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はじめに 

 
	 本研究は，物語形式のコミュニケーションやそれに促される（あるいはそれを促す）

物語型の思考が，公共政策に関する円滑な合意形成に寄与する方向での態度変容を引き

起こし得るという想定のもと，インフラ整備などの公共政策プロジェクトの計画や実践

に応用することを企図して，物語型のコミュニケーションがもたらす心理的・社会的な

影響について理論的・実証的に検討するものである． 
	 具体的には，まず心理学や医療など様々な分野においてこれまで断片的に行われてき

た物語研究を包括的に調査して相互の関係を明らかにし，物語型の思考やコミュニケー

ションの性質に関する理論の輪郭を提示する．この理論的な検討においては「物語性」

をいかに定義すべきかが も重要な論点となる． 
	 加えて本研究では，現時点で一定の理論的妥当性が認められるような「物語性」の定

義に基づいて，独自に作成した物語型の情報を刺激として用いる心理学的実験を複数パ

ターン実施し，物語型コミュニケーションがもたらす効果についての新たな実証的知見

を得ることを目指す． 
 
 

1.	 本研究が取り組む課題 
 

(1)	 合意形成の難しさ 

	 公共政策プロジェクトを計画し実践する過程においては，特にそれがインフラ整備の

ように大規模かつ長期間の取り組みを要する場合に，「合意形成」を円滑に遂行するこ

とが非常に重要となる．合意形成は，多数決のような機械的な意思決定方式とは異なり，

ステイクホルダー（又はその代表者）間の利害調整やそのためのアイディア出しなどを

柔軟なコミュニケーション・プロセスの中で行うことにより，「ほぼ全員の合意」を目

指す意思決定技法であるとされる． 
	 公共政策プロジェクトに関する合意形成は，市民，行政当局，政治家，企業等様々な

主体が参加するコミュニケーションの過程を経て実現するものであるから，円滑で良質

な合意形成を促すためにコミュニケーション技法の研究が重要な役割を果たし得ること

は間違いないだろう． 
	 ところで，公共政策プロジェクトに関する「ほぼ全員の合意」が，明確な前提条件か

ら論理必然的な帰結として導かれることは稀であろう．現実に政策が計画・実施される

過程では，社会全体としての合理性と各参加主体にとっての合理性が一致しない「社会

的ジレンマ」状況が往々にして存在し得るし，状況が混沌としていてジレンマそのもの

が明晰に表現し切れないような場合も珍しくはないからである．そのような状況下で合

意を形成するためには，例えば各参加主体が他人の立場を想像すること，政策の（自己

にとっての利害得失ではなく）公共的意義をリアリティあるものとして実感できること，

社会が今後どのような道筋を辿るのかについての時間軸を持ったシナリオを共有するこ

と等が重要になると考えられる． 
 

(2)	 物語論の役割 

	 そこで本研究では，さまざまな学問分野において断片的にではあるが長年に渡り研究

されてきた「物語論」を取り上げ，円滑かつ良質な合意形成を促し得る一つの技法とし

ての「物語型コミュニケーション」の有効性について検討する．物語の研究といえば元

来はもちろん文芸の領域に属するものであるが，本研究が着目するのは，主として 1970
年代以降に心理学，社会学，医療などの分野で進められてきた，物語形式の思考やコミ

ュニケーションの性質に関する研究である．	  
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	 これらの分野における既往の物語研究が描いているのは，自己のアイデンティティを

物語的に構成したり，出来事の物語的な描写を理解や記憶の助けとしたり，社会の将来

像を物語的なシナリオとして計画したりというように，さまざまな形で物語型の思考や

コミュニケーションを活用する人間の姿である．これらの研究が主張するところによれ

ば，我々人間の思考やコミュニケーションの過程において，他者の視点でものを考える

ことや，物事をリアルなもの（尤もらしいもの）として実感することや，曖昧な認識を

一つの流れを持った筋書きに仕立てることが可能になるとき，そこには「物語」の形式

が見られるのだとされる．これはつまり，「物語」というものが，文芸作品の形式とし

てのみならず，思考やコミュニケーションの基本的な形式の一つとして研究するに値す

るということであり，物語の性質が詳しく分析されることで，公共政策に関する合意形

成を論ずる上で有益な知見が得られる可能性があるのである． 
 

(3)	 物語研究の現状と本研究が取り組む課題 

	 物語に関する研究は，公共政策に関する合意形成の過程を改善し得ると期待されるも

のの，現時点では以下のような課題を抱えており，本研究はこれらの課題にとり組むも

のである． 
 
a)	 学説史の統合性の欠如 
	 物語研究は様々な分野にまたがって断片的に行われているのが現状で，物語形式の思

考やコミュニケーションの性質について系統立った研究が蓄積されているというわけで

はないし，学説史を俯瞰するような取り組みも十分には行われていない． 
	 そこで本研究では，第 1章において既往の物語研究に関する可能な限り包括的なレビ
ューを行い，現時点で得られている学術的な知見と今後の研究課題について整理を行う．

20世紀初頭の人文・社会諸科学に生じた「言語論的転回」（人間や社会を理解するため
の極めて重要な研究対象として言語が位置づけられたこと）は，理論の発展や見直しを

経て 20世紀半ばに「構造主義」や「ポスト構造主義」といった思潮を生み出したが，こ
れと並行して心理学や人工知能などの領域では「認知革命」（心の内的なプロセスとし

ての表象を重要な分析対象として見出したこと）と呼ばれる変化が起きていた．これら

の流れを受けて 1980年代に，心理学者の J. Brunerや哲学者の P. Ricoeurは，人間を，
「物語形式の思考を通じて，自己と世界のありようについて了解している存在」として

描き，物語研究の重要性を改めて主張した．その後 90年代には，心理療法などの現場で
物語形式のコミュニケーションの活用が始まり，2000 年代には心理学の分野で，「物語」
に触れることによる態度変容についての実証的な研究が本格的に蓄積され始めることと

なった． 
 
b)	 物語の定義の問題 
	 しかし既往の実証研究にはいくつかの限界がある．たとえば「物語」の定義が曖昧

（又は研究者によって相異がある）で，このことにより、実験心理学的な手法で物語的

な思考やコミュニケーションの性質を明らかにしようとする場合に，厳密な議論を行う

ことを難しくしているのである． 
	 本研究においては，既往の学説の整理を踏まえて物語の定義（に関する仮説）を明確

に提示し、定義に沿った厳密な方法により実験用の物語素材を用意して，これに接触す

ることの効果を検証する． 
 
c)	 物語化の技法 
	 物語の定義が明確にされ，その定義にしたがって作成された物語コンテンツを用いて

実証実験が行われて，仮説を支持する結果が得られた場合，その物語コンテンツの作成

方法は，「情報の物語化の技法」として応用が可能になるだろう． 
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	 しかし既往の研究においては，物語の定義が曖昧であることもあり，情報等をどのよ

うに工夫して編成すればより物語的になるのだろうかといった詳しい検討は行われてい

ないことが多い． 
	 本研究においては，次に述べる物語型コミュニケーションの効果検証の際に，実験で

使用する物語型の素材の作成手順を可能な限り明確にすることで，現実のコミュニケー

ションの場で応用可能な「物語化の技法」を提供することを目指す． 
 
d)	 物語型コミュニケーションの効果の実証的・定量的把握 
	 物語に接触することによる態度変容に関する実証研究が蓄積され始めているとはいえ，

研究例は多くはなく，また種類も限られている． 
	 特に公共政策に関する合意形成への応用を目指す本研究の立場からは，インフラ事業

などの公共政策分野の題材を用いて行われた物語研究が少ないことが課題である．そこ

で本研究の第 2章以降では，物語の定義をなるべく明確化した上で，新幹線の建設や津
波対策といった公共政策プロジェクトを題材とした刺激による心理学的実験を行い，物

語型コミュニケーションの性質を実証的・定量的に検証することとする． 
 
e)	 物語志向性 
	 物語型コミュニケーションがある条件の下で，ある種の態度変要をより強力に促すと

いう仮説が正しいとすると，全体として態度変容の程度の平均的な上昇がみられるはず

だが，個人レベルで言えば，物語型のコンテンツを好む人もいれば好まない人もいるだ

ろう．そして，好む場合と好まない場合とで，物語型コミュニケーションの効果が異な

ることが予想される． 
	 物語を読むことに対する選好や傾向について調査する心理測定尺度は既に開発されて

いるが，文芸作品のようなものの鑑賞を念頭に置いており，本研究のようにより一般的

な意味での「物語型の思考やコミュニケーション」に関するスキルや選好を問うもので

はない．そこで本研究においては，質問紙により計測する物語志向性尺度を独自に開発

し，物語型コミュニケーションの効果に与える影響を検討する．また，この尺度の性質

を他の尺度との関係の分析により検討することによって，物語型の思考やコミュニケー

ションの性質を検討する．その性質を検討することとする． 
 
 

2.	 本研究の構成 
 

(1)	 理論と実証，そして応用 

	 冒頭で述べたように，本研究は公共政策プロジェクトに関する合意形成の過程で活用

可能な方法論としての，物語型コミュニケーションの性質を明らかにしようとするもの

である．実践を重んじる立場からすれば，物語型コミュニケーションの有効性が具体的

な事例を通じて明らかになることが重要であり，実証的研究の蓄積から得られるものが

多いであろう．しかし本研究は，実証の作業に一貫性や客観性をもたらすためにも，詳

しく系統立った理論的考察が不可欠であり，かつ現時点ではその考察が不足していると

の認識に基づき行われているものである．したがって全体としては，物語型コミュニケ

ーションに関する「理論的考察」「定量的実証」「応用可能性の検討」の３つを併せて

行うこととし，本研究後に残される課題もその３点全てにわたって存在することになる． 
 

(2)	 学説史レビュー及び理論的考察 

	 まず第 1章では，多分野に渡って存在する物語研究をなるべく包括的に調査し，相互
の関係を明らかにして，学説史全体に関する広い見通しを得ることを目指した． 
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	 調査の結果，20世紀初頭の「言語論的転回」から 20世紀半ばの「構造主義」「ポス
ト構造主義」，そして「認知革命」といった思潮の隆盛を経て，1980年代に Brunerや
Ricoeurが人間の思考能力の根源的形式一つとして「物語」を位置づける理論を提唱し，
これを応用する形で 90年代以降に実践的取り組みや実証研究が生み出されるに至ったと
いう，俯瞰的な理解を得ることができた．応用的な研究は非常に多彩であり，第 1章に
おいてはいくつかのカテゴリに分類して，代表的な既往研究及び実践の成果を取りまと

めている． 
	 また第 1章においては，物語型コミュニケーションに関する理論の骨格となる「物語
の定義」について，既往の学説を踏まえた検討を行っている．「物語とは何か」という

問いは簡単に答えられるものではなく，安易な単純化は避けなければならないが，定義

が明確でなければ実証的研究が困難になるため，本研究においては可能な限り簡潔に

「物語性」を定義することとした． 
	 第 1章においては物語を，「登場人物（主人公）が存在し，状況設定及び登場人物
（主人公）の目標が明らかにされ，登場人物（主人公）が“意図”をもって何らかの試

みを行う様々な出来事が，概ね“時系列”をベースにしながら，意味を持つ“筋書き”

に従って配列され，その帰結が明らかとなる」ような情報と定義づけている．第 2章の
実験では，より限定的に，「時系列性」を持つ出来事の配置と「主体の意図」の明確な

描写（及び第 4章においては加えて「英雄物語」型プロットを持つこと）をもって，物
語型情報の主要な特徴としている． 
 

(3)	 2つのシナリオ実験 

	 本研究の第 2章及び第 4章では，具体的な公共政策に関する情報を参考文献から収集
してとりまとめ，上述の「物語性の定義」に沿って「物語性の強いシナリオ」「物語性

の弱いシナリオ」を作成した．そして，被験者がそれぞれを読了した場合に生じる，当

該政策に対する態度の変容について，定量的・実証的な分析を行うこととした． 
	 第 2章では「リニア中央新幹線の建設」というプロジェクトに関するシナリオを作成
し，Web調査による実験を行った（実験 1）．シナリオの物語性に強弱を付けるに当た
っては，既に述べた物語性の定義に即してなるべく厳密な（物語性以外の面に相異が生

まれないような）操作を行った． 
	 また併せて，被験者が物語型の思考やコミュニケーションにどの程度の慣れ，好み，

スキルを有しているかを質問紙形式で計測する「物語志向性尺度」を作成し，被験者の

物語志向性の高低と提示されるシナリオの物語性の強弱の組み合わせによって，態度が

どのように変化するかを分析した．その結果として，物語志向性とシナリオの物語性の

間に交互作用が存在することや，少なくとも物語志向性が高い受け手に対しては物語型

のシナリオを用いた働きかけが効果的であることが示された． 
	 第 4章では，高知県黒潮町における津波対策の取り組みに関するシナリオを作成し，
同じくWeb調査による実験を行った（実験 3）．なるべく厳密な操作によって「物語性
の強いシナリオ」と「弱いシナリオ」を作成する点は第 2章と同様であるが，物語性の
強いシナリオは「出来事が時系列的に配列されていること」と「主体の意図が明確に描

写されていること」に加え，典型的な物語のプロットであるとされる「英雄物語」の形

式（主人公が非日常的な世界へ冒険に出かけ，目的を達成して日常世界へ帰還するとい

う筋書きのパターン）を取り入れて作成した． 
	 また，物語への「移入」（強い想像によって物語の世界へ入り込むこと）が，主人公

に対する共感や批判的思考の抑制を通じて，物語に明示又は暗示された考えに賛同する

方向の態度変容が生じるという既往研究を踏まえて，実験 3では移入尺度（物語の読了
後に，その物語の描写に「移入」できた程度を測る質問紙形式の尺度）を計測している． 
	 結果，いくつかの態度変容項目に対して，物語性の主効果が存在することが明らかに

なった．また，シナリオの物語性がまず移入を引き起こし，次に移入が政策に関する態

度変容を引き起こすこと，そして状況モデルの形成度と移入の間に密接な関係があるこ

とも明らかになった． 
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(4)	 物語志向性尺度の開発 

	 実験 1において独自に作成し使用した物語志向性尺度には，内的整合性が著しく低い
下位尺度が存在する，質問項目の分かりやすさについて見直しの余地が存在する等の課

題があったため，新たに尺度項目を精査するとともに，信頼性・妥当性検証のための実

験を行った（実験 2）．実験 3には，実験 2で再精査された物語志向性尺度を用いてい
る． 
	 新たに作成された物語志向性尺度は，他者を物語に引き込む能力としての「物語誘引

力」，物事を物語的に把握する能力としての「物語感得力」，物語的エピソードを共有

することで社会関係を構築・維持する傾向としての「物語共有傾向」の 3つの下位尺度
から成る．まず実験で計測した物語志向性尺度の得点について因子分析を行い，因子構

造を確認するとともに，不要と思われる質問項目（共通性が著しく低い，複数の因子に

対し高い負荷を持つ等）を削除して整理し， 終的に 16項目の尺度となった． 
	 物語志向性尺度の開発にあたっては，いくつかの他の心理測定尺度との相関を分析し

た．まず構成概念妥当性の検証として，「物語理解に伴う主観的体験尺度」「多次元共

感性尺度」「認知欲求尺度」「コミュニケーション・スキル尺度」といった尺度に対す

る回答を求め，下位尺度単位での平均得点を算出し，物語志向性の下位尺度平均得点と

の間の相関係数を計算し分析した．その結果，物語志向性尺度が概ね本研究で意図した

ような構成概念を表現し得る尺度となっていることが確認された． 
	 また，物語論に関する既往の学説からいくつかの仮説を立て，他のパーソナリティ，

特に何らかの意味での心理的な「健全性」と物語志向性が関わっているか否かの分析を

行った．具体的には「アイデンティティ尺度」「人間疎外尺度」「大衆性尺度」「時間

的展望体験尺度」「曖昧さ耐性尺度」といった尺度に対する回答を求め，下位尺度単位

での平均得点を算出し，物語志向性の下位尺度平均得点との間の相関係数を計算した．

分析の結果，物語志向性は，「アイデンティティ」の形成度合いや「時間的展望体験」

と関連していることなどが実証され，心理的健全性に関わる物語志向性の性質が一定程

度明らかになった． 
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第 1 章	 コミュニケーション形式としての物語に関する研究の系
譜と公共政策におけるその活用可能性 

 
 

1.	 なぜ物語に注目するのか 
 

(1)	 物語への注目の高まり 

	 政治学において，政策決定過程を理解するための説明モデルは多数考案されている．

たとえば，「合理モデル」「組織過程モデル」「組織内政治モデル」等と呼ばれる各モ

デルにおいては，いずれも行為者や組織が課題の解決に向けて合理的に行動することを

前提として，政策決定過程が説明される1)．また，こうした議論から派生して，合理主

義的モデルを修正する形で「ゴミ箱モデル」と呼ばれるような無秩序的なモデルも提案

されており，「各行為者の選好は不明瞭である」「行動の前提となる知識や情報も不確

実である」「決定過程への参加者も流動的である」といった曖昧性を前提にした意思決

定が分析されてもいる2) , 3)． 
	 こうした政策決定過程論は，伝統的には政治・行政に携わる専門家集団の行動の分析

に適用されてきたものだが，近年，住民参加型の意思決定への注目の高まりなどととも

に，コミュニティレベルあるいは一国レベルでの「合意形成」に関する研究が重要性を

増している4)． 
	 合意形成は，多数決のような機械的な意思決定方式とは異なり，ステイクホルダー

（又はその代表者）間の利害調整やそのためのアイディア出しなどを柔軟なコミュニケ

ーション・プロセスの中で行うことにより，「ほぼ全員の合意」を目指す意思決定技法

であると言われる5)．こうした技法をより豊かなものとするためには，メディアが発信

する情報が世論に与える影響や，政治家や行政当局と市民の間のコミュニケーション，

そして市民間のコミュニケーションなどを分析し，広く深い洞察を得る努力が不可欠で

ある． 
	 ところで近年，社会学，政治学，社会心理学，経営学等の社会科学諸分野において，

「物語」（narrative，story）の概念に対する注目が高まってきている（なお，英語の
storyとnarrativeを区別して，たとえばstoryのほうがより断片的であるなどとする研究者
も存在するが，それぞれの厳密な定義は存在しないと言ってよく，研究者によって用語

法は異なる．また，意識的に区別されないことも多い．本研究においては，「物語」と

いう日本語は，英語のnarrative及びstoryの両方を含意するものとする．）．もちろん物
語は，元来は主として文芸の領域に属する研究対象であるが，人間の認知的及び社会的

活動において「物語を語る」「物語を理解する」「物語を記憶する」ことの持つ重要性

が，様々な研究分野で明らかにされてきており，人間の心理や行動，社会現象を分析す

る際の切り口として活用されているのである6), 7), 8)． 
	 土木計画を含む公共政策の分野においても，これらの物語研究を通じて蓄積されてき

た知見を用いて，人々の語る物語を研究対象としたり，物語型の情報を用いたコミュニ

ケーション技法について議論したりすることが可能であると考えられ，その可能性を示

唆し，また実際に活用した既往研究が存在する9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16)． 
 

(2)	 物語の定義 

	 そもそも物語とは何なのかについては，研究者によって様々に定義されているのが現

状である． 
	 たとえば野口は，「（物語の） 小限の要件は，『複数の出来事が時間軸上に並べら

れている』という点である」17)としている．他にも，物語の 小限の共通要素は「少な

くとも二つの状態と， 初の状態から次の状態へ移行するという一つのイベント」であ
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るとか18)，物語とは「経験を再現するための言語的な技術の一つであり，とりわけその

経験の時系列に適合するように言葉を組み立てる技術」19)であるというふうに，「出来

事を時系列に並べる」という点が物語の必須要素であると規定している例は多い．古い

例としてはアリストテレースが，物語の基本的な構造を，時系列的な意味で「始まり – 
中間 – 終わり」と定式化している20)． 
	 しかし単に出来事を時系列に並べるだけであれば，たとえば単なる年表も物語と呼べ

るのかといった問題が生まれる．やまだは，「2つ以上の出来事（events）をむすびつけ
て筋立てる行為（emplotting）」21)として物語を定義しているが，確かに物語の展開を特

徴づける「筋（プロット）」の存在を含めなければ，物語の物語らしさを規定できない

ように思われる． 
	 プロットは，物語に「意味」を宿らせるために必須のものである．やまだは，「経験

の組織化（organisation of experiences），そして，それを意味づける『意味の行為』
（acts of meaning）が『物語』と呼ばれるものになります」とも述べているが，この「意
味づけを行う」という点は物語の重要な役割である．なおやまだは，ここでいう「意味」

とは，何かを「指し示す」という意味での「意味」（signification）ではなく，「意味が
ある」というときの「意味」（meaning）であると注意を促している． 
	 これらを踏まえると，例えばHinchman & Hinchmanの，「出来事を，意味に満ちたや
り方で結びつける明確な時系列を持ち，一定の聴き手に対して，世界の存在や人々の経

験についての洞察を提示するような言説」22)という定義が，比較的バランスが取れてい

るように思われる．出来事をただ配列しただけで「意味に満ちて」いなかったり，存在

や経験に関する「洞察」が得られないような表現は，物語と呼ぶに値しないということ

だ． 
	 もちろん，「意味がある」は定義としては曖昧さを含んでおり，多分に主観的である．

しかし，物語をめぐる研究において重要なのは，「意味のある物語」が生み出され，読

者がそれに「意味がある」と感じる過程を明らかにすることであるから，この点を除い

てしまうと，何について論じているのかがむしろ不明瞭になるだろう． 
	 なお本研究は公共政策における「物語型の情報」の活用方法を検討することを目的と

しているが，ここで言う「物語型の情報」には，小説や演劇のようなフィクション作品

のみならず，現実の出来事を物語風のプロットに従って配列することによって，その出

来事全体の意味を明瞭にしようとするような言語表現全般（文字言語，音声言語ともに）

を含むものとする． 
 

(3)	 なぜ物語が重要なのか 

	 詳細は後述するが，はじめに，なぜ公共政策をめぐる意思決定や合意形成において

「物語型の情報」が重要な役割を果たすと考えられるのかについて，概略を述べておく

こととする． 
	 第一に，近年の研究において「物語」は，人間が物事を理解し，リアリティを感じ，

また物事を人に伝える際の，根源的な形式の一つであると指摘されているからである23), 

24), 25), 26), 27), 28)．現代の物語研究者の間では，物語とは単なる娯楽的コンテンツの一形式

ではなく，人間の認知能力やコミュニケーション能力の基本的な構造の一つであると仮

定されている．我々が対象世界や自分自身，あるいは自分の属する共同体について理解

する際には必ず，多かれ少なかれ「物語」という形式で情報を組織して了解し，記憶に

留めていると言われているのである． 
	 そうであるならば，たとえば公共政策の趣旨が市民において適切にかつ深く了解され

るためには，市民が政策を「物語的」に理解することを促すようなコミュニケーション

方法が効果的である可能性がある． 
	 第二に，物語を語ったり理解したりするという行為は，ある具体的な状況について想

像の中でシミュレーションを行うことであり，人間が将来に関する計画を行う能力と深

く関わっていると考えられるからである．公共政策，とりわけインフラ建設のような土

木政策は，長期かつ大規模なプロジェクトとなりがちであるため，合意形成や意思決定
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の過程において，政策当局と市民がともに適切な形で将来を「想像」し，その将来像に

ついて共通の了解を得ながら物事を進めることが重要である．そうであるならば，人間

が可能性の世界を想像し，出来事のシミュレーションを行う能力の基礎形式としての

「物語」が，公共政策のプランニングにおいて有益な役割を果たすであろうことは容易

に想像できる． 
	 第三に，上記2点と密接に関連するのであるが，物語を通じて人々が連帯を強め，相互
理解を進展させ，共同体意識を高められる可能性があるからである9)．そもそも物語

（narrative）とは「語り」（narration）であって，語る者と語られる者に媒介されて初め
て存在しうる．物語が，孤独の中で生み出されるものではなく，社会的関係において生

成され理解されるのだという点は，物語を論ずる研究者の間での共通了解となっている
7)．また，物語の能力は，人間が「他人の意図」を想像する能力とも深く関わっており29)，

この能力は人々が「相互理解」を得ながら社会的実践を行っていく上で不可欠のもので

ある．そして力強い共同体が政策のパフォーマンスに大いに影響を与えることは，たと

えば「ソーシャル・キャピタル」の研究を通じて明らかにされてきている30)． 
	 第四に，物語はその構成においても解釈においても多様な可能性が存在するからであ

る．ある1セットの情報群をどのように構成＝物語化するかによって異なった意味を持ち
得るし，同じように構成した物語であってもその解釈は異なることがあり得る21)．物語

のこの性質は，「語り直し」を通じて，人々が抱いている「偏見」や「イデオロギー」

を相対化し，固定観念から自由になって公共的問題に取り組むことを促進する可能性が

ある． 
	 これらの諸点を総合すると，公共政策におけるコミュニケーション施策を効率的，効

果的に行っていくために，物語型の情報が何らかの形で活用できるであろうことは，十

分に想定されるところである． 
 
 

2.	 コミュニケーション技術への活用に向けた理論的整理の必要性 
 

(1)	 物語に関する既往のレビュー研究 

	 藤井らは，物語の概念を用いた人文社会科学の研究を， 
1. 物語を直接扱う人文社会科学研究：歴史学，歴史哲学，文芸批評，心理学 
2. 物語と関連する人文社会科学研究：西洋哲学，解釈学 
3. 物語を活用する実践研究：臨床心理学・社会学，リスク心理学，経済・経営学，民
俗学，土木・都市計画 

に分類し，それぞれの分野において「物語」の概念が利用されている研究を網羅的にレ

ビューした上で，公共政策の分野においても，たとえば国づくりや街づくりのために必

要な諸資源（人々の情熱や資金等）の調達といった場面で活用するなどの応用が可能で

あることを示唆している9)．また，Czarniawska，Elliot，Lászlóなども，幅広く人文社会
科学諸分野における物語の関連研究を概観している7), 8), 9)． 
	 ただしこれら既往の学説史レビューは，系統的であるよりは網羅的であることを重視

