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話形と設定という世界観
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「構造」という考え方
全体　ー　要素（行為・出来事・人物・場所） 

　　　　　　　↓ 

　　　　　関係性（要素同士の関係性） 

①　要素は全体の一部でないと意味をなさない 

②　要素間の関係の総体が全体である 

③　要素や関係は、他の物語にも当てはまる
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「構造」という考え方
（例） 

骨→内から支える→内蔵←外から支える←皮 

（要素）　　　　（要素）　　　　（要素） 

　　　　　　　　　人間 

　　　　　　他の人間にもある
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構造の種類
①　物語の構造 

　　　　いろいろな物語同士との関係で抽出される型 

　　　　　　（例）　奇種流離譚 

　　　　　　　　　　成長譚（＝ビルディング・ロマンス） 

　　　　　　　　　　異界もの（トリックスター・ロマンス） 

②　キャラクターの構造 

　　　　物語内のいろいろなキャラクター同士の関係で 

　　　　抽出されるキャラクターの役割 

③　設定の構造 

　　　　物語内の設定（場所・時間・移動・世界観）によって 

　　　　なされる物語の骨格
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構造にも二種類ある

物語

意匠

型

物語としての型

キャラクターの型

型の種類は、多くないが、意匠の数は限りなくある。

設定としての型

5

１／４　

○○月○○日（○○曜）○○コマ目　○○○



キャラの構造の掴み方
物語を閉じられた空間とみなして… 

①、対立や相似、または、共変や共反関係を読み取る 

②、キャラクターマトリックスを作成してみる 

③、物語の型が要求するキャラクターから類推する
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（例）藤子アニメのキャラクター

力 金

性
優 助
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キャラクターの構造
①、キャラクターは物語で閉じられている 

　　　基本的に他の物語には移行しない 

②、キャラクターの属性は、他のキャラとの関係で決まる 

③、同じ物語に同じキャラクターは二つ要らない 

④、有名な物語の型には、有名なキャラクターの型がある 
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（例）英雄もの 
（ヒーローもの）のキャラ
①、行為者 

②、敵対者 

③、ライバル・偽物 

④、ほう助者 

⑤、ヒロイン 

⑥、派遣者

中心人物・主人公

巨悪

主人公と接戦する

主人公を助ける

勝者のものになる

主人公の運命などを予言
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キャラクター分布図

お笑い系

お姉さん系

クール系

妹系
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物語構造の掴み方
物語を閉じられた空間とみなして… 

①、最も原子的な読み方を当てはめる 

②、最初と最後を大きく掴む 

③、分子的な型にはまるかを考える 

④、主体を変化させてみる
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物語は大きく三つある 
（物語の原子）

物語　　　　　　　　

ＡがＢする物語

ＡがＢになる物語

Ａは、主人公だけではなく、色々な人物をいれてゆくと、
色々読める

ＡがＢである物語
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物語の構造を抜く 
《主体を変化させる》
ＡがＢする物語 

　悪　が　正義　になって　悪　を　滅ぼす　物語 

　仮面ライダー 

　デビルマン 

　タイガーマスク
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物語の型　原子は３つ 
分子はある程度の数
「英雄譚」という話形      話形　＝比較的普遍性のある大きな型 

ａ．英雄は、高位の両親、一般には王の血筋に連なる息子である。 

ｂ．彼の誕生には困難が伴う。  
ｃ．予言によって、父親が子供の誕生を恐れる。 
ｄ．子供は、箱、かごなどに入れられて川に捨てられる。 
ｅ．子供は、動物とか身分のいやしい人々に救われる。彼は、牝の 
　　動物かいやしい女によって養われる。 

 
　　　　　　「機種流異譚」　      話形 

a．大人になって、子供は貴い血筋の両親を見出す。 
　　この再会の方法は、物語によってかなり異なる。 
b．子供は、生みの父親に復讐する。 
c．子供は認知され、最高の栄誉を受ける。 

