて、そこで初めてバッテリーが眼球の視界に入り、それを取得する

のだ。プレイヤーはこのように、「現実世界で起きた出来事」の「報告」のような映像を、

そのヴィデオゲーム作品のフッテージを利用して、たとえば「マシニマ」として提示する

ことができる。ジョナタン・ヴィネルの《マルタンは咆哮する (Martin Cries)》(2013)22は、『Grand 

Theft Auto V』をフッテージに用いたマシニマだ。『Grand Theft Auto V』の物語世界で

プレイヤーがアバターを操作して武器を振り回すとき、そこではマルタンの思考は提示さ

れない。だがこのマシニマ作品では、マルタンの内なる感情や思考が、マルタンを「私 (I)」

として指すナレーションの挿入によって提示される。

　デイヴィッド・オライリーが制作したヴィデオゲーム『Everything』は、その物語世界

に存在するさまざまなアバターを操作することができる。はじめにプレイヤーが操作する

のはロバだが、馬やリスだけでなく、蟻や髪の毛、花粉、果てには原子といった小さなも

のをも、樹木、島、雲やオーロラ、惑星や銀河、星雲といった巨大なものをも操作するこ

とができる [Fig.5-1,5-2]。雪だるまやヨット、また「入れ子構造」や「凸星型多面体」など

数理的な存在をも操作できる。画面に提示されるのは、オーソドックスな『スーパーマリ

オ 64』同様の、そのときの操作対象のアバターを中心にした周囲の様子だ。この操作は

ほとんど「移動」だけだが、着目すべきは、そのときの操作対象が何であるかによって、

周りに提示されるものの大小の幅も限界づけられる点だ。ロバを映していれば、他の動物、

木々や草花、岩山などが画面に提示されるが、木々になると、昆虫などは見えなくなる。

花粉になると、髪の毛やごみなどが画面に提示され、オーロラになると、島々や雲が提示

される。現実的にどうかは問わないとして、その画面に映る情報が、その操作対象が「知

覚」しているかのようなスケールであると想像さえできるだろう。それは『ミラーズエッ

ジ』の超人的な運動能力をもつ主人公にとって、街のさまざまなオブジェクトが「赤色で

強調された」ように見えるという知覚を画面に提示していることと類似している。そして

この情報の提示を説明するために、「語り手」や「カメラ」の比喩を挿入する必要はない。
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Fig.5-1 『Everything』より、海藻のアバターを操作しているときの画面