している面が強く，各種の理論が並列的に扱われる傾向があって，特定の目的に即して

既往研究をとりまとめるというよりは，広く物語関連研究の重要性を指摘するという趣

旨のものである．また後述するが，近年盛んになりつつあるNarrative Transportation（移
入）などの実証的研究の成果はあまり顧みられていないのが現状である． 
 

(2)	 実証的物語研究の現状 

	 野口は，「ナラティブ・アプローチ」が現在のところ実証的，科学的基盤をほとんど

もっていないと指摘しているが17)，近年，たとえばNarrative Transportation（移入）と呼
ばれる研究分野において，物語型の情報が人間の心理に与える影響についての実証的な
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研究が蓄積されつつある31), 32)．また視野を広げると，言語理解の研究ではたとえば「状

況モデル」理論との関連で，物語読解時の読者の心理状態が実証的に明らかにされつつ

ある33)． 
	 ただし，これら心理学における実証研究では，用いられる題材が文芸的なものである

ことも多く，公共政策分野への応用可能性を直接的に検証するような研究は乏しいのが

現状である． 
 

(3)	 本研究の目的 

	 本研究は，物語に関する様々な既往研究を分野横断的に概観し，その知見を整理し再

解釈することを通して，土木計画等の公共政策における合意形成プロセスを公益の視点

から適正化していくにあたって「物語」を活用することの，潜在的重要性を明らかにす

る． 
	 ただし既往の物語研究には，人文社会科学の非実践的な領域（哲学・言語学等の基礎

的分野や，文芸などの分野）で進められてきたものも多い．公共政策過程における物語

の積極的活用といった「実践的」な目的を明確に意識したものは少なく，とりわけ，本

研究で着目している「合意形成を含めた，政策決定過程におけるコミュニケーションの

諸問題」に資するような知見は限定的で， 課題が様々に残されていると考えられる． 
	 ついては本研究では，上述のような網羅性のある既往のレビュー研究の成果をも踏ま

えつつ，可能な限り「実践」に結び付き得るような学説に焦点を当てて既往研究の整理

を改めて行うとともに，物語型のコミュニケーションを公共政策における意思決定や合

意形成の場面で効果的に活用していくにあたって，学術的に明らかにすべき実証的な研

究課題を整理することとする． 
 
 

3.	 現代言語論の系譜と 1980年代の物語論 
 
	 では，上述のような目的意識のもとに既往の物語研究を振り返るとき，どのような観

点で諸学説の整理を進めればよいのだろうか？ 
	 ここでは，解釈学，文学理論，構造主義，ポスト構造主義，認知革命といった言語に

関わる諸理論の概略に触れ，1980年代にブルーナーとリクールという2人の大家が物語論
を提唱するに至った流れを概観する． 
	 ブルーナーとリクールが提唱した物語論の要点は，物語というものは人間の認知能力

やコミュニケーション能力の根源的な形式の一つであるということである．そして次章

で言及するように，この物語論的立場を土台として，1990年代以降に，物語の概念を応
用した研究が様々な分野で行われるようになっていくのである． 
 

(1)	 言語論的転回 

	 20世紀の前半以降，人文社会科学において言語論が重要な位置を占めるようになった．
たとえば人類学者のレヴィ=ストロースは，「言語学は（中略）他の社会科学なみの社
会科学ではなく，他のものをはるかに引きはなして 大の進歩を遂げた社会科学である」

とまで言っている34)． 
	 重要な変化の一つは，言語が，客観的な現実を単に写し取ったり，単純に意味を伝達

したりするための「透明な媒体」であるとみなす伝統的な見解が，見直されるようにな

ったことである．言語は人間の認識能力を構成する重要な要素なのであり，我々は言語

を経由することなくして「現実」の世界に接近することはできないと理解されるように

なった．人文社会科学におけるこうした考え方への転換は，「言語論的転回（linguistic 
turn）」と呼ばれる35)． 
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	 また言語論的転回の過程で，言語というものの構造や振る舞いは多分に曖昧で，文脈

依存的で，主観的な性質を持っているため，言語的意味の基盤は耐えず揺らいでおり，

曖昧さや矛盾を抱え込んでいるということも明らかになった35)．このことを強調して，

既成の文化の体系において抑圧された意味や価値観を救い出そうとしたのが，後述する

ポスト構造主義あるいはポストモダニズムとも言われる「脱構築」の思想であった36), 37), 

38)． 
	 いずれにしても，社会科学の領域において言語は，単なる記述や計測のツールではな

く，それ自体，重要な分析対象となったのである．そしてこの言語論的転回とその後の

理論の進展をみることで，「物語論」が現代の社会科学において大きな注目を浴びつつ

あることの意味も明らかになる．以下，物語論につながってゆく言語論研究の系譜を，

大まかに概観する． 
 

(2)	 解釈学 

	 物語論に関係の深い古典的な言語研究として，たとえば「解釈学」がある．伝統的な

意味における解釈学とは，いわば「テキスト理解の技術論」であった．これは文書の意

味が曖昧な場合にどのような基準と技術でその真意を推し量るべきかについて論ずるも

のであって，古典的な学問的文献を読み解いたり，聖書の物語が意味するところを解明

したり，法律の文言を解釈して現実への適用を議論したりするものであった． 
	 19世紀になると，神学者であるシュライエルマッハーが解釈学の体系化を行ったが，
この成果は単なる聖書解釈の技術を越えて，広い意味でテキスト理解の技法（著者がテ

キストに込めた意味を明らかにするための技術，手続き）に関する理論としての影響力

を持つに至った．その後ディルタイがこの流れを継承し，自然科学に対置される「精神

科学」の基礎理論として，解釈学を展開した39), 40)． 
	 20世紀の半ばになると，このディルタイまでの解釈学を批判的に発展させるかたちで，
哲学者のハイデガーやガダマーが解釈学を哲学の中心課題に据えた．ガダマーの見解で

は，ディルタイまでの解釈学は未だ自然科学的な方法論に捕らわれており，過去の文献

の「オリジナルな意図」を正確に再現することに主眼が置かれていた．これに対しハイ

デガーとガダマーは，解釈学の方法論を，過去と向き合いながら自らの生の意味を了解

する方法と捉えて哲学理論として発展させた．そして，「解釈」という行為は，人間が

自己や対象を認識し，その意味について了解するという能力の全体を支える基礎に他な

らないと主張するようになった39), 41), 42)． 
	 そして後述するように，この解釈学の伝統を引き継いだ哲学者のリクールが，80年代
になって「物語論」を打ち立てるのである． 
 

(3)	 文学理論と構造主義 

	 文学理論は非常に幅広い領域であるが，本研究の文脈で重要なのは，20世紀の始めに
物語の構造を形式的に分析してその深層の意味を探り出そうとする試みが生まれたこと

である．その嚆矢として頻繁に言及されるのは，ロシアン・フォルマリストと呼ばれる

グループに属するProppである．Proppは，ロシアに伝承されていた100編のおとぎ話を分
析して，それらの物語のプロットが，31種類の機能の連関によってすべて統一の視座の
もとに分析できることを示した43)． 
	 このProppの手法をレヴィ=ストロースが批判的に継承して，神話の分析や家族構造の
分析などを行って構造主義人類学と呼ばれるものを築き上げた．これは文化の表層に現

れている情報の構造分析を通じて，深層に隠された人間社会や精神の本質的なありよう

を理解し，体系的に記述しようとする試みである34), 44)． 
	 なお構造主義そのものは，より直接的には，言語学者のソシュールが言語を記号間の

「差異」の体系として理解することを提唱したことに源流を持つ45)．ソシュールによれ

ば，ある特定の記号が特定の対象を指し示すという関係は，それ自体独立して成り立つ

ものではなく，その他の記号との「差異の体系」を抜きにしては，その特定の記号が何
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を指し示すのかが定まることもないとされる．イヌという言葉で犬という動物を指し示

す働きは，猫や鶏との間に「差異」を認めることによって成り立っており，言語（記号）

はこうした差異の体系として存在している．このように共時的（同時的）に成立してい

るシステムの分析を行うのがソシュールの言語学の特徴で，それは言語の通時的（歴史

的）な変遷を辿る系譜学的な研究とは対照的なものであった．ソシュールはこの共時的

体系の分析に注力し，さらに人間の言語能力を「ラング」（言語を形作る規則）と「パ

ロール」（言語の実際の使用・運用）という二側面に分けて，パロールではなくラング

の研究にこそ価値があるのだと説いた． 
 

(4)	 ポスト構造主義 

	 ポスト構造主義は，1960年代から70年代にかけて人文社会科学の領域で大きな潮流を
形作った運動で，記号体系の構造分析によって人間文化や社会システムを理解しようと

する方法論に対するアンチテーゼであった38)．ポスト構造主義は，物語の分析に関心が

高かったことと，後述するように80年代以降の物語論がポスト構造主義への見直しとい
う側面を有していることから，学説史的には非常に重要である． 
	 構造主義は，人間の言語表現や文化の形式を分析し，その深層構造を見出そうとする

試みであったが，共時的なシステムの記述を目指す傾きが強いことから本質的に静態的

であって，文化のダイナミックな変化を記述するには方法論的な制約があった．また，

文化の背後に強固で体系的な深層構造が存在しているとする信念は，既成の文化や，そ

の文化に内包される権力構造を唯一の可能性として受け入れ，その他の可能性を抑圧す

ることにもつながりかねない．このような問題意識から，既成の政治的，経済的権力や

文化的偏見に対する批判的態度を形成するために，その理論的基礎付けとして提唱され

たのが，ポスト構造主義の思想である38)． 
	 ポスト構造主義の論者たちは，我々の言語や文化を形作っている記号体系というもの

は，深層に隠された構造によってその意味が強固に規定されているのではなく，表層に

現れた記号の解釈のしかたは様々にあり得るのだと強調した．記号には固定された意味

などは存在せず，むしろそれは新たな「差異」を作り出すことによって多様な意味を無

限に生成し得るシステムなのだという，「脱構築」の思想を提唱したのである． 
	 たとえばバルトは『物語の構造分析』を著して，物語文章の多義性を原理的に突き詰

めようとしたし36)，デリダは言葉の表現とその意味が一体的に結び付いているとみなす

のは，音声言語を中心に考えていた西欧思想の伝統がもたらした誤解なのであり，文字

言語に着目すれば，表現そのものと受け手側の読解に乖離が生じるのは当然であるとい

う点を詳論した37)．そして，言語表現とその了解過程の曖昧さ，不安定さ，多義性を指

摘することを通じて，言語的な意味の体系として組織されている既成の文化を疑い，そ

の背後に隠された権力構造をあぶり出し，社会を変革する根拠を得ようとしたのである． 
 

(5)	 認知革命 

	 1950年代から70年代にかけて，構造主義からポスト構造主義へという潮流が存在した
のと並行して，心理学・言語学・人工知能などの分野において「認知革命」と言われる

潮流が進行していた． 
	 心理学者のガードナーによれば，この運動に貢献した研究者たちの共通点は，心の内

的なプロセスとしての「表象」を研究対象として明確に位置づけた点にある46)．それ以

前には，たとえば心理学においては，「刺激」と「反応」の組み合わせのみが科学の対

象なのであり，心の内的なプロセスは不可視であるとして分析対象から省く「行動主義」

が支配的であった．認知革命を主導した研究者たちはこれに異を唱え，表象というレベ

ルにおいてどのような処理が行われているのかをモデル化し，実証するというアプロー

チを提唱したのである． 
	 この認知革命の流れの中で，物語の構造分析を手掛けるグループが生まれた．心理学

者のThorndykeやRumelhartは，「ストーリー・グラマー」という，物語文における要素
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の配列のルールを提唱した47), 48)．これらのルールは，チョムスキーが提唱した生成文法

理論49)や，物語の「6要素」を提唱したLabov & Waletzkyの理論19)を参考に導かれたもの

である． 
	 たとえばThorndykeの研究は，物語の一般的な構造（出来事の配列方法）についての仮
説をストーリー・グラマーとして提案し，そのグラマーに従って記述された物語文が，

グラマーの崩れた物語文に比べて，記憶への定着，理解の深さ，印象の鮮明さ等に優れ

ていることを，実験によって明らかにしている47), 50)． 
	 また，ストーリー・グラマーの議論を継承してLehnertが物語の要約に関する理論モデ
ルを提案しており51)，Gee & Grosjeanは，被験者が物語を音読する際の区切りの傾向を分
析して，Lehnertが提案したモデルにある程度の適合性があることを確認している52)． 
 

(6)	 現代物語論の展開 

 
a)	 リクールとブルーナー 
	 さて，80年代になると，上述のような学説の流れを総合するような形で，改めて「物
語とは何なのか」を根源的に問うような研究者が現れた．その代表は，認知革命を主導

した心理学者の一人であるブルーナーと，解釈学に取り組んでいた哲学者のリクールで

ある23), 26)． 
	 この両者がそれぞれ提唱した理論は，物語というものが，我々の認知能力の一部とし

て根源的な役割を担っていることを示唆するものであった．これ以降，様々な分野で

「認知能力の根源的形式としての物語」の性質に着目した応用的研究が加速することに

なる．ブルーナーとリクールの2名の業績のみを指すわけではないが，80年代以降の物語
論の発展を「narrative turn（物語論的転回）」53), 54)「第二次認知革命」8)と呼ぶ研究者も

存在するほどで，物語研究の歴史をみる上では，この時期に大きな節目があったのだと

考えてよい． 
 
b)	 構造主義・ポスト構造主義への見直し 
	 ブルーナーは，物語論はポスト構造主義の「脱構築」の思想に対する見直しという面

を持つと明確に宣言している23)．ポスト構造主義のような，言語的意味の不安定性・曖

昧性・無根拠性を強調する立場からは，我々が様々なものに意味を感じ，そこに強い印

象やリアリティが生じるメカニズムに迫ることはできないからだ． 
	 ブルーナーは，テキストに限らず一般に，人間が認知の対象にリアリティを感じる時，

そのリアリティは物語的に形成されているのだと主張した．ブルーナーによれば，人間

の認知能力は「物語モード」と「論理科学モード」の2種類に大きく分けることができる．
物語モードにおいて人間は，認識対象や自らの経験を，生き生きとしたリアリティをも

つ具体的存在として物語的に認識する．一方，論理科学モードにおいて人間は，普遍的

な「真理」を求めて，具体的な現実から一般的な法則を抽象しようとする．この二つの

モードは互いに還元不可能な根源的なものであり，我々はこの両者を併せ持つことによ

って世界を複雑に認識し考察しているのである23)． 
	 またリクールはもともと，構造主義的アプローチへの異論を唱えていた哲学者である
40)．彼は言語の構造や規則，つまり「ラング」の分析だけでは「意味」の本質的な働き

に迫ることはできないのであり，むしろ「パロール」（具体的な言語の使用・運用）の

場面で生じている「解釈」という働きを理解することで初めて，「意味」とは何なのか

を理解することができるとした． 
	 リクールの有名なテーゼは，「時間は物語の様式で分節されるのに応じて人間的時間

になる」「そして物語は時間的存在の条件となるときに，その完全な意味に到達する」

というものである26)．抽象的で全体的な「時間」というものを我々は経験することがで

きず，それは「物語」という形式で分節化されることで初めて，人間に経験可能なもの

として現れてくるのである． 
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	 構造主義は文化や言語の意味というものを客観的で静態的な体系の中に閉じ込めてし

まい，ポスト構造主義は意味というものを耐えず動揺する不安定性の中へ追いやって，

論理化の努力を放棄してしまった．ブルーナーは，そうした動向の中で，テキストが読

者に「みずみずしい影響」を及ぼす過程がほとんど分析されてこなかったと批判してい

る23)．80年代の物語論の展開は，この流れに対する一種の反動であったと言え，「意味」
というものがいかにして実現しているのかを改めて問い直さなければならないという問

題提起だったのである． 
	 ただし，ブルーナーもリクールも，物語の「共通構造」の探求そのものを否定したわ

けではないし，物語に「複数の解釈」の可能性があることを否定したわけでもない．む

しろ，物語という言語的表現の共通構造を明らかにし，同時にそこに多様な解釈が生ま

れる様子を分析することで，認知能力の根源的形式としての物語の役割を理解すること

を目指したのである． 
 
c)	 ブルーナーの二分法：物語モードと論理科学モード 
	 ブルーナーは，論理科学モードの産物である「議論」が物事の「真理性」をもたらす

のに対し，物語モードの産物である「ストーリー」は物事の迫真性・真実味をもたらす

ものであるとする．そしてこの二つのモードは互いに還元不可能なものであり，明確に

区別しておかなければ「必ずや思考の豊かな多様性を捉えそこなうことになる」と述べ

ている23)．つまり，我々はあくまで物語モードと論理科学モードの両方を携えて世界を

認識しているのだが，一方のモードを他方のモードに従属させることはできず，これら

二つはいずれも，知識と経験の根源的な様式であるということだ． 
	 ただ，「科学や論理的推論がいかに進行するかについての厖大な知識と対比して，み

ごとなストーリーがいかに作られるかについては，どのような形式的意味でも，われわ

れはほとんどまったく分かっていない」と述べているように，物語モードへの関心を強

めなければならないというのがブルーナーの主張であった23)． 
	 科学は，仮説の検証については比較的厳密な手続きを確立してきた．しかし，たとえ

ばその仮説が作られる段階で「こうにちがいない」という信念を抱かせる「尤もらしさ」

（plausibility）が何に拠っているのかは明らかでなく，ブルーナーはその「尤もらしさ」
の本質を物語の概念が明らかにするとみた． 
	 物語（仮説生成）は「真実味のあるもの」を求め，科学（仮説検証）は「反証されな

いもの」を求めるが，物語の真実味や尤もらしさは科学的な真理（truth）とは性質が異
なるものであり，前者は後者とは区別してそれ自体の存立構造を明らかにしなければな

らないというのがブルーナーの問題提起であった． 
	 なおリクールも，「了解」と「説明」はまったく別の働きであると言っているが，

「了解」はブルーナーの「物語モード」に相当し，「説明」は「論理科学モード」に相

当するものである40)． 
 
d)	 リクールの二分法：隠喩と物語 
	 リクールは物語というものを，抽象的な存在としての「時間」を分節化して経験可能

なものにするための，人間の能力であるとして分析した26)．リクールの物語論もブルー

ナーと同じく，我々が物事に「リアリティ」を感じるときに，そのリアリティがいかな

る仕方で実現しているのかに関する理論であると言ってよい． 
	 また既に述べたようにリクールは，ソシュールの区別に沿って，「ラング」の言語学

ではなく「パロール」の言語学を取り戻さなければならないと強く主張している．言語

の静態的な規則や構造（ラング）の分析だけでは，言語によって人間がリアリティを構

築する動的な過程を理解することはできず，むしろ著者（話し手）と読者（聴き手）の

間の対話的な状況における言語使用（パロール）と，その解釈の過程を分析することに

よってこそ，言語能力の実相に迫ることができるというわけである． 
	 一方，物語論の文脈では比較的顧みられることが少ないが，リクールの考察の重要な

部分として，「隠喩」と「物語」が人間の言語能力の二つの基礎であるという指摘があ

る26)．リクールは，物語論で頻繁に言及される『時間と物語』という著作の前に『生き
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た隠喩』という著作を発表しており27)，『時間と物語』の物語論はそれに先立つ隠喩論

とあわせて理解することで初めて，人間の認識能力の真の姿を明らかにし得るのだと述

べている． 
	 大まかに言えば，隠喩とは，ある物事の全体像をある言葉によって喩えることにより，

対象と言葉（あるいは言葉と言葉）の新たな関係を生み出す能力のことである．一方物

語とは，言葉を配列することにより，一つの新たな状況を筋書きとして浮かび上がらせ

るものである． 
	 この隠喩と物語の区別は，概念的には，言語学者のヤーコブソンが見出した「言語の

二つの側面」，つまり「隠喩」と「換喩」の区別に概ね対応していると考えられる55)．

ヤーコブソンによれば，人間の発話行為は二つの方向性を同時に持ちながら進展してい

く．一つは，ある概念から「類似」した概念へと進む方向性であり，これを「隠喩」の

能力という．もう一つは，ある概念に「隣接」する概念へと進む方向性であり，これを

「換喩」の能力という．隠喩の能力は語の「選択」に関わっており，換喩の能力は語の

「結合」に関わっている．たとえば「男がパンを盗んだ」という文があったとすれば，

「山田」ではなく「男」，「食べ物」ではなく「パン」という語を選んだのは隠喩と選

択の働きであり，「男」「パン」「盗む」という役割の異なる語を配列して一つの状況

を表現したのは，換喩と結合の働きである． 
	 リクールが「隠喩」「物語」と呼んでいるのは，「類似性」に基づいて新たな「喩え」

を生み出す働きと，「隣接性」に基づいて新たな「筋書き」を生み出す働きのことであ

る．リクールはこの「筋書き」の能力をもって，物語の本質であるとみた． 
 

(7)	 現代物語論の要諦 

	 ブルーナーとリクールは物語について様々なことを論じているが，社会科学における

応用を目指す本研究の観点からは，その要点を以下のようにまとめることができる． 
 
a)	 物語は人間の認知能力の基礎の一つである 
	 ブルーナーは，物語は「現実への透明な窓」だというが56)，これは，物語化から自由

な普遍的リアリティというものは我々の認識にとっては存在せず，生き生きとした現実

の世界は，物語を通して初めて立ち現れるものだということである．リクールが『時間

と物語』の中で論じているのも，「時間」という抽象的で全体的な存在は，我々人間が

「物語」という方法によって分節化したときに初めて経験可能になるのだということで

あった． 
	 我々人間は，物語という認知形式を通ずることなしには，物事をリアルなものとして

経験したり認識したり，その意味を了解したりすることができない．これは外的な対象

を経験し理解する場合であっても，自分自身の存在を理解する場合であっても同じであ

る．我々は世界に関する認識と自己自身に関する認識（アイデンティティ）の両方を，

物語的に作り上げている． 
 
b)	 言語の対照的な機能の区別 
	 物語が意味を生み出す過程（あるいは言語が物語的に意味を生み出し，それが受け手

によって了解される過程）は，言語の対照的な機能の区別をいくつか参照することによ

って理解される． 
	 第一に，「物語モード」と「論理科学モード」（リクールの言い方では「了解」と

「説明」）という区別がある．これらの両モードはともに，言語能力に基礎を置く我々

の認知活動を支えている．これらは，我々が対象や自己自身を理解しようとする場合の

根源的な二つの形式であり，物語の役割を理解するためには，その対局にある論理科学

的な言語使用と対比する必要がある． 
	 第二に，「ラング」と「パロール」という区別があり，これは言語の「構造」と「発

話・解釈行為」と言い換えることもできる．物語は，テキストそれ自体によって完成し

ているのではなく，読者との相互作用において，解釈の営みを通じて初めてその意味す
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るところが明らかとなる．従って，物語が人間の認知能力において果たす役割を理解す

るには，ラングとしての物語構造の分析のみならず，パロールとしての物語の「語り」

と「解釈」の過程を分析しなければならない． 
	 そして第三に，「隠喩」と「換喩」の区別も重要である．これは「表象」と「プロッ

ト」をそれぞれ生み出す働きと言い換えることもできる．物語中の出来事は，一枚の静

止画のような表象として成立しているものではなく，様々な表象を時系列的に配列する

ことによって動きと構造性を与えられている．登場人物などの表象と，それを配列する

プロットは，いずれも物語の描写に不可欠である．  
 

(8)	 物語理解の過程 

	 後の議論にもつながるためここで指摘しておくと，上述のような三つの対照的な機能

の組み合わせからは，物語が我々の認知能力に影響を及ぼす過程を研究する場合に，ど

のような仮説的なモデルを措定すればよいかについての示唆を得ることができる． 
	 たとえば物語的に編成されたテキストを用いて人々の態度変容を促そうとする場合，

上記第一の区別における物語モードに読者を誘引し，その心の中に「生き生きとしたリ

アリティ」を生起させることが目標となるわけだが，そのためには，上記第二の区別に

みられるように，物語の「構造」面についての検討と，「解釈」という読者側の主体的

関与についての検討がいずれも必要となる．つまり，物語型の情報をテキストとしてど

のように構成するかと，それを読む読者の側の条件とをいずれも考慮し，説明に組み込

む必要があるということである． 
	 後者には，たとえばテーマに関する読者の事前知識や関心の有無，読者のパーソナリ

ティ，著者と読者の関係などが含まれると考えられる．これらは解釈行為を制約する前

提条件であり，解釈学においては「解釈学的状況」とも呼ばれる41)．また，上記第三の

区別からは，テキストの構造部分を分析するにあたっては，その「構成要素」と「配列

（プロット）」をともに説明に組み込まなければならないことが分かる． 
	 総合すると，「要素とその配列方法によって物語テキストが構成され，このテキスト

が読者との対話的状況において提示され，読者はその解釈に取り組み，物語モードに誘

導され，それによってテキストがテーマとしているところの対象についての生き生きと

したリアリティが獲得される」という過程として，物語の働きが分析されなければなら

ないということである． 
 
 

4.	 応用的物語研究の二つの流れ 
 
	 リクールとブルーナーに限らず，物語が人間の認知能力やコミュニケーション能力や

アイデンティティ形成において重要な役割を果たしているのではないかとの総論的な指

摘は，1980年代に行われたものが多い57), 58), 59), 60), 61)．この時期に広く議論されたように，

物語というものが人間の認知能力の根源的な形式の一つであるとするならば，物語論か

らは様々な応用的研究の可能性が生まれるはずである．実際，80年代から90年代にかけ
て，物語論は社会科学その他の様々な場面で活用されはじめ，この変化を「物語論的転

