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物語におけるストーリーとは何か
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説明課題と概要

「物語（narrative）」における「ストーリー（story）」とは何か

a. 「あらすじは読んだのでその物語のストーリーは知っている」
b. 「シャルル・ペローの「サンドリヨン」とそれを元にして制作されたディズニー映画の

『シンデレラ』は同じストーリーである」
c. 「黒岩涙香の『巌窟王』はアレクサンドル・デュマの『モンテ・クリスト伯』の翻案作品

であり、ストーリーを引き継いでいる」

本発表では物語論におけるストーリー概念を下敷きにしつつ、それと整合
的な仕方で上のような日常的なストーリー概念の説明を試みる。

※「物語」を本発表では「出来事の表象」程度の意味で用い、小説や映画、演劇などを念頭に
置く
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本発表の目次

1. 問題の所在

• 本発表で扱うストーリー概念、及びそれの何が問題なのかについて

2. 先行研究のレビュー

• 同一性説、タイプ説、出来事説そしてアイデア説

3. 関心相対説とその修正

• 関心相対的な物語内容としてのストーリー
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問題の所在
ストーリー概念の何が問題なのか？



議論の叩き台：物語論における定義

• ディスコースとは物語のテクストや演劇の個々の上演を指し、ストーリーとはその物語において語

られている一連の出来事や行為を指す（Culler, 1981, pp.169-70）

• ソポクレスの『オイディプス王』であったらストーリーは…

「オイディプスがキタイロン山に捨てられる；羊飼いに救われる；コリントスで育てられる；交

差路でライウスを殺す；スフィンクスのなぞなぞを解く；イオカステと結婚する；ライウスの殺

人犯を探す；自らの罪を発見する；目をつぶし国を去る」（Ibid., p.172）

• 一つのストーリーは複数の物語ディスコースにおいて共有される（Abbott, 2002, p.18）

１．問題の所在 6

「ディスコース（discourse）」に対する「ストーリー（story）」



ストーリー概念の問題点

• ディズニー『シンデレラ』と原作「サンド
リヨン」の相違

• 舞踏会の回数

• 舞踏会が開かれる理由

• 継母の娘の名前

• では「シンデレラのストーリー」にとって
必要なものは何？

• ＝ストーリーの同一性の基準は何か？

１．問題の所在 7

同一性の基準は何か？

移植

移動



先行研究のレビュー
命題説、タイプ説、出来事説そしてアイデア説



命題説（strict theory of story identity）

• ストーリー＝「作品において提示される出来事や登場人物、設定のディ
テールの完全な集合（complete set）」（Smuts, 2009, p. 6）、物語によ
れば真であるような命題の集合
• e.g. 「ホームズとワトスンはベーカー街で共同生活を始めた」

• 問題点
• シンデレラの例すら説明できない

• 『シンデレラ』と「サンドリヨン」は相矛盾する命題を真にしてしまう

• 「シンデレラの姉の一人の名前はアナスタシア／ジャヴォット」

• そもそも異なるディスコースは通常異なる命題を真にするので、同じ
ストーリーは二度と語ることができないことになってしまう。

9２．先行研究のレビュー



タイプ説（type identity theory）

•「主要な部分」を共有していれば同じストーリーなのでは？

•タイプ説：ストーリーはタイプであり、それぞれのストーリー
トークンの一部だけが本質的な要素（Smuts, 2009, p. 6）

•問題点

• 「本質的な要素」とは何？

• 「シンデレラ」のストーリータイプに属するには何が必要？

• 父親の死？二度目の舞踏会？動物たち？カボチャの馬車？

• →ストーリーの同一性の基準が明らかではない

10２．先行研究のレビュー



ストーリーの抱える双極性の問題

• 厳密さの問題
• ストーリーを物語における登場人物、出来事、設定のディテールなどをすべ
て内包するものとしてしまうと、同じストーリーを異なる物語ディスコース
で語ることができなくなってしまう