Fig.5-2 『Everything』より、銀河のアバターを操作しているときの画面



- 52 -

3.5̶ 「再演」と「現実的干渉」̶操作とは何か

　最後に本節では、ヴィデオゲームにおけるプレイヤーを「同化」する修辞について簡潔

に論じる。

　マリー =ロール・ライアン (Marie-Laure Ryan)は、ヴィデオゲームにおける「転説法 (metalepsis)」

の契機を、具体的なゲームを例に紹介している [Ryan]。ジュネットは「転説法」を、物語

の内外をまたぐような修辞的効果として論じる。

すなわち、物語世界外の語り手もしくは聴き手が物語世界の空間へ侵入する

と（あるいは物語世界（内）の作中人物たちがメタ物語世界〔物語世界内に

存在する物語の世界〕の空間に侵入すると、等）〔…〕ある奇妙な効果が生

じるということだ。〔…〕われわれとしては、この種の違犯のすべてを示す

ために、転説法〔…〕という術語を用いることにしよう。［ジュネット (1985a),275］

　つまり転説法とは、現実世界と物語世界とが、あるいは、何らかの語りが存在するよう

な物語世界と、その中に存在する語りが示すような「一段下の」物語世界とが画然と区別

されながらも、連絡可能であるように示す効果である。それは焦点化つまりそのキャラク

ターに知覚可能な限界の違犯が引き起こす、物語世界に含むべき出来事の一覧の再設定と

いえる。物語世界内のあるキャラクターが、まるでその物語の外すなわち現実世界に向け

て話しかけたり、侵入してきたりするように思えるとき、それはむしろ「そのような、現

実世界のコミュニケーションのルールでは想像しがたい不自然な世界」を示すように、そ

の転説法を含む語りがデザインされているということなのだ。物語の外に現実世界がある

のではなく、物語に「外」などない。

　「転説法」の特殊な例を、2.3節で論じた「二人称の語り」において代名詞に期待され

ている効果に見ることも可能だろう。フルデルニクはこのような違犯の効果を「同質コミュ

ニケーション的 (homocommunicative)」と再定式化する。

同質コミュニケーション的なテクストは、コミュニケーションのレヴェルに

ある人格と、フィクションの人格とのあいだで、そのアイデンティティの領

域を共有する。つまり、語り手か語られ手、あるいはその両方が、そのフィ

クションの登場人物でもあるということだ。［Fludernik(1994),446］
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　2.3節では、「語り手」と「語られ手」がそもそも、読者が物語のテクストを「自然な」コミュ

ニケーションのルールにもとづいて解釈しようとするときに、その代名詞によって、存在

するように感じられる修辞的効果であることを指摘した。その点でフルデルニクの説明は

転倒、循環している。「不自然な読みの戦略」は、コミュニケーションをモデルとした「自

然さ」を相対化・警戒することで、読者とキャラクターとの「中継」になりうる「語られ

手」あるいは「語りの観衆」を幻覚と認識する。

　ライアンは、エスペン・オーセットによる『Deadline』の説明と、『メタルギアソリッ

ド 2 サンズ・オブ・リバティ』の一場面を、ヴィデオゲームにおける「転説法」の例に

挙げる。『Deadline』はインタラクティブフィクション作品であり、作中に同名のインタ

ラクティブフィクション作品が登場する。それには、「あなた」と名指される存在が抑鬱

になっていく物語が綴られているのが提示され、「あなた」が自殺を試みる場面に差し掛

かったとき、『Deadline』のプログラム自体がシャットダウンする［Ryan,459］。『メタルギア

ソリッド 2』には、「雷電、今すぐゲームの電源を切るんだ (Raiden, turn off the console now!)」「長

時間プレイすると目が悪くなるわよ (You ruin your eyes sitting this close to your TV)」という台詞が含

まれ、「〔…〕その発話行為は、プレイヤー自身からプレイヤーの〔操作する〕アバターを

区別する存在論的な境界を素早くまたぐ」［461］。

　これらの例には、2つの特徴が見いだされる。ひとつは、すでに確認したような、「あ

なた」という代名詞および命令法を利用し、プレイヤーがヴィデオゲームをしている状況

を利用して、報告のコミュニケーションとして受け取らせる「再演」の効果だ、もうひと

つは、そのアプリケーション自体のシャットダウンという、「現実的な干渉」だ。前者は、

同名の作品が作中に登場する点で、『冬の夜ひとりの旅人が』に酷似している。

　「代名詞」の使用は『The Stanley Parable』などのゲームにも確認できる 23。『The 

Stanley Parable』は、奇妙な境遇に巻き込まれたスタンリーのアバターを操作するヴィデ

オゲームで、ヴィデオゲームの慣習や文化への諧謔を中心とした作品だ。ナレーションは

プレイヤーが操作するキャラクターを「スタンリー」と呼び続ける。だがあるエンディン

グでは、「君はスタンリーではありません。君は実在する人間だ」と言い、その「選択」や「現

実世界の意思決定」を挑発する。ここでリチャードソンの言う「再演」が用いられている

のは明白だ。また恋愛アドベンチャーゲーム『君と彼女と彼女の恋。』でも、ヒロインが「君」

の「データをロードする」行為を非難する。3.3節で触れた『Her Story』で提示される「フォー

ムに文字を入れて検索し、動画を観る」という主人公の行為にも、同様の効果があるだろう。
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　『UNDERTALE』にも、物語世界内のキャラクターによってアプリケーションがシャッ