回（narrative turn）」と呼ぶ研究者も存在する53), 54)． 
	 この転回の意義は既往研究においてはさほど明確にされていないが，本研究のように

社会科学への応用を目指す立場からは，その意義を「物語作品の研究」から「物語能力

の研究」への発展として理解できるだろう． 
	 この転回以前においては，人間の文化的産出物としての小説や神話などの「物語作品」

にあくまで重きが置かれていた．つまり物語作品の分類，技法の研究，内容の解釈を通

じて「物語作品に関する知見」を深めたり，物語作品に暗示された人間文化のありよう

を理解するような研究が主であった． 
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	 一方，物語論的転回以後の，とりわけ社会科学における物語論の応用においては，

「物語作品」は今や研究の主たる対象ではない．物語というものは，人間の認知活動や

コミュニケーション活動を支える能力の一種として理解されるようになったのであり，

この能力に着目することで，様々な心理現象・社会現象を解明することが目標となった

のである． 
	 社会科学の研究における「物語論的転回」の方向性は，以下のように大きく二つに分

けることができる． 
	 第一の方向性は，研究者が人間の心理や社会を理解するための方法論に物語の性質を

取り入れ，分析や描写の方法を発展させるという方向性である．心理現象や社会現象が

それ自体物語的に構成され，物語的に理解され得るのだとすれば，調査や分析の方法論

に物語の概念を取り入れるのも自然なことである．たとえば，人々が語るライフストー

リーを聴き取って記述する研究は，物語という形式によってしか浮かび上がってこない

ようなリアリティを捉えることを目的とするものである．また，定量的な調査も含めて，

調査報告の書き方に物語論を生かすことができるとの指摘も多い7), 21)． 
	 第二の方向性は，物語型の情報が人間の心理に影響を与える過程を実証的に把握し，

その影響力を社会的な実践活動につなげていくという方向性である．物語が人間の認知

能力の根源的な形式であるとするならば，その形式に適合的な情報は効率的・効果的に

処理される可能性があり，たとえばコミュニケーション技術への応用などが可能である

と考えられる． 
	 以下，その二つの方向性に分類して，近年の応用的な物語研究の例を概観する． 
 
 

5.	 応用の第一の方向性：観察方法としての物語 
 

(1)	 人々が語る物語を描写し，分析する研究 

 
a)	 ライフストーリー研究 
	 やまだは，心理学の研究において，人々が「ライフストーリー」を語る行為や，語ら

れた「ライフストーリー」に着目した方法を再興するべきだと主張している21)．やまだ

によれば，1940年代頃までは心理学においても「ライフストーリー」は主要な研究対象
だったが，その後は，実験を通じた定量的研究の手法が発展する一方で，質的研究はそ

の独自の価値を深めることなく，傍流として置き去りにされてしまった． 
	 しかし，ブルーナーやリクールらが主張するように，物語は人間の認知能力の根源的

形式の一つなのであり，人々が自分自身の生（life）を語る際も，物語の形式がとられる
ことが多い．そうであるならば，物語として語られる人々の生を，安易に数量化せずに

あくまで物語として理解することから洞察を得る研究も必要であろう． 
	 実際に，そうした質的研究の方法論として物語を活用する手法を紹介する教科書的な

文献も登場してきているし6), 7)，以下のような具体的研究もよく知られている． 
 
b)	 セクシュアルストーリー研究 
	 社会学者のPlummerが行ったセクシュアルストーリー研究は，ライフストーリー分析
の代表例の一つである62)．Plummerは，人々が自らの性的嗜好，性的虐待の経験，同性
愛のカミングアウトのプロセスなどを語る物語を収集し，様々な解釈を加えた． 
	 Plummerが性的な事柄に着目したのは，それが個人のもっとも親密な関係に関する物
語であり，アイデンティティの形成に深く関わっているからであるが，Plummerは単に
「性の社会学」を展開しようとしたのではない．Plummerは，「あらゆる社会で，あら
ゆる形式で，ストーリーが語られるという止むことのない性質は，ますます認められる

ようになってきている．私たちは，ホモ・ナランズ（homo narrans），つまりナレーター
およびストーリーを語る人間（humankind the narrators and story tellers）である，といって
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よい」とし，「一般的でフォーマルなストーリーの社会学」の構築を目指さなければな

らないとしている． 
 
c)	 非行少年少女の物語 
	 またHauserらは，家庭環境など様々な原因から一旦は非行に走った少年少女たちが，
まっとうな大人として社会生活に復帰するための精神的「レジリエンス」について研究

しているが，レジリエントな非行少年少女たちとレジリエントでない非行少年少女たち

を分かつ「要因」を抽象的な命題として導こうとしても，重要な理解は得られなかった

という．たとえば「人間関係が大事である」という「要因」と，現実に少年少女たちが

生きている人間関係の間にはあまりにも大きな隔たりがある．そこで，少年少女たちか

らライフストーリーを引き出したインタビュー記録を用いて，レジリエントな少年少女

たちがいかにして非行から立ち直るのかを描写することに努めた63)． 
	 Hauserらは，物語の形で少年少女たちの生を理解することで，「要因」のリストでは
得られないリアリティを得ることができると主張するとともに，レジリエントな少年少

女たちが語るライフストーリーには比較的安定した構造と一貫性があり，鮮やかでダイ

ナミックな描写により人を惹きつける面があると指摘しており，自らの人生についての

「よい物語」を持つことが，精神的なレジリエンスと関係している可能性を示唆してい

る． 
 

(2)	 社会現象を物語の形式で描出する研究 

 
a)	 Narrative Policy Analysis 
	 政治学者のRoeは，複雑で不確実性の高い政策課題において意思決定を円滑に進める
ために，状況を物語の形式で整序することが有用であると主張した．彼は，ポストモダ

ンの文芸理論が，テキストに対する解釈の複数性を指摘してその意味を不確実化（脱構

築）したのを参考に，その分析を逆転させて，状況に対する様々な解釈が人々の間に存

在している状況から，物語テキストを組み立てていくことで，将来に向けた意思決定の

ためのシナリオの土台を得る方法論を論じている64), 65)． 
	 Roeは，内容が複雑で将来見通しの不確実性が高く，意見が多極化しがちであるよう
なイシューを巡っては，次のような分析が有益であるとした．まず政策分析者が，その

政策論争において支配的となっているアイディアを，「始まり - 中間 - 終わり」という
流れをもつ政策物語として一度描写してみせる．次に，支配的な物語に対抗する物語

（counterstories）や，「始まり - 中間 - 終わり」の構造を有しない断片的なアイディア
（nonstories）を見出し，これらの比較を通じて新たな「メタ物語」（metanarrative）を
作り出す．このメタ物語を前提に論争を進めることで，議論の土台が安定し，当該イシ

ューがより扱いやすくなるのである． 
	 Roeは実際に，「害虫駆除剤散布の環境に対する影響」のように，専門家の間ですら
意見が割れていた過去の政策論争を，物語論のフレームワークに従って分析し解釈して

いるが，他にもたとえばHamptonがRoeのフレームワークを利用して，飲料水問題におい
て「メタ物語」が作られるシナリオ・プランニング過程を描写し，物語型のコミュニケ

ーションによって意思決定における前提（assumption）が安定化されると分析している66)． 
 
b)	 公共政策における物語描写研究 
	 社会計画研究における実証主義の限界を指摘し，質的研究の意義を説くForesterは，計
画に携わる人々の実践の物語から洞察を引き出す方法の研究を進めている67), 68), 69)．

Foresterは，とくに価値観の違いから論争が生じているような政策においては客観的情報
に基づく意思決定が難しく，「仲裁」（mediation）の機能が重要になるが，仲裁という
複雑な働きを理解する上では，インタビュー等から構成される実務者の物語が有用であ

ると言う．とりわけ，実務者が「何を（what）行ったか」よりも「どのように（How）
困難に立ち向かったか」という過程の描出が重要であるとされる．そのためのインタビ
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ュー手法をまとめたマニュアルがオンラインで公開されており70)，日本語への翻訳も試

みられている71)． 
	 日本でも，土木政策に直接関係するものとして，たとえば東日本大震災の直後に東北

地方整備局が実行した，救援路確保のための道路啓開作業（通称「くしの歯作戦」）の

過程を物語的に描写した研究が存在する12)．これは，実際に行われた地震・津波被害か

らの一次復旧活動を，関与した人物の心理の動きを含めてリアリティのある描写によっ

て追体験し，記憶に留めることを可能にするものである． 
	 また澤崎らは，川越市におけるまちづくりの成功事例を描出するにあたり，まちづく

りに携わった関係者たちが抱いているまちづくりの物語をインタビューにより収集し，

さらにそこに分析者の視点から解釈を加えた上で，全体として一つの物語に統合すると

いうアプローチを採用している11)．  
 
c)	 社会学における物語分析の手法 
	 社会学者のElliotは，社会調査において，とくに時系列に従った分析を行う場合に物語
の概念を用いることが有用であると説いている7)．Elliotは，上述のようなライフストー
リー分析の有用性にも触れた上で，統計データを用いた定量調査においても物語が重要

な役割を果たすのだという．たとえば長期パネルデータを解釈する上で，一般的な統計

分析の手法に加えて，そのデータから仮説的に物語を構築するという手法が紹介されて

いる．パネル調査の対象者を何名か抽出し，対象者に関して入手可能な属性情報に分析

者の主観的判断や想像をも交えながら，具体的な人物像，人生像を仮に作り上げてみる

ことで，伝統的なデータ解析の手法からは導き得ないような，様々な洞察を得ることが

でき，それが後の分析に新たな切り口を与えてくれるのである． 
 
 

6.	 応用の第二の方向性：認知能力・コミュニケーション能力としての物語 
 

(1)	 物語読解と人間の認知能力の関係 

 
a)	 記憶の研究 
	 長期記憶の中に，「エピソード記憶」と呼ばれる具体的状況を伴った記憶のメカニズ

ムが存在するという議論には古い歴史があるが72), 73)，Schank & Abelsonは，ほぼ全ての
人間の知識は過去の経験を組み立てたものとしての物語に基礎を持っており，新たな経

験は既存の物語に基づいて解釈されるのだという．我々は単なる客観的な事実や，単語

や数字，ルールなどを知識として習得する際も，何らかの形で物語という形式を経由し

ている．人間にとって銘記すべき重要な出来事は原則として物語の形で記憶されるが，

個別のシーンとシーンの間のつながりが失われて，バラバラにしか想起できないことが

ある．しかしその場合であっても，物語として明示的に語り直すことで，それらの個別

のシーンは再度統合され，安定した記憶が形成される28)． 
 
b)	 状況モデル理論とスクリプト理論 
	 文章を読解する際，読み手は，「表層的表象」「テキストベース」「状況モデル」と

いう三つの水準の表象（representation）を形成する74)．表層的表象とは単語や文法構造

など表面的な情報から成る表象であり，テキストベースとは意味を持つ命題としての表

象であり，状況モデルとは，テキストから得られた情報に自分自身の知識や推論を加味

して形成される統合的な表象・イメージのことである． 
	 状況モデル理論は，物語文や説明文を読解する際に我々の心的機構がどのような処理

を行っているのかについての仮説である．Kintschは，読者は状況モデルが構築できて初
めて，テキストで記述された内容について因果関係などを含めた深い理解に到達するの

であるという75)．Zwaanは，言語を理解するとはすなわちそこに記述された状況をあた
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かも実際の物事のように体験することであるとし，状況モデルが形成されることこそが

文章の理解の要であると論じている．文章を読んで，読み手の心の中に状況モデルが構

築されるとき，読み手はその状況について心的なシミュレーションを行って，疑似体験

をしているのである76)． 
	 Zwaan & Radvanskyによれば，状況モデルは「空間」「因果関係」「意図」「主人公と
対象物」「時間」という五つの状況的次元から構成されている77)．人が文章を読む際に，

このような多次元からなる状況モデルを構築し，また更新しながら理解を進めているこ

とが，文章構造と文章読解時間の関係などから明らかにされているのである． 
	 井関・川崎は，物語文の読解においては，説明文の読解と異なって，「意図性」が状

況モデルの構築に大きく寄与していることを実証的に明らかにしている78)．このことは，

ブルーナーが，物語とは登場人物の「意図」の変転を取り扱うものであり，意図という

ものは他のものに還元して説明することが不可能な「根源的」な単位であるとして，意

図の描写を重視したこととも一致する23)．物語の読解とは，意図が強調された状況モデ

ルを形成し更新していくような体験なのである．このような理論からは，意図を中心と

する状況モデルの形成を読者に促すような文章こそが，より物語らしい物語であるとい

う，物語評価の基準を得られる可能性もある． 
	 なお読者は，物語テキストから状況モデルのようなイメージを形成するに当たり，ス

キーマと呼ばれる様々な既存知識を枠組や素材として利用する79)．スキーマの中でも，

具体的な文脈に応じた出来事の時系列的・因果的な展開パターンに関する知識は（演劇

の脚本になぞらえて）スクリプトと呼ばれ，新たな情報や出来事に接した際にその後の

展開を推測するのに用いられるとされる80)．子どもは成長の過程で無数のスクリプトを

獲得してゆくが，スクリプトの間にはある程度共通の構造が見られるという指摘もある
81)．これは，状況モデル理論と同様に，我々の心的機構が具体的な状況をイメージした

りシミュレートしたりする際に依拠する基本的な「型」が存在することを示唆しており，

物語的な認知処理もこうした「型」に基づいて行われている可能性がある．スクリプト

理論は子どもの言語獲得を支援する手法にも取り込まれており82)，物語論の枠組からス

クリプト研究を再解釈することで，実践的にも意義ある知見が得られる可能性がある． 
 
c)	 「心の理論」「視点取得」と物語 
	 「心の理論（Theory of Mind）」とは人間が他者の心理を理解するために，他者の心理
に対して抱く仮説的なモデルのことであり，「視点取得（perspective taking）」とは，他
人の立場に立ってものを考えることあるいはその能力である83), 84)． 
	 発達心理学では，こうした能力を子どもがどのようにして獲得するのかについての実

証的な研究が行われているが，「物語」を読解することと「心の理論」や「視点取得」

の関連性を指摘する研究も存在している85), 86), 87), 88)．物語を読解するには登場人物の意

図をくみ取ったり，登場人物の立場に立ってものを考えることが必須であるから，物語

の登場人物の心理を想像する能力が，実際の生活で社会関係を円滑に構築していく上で

同じように重要な役割を果たしていても不思議ではない． 
	 物語形式の知が「他人の心を理解する」ことと密接に関わっていることからは，物語

と「共感」の関係が議論できるとともに，人が「他人の行動」に関して予測を行う様子

を理解することもできる．McAndrewによれば，我々人間は「ゴシップ」つまりその場
にいない他人に関する物語的エピソードに非常に強く惹かれるものであるが，これは

「ここに居ない他人が，どのような意図を持っているのか」についての情報共有が，複

雑な社会を生きていく上で有用だからである．社会のメンバーとしての「他人」の行動

を予測するための技術としてゴシップが存在してきた可能性があり，またゴシップとし

ての他人のエピソードの共有は，共同体メンバーの結束を強める効果を持つ場合もある
89)． 
 
d)	 物語読解時の脳の状態の計測 
	 認知心理学等の分野における物語論の発展に続いて，90年代以降，脳の活動状態を計
測することで物語理解の過程を明らかにしようとする研究も登場してきている．Marは，
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こうした研究はまだ未熟ではあるものの，認知心理学の分野において検討されてきた物

語理解の理論と，物語読解時の脳の状態を計測する研究が，将来的には統合可能である

ことを示唆している33)． 
	 Bernsらは，fMRIにより脳の安静時機能結合を計測する手法を用いて，Embodied 
Cognitionと呼ばれる現象の存在を示している．これは，物語読解に伴うイメージ中での
活動に対応して，その活動を現実世界で行った場合に関連する脳の部位が活性化する現

象である．Bernsらは，物語に触れた被験者においてはそうした脳の結合状態の変化が数
日間持続することを示している90)． 
	 またMarは，近年の研究からは，「心の理論」に関わる脳の活動と，物語読解に関わ
る脳の活動が，密接に関連している可能性が示唆されるとしている91)． 
	 状況モデルとの関わりも研究されている．Speerらの研究では，物語文章を状況モデル
理論に基づいていくつかのパートに分節した上で脳の状態を計測すると，物語を読解す

る際の読者の脳の活動から，状況モデルの変化を追跡していることが示唆されている．

物語の読解時に活性化される脳の部位は，現実の世界における脳の活動に対応している

ことも示唆された．つまり読み手は，物語を読みながら，物語に描写された出来事をシ

ミュレートし，疑似体験しているということである92)． 
 

(2)	 物語への接触による態度変容の研究 

	 物語型のテキスト等を用いて，受け手の態度変容を実証した近年の研究としては，

2000年以降に登場してきた「移入（Narrative Transportation）」の研究が挙げられる．移
入 とは，読者が想像力によって物語へ没入することを意味し，物語内の出来事に集中し
ているあまり，我を忘れて，あたかも自らが物語の世界の中で活動しているかのように

感じている状態を指す． 
	 Green & Brockは，物語を読解した直後に質問紙によって没入の程度を計測する尺度
（移入尺度，Narrative Transportation Scale）を開発し31)，没入の程度が甚だしい読者ほど，

物語に暗示された思想や主人公を高く評価する方向に信念や態度を変化させることを実

証した．たとえば，精神病患者による殺人の物語に読者が接触し，高い没入状態を経験

すると，精神病患者の管理を厳しくすべきであるという見解に賛成しやすくなる．また，

主人公への同一化（Identification）が生じることで，読者の自己概念（自分はどのような
人物であるかについての考え）に主人公の特徴が入り込んでくることも実験により明ら

かにされている93)． 
	 Green & Brockは，ブルーナーが示した「物語モード」と「論理科学モード」に対応さ
せて，「物語」と「説得的メッセージ」を対比しており，説得的メッセージにおいては

読者による情報の精査（elaboration）を経て態度に影響が及ぶのに対し，物語においては，
読者が物語に没入し我を忘れることによって批判的思考が抑制されることと，主人公へ

の同一化や共感が生じることによって，態度が変容すると述べている31), 94)． 
	 移入理論の特徴は，説得型のメッセージを用いて人々に思慮を促すことにより態度変

容を期待するのではなく，読者を物語作品に引き込みその世界を疑似体験させることに

よって，ある意味では間接的・暗示的に読者の態度に影響を及ぼそうとする点にある．

これは，従来型の説得方式とは異なる新たな説得プロセスとして近年注目されており，

宣伝・教育・啓発といった活動において物語型の情報を用いることの効果が，マーケテ

ィング・医療・教育など様々な分野で検討され，実証的に明らかにされつつある95), 96), 97), 

98), 99), 100)． 
	 また法律学の分野では，陪審員が被告の証言からどのような心理的影響を受けるかは

非常に重要であるため，被告の証言の物語要素を操作して，陪審員がその信憑性をどの

ように評価するかを計測した実験が存在する101)． 
 
 
 



24 

(3)	 物語を用いた実践的活動とその研究 

 
a)	 ナラティブセラピー及び NBM 
	 物語の概念を用いた「実践」として も代表的なものは，ナラティブセラピー及びナ

ラティブ・ベイスト・メディスン（NBM）と言われる医療分野での実践であろう．これ
は社会学における社会構成主義と，物語論が合流して生まれた実践である102)． 
	 ナラティブセラピーおいては，心理的な困難を抱える患者のライフストーリーを物語

の形式で聴き出し，セラピストが対話的にその物語に参入することによって，患者の心

を支配している「ドミナントストーリー」を，より痛みの少ない「オルタナティブスト

ーリー」に書き換えていくことが目指される103)． 
	 また，セラピー以外の場面でも，たとえば慢性病の治療を行う際は医師と患者の関係

構築が非常に重要であり，その構築には患者の置かれた状況をライフストーリーとして

理解することが必要であるから，同じような手法が取り入れられる．こうした取り組み

は広くナラティブ・ベイスト・メディスンと呼ばれており，90年代以降，医療関係者の
あいだで注目を浴びるようになっており，数々の事例報告が存在する104), 105), 106)． 
 
b)	 経営学（組織論）におけるストーリーテリング論 
	 経営学及び組織論にも「物語論的転回（narrative turn）」が存在したと言われる．80年
代以降の経営組織論は，優秀な企業がその経験を物語として保存し語り伝えているとい

うことや，組織のメンバーが組織活動の「意味」を共有するために物語を語ることがい

かに重要であるかや，そうした物語が組織文化を創り上げてゆく過程や，物語がいかに

組織のメンバー個人のアイデンティティや組織としての集合的アイデンティティの形成

に貢献しているかや，組織内のパワー関係にも物語が関わっており組織の変革時にはそ

の方向性や意味が物語の形式で顕現することなどを明らかにしてきた54)． 
	 「ストーリーテリング」が組織のパフォーマンスを左右するという点は経営学の議論

においても頻繁に指摘されており，リーダーシップの重要な要素の一つであると言われ

る107), 108)．また，経営者が経営戦略を立案する場合に，市場におけるポジショニングの

分析や経営指標（KPI）を語るだけでは戦略とは言えず，思わず続きを聴きたくなるよ
うな良くできたストーリーを語ることが必要なのであり，戦略とはストーリーそのもの

であるとの指摘もある109)． 
 
c)	 シナリオ・プランニング，フォーサイト 
	 上述の「シミュレーション」に深く関わる実践活動として，「シナリオ・プランニン

グ」や「フォーサイト」が挙げられる．日本でも，たとえば小田原市などの地方自治体

においてシナリオ・プランニングの手法が活用されている例がある110)． 
	 シナリオ・プランニングは，より広くは「フォーサイト（foresight）」と言われる活
動の一つとして位置づけられるものである111)．これは中長期の未来について考える活動

ではあるが，「予測」（prediction）とは異なる．フォーサイトは，未来を予測すること
は不可能であるとした上で，様々な形式の知見を動員することによって将来に関する総

合的な洞察を得ることを目指すものであり，専門家のパネル・ディスカッションや，分

野を横断した文献の集積，データ分析，シミュレーションなども含まれる．たとえば欧

州委員会は特別のリサーチプロジェクトを設置して，世界各国におけるフォーサイトの

取り組みをまとめて報告している112)．こうした活動のうち，将来に関するまとまりをも

ったストーリーをいくつか組み立てておくことで柔軟な意思決定を可能にする手法が，

シナリオ・プランニングである． 
	 シェル石油は，1960年代からグローバル規模での政治的，経済的，社会的変動に関す
るシナリオの策定作業を行っており，1970年代のオイルショックへの対処などに実際に
効果を発揮したとされる113)．また，ローマ・クラブが1972年に発表したレポート『成長
の限界』は，グローバルな経済成長の果てに資源の枯渇や環境破壊といった危機が想定

されることを指摘し，2100年頃までに人類社会は破局を迎えるのではないかと述べた．
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ここでも，様々なデータを用いたシミュレーションが行われてはいるものの，ローマ・

クラブの研究チームはあくまでこれを「予測」としてではなく，グローバル社会の動向

に関する大まかなビジョンを得るための手がかりの一つとして位置づけていた114)． 
	 またシナリオ・プランニングの手法は，ワークショップのような形で複数のシナリオ

を書くことが多い．これも，同じ材料をどのように筋立てする（emplot）かによって異
なるストリーを生み出すことができるという，物語の基本的な性質を利用したノウハウ

であり，複数のストーリーを検討することによって，実際に戦略策定者の認知的バイア

スが軽減される効果を検証した実験結果が存在する115)． 
 
d)	 危機管理 
	 より実践に寄った物語の活用事例として，危機管理を挙げることもできる． 
	 スイス政府が国内の各家庭に配布している『民間防衛』という安全保障マニュアルが，

翻訳されて日本でも出版されている116)．これは国民に対して国防の心構えを説く小冊子

であるが，内容においては物語形式の記述が多用されている．国土が外国からの侵略を

受け，核攻撃も被り，自国政府が降服して一旦は敵国の占領下に置かれるものの，水面

下で有志が周到に連帯の環を広げ，レジスタンス運動を開始し，ついには国土を奪還す

るという物語が綴られており，「いざという時」に起こり得る事態とそれへのあるべき

対処が，専門家ではない一般の人々にも容易にイメージできる内容となっている． 
	 また，公共政策とはやや領域が異なるが，「失敗学」を提唱する畑村洋太郎は，エン

ジニアに対する教育において，過去に実際に起きた大事故の事例を物語として学ぶこと

の重要性を指摘している117)．工学的な失敗の原因を，たとえば樹系図によって分解する

ような分析は，技術的に明快な知見を提供してくれることがあるとしても，実際に事故

が発生した際の実践的な判断にはさほど役に立たず，むしろ過去に生じた事故の事例を

当事者の目線で追体験することによって得られる洞察や記憶が重要なのであるとされる． 
	 また，既に言及した「くしの歯作戦」に関する物語描写研究も，将来の危機に対処す

るための材料を提示するものと理解できる12)． 
	 これらの例からは，「いざという時」に備える危機管理において，物語形式の情報が

有効な道具であり得ることが示唆される．戦争・災害・事故などの危機に際して，当事

者が狼狽することなく正しい行動をとるためには，あらかじめ危機の場面を鮮明にイメ

ージし，その際にとるべき行動を長期間記憶に留めておく必要がある．しかも，専門家

ではなく一般の人々に決断と行動が求められる場合も多い．知識の「具体性」と「一般

性」はトレードオフの関係にあるとも言えるが，具体的な物語描写から得られる洞察

（抽象的な法則ではなく，リアルな臨場感に基づく知見）が，個別の事例を超えて，冷

静で迅速な行動の糧となる場合も多いと考えられる． 
	 危機は頻繁に生じるものではないため，実地の経験を得ることは必ずしも容易ではな

い．机上の情報から何ほどか「血肉化」した知見を得るために，物語を通じた追体験が

有効であると考えられるのである． 
 
 

7.	 公共政策における物語型情報の活用に向けて 
 

(1)	 政治学・公共政策分野における物語研究の必要性 

	 秋吉らは，公共政策の複雑さの特徴を全体性・相反性・主観性・動態性という4点にま
とめている118)．「全体性」とは一つの部分が他の部分に必ず影響を与えるということで