話素　＝　話形を構築
　　　　　する基本パーツ

話素　
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ランクの 
英雄譚のパターン 

ペルセウス 
（ギリシャ神話） 

ロムルスとレムス 
（ローマ神話） 

ジークフリート 
（ワーグナーの「ニーベルングの指

環」） 

ａ．英雄は、高位の両親、一般には王の
血筋に連なる息子である。 

ペルセウスはアルゴス王アクリシオスの
孫。大神ゼウスの息子。 

ロムルスとレムスはアルバ・ロンガ王ヌミ
トルの孫。戦神マルスの息子。 

ジークフリートは大神ヴォータンの孫。 

ｂ．彼の誕生には困難が伴う。 

アクリシオスの娘ダナエが塔に幽閉され
るが、ゼウスが塔に忍び込み、ダナエに

息子を産ませる。（をい） 
この息子がペルセウス。 

ヌミトルの娘レア・シルビアが神殿に幽
閉されるが、マルスが神殿に忍び込み、
シルビアに双子の息子を産ませる。（ま

たかよ） 
この息子がロムルスとレムス。  

レア・シルビアはアクリシオスの弟アムリ

ジークフリートの父ジークムントは、ヴ
ォータンに剣ノートゥングを折られて間
接的に殺されてしまう。ジークフリート
の母ジークリンデもヴォータンに殺され
そうになるがワルキューレのブリュンヒ

ルデに救われる。 

ｃ．予言によって、父親が子供の誕生を
恐れる。 

「アクリシオスは孫に殺される」という
神託がある。（このため、アクリシオス

がダナエを幽閉していた。） 

アムリウスはアクリシオスから王位を奪う
が、レア・シルビアに王子が産まれると
王位を奪い返されるのではないかと恐れ
ていた。（このため、アムリウスがレ
ア・シルビアを幽閉していた。） 