トダウンかのように見える演出がある。だがこの関係性は、それらが「同時」に起きてい

ると考えるゆえに起こる。ヴィデオゲームによる世界の出来事の提示は基本的に「同時的

な語り (simultaneous narration)」のように見えるが、そもそもそれは、現実の読者がその文字列

を読んだり、映像を観ていたりする「受容の現在」と、そこで物語内容が展開されている

「フィクションの現在」とを混同する錯覚だ。

　アプリケーションのシャットダウンだけでなく、そのアプリケーションが保存されてい

るディレクトリのファイルを編集するような「現実的な干渉」は、他の作品にも見受けら

れうる。『君と彼女と彼女の恋。』は、特定のセーブデータを消去する。ヴィデオゲームの

リプレイは、そのたびに物語世界の新たな提示をなし、連続性がないものだと慣習化され

ている。セーブデータを消去することは、その「君」という存在によるリプレイも含めて「物

語世界」であると提示する。「リプレイ」も「セーブデータ」も、「君」という名の非人間

的存在がもつ、時間を巻き戻したり、その世界を改変する能力やその一部を指す、換喩す

るものだと、「不自然に自然に」捉えられる。単にナレーションや台詞だけでなく、その

ファイルがあったディレクトリを開くブラウザもまた、フィクションのテクストであり、

フィクションの出来事の提示をしているにすぎない。ファイルの消去は、フィクション小

説の紙やインクが現実世界に存在することと同じだ。それが、「実際に特定のファイルが

消去されていること」で提示されているのだ。特定のファイルが消えたことで、出来事の

特定の提示ができなくなったわけではなく、単にそのような提示はもともと実装されてい

なかったのだ。類似したデザインは、『Doki Doki Literature Club』にも確認できる。

　キャラクターたちは、ときに、そのアバターや「あなた」による敵キャラクターの殺害

およびその決断を、もしくは「君」による、ヒロインを取っ替え引っ換え攻略する態度に

ついて非難する。だがこの「あなた」や「君」が、プレイヤーの行動を「再演」している

からといって、あるいは「現実に存在する自らの構成要素を編集した」からといって、物

語世界と現実世界との区別は画然と分かたれている。ある提示のパターンを実現させる「操

作」は、フィクションの中の行為ではなく、ただ本のページをめくる行為と同等である。

書籍にはいつも、2ページ飛ばしや逆順で読むことができるグリッチが含まれている。
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結論

　本論は、ジュネットの議論が「人間主義的」ないし「自然主義的」な前提をもつゆえに

内に含んだ混乱を分析し（1章）、「不自然な物語論」と呼ばれるアプローチによって、概念

の再検討と再定式化をおこなった（2章）。そしてその洗練されたモデルが、ヴィデオゲー

ム作品の分析に適用できる可能性を示唆した（3章）。

　いまや「焦点化」は「見る人物」の比喩を必要としないし、「語り手」という幻影は消

え去った。そこにある「物語」とは、さまざまな出来事を含む世界と、その出来事の提示

の順序や条件分岐の恣意的なデザインだけだ。「内容」と「言説」をつないでいた「語り手」

という修辞学的効果にすぎないものを廃棄することで、映像やインタラクションを媒介さ

れて提示されるフィクションにも、「物語論」は妥当にアプローチできるようになった。

　だが、「語り手 (narrator)」を解任した物語論は、なおも「物語 (narrative)」の理論なのだろうか。

そもそもフィクションが「何かを語っている」とみなすことは、どこまで比喩なのだろう

か。本論はこのような、それ自体比喩である疑問文には立ち入らない。そこには「誰」も

いないし、物語に「外」などないのだ。



- 56 -

註

1 ̶̶この二つの用語は、言語学から借りられたものである。.ロマン・ヤコブソンによる言語学的な定義を確認する。「法
mood〔=叙法〕は、語られる事象とその参加者とのあいだの関係を、発言事象の参加者に関説して特徴づける」「態 voice
は、語られる事象とその参加者との関係を発言事象や話し手に関説せずに特徴づける」［156］。ヤコブソンの定義は、コ
ミュニケーションの言語を分析対象としている。つまりコミュニケーションの「叙法」とは、その語られる事象（世界）
と、発言事象の参加者（語り手と語られ手）との関係を自明視している。この語の援用自体が、ジュネットの物語論に現
実世界のコミュニケーションにもとづく解釈を示唆している。参照：ローマン・ヤーコブソン著 . 川本茂雄監修 . 田村すヾ
子ら訳「転換子と動詞範疇とロシア語動詞」『一般言語学』みすず書房 (1973)（原著 Jakobson, Roman. Essai de linguistique 
générale (1973)）