あり，「相反性」とは政策の選択が利害の対立やトレードオフを引き起こすということ

であり，「主観性」とは政策課題のとらえ方もその解決策の評価も人によって異なると

いうことであり，「動態性」とは政策問題は常に時間とともにその前提条件や構造が変

化しているということである． 
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	 このような特色を持つ公共政策という分野において，効果的に課題解決を遂行してい

くには，「親密圏（仲間うちの世界）」を超えて「公共空間において異質な未知の他者

と共存し社会をともに運営してゆくことができるような資質・能力」としての「社会性」

を人々が有する必要があり119)，政策当局と市民，市民と市民のコミュニケーションは決

定的な重要性を帯びる．そこで「物語」はどのような役割を果たし得るだろうか． 
	 Jones & McBethは，人間の認知能力に関わる分野で物語の重要性が解明されてきたこ
とを受け，政治学においても世論形成のような場面で物語の持ち得る役割が明らかにさ

れることが期待されるとしている．しかしJones & McBethによれば，これまでのところ
政治学においては，ポスト構造主義的な（既成概念を解体する脱構築的な）思想的アプ

ローチによる物語分析が行われるばかりで，伝統的な意味での実証研究が不足している

のが現状であり，政策の決定や実行の過程における物語の役割がより科学的な方法で研

究されなければならないとされる120)． 
	 公共政策に関する意思決定の場面において，既にみた言語論の物語論への発展と，近

年の応用的物語研究を踏まえて，物語というものが公共政策の場面でどのように活用で

きるのかを明らかにするには，たとえば以下のような観点での検討が必要であろう． 
 

(2)	 物語の役割 

	 物語という形式の情報や認知モードが演じる役割について，これまでの議論からは，

少なくとも以下のような4点の重要な性質を導くことができる． 
	 第一に，物語は「リアリティの形成」と関わっている．我々が物事や自分自身の存在

を了解し，そのリアリティを感じるためには，物語という形式で情報が編成される必要

がある．また上述の記憶の研究からも示唆されるように，物語形式の知識は，人間の心

理の中でより安定した地位を得やすいと議論することもできるだろう． 
	 第二に，物語は「未来を想像する」働きと関わっている．人間の予測能力，シミュレ

ーション能力の基礎として，物語的形式の知が存在するのである． 
	 第三に，物語は「他人を理解する」働きと関わっている．物語（的情報）に登場する

人物の心理に対する想像や共感は，人間が社会的関係をとり結ぶ上で必須の資質であろ

うし，「我々」という集合的なアイデンティティを形成する上でも，自己アイデンティ

ティの場合と同じように，物語形式での自己（自分たち）理解が重要であると考えられ

る． 
	 第四に，物語は，語り直しによってリアリティを再構成することができる．物語はも

ともと，出来事を選択して配列（emplot）する方法であるが，同じ現実の出来事を素材
にしてもそのプロットの作り方によって異なった意味を持ち得る．この点はポスト構造

主義が強調し，その後の物語論にも受け継がれている．物語は元来，無秩序ではないが，

多様な可能性に対して開かれているものなのである． 
 

(3)	 物語が受け手に影響を及ぼす過程及び公共政策におけるその活用の方向性 

	 冒頭でも述べたが，上記のような「役割」を前提にすると，公共政策における物語の

活用のあり方としては少なくとも次の4点を指摘することができる． 
	 第一に，世論形成等のための政策コミュニケーションである．具体的な公共政策の趣

旨やその背景情報を説明するにあたって，数値的なデータなど「論理科学モード」に訴

える情報を示すばかりではなく，「リアルな現実」としてそれを把握することができる

ような，物語的説明を行うことが効果的である場合があると考えられる．つまり，政策

コミュニケーションのツールとしての，物語型情報の活用が考えられるわけである． 
	 藤井らは，受け手を納得させ，その行動を変化させることを意図する「説得的コミュ

ニケーション」が，社会的ジレンマを克服するための心理的方略として極めて重要であ

ると論じている121)．物語の性質を理解することで，このようなコミュニケーションを効

果的に遂行するための知見が得られる可能性は十分にある． 
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	 第二に，公共政策に関する将来構想，ビジョン作成，プランニングである．物語は，

過去や現在の経験を描出するための技法であるとともに，未来を想像する際にも用いら

れる技法である．ブルーナーは，物語とは常に「仮定法」的なものであると言うが，言

い換えるとそれは，我々が未知のものを想像する能力と深く関わっているということで

ある． 
公共政策においては，社会の将来像を構想し，その構想を広く共有した上で意思決定

を行い，実行過程でも構想をイメージとして保持し続けなければならない．安定性のあ

る将来イメージを形成し，その説得力を高めて多くの人々の間での共有を促す上で，物

語の形式が活用できる可能性はあるだろう．将来は未知であり不確実であって，現在の

時点から客観的な検証を行うことはできないから，将来構想の妥当性はその多くを「物

語モード」に負っているとも言える．物語モードにおける「尤もらしさ」が，将来構想

の理解可能性・共有可能性・維持可能性を高め，人々の関与（public involvment）を強め
る効果を持つことは容易に予想できる． 
	 第三に，社会的な連帯の強化である．ブルーナーが，物語は「語る者と語られる者と

の共同の産物である」24)と言っているように，物語は，社会的関係のなかから生まれ，

社会的関係のなかで理解される．聴き手がいなければ物語は産出されないし，物語は聴

き手に了解されて初めて意味を持つ存在となる．また，リクールが「ミメーシス」（模

倣・感染）という概念を用いて物語の性質を分析しているように26)，物語の形で理解さ

れた他人の生は共感や模倣を生み出しやすいため，社会関係を形成していく上で物語

（人生物語や歴史）の共有は有用であると考えられる．さらに，既に触れたとおり，近

年の「心の理論」や「視点取得」に関する研究からは，物語というものが他人の心理を

理解する想像力の基盤や様式にほかならないと考えることができ 85) 86) 87) 88)，物語作品の

読解や物語的コミュニケーションの実践が共同体の連帯を強化する効果を持つであろう

ことは十分に想定される． 
	 第四に，イデオロギーの相対化である．物語が，プロットの再構成つまり「語り直し」

によって別種の意味を生み出すことができるという性質に着目すれば，固定観念化した

イデオロギーを相対化する上で，物語分析及び物語的コミュニケーションが有用である

可能性がある． 
	 物語論の立場からは，たとえば公共事業に反対する人々がいる場合，その人々は自覚

しているか否かにかかわらず，ある「ストーリー」を思い描いているのだと想定される
9) 122)．たとえば，「公的支出が増加する→政府財政が圧迫される→将来，増税が行われ

る→結果的に，国民は豊かにならない」という「ドミナントストーリー」を心に思い描

いているわけである．この人々が，公的支出についての態度を変容させるきっかけはい

くつもあり得るが，結局のところそのドミナントストーリーが，たとえば「公的支出が

増加→景気が回復→GDPが増加→税収が増加→公的債務は削減されるとともに，公共事
業の成果により国土強靱化が果たされる」といった「オルタナティブストーリー」に置

き換えられなければ，その人々の態度は根本的には変わらないであろう． 
	 であるならば，論点ごとに個々のデータを提示して議論するだけではなく，「ストー

リー」という単位での議論を行なうことが，イデオロギーの相対化を容易にし，見解の

一致をより円滑に導く可能性があるのである． 
	 そのためには，まずは人々の抱いているイデオロギーを物語として描出し，理解する

ことが第一段階であり，その後第二段階として，コミュニケーションを通じてストーリ

ーの書き換えを試みるべきである．なおこれは，ナラティブセラピーの基本的な方法論

にほかならない． 
	 これら4点のなかでも，とりわけ重要かつ基礎的な論点は，第一の「コミュニケーショ
ン」であろう．公共政策に関しては，将来構想を誰か一人の人間が作り上げるというこ

とはあり得ず，むしろ構想を練る段階でどのように適切にコミュニケーションをするか

が肝要であると考えられる．また，社会的な連帯の強化も，主としてコミュニケーショ

ンを通じて実現されるものである．そして，イデオロギーの相対化も，他者とのコミュ

ニケーションの場においてドミナントストーリーに揺さぶりがかけられることによって

初めて，可能になるであろう． 
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	 従って， 後に次節では，公共政策における「コミュニケーション」に物語を活用す

ることを企図した，実証的な研究の方向性について提案を行う． 
 
 

8.	 物語型情報を用いた実証研究の方向性 
 

(1)	 物語型情報の定義 

 
a)	 定義の困難さ 
	 さて，上述のような物語の役割とその公共政策への活用可能性の実証を試みるにあた

り，物語型情報とは何なのかを改めて定義しなければならない．しかしこれが， も難

しい問題であると言ってもよい． 
	 物語文が情報としてどのような構造を持っているかについては，様々な理論が提出さ

れており，決定的なモデル（物語情報を，他のタイプの情報から区別する，構成要素や

構造の記述）は今のところ存在しない．しかし既に述べたように，出来事を原則として

時系列に沿って配列した文章であるというような点については，研究者の間に広い見解

の一致があるため，少なくとも「時系列を持つ」という点は定義に含まれるとして良い

だろう． 
	 では，出来事が時系列にそって配列されているということの他に，どのような形式的

特徴を物語の定義に含めるべきだろうか．決定的な回答を出すことは難しいが，ここで

は二つの理論を参考に検討する． 
 
b)	 ストーリー・グラマー 
	 第一の理論は，すでに言及したストーリー・グラマー論である．この理論は，物語の

共通の構造を明らかにしようとしたものであり，実験によってその妥当性を支持する結

果が得られた研究も存在している．ストーリー・グラマー論は，Labov & Waletzkyが提
案した物語の6要素という議論にヒントを得ている．Labov & Waletzkyは， 
・Abstract: 物語の主題に関する要約の提示 
・Orientation: 時間・場所・状況・登場人物の提示 
・Complicating Action: 一連の出来事の記述 
・Evaluation: 上記Actionの意味と重要性への言及 
・Resolution: 終的にどうなったのかの記述 
・Coda: 物語を締めくくり，視点を現在に戻す結語 
という六つの要素が物語を構成する基本要素であると主張した19)．こうした先行研究に

着想を得て，ストーリー・グラマーに沿った文章がそうでない文章よりも記憶や理解を

促進しやすいことを実験によって確かめたThorndykeは，物語というものはまず， 
・Settings（状況設定） 
・Theme（物語全体のテーマ，とくに主人公の目標） 
・Plot（出来事の配列，筋書き） 
・Resolution（目標の達成） 

というパートに大まかに分けられ，SettingsはCharacters（登場人物），Location（場所），
Time（時間）から成り立っており，PlotはEpisodeの連続で構成されていて，Episodeはさ
らにSub Goal（部分的な目標），Attempt（目標達成の試み），Outcome（その試みの帰
結）に分けられ，それらが順序よく配列されて物語の基本形を形成すると論じた47)．こ

こでPlotとは，出来事を主として時系列で並べつつ，全体として「意味」をなすように
構成された「筋書き」である． 
	 これらは物語の決定的な共通要素・構造とまでは言えないものの，「よく構成された

物語」と言われるものは概ねこうしたルールに沿っているとは言えるとの指摘があり18)，

さしあたり，状況設定に関する情報が存在することや，全体の目標に向かって主人公が
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様々な「試み」を行う出来事の連続であることを，物語の一般的な特徴として理解する

ことはできるのではないだろうか． 
 
c)	 状況モデル理論 
	 第二の理論は，これも既にみたものであるが，状況モデル理論である．状況モデル理

論によれば，我々は物語の読解時に，「時間」「空間」「主人公と対象物（主体と客

体）」「意図」「因果性」という次元からなる状況モデル（イメージ）を心の中に構成

しているとされるが，言い換えると物語文には，これらの諸次元を強調し，状況モデル

形成を促すような表現が不可欠であると考えられる． 
	 状況モデルは「説明文」の読解時にも形成されるものであるが，既に言及したように，

物語文の場合には「意図」の次元がより重要になるという違いが指摘されている78)．ブ

ルーナーは「ストーリーがストーリーであるための「条件」にかんしては，できるだけ

ゆるい制約でやってゆくほうがうまくいくと思う」と述べつつも，「もっとも役に立つ

と思えるのは（中略），物語が意図の変転を扱うということである」としている23)．つ

まり，物語が物語であるための条件について厳密に定義するのは難しいが，「意図」の

描写がその根幹を成しているとは言えるだろうということだ． 
 
d)	 物語型情報の仮の定義 
	 これらを総合すると，物語型情報とは少なくとも，「登場人物が存在し，状況設定及

び登場人物（主人公）の目標が明らかにされ，登場人物(主人公)が“意図”をもって何
らかの試みを行う様々な出来事が，概ね“時系列”をベースにしながら意味を持つ“筋

書き”に従って配列され，その帰結が明らかとなる」ような情報であると，さしあたり

理解することができるだろう． 
	 これらのうち「意味を持つ」については客観的な基準を得ることが難しいが，その他

の要素については，たとえば公共政策に関する情報を「物語的」に編成しようとする場

合にも，十分活用可能な基準であると考えられる．なお実証研究を行う上では，「意味

が感じられるかどうか」はむしろ従属変数であろうから，客観的操作の対象となり得ず

とも問題はないと考えられる． 
 

(2)	 物語型情報が心理に影響を及ぼす過程 

	 すでにみたように，物語型の情報が理解される過程は，「要素とその配列方法によっ

て物語テキストが構成され，このテキストが読者との対話的状況において提示され，読

者はその解釈に取り組み，物語モードに誘導され，それによってテキストがテーマとし

ているところの対象についての生き生きとしたリアリティが獲得される」という過程と

して理解することができる．そして，生き生きとしたリアリティが獲得されることの結

果として，物語のテーマへの関心の向上，深い理解，主人公への共感などの効果が生じ

るであろうと予想され，これは既にみた移入理論などにおいて実証されつつある． 
	 政策コミュニケーションでの活用を目的として，この過程を実証的に明らかにするた

めには，たとえば政策に関する情報を「物語的」に編成したテキストとそうでないテキ

ストを作り出す操作を行い，解釈に個人差をもたらし得る読者側のパーソナリティ的要

因をある程度統制して，テキスト読了の効果としてそのテキストがもたらした印象の鮮

烈さや，テーマに関する関心その他の態度の変容や，記憶への定着などを，質問紙等に

よって計測するというアプローチがあり得るだろう． 
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(3)	 検証すべき事項 

 
a)	 受け手側要因の検討 
	 物語読解に影響を与え得る受け手側の特性は，事前に想定しておく必要がある．たと

えば，物語情報によって伝えようとするテーマに関して，読者が有している事前の知識

や関心は，説明に組み込む必要があるだろう． 
	 また，「物語に親和的なパーソナリティ」「物語型情報を操る能力」を評価するため

の心理測定尺度についても，検討しなければならないだろう．「視点取得」を含めた

「共感性」に関する尺度123)など，関連性が想定される既存の尺度も存在するが，より直

接的に，物語型の「語り」や「理解」に対する志向性を計測するような尺度の開発が望

まれるところである． 
 
b)	 テキスト構造の操作に関する検討 
	 公共政策の場におけるコミュニケーション技術への応用が目的である以上，テキスト

の内容や構造や表現形態を操作し，物語性の強弱を操作的に作り出して，受け手への影

響に関する比較検討を行う必要があるだろう． 
	 物語性の強弱を操作するにあたっては，上述の(1) に従って，メッセージの組み立てに
変化を付けることが考えられる． 
 
c)	 物語型情報がもたらす効果に関する検討 
	 物語型の情報を受け取り，それを解釈することで物語的理解が得られたことを客観的

に評価するには，まず移入尺度を参考にすべきだろう31)．この尺度は，テキストの読了

後に，物語読解時の感覚や印象等を尋ねることで，物語の世界にいかに深く入り込んだ

かを計測するものである． 
	 そのほかにも，たとえばThorndykeは物語から「鮮明な印象」を受けたかどうかを質問
紙によって計測したり，記憶の定着度を想起課題によって計測したり，内容の理解度を

正誤問題によって計測したりしており47), 50)，これらの手法も大いに参考とすべきである． 
	 その上で，Transportaitonの研究で行われているように，テーマや主人公への評価の変
化や，関心の変化を計測すべきだろう． 
 
d)	 公共政策における実践への応用に関する検討 
	 こうした知見を，公共政策上の実践にいかに応用していくかも検討されなければなら

ない．たとえば防災教育など人々の「態度変容」が課題とされる場面で，物語型情報の

及ぼす効果が検証されるべきである．また， まちづくりワークショップのように「将来
構想」を「協同」で検討するような場面では，参加者が抱く物語を共有したり，将来構

想を物語形式でアウトプットすることによって，参加者の当事者意識や納得感が向上す

るかどうかが計測されるべきであろう． 
	 なお物語型の情報は，政策の背景や将来像の描写にも，政策の効果や評価の描写にも

活用され得るが，いずれの場合にも，受け手を特定方向に誘導する効果をも持ち得ると

言える．したがって当然のことながら，なるべく客観性を担保するような努力も併せて

なされなければならない．たとえば「論理科学モード」に属するような客観的情報を付

加的に提示することや，既にみたシナリオ・プランニングの技法からも示唆されるよう

に，複数の物語を構成することによるバイアス軽減が考えられる． 
 
 

9.	 結論 
 
	 本研究では「物語」に関わる研究の系譜を「公共政策におけるコミュニケーション施

策に応用するため，物語の性質を理解する」という観点からとりまとめ，そこで求めら

れる実証研究方針を検討し，整理した． 
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	 20世紀にはまず，心理現象や社会現象を研究する上で言語に注目することの重要性が
唱えられるようになった．物語作品に関する分析は，構造主義からポスト構造主義へと

発展し，社会思想としても大きな影響力を持つに至ったが，1980年代になるとブルーナ
ーやリクールが，それぞれ「認知科学」「解釈学」の立場から見直しを行った．彼らは，

人間の認知能力の根源的な形式として物語を捉え直し，「意味」というものの成り立ち

に目を向けることの重要性を改めて主張した． 
	 そして90年代以降の実証研究からも，物語というものが人間の認知能力やコミュニケ
ーション能力の根源的な形式の一つであることが強く示唆されており，物語型の形式を

持つ情報は様々な場面で有効利用され得ると予想される．例えば，物語形式の情報を活

用することによって，物事への理解が促進され，将来への想像力が強化され，他者理解

が進み，固定観念から自由になることができると考えられる．公共政策の場面において

は，政策コミュニケーション，将来ビジョンの策定，コミュニティの連帯の強化，イデ

オロギーの相対化といった面で，物語型情報が活用できる可能性がある． 
	 物語形式の情報が人々に影響を与える過程は，少なくとも，受け手側要因と，物語型

コンテンツの要素及び構造によって左右されると考えられるため，これらを組み込んだ

形での実証研究を行ってゆく必要がある．受け手側のパーソナリティ的要因や，メッセ

ージ文章の物語性の強弱を独立変数とし，公共的問題への関心・評価・納得度の変化を

従属変数とするような実験心理学的アプローチによって，物語を公共政策におけるコミ

ュニケーション技術に用いていくための基礎的な知見が得られる可能性があると言える

だろう． 
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第 2 章	 リニア中央新幹線の建設をテーマとするシナリオによる，
物語型コミュニケーションの効果の検証 （実験 1） 

 
 

1.	 はじめに 
 

(1)	 合意形成の重要性と物語 

	 公共政策を選択し，計画し，実行するという過程をより善いものにするためには，

個々の政策の是非や有効性を詳しく吟味することに加えて，それらの政策に関する「よ

り良い合意形成の方法」を検討する必要がある．また特に，住民参加型の政策決定の重

要性などが指摘される現代の政策過程においては，行政組織内の意思決定プロセスにお

ける合意のみならず，世論形成までをも含めた広い意味での合意形成が重要となる 4)． 
	 「合意形成」（consensus building）は，多数決のような機械的な意思決定方式とは異な
り，ステイクホルダー（あるはその代表者）間の利害調整やそのためのアイディア出し

などを行うことによって，「ほぼ全員の合意」を目指す意思決定技法であると言われる 5)．

公共政策の中でも，交通やエネルギーといったインフラ事業に代表されるような，大規

模な投資と長期間の取り組みが必要で，かつ広い範囲の市民に対して影響を与える政策

においては，合意形成の成否はとりわけ重要となる． 
	 合意形成の技法をより豊かで効果的なものとするためには，例えばメディアによる情

報発信が世論に与える影響や，政治・行政・市民の間のコミュニケーションのありよう

を分析し，その特性を理解するという努力が不可欠であろう．本研究では，合意形成の

ためのコミュニケーション技法を検討するための切り口の一つとして，1970 年代頃から
心理学，経営学，医療などの分野で研究が進められている物語（narrative）の概念に注
目する． 
	 これらの分野における既往の物語研究の多くは，物語というものを文芸作品の一種と

してではなく，人間の思考やコミュニケーション活動の基本的な形式の一つとして捉え

ている 17), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 28)．コミュニケーションの当事者に対し，物語形式に則した

認知処理を行うよう促すことで，コミュニケーションの各種効果が変動することを示す

実証研究の蓄積も進みつつある 31, 32), 93), 94), 95), 96), 97), 98), 99), 100)．政治学や公共政策の分野に

おいても，物語形式のコミュニケーションの特質を応用するための試みや問題提起が行

われているし 9), 14), 64), 65), 66), 125)，社会科学研究の方法論として，人々の語る物語に耳を傾

けたり，社会現象を物語的に描出することの意義を体系的に論じた議論も存在する 6) 7) 8)． 
 

(2)	 本章の目的 

	 本章では，物語型情報をめぐる認知処理（あるいは情報の物語的処理）を論じた既往

諸研究の示唆に基づいて，公共政策に関する情報を物語的に構成した場合と非物語的に

構成した場合とで，情報がその受け手に与える影響にどのような違いがあるかを検証す

るために行った実験（実験 1）の結果を報告する．具体的には，特定の公共政策に関す
る情報を収集・編集して物語性の強いシナリオと弱いシナリオを構成し，各シナリオを

読了した場合の当該政策に関する理解や関心の向上の度合いを計測して，物語性の強い

シナリオが弱いシナリオに比べてより大きな効果を持つかどうかを検証する． 
	 また，物語型情報に関わる被験者の心理的傾向の違いが物語型コミュニケーションの

効果に影響を与えるとも考えられるため，物語型の情報やコミュニケーションに関する

個人の選好や能力を「物語志向性」として心理測定尺度化し，これがシナリオの読了効

果に与える影響をあわせて検証する． 
	 なお本研究において単に「物語型コミュニケーション」という場合，物語型の情報伝

達とそれによる物語型思考の喚起，そして物語型思考を通じた情報理解のいずれをも含
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むものとする．また，以下の論述で単に「態度変容」と述べる場合，「態度形成」をも含

むものとする． 
	  
 

2.	 物語研究の系譜とその応用可能性 
 

(1)	 物語の効果に関する実証研究 

 
a)	 物語モード 
	 物語型の認知処理に関する研究が盛んに行われるようになったことの一つのきっかけ

は，1980 年代に認知心理学者の Bruner が，人間の心理におけるリアリティの形成の仕
方には「物語モード」（narrative mode）と「論理科学モード」（ logico-scientific mode, 
paradigmatic mode）の 2 種類があり，いずれも人間の心的能力を基礎付ける根源的な思
考様式であると指摘したことであろう 23), 24), 25)．物語モードの心理において人間は，認識

対象となる物事を物語的文脈に位置づけて理解し，その物事に生き生きとしたリアリテ

ィを感じることができる．一方，論理科学モードの心理において人間は，認識対象の背

後に潜む一般的，普遍的な法則を探求し，物事の論理的で明晰な関係を明らかにしよう

とするとされる． 
	 学説史の詳細については既に第 1 章に取りまとめたのでここでは省略するが 22)，物語

を「人間の心が持つ根源的形式の一つ」として捉える理論は Bruner 以外の研究者によっ
ても唱えられており 26) 28)，1990年代以降の心理学や社会科学に少なからず影響を与えて
いる．そして，物語型の認知処理が果たす役割を具体的に明らかにすべく，様々な実証

研究が行われてもいる． 
 
b)	 ストーリー・グラマーと移入の研究 
	 物語型のコミュニケーションがもたらす効果の実証的な研究の萌芽は，1970 年代に行
われた「ストーリー・グラマー」研究にあると言ってよい．たとえば Thorndyke らは，
「文」を単位とする「文法」の規則よりも上位の階層で言語表現をルールづける一般的

な構造が存在すると考え，物語文における「ストーリー・グラマー」（物語の構成要素と

その配列ルール）のモデルを提案し，実際にこのモデルに従って記述された文章とそう

でない文章とでは，読者の記憶への定着，理解の深さ，印象の鮮明さ等に差が生じるこ

とを，実験を通じて明らかにした 47), 50)．また Rumelhart は，ストーリー・グラマーのモ
デルによって文章を自動で要約するための理論を考案している 48)．ただしこれらの研究

はあくまで萌芽的段階に留まるもので，ストーリー・グラマーモデルの解明が十分に進

んだとは言い難い． 
	 近年成果の蓄積が進んでいる実証研究分野としては，「移入」（transportation）の研究
が注目に値する．移入とは，読者がテキスト，音声，映像等を通じて提示される物語の

世界に集中し，あたかも物語内部の世界に自らが入り込んだかのように感じている状態

を指す．Green & Brockは，読者が物語に没入した度合いを読後の質問によって計測する
移入尺度を開発し，移入の度合いが強ければ強いほど，読者はその物語に明示又は暗示

された価値観を受容しやすいという効果等を実験により示している 31), 93)．またその後，

移入尺度を用いた研究は何人かの研究者によってさまざまなバリエーションで行われて

おり，物語世界への移入を通じた態度変容過程の解明が進められている 126), 127)．Bruner
が存在を指摘した「物語モード」は，移入のような現象のみを指すわけではないと考え