• 寛容さの問題
• ストーリーが異なる複数の物語ディスコースによって共有されるものである
ことを認めると、そのストーリーに本質的な要素を決定する基準が不明

→両者を解決出来なければならない

11２．先行研究のレビュー

「作品を別のストーリーに基づかせて非常に似た何かを語ることはできるが、同じストーリーを二度
語ることはほとんどない」（Smuts, 2008, p.12）



出来事説（高田）とアイデア説（Cray）

•ストーリーとは
• 「物語が話題にする出来事」（高田, 2017, p.37）

• 物語の元となるアイデア（Cray 2019）

•ストーリーに存在論的に明確な地位を与える
• つまり「特定の時空間」と「作者の特定の心的状態」

•二つの問題を解決
• 厳密さの問題：細かな差異は元となる｛出来事／アイデア｝が同一で
あれば問題にならない

• 寛容さの問題：同一性の基準は｛時空間的延長／作者の心的状態｝の
同一性として明確である

12２．先行研究のレビュー



アイデア説の詳細な説明

• アイデア：「因果的・歴史的に関連した、それらのすべてが内容を共有する心的
状態のトークンの融合体（fusions of causally and historically interrelated
token mental states which all share content）」（Cray, 2019, p.6）
• これはつまりアイデアは「因果的歴史（causal-history）」と「内容」の両方によって個別化される
ということである。そのような同じ内容を持ち因果的に関連したそれぞれの心的状態の総体として
のアイデアを、クレイは以下のようにストーリー概念に適用可能だとする。

「Ｉが物語表現（narrative manifestation）のアイデアであるのは、Ｉの起案者
（たち）（originator (s)）が、その内容Ｃが何らかの物語表現Ｍ（映画、小説、コ
ミックその他）の基礎として機能することができるように意図した場合に限ると
しよう。ＣがＭの基礎であるというのは、ＣがＭにある中心的な出来事、登場人
物、そして設定のディテールの主要な情報源として機能するということである。
もし私たちが、それが出来事や登場人物、設定に関するものと同じだけストー
リー同一性にとって中心的であると決定するならば、［Ｃが情報源として機能す
るＭのものごとの中に］テーマやストーリーテリングの技巧も含められるかもし
れない」（Ibid., p. 7）
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存在論的アプローチの問題点

以上の問題はストーリーをどうやって知るのかという認識論的問題

14２．先行研究のレビュー

出来事説

「ストーリーの場合もキャラクターの場合も、移植するためには、重要な部分が保持され

ていなければならないが、作品間でディティールに違いがあることは許される。ただしあ

まりにもかけ離れた移植はできない」（高田, 2017, p.50）

→どの程度なら「かけ離れた」と見なされる？

「フィクションを巡る慣習や実践」（Ibid., p.51）には頼るのでは本末転倒

アイデア説

作者が不明であるような作品（e.g. 『平家物語』）の移植は、正確なストーリーを知らな

いまま行われるのか？



関心相対説の試み
関心相対的な物語内容としてのストーリー



P. Lamarqueの物語内容の関心相対性

•物語の内容が同一であるとはどういうことか？
• 物語内容の同一性は、それを問う主体の関心に相対的であり、主体が
置かれた文脈が要求する特定性（specificity）に依存する（Lamarque, 
2014, p. 10）

•薔薇戦争に関する二つの歴史叙述の例
• 「薔薇戦争」という「主題（subject）」は同じだが、記述における
「強調」「歴史的テーゼ」「視点」などにおいて異なる

• それら物語内容は

• 関心が「主題」程度にしか向けられない文脈→同一

• 関心が主題以外の側面にも向けられる文脈→同一ではない

16３．関心相対説の試み



仮説：ストーリー＝関心相対的な物語内容

•「シンデレラ」で考える
• ディズニーの『シンデレラ』とペローの「サンドリヨン」のストー
リーは同一か？

• 主体の関心が緩く主題（シンデレラと王子の出会いと結婚）に向けられている→

同一のストーリーである

• 主体の関心がよりきめ細かい（父親の生死や舞踏会の回数を気にする）→異なる

ストーリーである

•以上のような関心相対説は先行研究の問題を解決している
• 私たちはストーリーをディスコースから各々の文脈における関心に相
対的に取り出す

17３．関心相対説の試み



仮説の修正

•「登場人物の数」に関心を向ける主体にとっては、登場人物の
数が共通する物語はぜんぶ「同じストーリー」？
• やはり「出来事」に関心が向けられる必要がある

•修正案

物語ＡとＢのストーリーが同一である iff ＡとＢの関心相対
的な内容が同一であり、かつその内容は物語に描写された通
りの出来事を含み、かつどの出来事のどの側面を含むかは関
心相対的である。

18３．関心相対説の試み



修正案の優れた点

物語ＡとＢのストーリーが同一である iff ＡとＢの関心相対
的な内容が同一であり、かつその内容は物語に描写された通
りの出来事を含み、かつどの出来事のどの側面を含むかは関
心相対的である。

• 登場人物の数などの無関係な細部だけがストーリーとされ
てしまう場合などを排除できる

• その一方で物語の細部がストーリーに大きな影響を持つ場
合を説明できる

• 存在論的アプローチの認識論的問題を解決できる

19３．関心相対説の試み
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発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。
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