2 ̶̶「語りの審級 (instance)」とはジュネットが「物語言説〔テクスト〕の生産の審級」を扱うにあたって定めた用語。
これはさらに「語りの水準」と「語りの時間」、そして「人称」という三つの範疇に分けられる［ジュネット (1985a),252］。
だがこれらの概念はいずれも「語り手（の現在）」を基準に置くために見いだされた範疇である。本論はこの「態」を、物
語のテクストの「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、取捨選択しな
がら並べ立てられたもの」という再定式化に代える。

3 ̶̶「パラレプシス (paralepsis)」は、「冗説法」とも呼ばれる物語論の用語。「『パラレプシス』という語は、そのひと
が知りえないはずの知識を明言するという意味であり、つまり『言い過ぎ』を指す」［Nielsen(2012),75］。「パラレプシス、
あるいは、語り手のキャラクターがもつ、自身が知っているはずのない出来事についての知識」［Alber et al.(2013),3］

4̶̶ 「〔…〕つねに物語の内側にいるキャラクターと、つねに外側にいて、キャラクターの心理と視点に読者がアクセス
する制約を選択する作者とのあいだに〔ジュネットのシステムの背後にある組み合わせの論理の力は〕ある。さらにわた
したちはそのシステムに内在する不自然な組み合わせを検討し、その再定式化が、最終的な視座としては、可能な組み合
わせのスコープを拡張することを可能にした。作者は二つのものごとを選択する。①代名詞（ひとつまたは複数）、そして
②思考へのアクセスの制限（基本的かつ典型的には、一人か、全員か、または誰にもアクセスできないか）。ここから帰結
する可能なパターンのうちいくつかは、現実生活の語りに似ている̶̶外的焦点化を採用した異質物語世界的な語りと、
内的焦点化を採用した等質物語世界的な語りだ」［Nielsen(2013),90］

5 ̶̶ニールセンは、このような観点を、フルデルニクが物語の基準とみなす「経験性 (experientiality)」［Fludernik(1996)］
よ、ハーマンの「そうであろうこと (what it’s like)」という概念に見出し、自身も「私のモデルにおいても、プロットの存
在しない物語はありえるが、いずれかの物語の水準になんらかの種類の人間の（人間に似た）経験主体 (experiencer)が存
在しないような物語はありえないとみなす」と述べる［Nielsen(2013),73］。

6̶̶ ジョナサン・カラーによる批判はあるが、ここでは便宜的に用いる。「根本的に、神が存在するのかも、神が何を知
るのかもわれわれにはわからない以上、神の全知は、語り手や文学の物語について考えるのを助けるモデルにはならない」 
Culler, Jonathan. “Narrative” in Narrative 12.1 (2004), 23

7̶̶ アルフレッド・ヒッチコック的「サスペンス」を想起しよう。自身に迫る危機に、主人公が気づいていない状況が
明示されるとき、サスペンスを生む。つまり「自然な」サスペンスは、従来「内的焦点化」と呼ばれる、「私」と呼称され
るキャラクターの知覚や知識に語りが限定されるテクストでは（パラレプシスがない限り）本来起こらない。バルも知識
の範囲とサスペンスとを結びつけている［Bal, とくに 160–161］。

8̶̶ 「語りの時間」の一分類である「同時的なタイプ」を、ジュネットは「物語られる行為と同じ時点に位置する、現在
形で語られた物語言説」と特徴づける［ジュネット (1985a)254,256］。このような「同時的な語り (simultaneous narration)」
の不自然さがすでに慣習化していることをアルバーらは指摘している［Alber et al.(2012),379］。

9̶̶ マケラはリアリズムという「慣習化された不自然」を分析し、その不自然さを露わにさせる。参照：Mäkerä(2013)

10̶̶ 「代名詞」は、ロラン・バルトやヤコブソンが論じた「転換子 (shifter)」の機能をもち、またチャールズ・サンダー
ス・パースの分類「指標詞 (index)」ないし「副指標詞 (subindex)」にあたる。ニールセンは後者のモデルを参照しながら、
文学の物語における代名詞を分析している［Nielsen(2018)］。本論は、「語り手」という人物の比喩を錯覚させる側面に注
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11̶̶ 「態という、言語学的に生成された幻想」［Fludernik(1996),257］

12 ̶̶本論における、「語り手」は物語の態の「擬人化」にすぎないというアイデアは、ポール・ド・マン（Paul De Man）の「活
喩法 (prosopopeia)」をヒントにしている。