られるが，「物語作品の世界に入り込む」という移入現象は，物語モードが活性化した状

態の一つのあり方であるとは言えるだろう． 
	 ストーリー・グラマー研究は，「被験者に提示する言語情報を物語的な形式で編成する」

ことの効果に関心をもつ実証研究であった．一方移入研究は，読後の計測によって「結

果的に物語形式の認知が活性化したかどうか」を確認し，それが活性化していた場合に
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どのような態度変容が見られるかに注目する実証研究である．既往研究においてこの両

者の関係が明確に論じられているとは言えないが，情報の形式を物語化することが読者

（又は視聴者）の移入を促進し，移入が信念や態度の変化を促進するのだと理解すれば，

ストーリー・グラマー研究と移入研究の仮定や成果は，ひと続きのモデルに組み込む形

で理解することも可能であろう． 
  

(2)	 公共政策への応用研究の必要性 

	 ところで，物語が人間の認知に及ぼす効果に関する実証的研究が既にある程度蓄積さ

れてはいるものの，公共政策における物語型コミュニケーションの効果を論ずる上では，

既往の研究にはいくつかの限界がある． 
	 第一に，物語型コミュニケーション研究は様々な分野で行われているものの，公共政

策の計画・実行への応用を念頭に置いたものは少ない．1980 年代から 90 年代にかけて
政治学者の Roe が，政策論争が複雑化した場合に状況を物語的に整理することで打開策
の発見を支援し得ることを指摘しているが 64), 65)，その他では文学，医療，心理学（言語

理解や記憶）などの分野での研究例が多い．ただし，2000 年代以降の移入研究の中には，
マーケティングにおける態度変容の促進効果などを想定するものもあることから 96) 99) 128)  

129)，広い意味では，公共政策に関する態度変容に応用可能な知見を得ることができると

も言える． 
	 第二に，物語型コミュニケーションを公共政策の実践に応用することを考える場合，

「政策情報にどのような工夫を加えると，有効な物語型情報になるのか」を明らかにす

ることが重要であるが，どのような「物語情報の構成方法」が態度変容を促進するのか

については，具体的な知見が乏しいのが現状である． 
	 ストーリー・グラマー研究は，情報の配列順序の違いによって受け手に与える心理的

効果が異なることを示しているが，完結した物語作品を出発点とし，その構成を段階的

に崩すことで変化を与える手法を採用していたため，物語型情報を作成する段階の作業

についての知見を多く引き出すことはできない．またストーリー・グラマーは，1970 年
代の一時期に数回実験が行われた程度であり，研究量自体が乏しい． 
	 一方，2000 年代以降の移入研究においては，情報の形式（文章の提示スタイル，文章
の構成，言葉遣い等）を操作することによる移入度合いの変化を検証している例がある

ものの，操作内容そのものは強く主題化されているとは言いがたく，またその操作によ

る統計的に有意な効果が検出されないこともしばしばである．これまでの移入研究の主

題はあくまで，物語世界へ移入した「結果」として生じる心理的変化の検証であって，

典型的には情報に接触した後の移入度合いを説明変数とし，態度変容効果を被説明変数

とする分析が行われている．そのため，「強い移入を促す方法」についての系統立った考

察が行われているわけではない． 
	 第三に，物語への接触を通じた態度変容が，人間にとってどの程度望ましいものであ

り得るのかを議論するための糸口が見つかっていない．例えば，物語型の情報が公共政

策に関する態度変容を促すというのが真実であるとすると，社会的に望ましくない方向

へと人心を誘導する手法としても応用できる可能性がある． 
	 本研究は，公共政策に関わる物語型コミュニケーションがもたらす態度変容効果を実

証的に明らかにしようとするものであり、上述の各課題についても一定程度の解決を試

みる。第一の課題に対しては公共政策をテーマとする刺激を用いた実験を行うことによ

って，第二の課題に対しては「物語性」を（仮説的にではあるが）なるべく明確に定義

した上で効果の比較を行うことによって，そして第三の課題に対しては，特定の政策へ

の賛意の誘導というよりも（あるいは，それのみならず），政策に関する理解の深化や関

心の向上といった「より善い政策を実現していくためのモチベーション」に関わる効果

を検証することによって，アプローチする． 
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3.	 理論仮説 
 

(1)	 「物語性」の定義 

	 物語型の情報がその受け手に対して持ち得る効果を検証するには，「物語型情報」ある

いは情報の「物語性」とは具体的に何を指すのかを定義しておく必要がある．物語とは

何であるかという問いに対する答えは研究者により様々であり，統一的な定義づけはな

されていないのが現状だが，「出来事を時系列に並べる」という点が物語に必須の要素で

あると指摘している例は多い 17), 18), 22)． 
	 また，たとえば先に挙げたストーリー・グラマーに関する Thorndyke の研究では，物
語の も大きな構成単位は，Settings（状況設定），Theme（物語全体のテーマ，とくに主
人公の目標），Plot（出来事の配列，筋書き），Resolution（目標の達成）であるとされて
おり，「目標」の「達成」に向かう構成が物語の典型とされている点が重要である．物語

には目標達成型の構成を持たないものも多いという指摘は存在するし 130)，確かに日常語

の中で「物語」と呼ばれているものが，目標達成型のプロットを持つものに限られると

は言えないであろう．しかし少し意味を広げて，「目標」ではなく登場人物の「意図」を

中心にプロットが展開されるものとして解釈すると，様々な既往研究との間に整合性を

見出すことができる． 
	 たとえば言語理解の研究において，人間がテキストを深く理解する際には「状況モデ

ル」と呼ばれる心的なイメージが構築されるとの主張がある．Zwaan & Radvansky によ
ると，状況モデルは「空間」「因果関係」「意図」「主体や対象物の同一性」「時間」とい

う５つの基本的な次元から構成されるとされており  76) 77)，井関・川崎の研究からは，

「物語文」の読解においては「説明文」の読解に比べて，「意図性」が状況モデルの構築

に大きな役割を果たしていることが示唆されている 78)．これは，Bruner が，物語とは登
場人物の「意図」の変転を取り扱うものであり，意図は他のものに還元して説明するこ

とが不可能な根源的な単位であるとして，物語における意図の描写の重要性を強調した

こととも整合する知見である 23)． 
	 本研究においては，これら既往の学説を踏まえて，時系列で出来事が整理されている

こと（以下「時間性」と呼ぶ．）と，出来事に登場する主体の意図が明確に描写されてい

ること（以下「主体意図性」と呼ぶ．）の二つをもって，情報の「物語性」と定義するこ

ととした．なお，ここで「物語文」を定義せずに「物語性」を定義しているのは，情報

が「物語」と「非物語」に截然と区別されると考えるよりも，情報の「物語性」に強弱

があると考えたほうが，現実のコミュニケーションを柔軟に特徴付けることができると

考えられるためである． 
 

(2)	 予想される効果 

	 ストーリー・グラマーに関する既往の実証研究では，ストーリー・グラマーに従って

構成された文章は，読者に対してより鮮明な印象を与え，記憶に残りやすく，内容の理

解が正確であるとの結果が得られている 47) 50)．また，Bruner や Ricoeur による理論的・
哲学的研究においても，物語というものは人間が認識の対象物に「リアリティ」を感じ，

その「意味」を了解するための思考様式の一つであるとされていることから，情報が物

語化されていることによって，その情報の受け手の心理において物事のイメージが明瞭

になり，その意味が強く納得されるという可能性が示唆されていると言える 23) 24) 26)．移

入の研究においては，読者が物語世界の登場人物と自分自身を同一化することや，物語

世界の出来事を実際の出来事のように感じることの結果として批判的思考が抑制される

ことや，登場人物への共感が生じることにより，物語を通じて提示される価値観への賛

同が生じやすくなることが明らかになっている 31), 93), 94), 126), 127), 128), 129)． 
	 実験 1 においては，こうした既往研究の示唆を総合して，公共政策に関する情報を物
語型に構成した上で市民（被験者）に提示することによって， 
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・	 政策の内容を明確に伝え，より鮮明な印象（以下「印象鮮明性」と呼ぶ．）を与える． 
・	 政策の意義に対する納得感（以下「納得性」と呼ぶ．）を増進する． 
・	 政策に対する関心を高める（以下「関心向上性」と呼ぶ．）． 
・	 政策を自分自身と関連づける当事者意識（以下「自我関与性」と呼ぶ．）を高める 
といった効果が生まれると想定した． 
 

(3)	 物語志向性 

	 同じ物語型の情報に接した場合でも，情報の受け手の心理的傾向によって，読了の効

果が異なることが予想される．たとえば，Bruner がいう「物語モード」の思考を喚起す
るような，具体的で生き生きとした描写を強く好む受け手と，「論理科学モード」に属す

るような，抽象的で論理的な説明を好む受け手がいるとすれば，前者のほうが物語型コ

ミュニケーションの効果を強く受ける可能性がある． 
	 そこで実験 1 では，物語型情報の読了効果の計測とあわせて，物語型コミュニケーシ
ョンに関する選好や傾向（以下「物語志向性」と呼ぶ．）を尺度化して計測し，読了効果

の分析時に考慮することとした．ただし，物語志向性にも様々な方向性（下位尺度）が

あり得るであろう．実験 1 においては，物語的に情報を構成して人に伝える能力（以下
「物語伝達力」と呼ぶ．），受け取った情報を物語的に理解する能力（以下「物語感得力」

と呼ぶ．），日常における物語型コンテンツへの接触経験（以下「物語コンテンツ経験度」

と呼ぶ．），日常における物語型のコミュニケーション実践経験（以下「日常物語経験度」

と呼ぶ．）の 4つの尺度に区別して，物語志向性を計測することとした．いくつかの面で
類似する尺度としては「物語理解に伴う主観的体験尺度」が日本語版を含めて開発され

ているが 133)，これは文学的な意味での物語作品読解に関する傾向を計測するものであり，

本研究のように一般的な意味での「物語型の認知」を分析対象とするものではないため，

物語志向性尺度は独自に作成することとした. 
	 なお，物語志向性の性質について補足的に検討するために，公共的意義を主張する説

得に対する受容性の低さを示す尺度として，「大衆性尺度」 131)を併せて計測することと

した． 
 

(4)	 仮説 

	 以上の議論をまとめると，実験 1における理論仮説は次のとおりである． 
 
	 仮説 1：公共政策に関する情報を物語性の強い文章として構成した場合，物語性が弱

い場合に比べて，情報の受け手は当該政策の内容についてより鮮明な印象を抱き，政策

の実施についてより高い納得感を覚え，政策への興味・関心がより高まり，政策により

強い当事者意識を抱くようになる． 
 
	 仮説 2：公共政策に関する情報を物語性の強い文章として構成し伝達することの効果

は，情報の受け手の物語志向性（物語伝達能力・物語感得能力・物語コンテンツ経験

度・日常物語経験度）が高いほど，より顕著に表れる． 
 
 

4.	 実験方法 
 

(1)	 概要 

	 前述の仮説を検証するため，「リニア中央新幹線の建設」をテーマとする政策シナリオ

（2500 字程度の文章）を，物語性の強いものと弱いものに区別して複数パターン作成し，
その読了効果を計測する実験（実験 1）を 2014年 1月 8日から 10日にかけて Web調査
により行った．被験者には，物語志向性を計測するための質問項目への回答，いずれか
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のシナリオの読了，そしてシナリオ読了効果を計測するための質問項目への回答を要請

し，シナリオの物語性や被験者の物語志向性が読了効果に及ぼす影響を分析した． 
 

(2)	 実験刺激（政策シナリオ）の作成 

 
a)	 題材の選定 
	 刺激として用いる文章素材は，リニア中央新幹線の建設プロジェクトを題材とする政

策シナリオとし，同プロジェクトに関する公開情報（2013 年 11 月までのもの）を収
集・整理した上で独自に書き起こした． 
	 当該テーマを選定した主な理由としては，新幹線のような交通インフラの建設は公共

政策の中でも幅広い地域に影響があり，予算規模が大きくプロジェクト期間も長いため，

「広範な合意を，長期に渡って持続させるために，コミュニケーション技法を工夫する

こと」の必要性が高い領域であることや，本研究は物語型コミュニケーションを実践的

に活用する方法を明らかにすることを目指すものであり，今後実際に実現に向かうとさ

れる公共政策プロジェクトに関する情報を用いて実験を行うことが有益であると考えら

れたことが挙げられる． 
	 また実験に用いる題材は，多くの被験者が関心を持ち得る話題である一方で，（関心向

上の効果を計測するため）被験者の平均的な事前知識が豊富でないことが望ましい．リ

ニア中央新幹線については，2013 年時点では政府や JR 東海による構想発表などによっ
て徐々に関心が高まりつつあったものの，具体的内容に関する報道はさほど充実してお

らず，政策論争として大きな盛り上がりを見せているわけではなかったため，適切であ

ると判断した． 
b)	 シナリオの作成手順  
	 リニア中央新幹線をテーマに，前述の定義に基づいて，物語性の強いシナリオと弱い

シナリオを作成することとした．各シナリオの作成手順は次のとおりである． 
	 物語性の強いシナリオと弱いシナリオを比較する場合，それぞれのシナリオがもつ情

報量やトピックを可能な限り同等にし，物語性以外の差異がなるべく生じないように工

夫する必要がある．２通りの完結した文章を用意する以上，定義した物語性以外の要素

を完全に同一にすることは極めて難しいが，以下のような手法により，可能な限り同一

に近づけるよう心がけた． 
	 まず，テーマに関連する情報を新聞記事・書籍・ウェブサイト等の公開資料から収集

する．次にこの情報群を分類し，関連性の高い情報を結びつけて数行程度ずつのユニッ

トに整理し，この情報ユニットを配列することでシナリオを一旦構成する．（情報ユニッ

トの例は表 2-1のとおり．） 
 

 
 
 
	 実験 1では情報の物語性を，「時間性と主体意図性が強調されていること」として定義
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している．時間性の強弱については，情報ユニットを時間軸に沿って構造化する（時間

性＝強）か，情報のカテゴリ（「政策の意義」「技術」「スケジュール」など）によって構

造化する（時間性＝弱）かによって区別した．後者は，物語文よりも説明文によく見ら

れる構成である．ユニットの配列を見出しによって表現したのが表 2-2 である．なお，
ユニットとユニットの間で文脈に連続性を持たせるために，いずれのシナリオにおいて

も接続表現を 低限補った． 
 

 
 
	 主体意図性の強弱については，具体的な行為主体を明確に挙げるかどうかや，登場人

物の目的達成意識を強調するかどうかによって，表現の差異を作り出した．たとえば，

「東海道新幹線が大地震で損傷を受けた際には、リニア中央新幹線が、バックアップと

して機能することが期待されています。」という表現を「政府や JR 東海は、東海道新幹
線が大地震で損傷を受けた際に、リニア中央新幹線をバックアップとして機能させると

いう構想を持っています。」という表現にすることで，行為主体が明確になり，受動態が

能動態になることで，物語的リアリティが増加すると想定した． 
	 なお，当初は「時間性の強・弱」×「主体意図性の強・弱」の組み合わせで計 4 本の
シナリオを作成していたが，Web での表示に際してシナリオの一部に誤記が存在したこ
とが判明し，「時間性強・主体意図性弱」及び「時間性弱・主体意図性強」のシナリオが

他のシナリオと比較不可能であることから，「時間性強・主体意図性強」（以下「物語性

強」と呼ぶ．）及び「時間性弱・主体意図性弱」（以下「物語性弱」と呼ぶ．）の 2シナリ
オを分析対象とした．物語性強・弱それぞれのシナリオは，本稿末尾に付録として全文

を掲載した． 
 

(3)	 被験者 

	 Web 調査会社（楽天リサーチ）を通じて，全国の男女 480 名を対象に調査を行った．
後述する各条件群に，年齢階層は「20～39 歳」「40～59 歳」「60 歳以上」の 3 つの階層
からそれぞれ同数，性別も男女同数を無作為に割り付けた．ただし前述の問題から，結

果的に分析対象は全体の半数（N = 240）となった．  
 

(4)	 実験計画と尺度 

	 実験計画は，「シナリオの物語性」（強・弱） × 「読解精緻化」（精緻化・非精緻化）
の 2要因被験者間計画である． 
	 読解精緻化とは，シナリオの読解にあたり，事前の教示文によって精緻で丁寧な読解

を要請する群と，要請しない群の区別である．物語型の情報は「時系列」に沿って情報

が整除されていることを主要な特徴の一つとするが，被験者がシナリオを繰り返し丁寧

に読解した場合，時間軸の不明瞭なシナリオであっても自らの想像によって時間関係を

読み取り，物語性を構成することが可能になる場合があると想定したため，この区別を

設けて検証することとした． 
	 目的変数として，シナリオの読了効果を，独自に作成した質問項目により尺度化し計

測した．読了効果は「印象鮮明性」「関心向上性」「納得性」「自我関与性」の４つの観点

で計測しており，それぞれ６つの質問項目から構成される． 
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	 またシナリオ読解前には，被験者の物語志向性を，独自に作成した質問項目により尺

度化し計測した．物語志向性は，物語伝達力・物語感得力・日常物語経験度・物語コン

テンツ経験度の４つの下位尺度から成り，それぞれ 10 項目，10 項目，5 項目，5 項目の
質問項目で構成されているが，後述のとおり因子分析を通じて項目の再整理を行った． 
	 大衆性尺度については，既往文献 40)に基づき，「傲慢性」12 項目，「自己閉塞性」7 項
目の計 19項目の質問により計測した． 
 

(5)	 手続き 

	 全ての被験者は，Web 画面を通じて，物語志向性の４つの下位尺度それぞれの質問項
目に対し，「非常に当てはまる」から「全く当てはまらない」までの 7件法により回答す
る．具体的な質問項目は，表 2-3から表 2-6のとおりである． 
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	 その後シナリオの読解へと進むが，「精緻化」条件に割り付けられた被験者は，画面上

に「次に下記の文章を，内容がしっかりとご理解いただけるように，ゆっくりお読みく

ださい．読了にはおよそ 5～10 分かかります．以下の画像をクリックし，大きな画像を
ご覧になってからお答えください．」という教示文が表示され，シナリオ読了後には「先

ほどの文章を，しっかりお読みいただけましたか．もしまだ曖昧なところがあれば，も

う一度，目を通してください．内容は先ほどと同じです．」という教示文とともに，再び

シナリオが表示される．一方，「非精緻化」条件に割り付けられた被験者は，画面上に

「次に，下記文章をさっとお目通し頂いた上で，次の質問に進んで下さい．読了にはお

よそ 5～10分かかります．」という教示文が表示され，読了後に再びシナリオが表示され
ることはない． 
	 シナリオ読了後，全ての被験者が読了効果（印象鮮明性・納得性・関心向上性・自我

関与性）の各質問項目（表 2-7 から表 2−10）に対し，それぞれ「非常に当てはまる」か
ら「全く当てはまらない」までの 7 件法により回答する．読了効果への回答時に，シナ
リオへ戻って再読することはできない． 
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	 読了効果への回答の後，全ての被験者は，「大衆性尺度」（表 2-11）への回答を「非
常に当てはまる」から「全く当てはまらない」までの 7件法により行う． 
 

 
 
 

5.	 実験結果 
 

(1)	 分析の準備 

	 シナリオ読了効果の全調査項目に対して同じ番号を連続して回答していた 26名分のデ
ータを不適切回答の可能性があるとみなし除外した．以降，残った 214 名分のデータを
用いて分析を行う． 
	 物語志向性，読了効果及び大衆性の各尺度への回答は，「非常にあてはまる = 7」～
「全く当てはまらない = 1」（ただし逆転項目については「非常にあてはまる = 1」～
「全く当てはまらない = 7」）として得点の平均値を算出した． 
 

(2)	 基本統計量と尺度の信頼性 

	 物語志向性，シナリオ読了効果及び大衆性の各尺度に関する，平均値，標準偏差，信

頼性係数（クロンバックのα．尺度項目の内的整合性を表す．）の値は表 2-12 の通りで
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ある．物語コンテンツ経験度の他はいずれもα > 0.6 となり一定程度の信頼性が認めら
れたが，物語コンテンツ経験度についてはα = 0.28となり，一部項目を除外する調整を
行ってもα = 0.6 を上回らなかったため，物語コンテンツ経験度は以降の分析対象から
除外することとした． 
 

 
 

(3)	 物語志向性尺度の因子分析 

	 物語志向性尺度については，今後，心理測定尺度として詳細な分析に用いる可能性も

あることから，質問項目を整理するとともに因子の構造を確認するために，因子分析を

行った．既に述べたように「物語コンテンツ経験度」は信頼性の不足により分析から除

外することとしたので，因子数は 3 と仮定し，回転はプロマックス回転，因子モデルの
推定は 尤法により行った． 
	 質問項目を適宜削除することで，全ての質問項目について共通性が 0.2 を下回らず，
かつ複数の因子に絶対値 0.3 以上の負荷量を持たない構造となるよう調整した結果の因
子パタンが表 2-13 である．質問の番号は表 2-3 から表 2-6 に記載した番号に対応する．
仮定した 3 つの下位尺度にほぼ正確に対応した構造が得られており，質問項目数は物語
伝達力 6項目，物語感得力 4項目，日常物語経験度 5項目の計 15項目に整理された． 
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.66 1.00
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(4)	 物語性と精緻化条件の読了効果への影響 

	 シナリオの物語性が読了効果に与える影響の分析に移る．まず，物語性（強・弱）と

精緻化条件（精緻化・非精緻化）を要因とする 2 要因分散分析を行う．なお，先に述べ
た不適切データの除去により，被験者数は「物語性強・精緻化」群 52 名，「物語性弱・
精緻化」群 55名，「物語性強・非精緻化」群 53名，「物語性弱・非精緻化」群 54名とな
っている． 
	 分散分析の結果は表 2-14 のとおりである．物語性及び精緻化条件はいずれも，4 つの
読了効果のいずれに対しても有意な主効果を持たず，また交互作用も見られなかった．

つまり，仮説 1は支持されなかった． 
 

 
 
	 この後，本研究の主たる分析対象であるシナリオの物語性については，物語志向性と

の組み合わせを考慮した詳細な分析を行っていく．しかし精緻化条件については，上述

の結果から今回は特に考慮する必要がないと判断し，以降の分析では精緻化・非精緻化

にかかわらず，与えられたシナリオの物語性（強・弱）を要因として分析を進める． 
 

(5)	 物語性と物語志向性の読了効果への影響 

	 読了効果（印象鮮明性・納得性・関心向上性・自我関与性）に対する，シナリオの

「物語性」（強・弱）と被験者の「物語志向性」（物語伝達力・物語感得力・日常物語経

験度）の影響を分析する．物語志向性尺度については，(3)の因子分析の結果除外されな
かった項目の平均得点を用いる． 
	 表 2-15は，読了効果を目的変数とし，「物語性」「物語志向性」「物語性と物語志向
性の交互作用」を説明変数とする回帰モデルにおいて，説明変数の効果について F検定
を行った結果（切片＝定数項は除く）である．物語性の強弱と物語感得力を説明変数と

する場合を除いて，全ての読了効果に対し，物語性の主効果と物語性及び物語志向性の

交互作用が，5%水準又は 1%水準で統計的に有意となっている．なおこれは，いわゆる
共分散分析に相当するモデルである．一般に心理学等の研究において，分散分析に対す

る補足的な分析として共分散分析が行われる場合は，主たる関心の対象である要因（質

的変数）と共変量（量的変数）の交互作用を考慮せずに分析が行われるが 132)，今回は交

互作用そのものも考察の対象となり得るため，交互作用込みのモデルで検定を行ってい

る． 
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	 図は，表 2-15 の検定結果において「シナリオの物語性」の主効果と「シナリオの物語
性と物語志向性の交互作用」が統計的に有意となった組み合わせについて，物語志向性

と読了効果の散布図と，読了効果を目的変数とし物語志向性を説明変数とする場合の回

帰直線を，シナリオの物語性の強・弱別にプロットしたものである．回帰直線の傾きの

違いは物語性と物語志向性の交互作用を表すが，図から明らかなとおり，物語性強シナ

リオの場合には物語性弱シナリオの場合に比べて，「物語志向性が高いほど読了効果が高

まる」傾向がより強く見られる．物語性弱シナリオにおいては，むしろ物語志向性が低

いほど読了効果が高いという，逆の関係が示されている組み合わせが多い．また，物語

志向性が一定の水準を超えると，物語性の強いシナリオがより強い読了効果をもたらし，

同水準を下回る場合には逆の関係があることが分かる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����� (

F F
* 4.29 1 6.89 .01 * 4.32 1 4.34 .04

3.03 1 4.88 .03 13.04 1 13.09 .00
5.28 1 8.49 .00 5.14 1 5.16 .02

130.70 210 209.20 210
* 0.04 1 0.07 .79 * 0.02 1 0.02 .88

21.75 1 39.03 .00 18.88 1 19.08 .00
0.00 1 0.00 .96 0.09 1 0.09 .76

117.00 210 207.77 210
* 5.42 1 8.64 .00 * 6.11 1 6.02 .01

0.41 1 0.66 .42 7.11 1 7.01 .01
6.64 1 10.58 .00 7.26 1 7.16 .01

131.89 210 212.99 210
* 4.70 1 8.34 .00 * 7.23 1 7.66 .01

3.64 1 6.45 .01 11.34 1 12.01 .00
5.93 1 10.51 .00 8.41 1 8.91 .00

118.51 210 198.23 210
* 1.96 1 3.56 .06 * 0.00 1 0.00 .97

8.53 1 15.46 .00 8.97 1 9.03 .00
2.58 1 4.68 .03 0.01 1 0.01 .91

115.89 210 208.56 210
* 5.44 1 9.49 .00 * 11.45 1 11.93 .00

0.55 1 0.97 .33 3.14 1 3.28 .07
6.90 1 12.03 .00 13.24 1 13.80 .00

120.41 210 201.50 210
**: p < .01, *: p < .05, †: p < .1 ) III

p p
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	 以上総合すると，物語伝達力と日常物語経験度に関しては，仮説 2 が支持されたと言
える． 
	 また，補足的な分析として，物語志向性の下位尺度（物語伝達力・物語感得力・日常