ブリュンヒルデが「ジークフリートがノ
ートゥングを復活させる」と予言する。
（暗にジークフリートがヴォータンを倒
してジークムントの仇を討つことを匂わ

せる。） 

ｄ．子供は、箱、かごなどに入れられて
川に捨てられる。 

アクリシオスはダナエとペルセウスを箱に
入れて海に流す。 

アムリウスはロムルスとレムスを殺そうと
するが、アムリウスの部下はロムルスとレ

ムスをかごに入れて川に流す。 
（あまり当てはまらない。） 

ｅ．子供は、動物とか身分のいやしい
人々に救われる。彼は、牝の動物かいや

しい女によって養われる。  

ダナエとペルセウスは漁師に拾われる。 
（養われるところはあまり当てはまらな
いが、王女ではなくなったダナエが相当

するかも。） 

ロムルスとレムスは牝狼に拾われ、育て
られる。 

ジークフリートはニーベルング族のミーメ
に拾われる。 

（養われるところはあまり当てはまらな
い。） 

ｆ．大人になって、子供は貴い血筋の両
親を見出す。この再会の方法は、物語に

よってかなり異なる。 

ペルセウスは自分の出生を知らされる。  ロムルスとレムスが祖父ヌミトルと再
会。 

ジークフリートは父親の剣のノートゥン
グを鍛え直すことを通して自分の出生を

知っていく。 

ｇ．子供は、生みの父親に復讐する。 
ペルセウスに復讐心はなかったが、ペル
セウスの投げた円盤が偶然祖父アクリシ
オスに当って、アクリシオスは死んでしま

う。 

ロムルスとレムスが大叔父アムリウスを殺
す。 

ジークフリートはブリュンヒルデが眠っ
ている炎の山に登る途中で、阻止しよう
とするヴォータンをノートゥングで撃退

する。 
ｈ．子供は認知され、最高の栄誉を受け

る。 

ペルセウスがアルゴス王になる。 
その他、ゴーゴン・メデューサを倒した
り、ペガサスを手に入れたり、王女アン
ドロメダを救出して結婚したり、ｅｔ

ｃ・・・。 

叔父ヌミトルがアルバ・ロンガ王に復
位。ロムルスは育った場所に戻り初代ロ

ーマ王になる。 

大蛇ファフナーを倒したり、ニーベルン
グの指環を手に入れたり、ブリュンヒル
デを救出して結婚したり、ｅｔ

ｃ・・・。 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物語の型

話形　　ジャンルや作者、文化を超越した普遍的パターン 

　　　ジャンルや作者による類型的パターン 

話素　　話形の中から抽出される、典型的要素 

　　　　　　…する系 
話原型　　　…である系　　　最も原子的な物語 
　　　　　　…なる系

歴
史
性
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「トリック」の 
キャラクター構造分析

　　　　　仲間由紀恵　　阿部寛 

　　　　　　　女　　　　　　　男 

手品師（低い　社会的地位　高い）大学教授 

　論理的　　　　　　　　非論理的（恐がり） 

　嘘をついて騙す　　　　　嘘つきを暴く 

　　　貧乳　　　　　　　　　　巨根
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「トリック」の 
舞台設定構造分析

田舎 
前近代世界 
非論理的世界 
村人は盲信的

都会的な知
近代的な知

女　＜　男女　＞　男

都会
近代世界
論理的世界
市民は懐疑的

異界
もの

トリックスター

解体されるべつの体系
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少数の型を多様にするもの

物語
意匠

型
物語としての型

キャラクターの型

意匠は、特に影響（パクリ）が激しい
意匠は、文化やジャンルを超えて消費される

意匠は、数限りなくつくられる

設定としての型
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意匠の影響関係の系譜の例

スターウォーズ 

（ハリウッド実写映画）

機動戦士ガンダム
（日本アニメ）

宇宙刑事シリーズ
（日本特撮ＴＶ）

ロボコップ
（ハリウッド実写映画）

「隠し砦の三悪人」（黒沢映画）
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宇宙刑事とレーザーブレード
21

ガンダムとビームサーベル
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こういった知識で 
文学を読んでみる
テクスト　芥川龍之介　『羅生門』 

　　目的　　①設定（世界観）をどうやって用意 

　　　　　　　　　しているのだろうか 

　　　　　　　②視点について学ぶ 

　　　　　　　③伏線の効果を学ぶ 

　　　　　　　

23

どんな世界観（設定）か
①、時代　　 

　　　平安末期（政権が終わりかけている） 

　　　仏教的世界観が強い 

②、状況 

　　　世の中が不景気で荒れている 

③、時間 

　　　夕方→夜 

④、季節 

　　　晩秋　 

⑤、その他 

　　　雨

雨と寒さと時間帯が、
下人を

羅生門の下から羅生門の登楼へと登
らせる

下人が仕事を無くし
明日の生活に困る状況
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どんな世界観（設定）か
⑥、演出 

　赤（夕・丹塗りの柱・火の光）　 

　　　↓　　　↑ 

　黒（夜・闇・鴉＝不吉な鳥・死体を喰う鳥） 

⑦、羅生門という場所
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⑦、羅生門という場所 

神や法により
論理的に

善か悪がが判断さ
れる
世界

神や法がなく、各自の倫理により善悪が判断される
弱肉強食の世界

論理世界
　　と　
倫理世界

　　の境界上の世界

境界上の物語
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下人の悩み
　　論理的な法・神の世界に生きる 

　　　　盗みをしない　＝　このまま飢え死に 

　　倫理的な世界に飛び出す 

　　　　自己倫理　＝　生きるために盗みを肯定

肯定する
勇気がない
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さらに、キャラ関係も
　　　　　　　　　　下人　　　老婆 

　　　　　　　　　　若い　　　年寄り 

　　　　　　　　　　男　　　　　女 

　　　　　倫理観が未確立　　　　独自の倫理観 

　　　　　　　　　正義　　　　悪（加害者） 

　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　↓ 

　　　　　　　　　　悪　　　　　　　被害者
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まとめ
物語やキャラクターや設定には「型」がある。 

型には、パターンがある。 

逆に言うと型の数は多くない。 

意匠は数限りなくある。→しかしながらパターン化してしまう 

構造は、全体を構築している要素と、要素同士の関係を考えるやり方である。 

構造は、意匠を無視して成り立つが、構造に気がつかない人も意匠には惹きつけ
られる
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