13̶̶ フランツ・カール・スタンツェルの概念「媒介性 (mediacy)」を下敷きに、フルデルニクはこう述べている。「二人
称の内言はそれゆえ、その媒介性 (mediacy)〔…〕を前景化させる」［Fludernik,454］

14̶̶ 山田仁はこれを「個別状況の解除」や「複数選択肢」と呼ぶ。参照：山田仁「『冬の夜ひとりの旅人が』とは何か：
二人称の語りと越境のファンタジー」 『エクス : 言語文化論集』(11)、関西学院大学経済学部 (2019) 123–149

15̶̶ 有名な「アンクルサム」のプロパガンダポスターを思い出そう。「アメリカ陸軍はあなたを求めている（I want you 
for U.S. Army）」。

16̶̶ 吉田寛は、ダイヤー =ウィザフォードとデ・ビューターによる概念「カウンタープレイ」、またトマス・アッパーリー
によるその再定義を紹介する。「カウンタープレイ」は、文明発展をモチーフとしたヴィデオゲーム作品『シヴィライゼー
ション』で、「平和主義者と国家社会主義者を同盟させ、ネオリベラル資本主義と者とキリスト教原理主義者の〈帝国〉的
権力に対抗」したり、ライフシミュレーションゲーム作品『ザ・シムズ』で「自身のアバターのジェンダーをクィア化する」
ようなプレイの実践をさす。アッパーリーはこの反〈帝国〉主義的イデオロギーを脱色し、一般にデジタルゲームが「プ
レイヤーを、コード化されたアルゴリズムに従ってプレイするべき強制する」という「支配的モデル」を崩すための「創
発的なプレイ」とみなした。参照：吉田寛「〈抗い〉としてのゲームプレイ：ゲーム的リアリズム 2.0のために」『ユリイカ』
2017年 2月号、青土社 (2017)  141–152、とくに 143–144。本論が「不自然な読み」に期待するのは、このような政治的ポ
テンシャルをもつ、受容者の創発的な実践としての性格である。

17̶̶ リチャードソンによる「わたしたち語り (we-narration)」を分析も参照［Richardson, 37–60］

18̶̶ 「こうしてみると、物語言説が物語る出来事についても、またその物語言説を産み出すとされている〔物語る〕行
為についても、この場合われわれに情報を提供するのは当の物語言説を措いてほかにはないということになる」ジュネッ
ト (1985a),19

19̶̶ アルバーによる「不自然な物語論」の特徴づけを逆の意味に改変して用いた。元の文は、「不自然な物語は、現
実世界には存在しえないような、ストーリーテリングのシナリオ、語り手、キャラクター、時間性、空間性を表象する
ことで、物理法則、論理規則、知識に関する人間的な制限に違犯する (An unnatural narrative violates physical laws, logical 
principles, or standard anthropomorphic limitations of  knowledge by representing storytelling scenarios, narrators, characters, 
temporalities, or spaces that could not exist in the actual world.)」［Alber(2014)］

20̶̶ レインフォレスト・スカリー =ブレイカーは、グリッチを利用したスピードランを「破壊的なラン (deconstructive 
run)」と名づけた。「破壊的なランは、元々の物語 (literal narrative)とゲーム空間のデザインに意図された物語（暗黙のルー
ル）との両方を侵犯することで、語りの境界線を分解する。［…］プレイヤーはゲーム空間にある物語にたいして明らかに
暴力を行使して、自己のための物語を見つけ出す」［Scully-Blaker］。前註 16の「カウンタープレイ」も参照。

21̶̶ 参照：Bogost, Ian. Persuasive Games: The Expressive Power of  Videogames. MIT (2007) 1–64

22̶̶ 参照：ICC｜《マルタンは咆哮する》（https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/works/martin-cries/ 2020年 11月 6日閲覧）

23̶̶ アストリッド・エンスリンは、アルバーの意味での「不自然な物語」を、ヴィデオゲームに見出し、その例に『Braid』
『ミラーズエッジ』などを挙げ、特に『The Stanley Parable』に注目する。参照：Ensslin, Astrid. “Videogames as Unnatural 
Narratives” in Diversity of  Play. ed.Mathias Fuchs. Lüneburg: meson press (2015) 41–70

https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/works/martin-cries/
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