物語経験度）のそれぞれについて中央値を基準に被験者を高・低の 2群に分けた上で
（得点が中央値に一致する被験者は分析から除く），シナリオの物語性（強・弱）とあ

わせて 2要因の分散分析を行い，物語志向性が「高い」群についてシナリオの物語性の
単純主効果を検定した結果が表 2-16である（連続値を持つ量的変数を中央値で二分して
カテゴリ化する分析方法はあくまで便宜的なものであるが，物語への移入研究において，

たとえば Green & Brockが行っている 31)）．表 2-16の結果からは，印象鮮明性について
は日常物語経験度が高の場合，納得性については物語伝達力，物語感得力，日常物語経

験度が高の場合，自我関与性については日常物語経験度が高の場合に，シナリオの物語

性が統計的に有意な効果を持つことが分かる． 
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(6)	 物語志向性と大衆性 

	 物語志向性と大衆性それぞれについて，下位尺度単位で相関係数を算出したのが表 2-
17 である．自己閉塞性については，物語伝達力・物語感得力・日常物語経験度との間で
弱い負の相関が見られ，傲慢性についても物語感得力との間に非常に弱い負の相関が見

られる． 
 

 
 
 

6.	 考察 
 

(1)	 シナリオの物語性の効果 

	 実験 1 では「時間性」及び「主体意図性」が強調された文章を「物語型情報」と定義
し，公共政策をめぐる情報を物語性の強い文章によって提示することでより鮮明な印象

������ =

=

4.39 4.13 1.82 1 2.86 .09 �
133.72 210

4.43 4.31 0.28 1 0.45 .50
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132.60 208

4.38 4.06 2.69 1 4.62 .03 *
122.43 210

4.42 4.05 2.75 1 4.64 .03 *
123.33 208

4.29 3.78 6.21 1 10.68 .00 **
121.01 208

4.48 4.25 1.40 1 1.39 .24
212.59 210

4.43 4.24 0.74 1 0.70 .41
220.73 208
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205.54 210
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**: p < .01, *: p < .05, †: p < .1

pF

�������������������	�!��

����
 1.00
����
 .52 ** 1.00
�����"� .41 ** .24 ** 1.00
��� -.12 -.14 * -.07 1.00
�� �� -.36 ** -.36 ** -.26 ** .13 1.00

**: p<.01, *: p<.5

��
��


��
��


����
�"�

���
��
 ��



47 

が得られ，納得度が増し，関心が向上し，強い当事者意識が芽生えるとの仮説を措定し

た（仮説 1）．しかし 5の(4)に示されたとおり，シナリオの物語性と読解時の精緻化条件
を要因とする分散分析の結果からは，統計的に有意な物語性の効果は見出されなかった． 
	 仮説 1 そのものが誤りである可能性もあるが，これが今回支持されなかった原因はい
くつか考えることが出来る． 
	 たとえば，5 の(5)で示されたように物語志向性の高低によってシナリオの物語性の効
果が大きく異なることを踏まえると，「物語志向性が高い被験者における物語性効果の強

さ」と「物語志向性が低い被験者における物語性効果の弱さ又は負の効果」（あるいはそ

の逆）が相殺されて，物語性の効果が明瞭には表れてこなかったという可能性が考えら

れる． 
	 このことは逆に言えば，少なくとも今回用いたシナリオにおいては，物語志向性をコ

ントロールせずとも検出されるような強い「物語性の効果」は得られなかったというこ

とである．その原因としては，今回の実験に使用したシナリオ間において，物語性の強

弱の差が十分でなかった可能性がある．実験 1においては，「物語性」の定義を明確にし
て厳密な比較を行うため，両シナリオで伝達する情報の量やトピックがほぼ同一になる

よう調整し，「時系列性を重視した情報配列方法」と「行為主体及びその意図の明確化」

という 小限の操作のみによって差異を設けた．また，物語性の弱いシナリオにおいて

も，意味の通る完全な内容となるよう，十分に配慮して文章を構成している．その結果

として，両シナリオの物語性の差そのものが小さかった可能性がある（ただしシナリオ

の物語性の強弱そのものを定量的に評価する方法を，本研究においては用意していない）． 
	 既往の研究では，たとえば「ドラマ」と「ニュース」のように，主題が同じであって

も内容そのものが大きく異なる刺激を用いた実証研究が存在するが 100)，このような場合，

得られた効果が果たして「物語性の強弱」のみによるものであると言えるのか疑問が残

る．また，情報の内容を共通にして配列のみを操作した既往研究も存在するが 47)，完全

な物語文から出発して配列構造を徐々に「崩す」ことによって物語性を弱める操作を行

っているため，物語性の強弱というよりも単に文章としての完全性に差があるだけであ

る可能性も否定できない．実験 1 では，こうした問題を解決するためになるべく具体的
に定義された 低限の操作によってシナリオに差異を設けるよう努めたが，これが結果

的に効果を小さくした可能性は否定できない．今後，厳密なコントロールを保ちつつ，

物語性の差をより明瞭にするような，シナリオ作成方法の工夫が必要であろう． 
	 また，今回用いたシナリオの素材となった情報は，新聞等から収集されたもので，「リ

ニア中央新幹線の建設」をめぐる技術と政策の変遷を内容とするものであった．そもそ

も抽象的かつ説明文的な情報が多かったため，情報の要素を時系列的に配置し，登場人

物やその意図を可能な限り明確に描写しても，読者を物語の世界に強く引き込むような

物語性が生まれにくかった可能性がある．これは公共政策を題材とする限り避け難い問

題であるとも言えるが，たとえば１人の登場人物に視点を固定した描写を心がけてより

文芸作品に近づけたシナリオ作成を行う等，工夫の余地は存在するものと考えられる． 
 

(2)	 物語性と物語志向性 

 
a)	 分析結果の解釈 
	 実験 1 では，仮説 2 に示すとおり，物語志向性の高低によって情報の物語性が受け手
に及ぼす効果が異なる（シナリオの物語性と受け手の物語志向性の間に，シナリオ読了

効果に対する交互作用が存在する）ことを想定した．独自に作成した項目により測定し

た物語志向性の下位尺度のうち，物語コンテンツ経験度については尺度としての信頼性

が認められなかったが，物語伝達力・物語感得力・日常物語経験度については一定の信

頼性が認められた． 
	 5 の(5)で分析したように，物語伝達力及び日常物語経験度に関しては，全ての読了効
果に対して，物語性との間に有意な交互作用が見られた（物語感得力についてはそのよ

うな効果が見られなかった）．つまり，仮説 2は部分的に支持された． 
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	 表 2-15 及び図から読み取ることができるのは，シナリオの物語性が強い場合は，物語
性が弱い場合に比べて，「物語伝達力又は日常物語経験度が高い被験者ほど読了効果が大

きい」という傾向が，相対的に強く得られるということである．また補足的に行った表

2-16 の分析からは，「物語志向性が高い被験者においては，物語性の強いシナリオが弱
いシナリオに比べて，強い読了効果をもたらす」傾向が確認される． 
	 仮説 1においては，「公共政策に関する情報を，物語性がより強いシナリオを通じて提
示することによって，より強い読了効果を得ることができる」という一般的な関係を想

定していたのであるが，仮説 1 が支持されず仮説 2 が部分的に支持されたという結果か
らは，「個人の物語志向性に合わせて，公共政策に関するメッセージの物語性の強弱を使

い分けることにより，高い読了効果が得られる」という可能性が示唆される．つまり，

公共政策に関する情報を市民に提示し，世論形成等を進める上では，物語志向性の高い

市民と低い市民が存在することを想定して何らかの形でセグメンテーションを行い，そ

れぞれに対し 適なコミュニケーションを計画することが有益である可能性があるとい

うことである． 
	 なお，統計的に有意な関係が見られたとはいえ，図の散布図からも分かる通り，今回

得られたデータにおいては被験者ごとのバラつきも小さくない点には留意が必要である．

今回のデータに基づいて上述の共分散分析モデル等をさらに精密に検討するよりは，実

験デザインを工夫することでより明快な効果が得られるかどうかを，今後確認していく

ことが重要であろう． 
 
b)	 公共政策をめぐるコミュニケーションへの示唆 
	 「物語志向性の高い人々には，物語性の強いシナリオを提示すべき」という知見は，

当然のことを言っているだけのようにも思えるが，今回得られた結果には重要な意義も

ある． 
	 第一に，既に述べたように「情報の受け手の物語志向性にあわせて，提示する情報を

選定する」という，コミュニケーション戦略上の示唆が得られたということである．受

け手の物語志向性を計測することが可能な場面は多くないであろうが，少なくとも，「物

語性の強い情報を与えたほうが良い相手と，そうでない相手がいる」というのは実務に

応用可能な一つの知見ではあり得る． 
	 また，今回計測した読了効果のうち「関心向上性」や「自我関与性」は，リニア新幹

線の建設という特定の公共政策への賛成の度合いというよりは，当該政策についてよく

考えるためのモチベーションに関わるものである．つまり，これらの読了効果に対して

物語性及び物語志向性の有意な影響が見出されたということは，単なる世論誘導ではな

く市民の主体的な思考と判断を促す手段として，物語型コミュニケーションが活用でき

る可能性が示唆されたということである． 
	 第二に，今回のように明確に定義した操作に基づいて作り出されたシナリオ間におけ

る読了効果の差が，表 2-3 から表 2-5 に示すような質問項目により計測された物語志向
性との間で想定どおりの関係を有していたということは，「シナリオの物語性を増す」た

めに今回採用した描写方法が，「物語志向性」の構成概念と対応しているということであ

る． 
	 既往の物語研究においては，「物語」や「物語性」の定義は必ずしも具体的には与えら

れていないし，物語型情報に触れることの効果が仮に検出されたとしても，その物語型

情報を作り出す手段について具体的な検討はなされていないことが多い．実験 1 におい
ては，シナリオの物語性の定義とその描写手順を可能な限り明確化するとともに，定義

した物語性以外の要素についてなるべく差異が生まれないように注意深くシナリオを作

成した．そのことによって物語性の強い効果が得られず，仮説 1 が支持されないという
結果につながったという可能性があるものの，仮説 2 については一定程度支持する結果
が得られた．これはこの実験を通じて，「物語性の強いシナリオ」を作成するための具体

的な方法が一定程度明らかになり，他のテーマによるシナリオ作成時にも応用可能な知

見が提供されたということを意味する． 
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(3)	 物語志向性と大衆性 

	 実験 1 において大衆性尺度は，公共的意義を説くようなメッセージに対する受容性の
低さを示す尺度として計測したものである．傲慢性は「自分自身には様々な能力が携わ

っており，自分の望み通りに物事が進むであろうと盲信する傾向」を，自己閉塞性は

「世の中や伝統といった外部世界（中略）との紐帯やその中での種々の責務を忌避する

傾向」を表す 131)． 
	 強い関係は見られていないので控えめに解釈しておくべきではあるが，5 の(6)で述べ
たような「物語志向性が高いほど大衆性（自己閉塞性）が低い」という傾向からは，物

事を物語的に理解したり，伝えようと努力したりすることが，「大衆性（自己閉塞性）」

を抑制する効果を持つ可能性が示唆される． 
 
 

7.	 今後の研究課題 
 

(1)	 物語化の方法の再検討 

	 すでに述べたように，実験 1 においては比較の厳密さを重視してシナリオ間の操作を
小限に留めたため，物語性の効果が強くは表れなかった可能性がある．公共政策にお

けるコミュニケーションの場に物語型の情報を活用し，合意形成の円滑化を図るという

本研究の目的からすると，情報を「物語化」する具体的な手法の検討と，その効果の検

証が も重要である．実験 1 においては，シナリオ作成手順を明確化した上で部分的に
仮説を支持する結果が得られたとは言え，より明瞭な効果が得られるような「物語化」

の手法をさらに検討する必要はあるだろう． 
 

(2)	 物語志向性の精査 

	 物語志向性尺度については，政策情報の提示効果を分析する上で一定の有用性を有す

ることが確認されたことから，今後は尺度構成をより精度の高いものへと改善するとと

もに，その性質を詳しく検討する価値があると考えられる．具体的には，項目の見直

し・入れ替えによってより信頼性を高めることと，他の心理測定尺度との比較（相関等

の分析）により心理測定尺度としての性質をより詳しく明らかにすることが考えられる．  
	 今回行った大衆性尺度との関係の計測・分析を踏まえると，物語志向性尺度を他の

様々な心理測定尺度と比較検討することを通じて，2 の(2)で述べた第三の課題，つまり
「物語コミュニケーションによる態度変容が望ましいものであるか否か」に関する新た

な知見が得られる可能性がある．つまり物語志向性尺度と，何らかの意味で「健全」な

心理的傾向を計測する尺度との関係を検討することによって，物語型のコミュニケーシ

ョンが単に「態度変容を促進する」という一般的な効果のみを有するのか，物語型認知

の強化等を通じて何らかの意味で「健全」な心理状態や社会関係をも生み出し得るのか

を検討できるということである． 
	 既に例えば，物語的思考が自己アイデンティティの形成と深く関わっており，そのこ

とが人生における様々な困難を乗り越える上で重要な役割を果たすとの指摘は，医療に

おける患者とのコミュニケーション，心理カウンセリング，非行少年少女の更生といっ

たケースを通じて行われている 63), 103), 104), 105), 106)．物語志向性を，１人１人の個人におい

て固定的な心理傾向と仮定する場合は，その傾向と他の心理的傾向の関連性が「物語型

コミュニケーションによる心理的状態や社会的関係の改善」といった動的な関係の議論

を直接可能にするわけではないが，物語型のコミュニケーションや思考が「円滑かつ質

の高い合意形成を可能にするような，健全な心理的・社会的状態」といかに関わってい

るかを検討する糸口の一つにはなるだろう（もちろん，厳密な議論のためには，「健全さ」

を注意深く定義する必要がある）． 
 



50 

(3)	 目的変数と態度変容モデルの詳細な検討 

	 実験 1 では文章構成の形式的な操作と，物語志向性の影響の計測に主眼を置いていた
一方で，目的変数（読了効果）の設定方法については詳しく検討を行っていない．スト

ーリー・グラマー研究において「内容の正確な理解」や「印象の鮮明」さが計測されて

いたことや，移入研究において物語の主題に賛同する方向での態度変容が観察されてい

ることを参考に計測項目を設定したが，様々な工夫の余地が残されていると言えるだろ

う． 
	 物語型情報に触れることよって様々な読了効果が生じる「プロセス」を詳しく検討す

るためには，読了効果の測定にさらなる工夫を加える必要があるだろう．たとえば今回

の実験では「物語型情報に触れる → 読了効果が表れる」という直接的な関係を計測した
が，「物語型情報に触れる → 物語に入り込む → 読了効果が表れる」というような関係を
想定することも可能であり，物語への入り込み度合いの計測については，「移入」に関す

る既往研究を参考にすることができる．	  
	 また，公共政策に関する物語型情報を与えることの効果を検証するのであれば，「記憶」

についても計測する意義があると考えられる．情報の物語性を強めることによって，た

とえばエピソード記憶のような形で公共政策の意義をより長く・強く記憶に留めること

ができるのではないかといった研究課題を想定することができる．仮に公共政策に関す

る情報を長く記憶に留める効果が確認されたとすると，合意形成を促進する上で重要な

知見となることは言うまでもない． 
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付録	

 
物語性強シナリオ	

 
新幹線の歴史		 〜東海道新幹線からリニア中央新幹線まで〜	

 
	 1．反対を押し切って「夢の超特急」を開通し、大成功（高度成長期） 

	 敗戦からおよそ十年、まさにこれから高度成長が始まろうとしていた

1950年代に、国鉄の十河信二総裁は超高速鉄道「東海道新幹線」の建設を
構想し始めます。しかしその当時は、多くの人々が、「これからは飛行機と

自動車の時代であり、新たな高速鉄道の建設なんて時代遅れだ」と反対して

いました。 
	 しかし十河総裁や、彼に賛同する島秀男技師長など国鉄のリーダーたちは、

経済成長を続けるためには東京-大阪間の輸送力強化が必要であること、そ
して日本人の手で「世界一の高速鉄道」を実現することの「夢」を説き続け

ました。そして数年がかりで政府・与党を説得し、建設開始にこぎ着けます。 
	 建設が進むにつれて「夢の超特急」と呼ばれるようになった東海道新幹線

は、1964年、東京オリンピックの開幕直前に開業します。技術的にも営業
的にも大成功し、日本経済の「大動脈」として、そして世界 先端の高速鉄

道の一つとして、今日に至るまで活躍してきました。 
 
	 2．新幹線の「全国整備」を進める（70 年代〜現在）	

	 ところで、新幹線が開業してしばらくした 60年代終わり頃には、人々が
東海道新幹線の予想以上の成功を目の当たりにする中で、専門家や政治家た

ちも「全国に新幹線網を張りめぐらすべきだ」と主張するようになりました。 
	 こうした論調の変化を受けて政府は、新幹線網の全国拡大を推進するため、

1970年に「全国新幹線鉄道整備法」を制定します。そして「建設を開始す
べき新幹線鉄道の路線を定める基本計画」を公示し、全国 18本の「建設す
べき新幹線」を定めました。この基本計画が、以後全ての新幹線整備の根拠

となっています。 
	 1973年に政府は、この基本計画 18路線の中から、北海道新幹線、東北新
幹線、北陸新幹線、そして２つの九州新幹線（福岡-鹿児島間と福岡-長崎間）
の建設をほぼ同時に正式決定しました。これら５線は総称して「整備新幹線」

とも呼ばれており、新幹線の「全国整備」を象徴する存在で、未開通区間の

建設が現在も進められています。 
 
	 3．JR 東海が「リニア中央新幹線」建設費の自己負担を決断（現在）	

	 さて、この「基本計画」が公示された 18路線の中には、東京-名古屋-大
阪間を山梨・長野・岐阜・奈良経由で結ぶ「中央新幹線」も含まれており、

これを根拠に政府と国鉄（JR）が地質の調査等を行ってきました。また中央
新幹線は、時速 500km以上で走行する「超電導リニア方式」の導入候補と
しても 80年代から注目を浴びており、JR東海が超電導リニア方式の開発と
実証実験も並行して進めてきました。 
	 新幹線の建設には、通例、政府も資金を支出します。しかし現在の政府は、

財政の厳しさから「整備新幹線」の未開通区間の建設で手一杯で、中央新幹

線をはじめとした他の路線には長らく着手できていません。 
	 一方で、まもなく開業 50年を迎える東海道新幹線は、今後、老朽化対策
のための改修工事が必要になります。JR東海の経営陣は近年、「改修工事
期間中の輸送能力を補完する路線として、中央新幹線を早期に開通すること

が必要だ」と主張しています。 
	 JR東海は「国の支援を待っていると中央新幹線の建設が遅れてしまう」
と懸念して、2007年に、中央新幹線の建設費を全額自社負担とする意向を
固め、これを公表します。 
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	 4．中央新幹線の整備を開始（現在～近未来）	

	 この JR東海の意向を受けて、ついに 2011年に政府は、中央新幹線の建設
を正式に決定。これまでの研究成果を踏まえて「超電導リニア方式」の採用

が可能であると判断し、また具体的なルートなども定めて、JR東海に対し
建設を指示しました。 
	 JR東海は、リニア中央新幹線をまず 2027年までに東京-名古屋間で開通
し、その後 2045年までに名古屋-大阪間を開通することを目指しています。 
	 リニア中央新幹線を建設するには、多額の資金を調達しなければなりませ

んが、JR東海の経営陣は、負債の総額を常に一定規模内に収めておきたい
と考えています。そのため、全線開通まで 30年以上という長い建設期間が
必要であると判断したのです。 
 
	 5．大きな経済的インパクト	

	 さて、こうして建設開始に至った「リニア中央新幹線」が開業した暁には、

東京-名古屋間が約 40分、名古屋-大阪間が約 20分で移動できるようになり
ます。 
	 ビジネスマンが利用する場合、大阪のオフィスを朝出発して、東京で３〜

４件の打合せを行っても夕方には戻れますし、日常の通勤すら可能となりま

す。岐阜・長野・山梨などの自然豊かな地域に住居を構えて、大都市圏へ通

勤することも難しくなくなります。 
	 研究者が利用する場合も、関西・中京・首都圏をまたいで他の研究者と協

働作業を行うことが日常的に可能になりますし、名古屋と大阪の会場を同時

に利用しながら国際シンポジウムを開催することも可能になります。 
	 政府は、リニア中央新幹線建設の経済効果を推計しており、大阪までの開

通時点で年間約 7100億円の便益が生まれ、生産額は約 8700億円増加すると
見込んでいます。 
 
	 6．大地震を乗り越えて「明るい未来」をつくる	

	 ところで、地震の専門家たちは今後数年から数十年の間に「南海トラフ地

震」が高い確率で発生すると予想しており、東海道新幹線にも大きな損傷を

与えることが懸念されています。そんな中、政府や JR東海は、東海道新幹
線が大地震で損傷を受けた際に、リニア中央新幹線をバックアップとして機

能させるという構想を持っています。 
	 ただし、中央新幹線も名古屋などを通過するので、地震の影響を完全には

回避できません。しかしリニア新幹線は、側壁に守られていて構造的に脱線

の恐れがないことなどから、従来型の鉄道よりも耐震性は高く、大地震発生

時にも輸送能力を維持し、迅速な復興活動を支えるインフラとして期待され

ているのです。 
	 もちろん、南アルプスをトンネルで貫通することへの反対論や、超電導電

磁石の磁場の影響に関する懸念や、建設に時間がかかり過ぎることへの批判

を唱える人がいるのも事実です。しかし、建設前に反対派が存在したのは、

東海道新幹線も同じでした。 
リニア中央新幹線は、日本経済のさらなる発展を促すとともに、大震災に備

えて輸送力を強化するという重要な役割を担います。そんなリニア中央新幹

線は、21世紀日本における 大のインフラ事業の一つとなることは間違い

ないのです。 
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物語性弱シナリオ	

 
リニア中央新幹線について	 〜建設プロジェクトの概要〜	

 
	 1．東海道新幹線と中央新幹線	

	 	 「夢の超特急」と呼ばれた東海道新幹線は、1964年に開業しました。
技術的にも営業的にも大成功し、日本経済の「大動脈」として、そして世界

先端の高速鉄道の一つとして、今日に至るまで機能してきました。 
	 一方で東海道新幹線は、今後、老朽化対策のための改修工事が必要になり

ます。この改修工事期間中の輸送能力を補完する路線として、中央新幹線を

早期に開通することが必要だと考えられています。 
	 2011年に、政府において、中央新幹線の建設が正式に決定されました。
「超電導リニア方式」を採用することや、また具体的なルートなども定めて、

JR東海に対する建設の指示が行われました。 
	 リニア中央新幹線には、日本経済のさらなる発展を促すとともに、大震災

に備えて輸送力を強化するという重要な役割があります。21世紀日本にお
ける 大のインフラ事業の一つとなることは間違いないと考えられます。 
 
	 2．中央新幹線整備の法的根拠	

	 60年代終わり頃には、東海道新幹線の予想以上の成功を収める中で、
「全国に新幹線網を張りめぐらすべきだ」との論調が強まりました。 
	 新幹線網の全国拡大を推進するため、1970 年に「全国新幹線鉄道整備法」
が制定されます。そして「建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本

計画」が公示され、全国 18本の「建設すべき新幹線」が定められました。
この基本計画が、以後全ての新幹線整備の根拠となっています。 
	 「基本計画」が公示された 18路線の中には、東京-名古屋-大阪間を山
梨・長野・岐阜・奈良経由で結ぶ「中央新幹線」も含まれており、これを根

拠に地質の調査等が行われてきました。また中央新幹線は、時速 500km以
上で走行する「超電導リニア方式」の導入候補としても注目を浴びており、

超電導リニア方式の開発と実証実験も並行して進められてきました。 
 
	 3．建設の意義１——経済活動の活性化	

	 「リニア中央新幹線」が開業すると、東京-名古屋間が約 40分、名古屋-
大阪間が約 20分で移動できるようになります。 
	 ビジネスの場面では、大阪のオフィスを朝出発して、東京で３〜４件の打

合せを行っても夕方には戻れますし、日常の通勤すら可能となります。岐

阜・長野・山梨などの自然豊かな地域に住居を構えて、大都市圏へ通勤する

ことも難しくなくなります。 
	 研究開発の場面でも、関西・中京・首都圏をまたいで他の研究者と協働作

業を行うことが日常的に可能になりますし、名古屋と大阪の会場を同時に利

用しながら国際シンポジウムを開催することも可能になります。 
	 リニア中央新幹線建設の経済効果の推計によると、大阪までの開通時点で

年間約 7100億円の便益が生まれ、生産額は約 8700億円増加すると見込まれ
ています。 

 
	 4．建設の意義２——大震災に備えて	

	 今後数年から数十年の間に「南海トラフ地震」が高い確率で発生すると予

想されて、東海道新幹線にも大きな損傷を与えることが懸念されています。 
	 東海道新幹線が大地震で損傷を受けた際には、リニア中央新幹線が、バッ

クアップとして機能することが期待されています。 
	 中央新幹線も名古屋などを通過するので、地震の影響を完全には回避でき

ません。しかしリニア新幹線は、側壁に守られていて構造的に脱線の恐れが

ないことなどから、従来型の鉄道よりも耐震性は高く、大地震発生時にも輸
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送能力を維持し、迅速な復興活動を支えるインフラとして期待されているの

です。 
 
	 5．反対論について	

	 南アルプスをトンネルで貫通することへの反対論や、超電導電磁石の磁場

の影響に関する懸念や、建設に時間がかかり過ぎることへの批判の声もあり

ます。しかし、建設前に反対論が存在したのは、東海道新幹線も同じです。 
	 1950年代に、東海道新幹線の建設が構想され始めた頃、「これからは飛
行機と自動車の時代であり、新たな高速鉄道の建設なんて時代遅れだ」とい

う反対論が多数を占めていました。 
	 国鉄側は、経済成長を続けるためには東京-大阪間の輸送力強化が必要で
あることや、日本人の手で「世界一の高速鉄道」を実現することの夢を説き

続け、数年がかりで政府・与党を説得し、建設を事業化しました。 
 
	 6．建設費用負担とスケジュール	

	 1973年に、基本計画 18路線の中から、北海道新幹線、東北新幹線、北陸
新幹線、そして２つの九州新幹線（福岡-鹿児島間と福岡-長崎間）の建設が
ほぼ同時に正式決定されました。これら５線は総称して「整備新幹線」とも

呼ばれており、新幹線の「全国整備」を象徴する存在で、未開通区間の建設

が現在も進められています。 
	 新幹線の建設には、通例、政府からも資金が支出されます。しかし現在の

政府は、財政の厳しさから「整備新幹線」の未開通区間の建設で手一杯で、

中央新幹線をはじめとした他の路線は長らく着手されていません。 
	 国の支援を待っていると中央新幹線の建設が遅れてしまうとの懸念から、

2007年に、中央新幹線の建設費を全額自社負担とする方針が JR東海により
公表されました。 
	 リニア中央新幹線はまず 2027年までに東京-名古屋間で開通し、その後
2045年までに名古屋-大阪間を開通する予定とされています。 
	 リニア中央新幹線の建設には多額の資金調達が必要とされます。JR東海
の負債の総額を常に一定規模内に収めながら建設を進めるために、全線開通

まで 30年以上という長い建設期間が必要であると判断されています。 
 

 
 
 
 
  



55 

第 3章	 物語志向性尺度の開発（実験 2） 

 
 

1.	 本章で取り組む課題 
 
	 前章で報告した実験 1においては，公共政策に関する情報を物語性の強いシナリオと
して提示した場合と，物語性が弱いシナリオとして提示した場合における，受け手の態

度に及ぼす効果を比較するとともに，受け手のパーソナリティとしての「物語志向性」

がその効果に及ぼす影響を検証する実験を行い，一定程度仮説に沿った結果が得られた． 
	 実験 1においては，大きく分けて次のような課題が残されている． 
	 第一に，「物語志向性尺度」が，シナリオ読了効果を分析する際の補助的な要因とし

て計測されたに留まるものであり，心理測定尺度としての入念な開発プロセスを経て作

成されたものではなかったため，尺度としての性質を詳しく明らかにするには至ってい

ない．また実際に，計測の結果，下位尺度である「物語コンテンツ経験度」については

非常に低い信頼性（クロンバックのα）値を示したため，分析から除外するという対応

を行った． 
	 第二に，シナリオの読了効果の検証において，公共政策に関する情報を物語性の強い

／弱い形式で記述するという操作を行ったのであるが，この操作の範囲が限定的であっ

た．物語性を「時間性」（時系列的にイベントが配置されていること）と「主体意図性」

（文章に登場する主体の意図が明確に記述されていること）を持つ文章と定義したため，

操作はその２点に関係するものに限られている．情報の「物語化」にあたっては，例え

ば単なる時系列性よりも具体的に定義される「プロット」（筋書き）による操作も考え

ることができるが，実験 1においてはそのような操作は行われていない． 
	 第三に，実験 1のシナリオにおいては「主人公」が特段設定されていない．物語研究
の多くは「主人公」（protagonist）の行動が（一人称であれ三人称であれ）追跡されるよ
うな物語を典型例として扱っており，公共政策における物語型コミュニケーションの活

用の研究においても，主人公が登場するシナリオを扱うことには意義があると考えられ

る． 
	 本章では第一の課題への取り組みとして，物語志向性尺度の開発及びその信頼性・妥

当性の検証を行った実験 2について報告する．第二・第三の課題への取り組みについて
は，実験 3として次章において報告する． 
 
 

2.	 物語理解に関わる心理的傾向 
 

(1)	 物語に関わる心理的傾向の研究の必要性 

 
a)	 公共政策に関わる物語研究のテーマ 
	 第１章で概観した通り，人間が物語的な思考やコミュニケーションを行う過程につい

ては，様々な理論的・実証的研究が行われている．公共政策の計画・実践への応用を試

みる観点からは，物語型思考・コミュニケーションの効果の研究は以下のようなテーマ

に分けられると考えられる 125)． 
	 第一に，「未来」について人々が共同で思考・議論・計画するための，情報整理やコ

ミュニケーションのフォーマットとして，物語を活用することが考えられる．第 1章で
みたように，「フォーサイト」や「シナリオ・プランニング」と呼ばれる活動が存在し，

それらは物語形式で将来の見通しや計画を立てるという実践である．フォーサイトやシ

ナリオ・プランニングの実践及び研究から得られている知見は，物語型のフォーマット
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が，人々が共同で未来に向けたプロジェクトを計画・実行する上で，柔軟な思考や多様

なアイディアの創発を可能にしているということである． 
	 第二に，実験 1の検討テーマがまさに当てはまるように，政策に関する合意形成の道
具としての物語型コミュニケーションの活用が考えられる．「ストーリー・グラマー」

や「移入」に関する既往の研究は，物語への接触によって受け手の態度変容が促される

という効果を実証するものである．これはすなわち，幅広く同意を得なければ進めるこ

とができないような公共政策プロジェクトについて，その決定や遂行を容易にするため

のコミュニケーション技術として，物語型のフォーマットが活用可能であることが示唆

されているということである． 
	 また，既往の研究においては人々のアイデンティティの形成が物語型のフォーマット

によりなされる指摘が存在する 63), 103)．公共政策の決定や実施は，多かれ少なかれ，市

民社会の参加者の間に共有される「社会的アイデンティティ」が存在することを前提と

して可能となるものである．アイデンティティが共有されていなければ，社会全体とし

ての共通の目標について考えることは難しく，合意が形成できないためである．仮に物

語型の思考が社会的アイデンティティの共有を助ける面があるとすれば，そのことを通

じて，公共政策に関する合意形成が容易になるという可能性を考えることができる． 
	 第三に，公共政策の「波及」の媒体としての物語を考えることもできる．物語が「ミ

メーシス」（模倣的感染）を促すフォーマットであるという指摘は第 1章でも取り上げ
たとおりだが，ある優れた政策が１つの政策主体（たとえば地方自治体）から別の政策

主体へと移転されるための有用な媒体として，物語型の情報が活用できる可能性がある．

例えば次章において，高知県黒潮町における津波対策を題材としたシナリオによる物語

型コミュニケーションの効果の検証を行うが，この特定の自治体における防災の取り組

みが，物語型の情報として表現されることによって，読者の関心を高め，理解を容易に

するとすれば，他の自治体（や国，企業）への波及を促進する効果を「物語」が持つと

いうことにほかならない． 
 
b)	 物語に関わる心理的傾向の研究 
	 上述した公共政策に関わる物語研究の３つのテーマは，いずれも「物語に触れること

による態度の変容」や「物語的思考を行うことによる計画・実践の改善」に関わるもの

であり，Brunerの用語で言えば「物語モード」の心理的過程の特徴を分析していること
になる 23)． 
	 「物語モード」の思考やコミュニケーションを行う主体の心理を研究対象とするので

あれば，政策シナリオのような「刺激」の提示とその帰結に着目するのみならず，当該

主体が持っている固有の「物語に関わる心理的傾向」を分析に組み込むことが有用であ

ることはいうまでもない．たとえば，一般論として「物語モード」の心理過程が公共政

策の計画・実践をある意味で改善するということが言えたとしても，Brunerが指摘した
もう１つのモードである「論理・科学モード」の思考に長けた市民に対しては，相対的

に効果が限定的であるかもしれない．また，市民の心理的傾向によって，複数の異なっ

た「物語モードの思考の効能」が存在することが明らかになるかもしれない． 
 

(2)	 物語に関わる心理的傾向に関する既往研究 

	 物語に関わる心理的傾向を計測する尺度は，心理学における既往の研究からいくつか

のものを見出すことができる． 
	 たとえば，物語の登場人物への共感や想像活動に関する心理学的な研究を踏まえて，

物語読解には作品に左右されない読者固有のパーソナリティとしての傾向があるとの想

定の下開発された「物語理解に伴う主観的体験尺度（日本語版）」 133)がある．この尺度

は「物語世界への没入」「読書への没頭」「作者への関心」「現実の理解」「ストーリ

ー志向」という５つの下位尺度から成り，被験者が小説などの物語に触れる際に，想像

力で物語世界に深く入り込むか，読書に強く集中するか，作品の作者を意識するか，物
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語を現実の世界と結びつけて理解するか，作品のストーリー性に心を奪われるかといっ

た傾向を計測する． 
	 Green & Brockによる，物語への「移入」を通じた態度変容に関する実証研究において
は，「没入性尺度」が計測されている 31)．移入研究においては物語作品に触れた直後に，

読者に対してその物語の世界へ「入り込んだ」度合いを質問するのであるが，この度合

いが，読者に固有の「読書に没頭する」傾向との間で正の相関があることが示されてい

る． 
	 しかしこれらの尺度は，文芸作品としての物語の読解過程を研究するための材料とし

て開発されたものである．第 1章で論じたように，本研究においては「物語」を，文芸
的作品の形式としてではなく，人間の認知能力の形式として捉えている．つまり「物語

型」の思考やコミュニケーションが，人間の「様々な行為」の中で独特な役割を果たし

ていると想定しているのであり，文芸作品の読解過程に視野を限定して分析しているの

ではない．このような一般性のある意味での，物語型の思考やコミュニケーションに関

わる傾向を計測するために取りまとめられた尺度は，筆者の知る限り既往の研究として

は開発されていない． 
	 	  

(3)	 本研究の目的＝物語志向性尺度の必要性 

	 実験 2においては，物語型の認知，思考，コミュニケーションに関する個人の傾向を
計測するための，物語志向性尺度の開発を試みる．具体的には，他者を物語に引き込む

能力としての「物語誘引力」，物事を物語的に把握する能力としての「物語感得力」，

物語的エピソードを共有することで社会関係を構築・維持する傾向としての「物語共有

傾向」の 3つの下位尺度から成る「物語志向性尺度」を作成し，信頼性及び妥当性の確
認を行う．あわせて，他の心理測定尺度との相関を分析し，物語志向性の性質について

考察する． 
	 この尺度の開発目的は主に２つ存在する． 
	 第一に，物語志向性尺度は，物語型コミュニケーションによる態度変容効果を実証的

に明らかにしようとする際に，その効果のより詳しい検討を可能にすると考えられる． 
	 公共政策に関する情報を物語性の強いシナリオとして提示した場合の態度変容効果を

分析した実験 1においては，シナリオの物語性と物語志向性の交互作用が見られ，シナ
リオの物語性の効果を単独で議論するよりも，被験者の物語志向性によってその効果が

異なることを前提としたほうが，より正確な分析ができることが明らかになった． 
	 また，実験 1の結果とは対応しないが，仮に交互作用が見られない場合を考えると，
読了効果をシナリオ要因と物語志向性要因に分解することで，シナリオ要因の効果を厳

密に検出できる可能性がある（交互作用がみられる場合は，単純に情報量を要因ごとに

分解したという解釈を行うことは難しい．）． 
	 第二に，パーソナリティとしての物語志向性の性質を多面的に分析することで，物語

型の思考やコミュニケーションが心理的・社会的活動の様々な場面でどのような役割を

果たし得るのかの検討に資する新たな知見が得られる可能性がある． 
	 物語志向性が，その他のパーソナリティとの間に特徴的な関係を持つ（典型的には，

他の心理測定尺度の計測値との間に相関が見られる）ことが判明した場合，どちらが原

因でどちらが結果なのか（あるいはいずれも別の原因の結果なのか）が分からなかった

としても，物語的にものを考え，物語的にコミュニケートするとはどういうことなのか

についての理解を進めることはできるだろう．たとえば「物語的思考に馴染んだ人はア

イデンティティが強固に確立されている」というような知見が得られた場合，どちらが

原因なのかはともかくとして，アイデンティティというものが物語的な形式を伴って成

立しているという可能性が示唆されると言える． 
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3.	 実験 2において計測する尺度と仮説 
 

(1)	 物語志向性尺度の作成 

 
a)	 実験 1における物語志向性の計測 
	 実験 1において，物語性の強弱の差異を設けたシナリオの読了効果を分析するための
材料として，物語志向性尺度を考案し，計測を行った． 
	 実験 1においては，まず前章の表 2-3から表 2-6のとおり尺度項目を設定し，４つの
下位尺度単位で信頼性を計算した結果「コンテンツ経験度」に関して極めて低い値が得

られたため，この下位尺度は分析から除外することとした．次に３因子を仮定した因子

分析を行って，必要性の低い尺度項目を除外し， 終的に物語伝達力 6項目，物語感得
力 4項目，日常物語経験度 5項目の計 15項目に整理された． 
	 実験 1の分析からは，物語志向性の特徴として，シナリオ読解に与える影響が大きい
こと，大衆性との弱い相関がみられることが明らかになった． 
 
b)	 物語志向性尺度の再検討 
	 実験 1において作成した物語志向性尺度の質問項目のそれぞれについて，回答者にと
っての答えやすさなどを考慮して再検討を加え，改めて設定した質問項目が表 3-1のと
おりである． 
 

 
 
	 実験 1においては物語志向性の下位尺度を，物語的に情報を構成して人に伝える能力
を意味する「物語伝達力」，受け取った情報を物語的に理解する能力を意味する「物語
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感得能力」，日常における物語型コンテンツへの接触経験の豊富さを意味する「物語コ

ンテンツ経験度」，そして日常における物語型のコミュニケーション実践経験の豊富さ

を示す「日常物語経験度」としていた． 
	 実験 1で計測した下位尺度のうち，「物語コンテンツ経験度」は信頼性の低さを考え
て分析から除外したが，物語コンテンツ経験度の一部項目は，物語感得力に含まれるべ

きものではないかとも想定される．実際，物語コンテンツ経験度に属する質問項目と，

因子分析による項目調整後の３つの下位尺度それぞれの平均得点との相関を計算した結

果（逆転項目となっている質問の得点は，「非常に当てはまる」を 1とし「全く当ては
まらない」を 7とする逆転処理を行っている．）が表 3-2のとおりであるが，「小説、
映画、漫画、ドラマなどの作品を鑑賞するのが好きだ」「歴史はおもしろいと思う」

「学校の国語の授業では、評論文よりも物語文の読解が得意だった」の３つの項目につ

いてはいずれも，物語感得力との間に 0.3を超える相関が見られる．これら３つの質問
項目は，実験 2においても存続させ，改めて作成した物語志向性尺度案においては，物
語感得力に含めることとした．「歴史はおもしろいと思う」については物語伝達力との

相関の方が高い値を示しているが，質問文の性質からいったん物語感得力に含めること

とする（後に因子分析を行ってその妥当性は検証される）． 
 

 
 
	 なお，実験 1で言う「物語伝達力」に該当する今回の質問項目を改めて見直すと，
Brunerの用語に即して言えば「他人を物語モードに誘い込む上手さについての能力や傾
向」を表していると考えられることから，実験 2においてはこれらを「物語誘引力」と
呼称することとした．同様に「物語感得力」は，「自分自身が物語モードに入りやすい

という能力や傾向」を表していると考えられることから，引き続き「物語感得力」と呼

称する．そして「日常物語経験度」は，「他人と一緒に物語モードに浸ることで社会関

係をうまく構築していく能力や傾向」を表すものと考えられることから，「物語共有傾

向」と呼称することとした． 
	 後述する通り，この質問項目を因子分析によって更に絞り込み，他の心理測定尺度と

の間で相関を分析することとする． 
 

(2)	 物語志向性との関連性を分析する尺度 

	 物語志向性尺度の，構成概念としての妥当性を検証することと，物語型の認知やコミ

ュニケーションの性質を検討し，とくに心理的な健全性と物語志向性の関係を分析する

ことを目的として，いくつかの心理測定尺度との間で相関の分析を行う． 
	 実験 2において，物語志向性との関連を分析する尺度は以下のとおりである．なお選
定対象は，日本語版尺度が学術論文として公開されている尺度に限った． 
 
a)	 構成概念妥当性の検証に用いる尺度 
	 物語志向性尺度の構成概念としての妥当性は，理論的に見て物語志向性と類似した性

質を持つと考えられる尺度との間に正の相関が存在すること（収束的妥当性）の確認や，

物語志向性とは異なる構成概念を計測していると考えられる尺度との間の相関が無いか
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極めて小さいことあるいは第３の尺度に対する相関の傾向が異なること（弁別的妥当性）

の確認によって，検証される．また，開発する尺度の下位尺度間の弁別性を議論する場

合もある． 
	 実験 2において物語志向性の構成概念妥当性を検証するのに用いた尺度は以下のとお
りである．  
 
	 〈コミュニケーション・スキル尺度〉	

	 物語志向性尺度は，物語的な表現を行う能力や，物語的な表現を理解する能力や，物

語の共有により社会関係を構築する傾向について尋ねるものであり，これは他者とのコ

ミュニケーションの技量の一部を測定しているものと考えられる．一方，コミュニケー

ションの技量にも様々な側面があり，物語志向性とは無関係なスキルも存在するであろ

う． 
	 そこで多次元の下位尺度から構成される，コミュニケーション・スキル尺度 134)（表 3-
3）との相関を分析する．コミュニケーション・スキル尺度は，「自己統制」「表現力」
「解読力」「自己主張」「他者受容」「関係調整」の６つの下位尺度から成る． 
	 藤本・大坊は，社会に生きる人間がもつスキルを，文化や社会への適応全般に関わる

「ストラテジー」，対人関係に主眼が置かれた社会性に関わる能力としての「ソーシャ

ル・スキル」，そして言語・非言語による直接的コミュニケーションを適切に行う能力

としての「コミュニケーション・スキル」に階層的に分類した上で，「コミュニケーシ

ョン・スキル」をさらに， 表出系スキルとして「表現力」「自己主張」，反応系スキル
として「解読力」「他者受容」，管理系スキルとして「自己統制」「関係調整」に分類

して定義している． 
	 物語志向性との関連性について仮説を設定すると，物語誘引力は表現力や自己主張と

いったスキルの一部を，物語感得力は解読力や他者受容といったスキルの一部を，物語

共有傾向は関係調整スキルの一部を構成しているという可能性が考えられる． 
 

 
 
	 〈物語理解に伴う主観的体験尺度〉	

	 物語を読む体験が伴う心理的反応の個人差を計測する尺度として，「物語理解に伴う

主観的体験尺度」の日本語版 133)（表 3-4）が開発されている．この尺度は本研究で開発
している物語志向性尺度と異なり，フィクションを中心とした文芸作品としての「物語」
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に関心が限定されたものではあるものの，物語風の思考への親和性を計測する尺度とし

て物語志向性と共通する部分も大きいと考えられる． 
	 物語理解に伴う主観的体験尺度は「物語世界への没入」「読書への没頭」「作者への

関心」「現実の理解」「ストーリー志向」という５つの下位尺度から成る．「物語世界

への没入」や「読書への没頭」は文字通りの内容だが，「作者への関心」は物語の作者

がその作品を著した背景等に興味を持つ度合いを表し，「現実の理解」は文学作品等を

通じて現実の生活についての理解が深まったり，現実の生活に変化がもたらされたりす

る傾向を表す．また「ストーリー志向」は，ストーリー展開の魅力が読書の動機となる

度合いを表している． 
	 物語志向性との関わりについて予想すると，「作者への関心」は物語そのものへの関

心とはやや異なるため関連が低い可能性があるが，その他の項目は全て，とりわけ物語

感得力との間に正の相関があることが期待される． 
	 読書体験への没入や，想像力の旺盛さや，フィクションと現実との関連づけなどは，

今目の前にはない出来事についての「シミュレーション」の能力と関わっていると考え

られることから，本研究が分析対象とするところの（文芸作品の鑑賞に限られない一般

的な意味での）「物語型の思考やコミュニケーション」と関連していると考えるのは，

自然であると言える． 
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	 〈多次元共感性尺度〉	

	 物語を語ったり理解したりする能力を，目の前にない出来事に関する「シミュレーシ

ョン」の能力と関連付けて理解しようとする本研究の立場からは，心理学分野で研究が

蓄積されている，他者の視点で物事を考える能力（視点取得），他者への共感の能力，

全般的な想像の能力などについて，物語志向性との関連を検討することは重要であると

考えられる． 
	 既往の心理学研究において「多次元共感性尺度」 135)（表 3-5）が開発されており，今
回の実験では鈴木・木野による日本語版を使用する．この尺度は「被影響性」「他者志

向的反応」「想像性」「視点取得」「自己志向的反応」という５つの下位尺度から成る．

「他者志向的反応」と「視点取得」はともに，他者への配慮に関わるものだが，「視点

取得」が認知的な働きを計測するものであるのに対して，「他者志向的反応」は情動的

な働きを計測するものである．「自己志向的反応」と「想像性」はともに，自己に引き

付ける形での他者への関心に関わるものであり，「自己志向的反応」が情動的，「想像

性」が認知的側面を計測している．本尺度において「想像性」は，想像力一般に関わる

ものというよりは，たとえば物語の登場人物の気持ちを 「自分ならこうする」というよ
うな形で想像することに関わるものである点には注意が必要である． 
	 「被影響性」は，自己志向的か他者志向的かにかかわらず，他者の心理状態への巻き

込まれやすさを計測するものとされる． 
	 多次元共感性を構成する各下位尺度はいずれも，他者に対する理解や共感に関わるも

のであるから，物語感得力との間には正の相関があることが予想される． 
	 第 1章でも触れたように，発達心理学などの領域では「心の理論 theory of mind」（他
人の心についての理解の枠組）や「視点取得 perspective taking」（他人の立場に関する
想像）の研究が進められており，物語の読解プロセスにもこれらの能力が関わっている

ことが指摘されており 85), 86), 87), 88)，共感や視点取得の能力を計測する多次元共感性尺度

の計測結果は，物語研究において極めて重要な情報を与えるものだと言えるだろう． 
	 なお開発済みの日本語版多次元共感性尺度は，今回使用したものとは別に 登張真稲の
ものが存在するが 136)，質問数が配分よく整理されている点など使いやすさを考慮して，

鈴木・木野のものを使用することとした． 
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	 〈認知欲求尺度〉	

	 物語志向性は，見方によっては「一般的な知的能力」の一つの表れであると言えるか

もしれない．つまり，物語志向性が高い人というのは，単に知的能力が高いから物語化

も上手いだけなのではないかと考えることもできる． 
	 そこで一般的な意味での知的能力を表す指標と物語志向性の相関を分析しておくこと

が重要になるが，本研究の実験 2においては，IQテスト等を実施することが調査ボリュ
ーム的に難しかったこともあり，「知能の高さ」とはやや異なる概念であるが「よく考

える」タイプかどうかを計測する「認知欲求尺度」 137)（表 3-6）との相関を分析するこ
ととした． 
	 心理学においては，人間の認知判断には「周辺ルート／中心ルート」や「ヒューリス

ティック／システマティック」といった大きな区別が存在するという説が古くから提唱

されている 74)．周辺ルート（ヒューリスティック）の思考において人間は表面的な情報

のみに基づいて素早い推測を行い，中心ルート（システマティック）の思考においては

情報を精査した上で判断を行う．認知欲求尺度は，これらのうち「中心ルート（システ

マティック）」の思考を好む度合いを計測するものである． 
	 よく考えることによって物語への没入が可能になると言える可能性があるが，逆に中

心ルートでの処理は批判的思考を活性化させ，物語への没入を妨げる可能性もあると言

える．したがって仮説としては，認知欲求尺度は物語志向性とは直接的には対応しない

と想定する．Green & Brockによる移入に関する実験においても，移入尺度の弁別的妥当
性を確認するために認知欲求尺度（英語版）との相関が分析されており，仮説のとおり，

移入の度合いと認知欲求尺度の間にはほとんど相関が見られなかった 31)． 
 

 
 
 
b)	 物語志向性と心理的健全性の関係の検討に用いる尺度の分類 
	 物語志向性尺度が，本研究の想定どおり，他者を物語に引き込む能力としての「物語

誘引力」，物事を物語的に把握する能力としての「物語感得力」，物語的エピソードを

共有することで社会関係を構築・維持する傾向としての「物語共有傾向」を計測する尺

度として妥当なものであるとするならば，物語志向性尺度の得点と別種のパーソナリテ

ィを計測する尺度の得点との相関を分析することによって，物語的な思考やコミュニケ

ーションの性質や役割について詳しい検討を行うことができる．  
	 とりわけ，物語型の思考やコミュニケーションが，何らかの意味で「健全」な心理的

状態と関連しているのかどうかの分析は重要である．なぜならそうした分析は，第 2章
で指摘したことでもあるが，「物語型コミュニケーション」の効果を単に「態度変容を

促す」という価値自由的（非規範的）なものとして理解すべきなのか，何らかの意味で

「望ましい」（あるいは望ましくない）性質を持つものとして理解すべきなのかについ

ての示唆を与えると考えられるからである． 

����O<0#$��

���� - >��

<0#$ 1 M Rqu4UiYfrsS=LsurPKy�T�Ii=Lk�W�XcQ

2 M ViuKy�xiZwmC�]wiSsTi\hy/"j`v\hW�SQ

3 M =LjeSf�9��j4Uf^qTQ

4 N �^S4U�y�n\hjlRqu6�WiSQ

5 M �,��4UP�Yk0.i�
y�9h`vE9i�Ly�^B[v\hj)j(?y�_vQ

6 N �9��jl4UiSQ

7 N ��:Uf^qUmRqu4UiYfrsS=LW�XcQ

8 N F G�,��4Uv\hl7�i�gRvQ

9 N 4Uv\hl!^YiSQ

10 N 'Y4UiZwmitiSsTi*&lDZsTh`vQ

11 N 5	W�,g�y`oXVjeSf4Uvkl�XgliSQ

12 M �jKy�xiZwm(?gXiSQ

13 M 5	k�,l;%^iZwmitiSI�W�S�WsSQ

14 M 2�i�Lsur8Hi�LkpTW�XcQ

15 N �Lk1UWiabTivkVy+;`vsurP�3j1UcZy0dfSv�WsSQ

z|lA@J/{



64 

	 実験 2においては以下のように２つの視点から，物語志向性尺度との相関を分析する
ための尺度を選定した． 
	 第一の視点として，物語的な思考やコミュニケーションは，自己に関する安定した理

解を促すという可能性が考えられる．例えば第 1章でも紹介したような，医療の分野で
進められてきた「物語療法」や「ナラティブ・ベイスト・メディスン」等の実践は，患

者が物語形式の思考を通じて安定した自己イメージを獲得し，自らの人生に向き合う姿

勢を改善することを目指すものである．つまり物語的な思考はアイデンティティの確立

に強く関わっていると考えられており，ひいては精神の安寧や幸福の基盤ともなってい

ると考えられているわけである． 
	 公共政策の文脈に惹きつけて考えると，個人的あるいは社会的なアイデンティティは

方針の一貫性や合意形成の円滑さの基盤として機能する可能性があり，それらが動揺し

ている場合には，質が高く規模の大きいプロジェクトの実現が困難になることが予想さ

れる．だとするならば，物語論が公共政策に与える示唆として，「市民が個人として抱

いている自己アイデンティティや，集団として抱いている社会的アイデンティティを支

える物語を解体したり，動揺させたりするような政策を実行することは望ましくない」

という規範的な判断が得られる可能性がある．当該市民の精神衛生にとって望ましくな

いことはもちろん，アイデンティティの動揺が各種公共政策プロジェクトの遂行を困難

にするからである． 
	 「安定したコミュニティ」が存在し，そのコミュニティのアイデンティティの拠り所

となる「物語」が安定して継承されることが，市民の幸福な生活にとって重要であり，

公共的プロジェクトの円滑な遂行にも資するとするならば，一般論として「急激な社会

的改革」には慎重でなければならないと理解することができる． 
	 第二の視点として，物語的な思考やコミュニケーションが，優れた社会計画の策定を

促す可能性が考えられる．「優れた」の基準は一概に定義できるものではないが，例え

ば，公共の利益に配慮し，一貫性があり，多様な観点が包含されていて，かつ多くの人

にとって理解しやすいようなものを「優れた社会計画」と呼ぶことができるだろう． 
	 物語志向性は，上述の構成概念妥当性の項でも述べたとおり，他人の立場に立って考

える能力や他人に共感する能力と関わっていると考えられ，また物語を共有することに

よって他者とのつながりを形成・維持していく傾向もその構成概念に含まれている．ま

た第 1章でも述べた通り，物語型の思考は，（相互に対立するものを含む）多様な観点
を取り入れると同時に，時系列に沿った一つのシナリオとして統合し，一貫した将来ビ

ジョンを作り出すことを可能にするような思考様式であると考えられる． 
	 これらの点を考慮すると，物語志向性が高い人は，公共性への配慮を怠ることなく，

他者との合意形成を重視しつつ，将来に向けた集団行動の計画を描くことに長けている

という可能性があるということである．また逆に言えば，物語型のコミュニケーション

を活用し，物語形式で将来計画を議論することを促すことによって，社会全体として公

共の利益を追求しやすい環境を作り出すことができるという可能性も想定することがで

きる． 
 
c)	 安定した自己理解に関わる尺度 
	 上述の第一の視点に関わるものとしては，「アイデンティティ尺度」と「人間疎外尺

度」を取り上げる． 
 
	 〈アイデンティティ尺度〉	

	 第１章でもみたとおり，既往の物語研究においては，「アイデンティティ」の形成に

物語型の思考が関わっているとの指摘がしばしば行われている． 
	 アイデンティティの確立の度合いを計測する尺度としては、「モラトリアム尺度」と

比較して負の関係を指摘するという研究を通じて開発された日本語の「アイデンティテ

ィ尺度」 138)（表 3-7）が存在するため，実験 2ではこれを使用することとした． 
	 仮説としては、物語志向性の各下位尺度との間に正の相関があることを想定する。 
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	 〈人間疎外尺度〉	

	 物語型の思考は「自己アイデンティティ」の形成を促すと本研究では（そして既往の

研究においても）想定しているが，物語は同様に「社会的アイデンティティ」の形成と

も密接に関わりがあると考えられる． 
	 社会的なアイデンティティの確立度合いを計測する日本語での尺度はいくつか開発さ

れており，以下のとおり選定を行った． 
	 たとえば「集団アイデンティティ尺度」 139)という尺度が開発されているが，これは

「私はこの部活動・サークルの部員らしいタイプの人間だと思う」「この部活動・サー

クルに対して、自分がどのように感じているかは大切なことだ」といった質問項目に表

れているように，被験者が所属している身近な特定組織を想定し，その組織への帰属意

識を問う内容となっている．本研究は，公共政策における物語型コミュニケーションの

応用可能性を検討するものであり，社会的アイデンティティをより広い意味での「私は

このような社会に生きている」というイメージとして捉える必要があることから，この

「集団アイデンティティ尺度」は不向きであると考えられる． 
	 また，「民族アイデンティティ尺度」 140)という尺度も開発されている．しかしこの尺

度は，「私は日本の文化や文化的背景を好ましく思う」「私は日本人であることが、私

の人生にどのように影響するのか、よく考える」といった質問項目に表れているように，

ナショナリティに焦点を限った尺度となっており，やはり本研究の目的に照らすと可能

な検討の射程が短く，使用は不適切であると考えられる． 
	 そこで今回の実験においては，羽鳥らが開発した「人間疎外尺度」（表 3-8） 141)を取

り上げる．人間疎外尺度は「家族」「組織」「地域」「国家」の４段階に分けて，「自

分と自分の住んでいる地域とは一心同体だという感じがする」「自分は国家というもの

をとても身近なものとして自然に感じる」というように直接的に，社会的アイデンティ

ティの強固さを質問しているものである（ただし人間疎外尺度はアイデンティティの強

さではなく脆弱さを測る指標である点に注意が必要）．この尺度によって，「集団の一

員としての自覚があるかどうか」という意味での様々なレベルの社会的アイデンティテ

ィを計測することができる．	  
	 なおオリジナルの人間疎外尺度には， 
 
	 「もしも自分一人の利益と家族全体の利益が対立したら、どちらを優先しますか。」 
	 「もしも自分一人の利益と自分の住んでいる地域全体の利益が対立したらどちらを優

先しますか。」 
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	 「もしも自分一人の利益と組織（企業・学校等）全体の利益が対立したら、どちらを

優先しますか。」 
	 「もしも自分一人の利益と国家全体の利益が対立したら、どちらを優先しますか。」 
 
	 という質問項目が存在するが，Web調査での回答形式の制約（連続した質問に対して
は同一形式での回答しか求められない）から，これらの質問は， 
	  
	 「もしも自分一人の利益と家族全体の利益が対立したら、家族より自分の利益を優先

する。」 
	 「もしも自分一人の利益と自分の住んでいる地域全体の利益が対立したら、地域より

自分の利益を優先する。」 
	 「もしも自分一人の利益と組織（企業・学校等）全体の利益が対立したら、組織より

自分の利益を優先する。」 
	 「もしも自分一人の利益と国家全体の利益が対立したら、国家より自分の利益を優先

する。」 
	  
	 と言い換えて，「非常に当てはまる」から「全く当てはまらない」までの７件法に統

一して回答を得ることとした． 
 

 
 
d)	 優れた社会計画策定に関わる尺度 
	 第二の視点に関わるものとしては，「大衆性尺度」 131)を取り上げる． 
 
	 〈大衆性尺度〉	

	 実験 1において，物語志向性と「大衆性尺度」（表 3-9）の相関を参考に計測したと
ころ，両者の間に弱い相関が見られた．実験 2においても，改めて作成した物語志向性
尺度と大衆性の間の相関を検証する． 
	 大衆性尺度は，人々が公共的課題に協力して取り組む際に必要になると考えられる精

神的資質の欠如について問うものであり，「傲慢性」「自己閉塞性」という２つの下位

因子から成る．羽鳥らによれば，「傲慢性」は「ものの道理や背後関係はさておき，と

にかく自分自身には様々な能力が携わっており，自分の望み通りに物事が進むであろう
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と盲信する傾向」を表し，「自己閉塞性」は「世の中や伝統といった外部世界に対する

無関心さや，外部世界との紐帯やその中での種々の責務を忌避する傾向」を表す． 
	 既に述べたように，物語型の思考は「他人の立場を想像する」能力とも密接に関わる

と考えられるため，物語志向性と自己閉塞性との間には負の相関が想定される．また，

物語共有傾向は他者とのあいだで共通の想像体験を得ようとする志向であるから，その

意味でも自己閉塞的なパーソナリティとは相反すると考えられる． 
	 また物語型の表現は，たとえそれが自分自身に関する物語であったとしても，他者が

理解可能なものとするためには，ある程度客観的な視点から描写される必要がある．従

って，物語志向性が高い場合，不当なまでに自己の能力等を過大評価するといった傾向

が抑制される可能性があり，物語志向性と傲慢性の間には負の相関が存在すると想定す

る． 
 

 
 
e)	 安定した自己理解と優れた社会計画策定に関わる尺度 
	 第一の視点と第二の視点のいずれにも関わるものとして，「時間的展望体験尺度」と

「曖昧さ耐性尺度」を取り上げる． 
 
	 〈時間的展望体験尺度〉	

	 「時間的展望体験尺度」 142)（表 3-10）は，「充実感」「目標志向性」「過去受容」
「希望」という４つの下位尺度から成り，自らの生活や人生について，過去・現在・未

来という時間意識と関わる具体的なイメージを明瞭に抱いているか否かを計測する尺度

である． 
	 本研究において繰り返し述べてきている通り，物語を語ったり理解したりする能力は

一種の「シミュレーション能力」にほかならず，人生の時間的展望の明瞭さと密接に関

わると想定することが出来る．また，今目の前にある現実を，より大きな文脈に関連付

けて，過去から現在を経て未来へと至るシナリオを描く能力は，「公共的なことがら」

について考える上で全ての人に求められる資質でもあると言え，仮に物語志向性と時間

的展望性の間に正の相関関係があるとすれば，物語的思考がより善い公共政策の計画・

実践を後押しする効果を持つと言える可能性がある． 
	 仮説としては，特に物語を能動的に描写する能力を表す物語誘引力と，「目標志向性」

や「希望」との間に正の相関があることが期待される． 
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	 〈曖昧さ耐性尺度〉	

	 Brunerが強調しているように 23)，物語モードとは，論理的に整然とした認識を得るた

めの思考であるというよりは，現実の出来事を理解したり評価したりする際に生じる矛

盾，対立，曖昧さ等を包摂しながら，リアリティのある全体像を作り上げるような思考

のモードである． 
	 一つの現実の出来事についても，人によって，また時と場合によって異なる解釈や評

価が生じ得るのは珍しいことではない．公共政策の計画・実践の過程も，あらゆる情報

が明晰に理解された上で進められるものではなく，様々な認識上・評価上の矛盾，対立，

曖昧さを伴いながら進展していくのが普通であろう．このような現実の曖昧さを心理的

に受け入れることができなければ，思考は硬直的となり，極端な場合には例えば社会科

学において「設計主義」としてしばしば批判されるような，過度に論理的・体系的で柔

軟性に乏しい方針を，現実社会に適用するような態度が生み出されかねない． 
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	 既往の心理学研究において，「曖昧な認識」への心理的耐性を測定する「心理的健康

と関連する曖昧さ耐性尺度」 143)（表 3-11）が開発されており，実験 2ではこれを測定す
ることによって，物語的な思考に長けることと曖昧な認識を受け入れる耐性との関係を

分析する．仮説としては，曖昧さ耐性の強さと物語志向性（特に物語誘引力と物語感得

力）の間に正の相関があることを想定する． 
	 なお本尺度は，特にストレスと関係するような意味での曖昧さ耐性を計測することを

目的として開発されており，一部の項目は抑鬱性と相関があることや，曖昧さ耐性が低

い場合に生活事件に関するネガティブな感情が強く感じられる傾向があると指摘されて

いる．曖昧さ耐性は，人が現実の混沌とした状況に立ち向かわなければならない場合に

必要とされる性質であり，心理的な強靭性（レジリエンス）の一種であると言えるだろ

う． 
 
 

4.	 実験方法 
 

(1)	 調査概要 

	 2014年 9月 10-11日にWeb調査会社（マクロミル社）のモニター（20歳代から 60歳
代）520名に対し調査を実施した． 
	 被験者を 2グループに分け，物語志向性尺度については両グループの全ての被験者に
対して回答を求めた．これに加えて第 1グループに対しては，物語志向性の構成概念妥
当性の検証を目的とする， 
 
• コミュニケーション・スキル尺度 
• 物語理解に伴う主観的体験尺度 
• 多次元共感性尺度 
• 認知欲求尺度 

 
の４つの尺度への回答を求め，第 2グループに対しては，物語志向性と心理的健全性の
関係の検討を目的とする， 
 
• 大衆性尺度 
• アイデンティティ尺度 
• 人間疎外尺度 
• 時間的展望体験尺度 
• 心理的健康と関連する曖昧さ耐性尺度 

 
の５つの尺度への回答を求めることとした． 
	 各尺度を構成する質問項目に対しては，原則として「非常に当てはまる」から「全く

当てはまらない」までの 7件法で回答を得ることとした．ただしコミュニケーション・
スキルについては「かなり得意」から「かなり苦手」までの７件法となっている． 
 

(2)	 分析の計画 

a)	 尺度の信頼性 
	 物語志向性尺度の信頼性の検証は，いわゆるクロンバックのαを計算し，概ね 0.65を
上回る程度の値が示されれば，質問項目の内的整合性に問題なしと判断することとする． 
 
b)	 物語志向性尺度の項目の整理 
	 今回改めて作成した物語志向性尺度の測定結果については，因子分析を行い，仮説通

りの３因子構造が見られているかどうかを確認するとともに，不要と思われる質問項目



70 

（複数の因子に高い負荷を示す項目や，３因子モデルによる説明力への寄与が低い＝共

通性が低い項目）を除外しする整理を行う．他の尺度との相関を計算するにあたっては，

除外項目を除いた整理後の質問項目の平均得点を用いる． 
 
c)	 物語志向性の構成概念妥当性の検証 
	 すでに述べた通り，収束的妥当性の検証のために「コミュニケーション・スキル尺度」

「物語理解に伴う主観的体験尺度」「多次元共感性尺度」を，弁別的妥当性の検証のた

めに「認知欲求尺度」を用いる．各尺度について下位尺度単位で平均得点を算出した上

で，物語志向性尺度の３つの下位尺度と，その他の尺度の下位尺度の間の相関を分析す

る．  
 
d)	 物語志向性と心理的健全性の関係の検討の分析 
	 物語志向性が何らかの意味で「健全」な心理的状態と関連しているか否かを分析する

ために，すでに述べた通り，「大衆性尺度」「アイデンティティ尺度」「人間疎外尺度」

「時間的展望体験尺度」「心理的健康と関連する曖昧さ耐性尺度」を用いる．各尺度に

ついて下位尺度単位で平均得点を算出した上で，物語志向性尺度の３つの下位尺度と，

その他の尺度の下位尺度のあいだの相関を分析する． 
 
e)	 分析の方針 
	 上記の b・c・dのいずれにも言えることであるが，実験 2における分析は，事前に想
定する仮説の検証という側面を持つものではあるが，仮説の検証それ自体よりもむしろ，

多数の変数間の関係を探索的に調査することによって新たな知見を得ることを重視して

行われるものである．  
 
 

5.	 データ分析と結果 
 

(1)	 データ分析の準備 

	 全ての項目に同じ番号を回答した被験者は，データ納品段階であらかじめ除外されて

いる．また，念のため，複数の尺度項目について当該項目内で全て同じ番号を回答した

被験者 10名を，不正な斉一回答の可能性ありと判断し，分析から除外することとした．
この結果，有効サンプルは 510名分となった． 
	 なお各尺度に対する回答は，「全く当てはまらない」〜「非常に当てはまる」を 1〜7
として数値化しており，逆転項目となっている質問については得点を 7〜1に逆転してい
る．この質問紙及び得点化は，リッカート尺度と呼ばれる形式のものであり，リッカー

ト尺度の得点は順序尺度なのか間隔尺度なのかという問題や，パラメトリックな分析を

適用することが妥当であるか否か等については，統計学及び心理学において長年議論さ

れているものの，複数の質問を束ねて得点化していることや，心理学において通常行わ

れる検定や回帰の手法は誤差分布の（多くの場合は正規性の）仮定に関して頑健である

ことから，間隔尺度として扱われ，パラメトリックな手法による分析が広く行われてお

り 144), 145)，本研究においても同様に扱うこととする． 
 

(2)	 各尺度の信頼性と基本統計量 

	 今回計測した各尺度に関するサンプルサイズ（被験者数），平均値，標準偏差，信頼

性（クロンバックのα）の値は表 3-12から表 3-14のとおりである（ただし，物語志向
性尺度ついては因子分析を行って項目を整理する予定である）．人間疎外尺度の全ての

下位尺度と，時間的展望体験尺度の「過去受容」については信頼性の値が 0.7を下回っ
ており，内的一貫性にやや疑問が残る結果となったが，その他の尺度については十分な

信頼性が得られたと考えられる． 
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(3)	 物語志向性尺度の因子分析 

	 今回改めて作成した物語志向性尺度の計測結果について，因子分析を行った． 
	 もともと３つの下位因子を想定して質問項目を準備していることから，因子数は 3と
仮定した．因子間の相関も想定されることからプロマックス回転を行い，因子モデルの

推定は 尤法により行った． 
	 質問項目を適宜削除することで，全ての質問項目について共通性が 0.2を下回らず，
かつ複数の因子に絶対値 0.3以上の負荷量を持たない構造となるよう調整した結果の因
子パタン及び因子間相関係数が表 3-15である． 質問の番号は表 3-1に記載した番号に対
応する．また，因子分析結果に基づき項目調整を行った後の，物語志向性尺度の基本統

計量は表 3-16のとおりである． 
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 n Mean SD α
���� ����� 510 3.99 1.08 0.92

����� 510 4.47 0.69 0.81
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ST^Z^!� 254 4.44 1.12 0.93

�)��%# 8�C# 254 3.67 1.03 0.84
�5!�2�" 254 4.68 0.87 0.79
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6�!�2�" 254 4.42 0.91 0.74
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GILOKHKHD�. 256 3.91 1.11 0.92
�;*� �" 256 3.65 0.88 0.68

�� 256 4.34 0.76 0.67
02 256 4.30 0.74 0.62
� 256 4.55 0.82 0.62

$;+�&�> �� 256 3.73 1.10 0.82
,(��� 256 3.69 1.16 0.85
8	�� 256 4.20 1.03 0.67
�& 256 4.07 1.28 0.87

256 3.87 0.60 0.85�)+��C<7BF%#A3�
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	 仮定した３つの下位尺度にほぼ正確に対応した構造が得られており，質問項目数は物

語誘引力 5項目（α=.89），物語感得力 6項目（α=.81），物語共有傾向 5項目（α=.74）
の計 16項目に整理された． 
 

 
 

 
 

(4)	 尺度間の相関の分析 

	 物語志向性の下位尺度同士の相関を表 3-17に示す．また，物語志向性尺度とその他の
尺度について，下位尺度単位で相関係数を取りまとめたのが表 3-18 及び表 3-19 である．
なお表には，無相関性の検定を行った際の p値を基準に，統計的有意性を表示する記号
を付してある．無相関性の検定結果及び信頼区間の算出結果は表 3-20から表 3-25のと
おりである． 
	 以後本章においては，相関係数 0.3未満を「弱い相関」（ただし p > .05の場合は「無
相関」），0.3 以上 0.6 未満を「中程度の相関」，0.6 以上を「強い相関」と表現するが，
強弱はあくまで便宜的な表現である． 
 

 
 

�����������	
*"����+&��(')
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����� 1 ���� .052 .017 .432

2 ���
 -.033 -.109 .790

3 ���
 -.103 .055 .783

7 �	�� -.066 .036 .543

8 �	�� .031 .002 .577
���� 11 .166 ��

 -.171 .502

12 -.101 ���
 -.075 .709

16 .034 ���� -.037 .276

18 .065 ���� .023 .236

19 -.162 �	

 .102 .602

21 .065 ���� .196 .445
������ 23 .015 .169 ���� .376

24 -.056 .097 ��

 .271

26 -.059 -.051 �	
� .548

27 -.058 -.100 ��
� .387

30 .177 -.098 ��	� .372
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����� 1.000 **
����� .393 ** 1.000 **
������ .301 ** .395 ** 1.000 **

(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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\bc`[i]dgh^Yf =�;� .403 .295 .501 .000 **
>4� .512 .415 .597 .000 **
BF� .436 .330 .530 .000 **
=�� .615 .533 .687 .000 **
�<�� .348 .235 .452 .000 **
I
G* .334 .220 .439 .000 **

3E5BV�T�A7�N 3E�6XW1� .224 .104 .338 .000 **
F+XW1L .174 .052 .291 .005 **
	<XWI# .163 .040 .280 .009 **
4�W5B .196 .075 .312 .002 **
^_iei$� .253 .134 .365 .000 **

�.�(& ?!K& -.306 -.414 -.190 .000 **
�<$�7�% .150 .028 .268 .016 *
'�& .249 .130 .361 .000 **
@2�" .463 .360 .554 .000 **
=�$�7�% .079 -.044 .200 .208

C9/0 .495 .396 .583 .000 **
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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�H �H

Z`a^Yg[bef\Wd <�:� .211 .090 .326 .001 **
=3� .330 .216 .435 .000 **
AD� .210 .089 .324 .001 **
<��� .170 .048 .288 .006 **
�;�� .314 .199 .421 .000 **
G
E) .207 .086 .322 .001 **

2C4AT�R�@6�L 2C�5VU0� .503 .405 .590 .000 **
D*VU0J .475 .373 .565 .000 **
	;VUG" .327 .213 .433 .000 **
3�U4A .544 .451 .625 .000 **
\]gcg#� .518 .422 .603 .000 **

�-�'% > I% .000 -.123 .123 .996
�;#�6�$ .357 .245 .460 .000 **
&�% .658 .582 .722 .000 **
?1�! .361 .249 .464 .000 **
<�#�6�$ .188 .067 .304 .003 **

B8./ .162 .040 .280 .009 **
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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\bc`[i]dgh^Yf >�<� .089 -.034 .210 .157
?5� .315 .200 .422 .000 **
CF� .182 .060 .298 .004 **
>�� .157 .035 .275 .012 *
�=�� .257 .138 .369 .000 **
I
G* .237 .118 .350 .000 **

4E6CV�T�B8�N 4E�7XW2� .317 .201 .423 .000 **
F+XW2L .248 .129 .361 .000 **
	=XWI# .294 .177 .402 .000 **
5�W6C .382 .271 .482 .000 **
^_iei$� .178 .056 .295 .004 **

�/��(& @!K& .200 .079 .315 .001 **
�=$�8�% .331 .217 .437 .000 **
'& .369 .258 .471 .000 **
A3�" .168 .046 .285 .007 **
>�$�8�% .258 .140 .370 .000 **

D:01 -.084 -.205 .040 .183
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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�G �G

�?% 	'% .113 -.009 .233 .070 †
>�D�% -.403 -.501 -.295 .000 **

TVY\XUXU TVY\XUXUR79 .586 .500 .661 .000 **
TVY\XUXUR�8 .395 .286 .493 .000 **

�E3� �) -.248 -.360 -.129 .000 **
�� -.142 -.260 -.020 .023 *
:< -.059 -.180 .064 .350
�� -.097 -.217 .026 .124

+E4�-�I 
�& .228 .109 .341 .000 **
50$�% .425 .319 .520 .000 **
C�� .189 .068 .304 .002 **
�- .391 .282 .490 .000 **

.047 -.076 .169 .452
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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a)	 物語志向性の構成概念妥当性の検証 
	 まず，物語志向性尺度と，その構成概念妥当性の検証に関わる尺度との相関を分析す

る． 
 
	 〈コミュニケーション・スキル尺度との相関の分析〉	

	 物語誘引力は，コミュニケーション・スキル尺度の全ての下位尺度との間に中程度の

正の相関を有している．特に表現力や自己主張との相関が強く，物語誘引力が，能動的

なコミュニケーション・スキルの一種であることが確認される． 
	 興味深いのは，物語誘引力は「自己統制」とも中程度の正の相関を有している点であ

り，他人に対して能動的に働きかけることと，自らを律することの必要性との関係が示

唆されていると言える． 
 
	 〈物語理解に伴う主観的体験尺度との相関の分析〉	

	 物語理解に伴う主観的体験尺度の各下位尺度と物語志向性の関係を見ると，全ての組

み合わせに関して正の相関が示されている．とくに物語感得力については，物語理解に

伴う主観的体験尺度の全ての下位尺度に対して中程度の相関が見られる．物語理解に伴

う主観的体験尺度は「読み」の活動への選好等を尋ねるものであるため， 物語感得力と
の間で密接な関係が見られるのは，自然な結果であると言える． 
	 また，物語誘引力との間では，いずれの下位尺度に関しても弱い相関が見られるに留

まっているが，物語理解に伴う主観的体験尺度はあくまで「読者」としての体験につい

て問うものであるため，「語り手」としての体験や能力を問う物語誘引力との相関が強

くないのも，自然なことであると言える． 
 

������1@&"�PQ6EQ/�;.]VZ\YJ^

�F �F

�?% 	'% .015 -.108 .138 .808
>�C�% -.295 -.403 -.179 .000 **

SUX[WTWT SUX[WTWTQ79 .307 .192 .414 .000 **
SUX[WTWTQ�8 .049 -.074 .170 .436

�D3� �) -.213 -.327 -.093 .001 **
�� -.102 -.222 .021 .104
:< .017 -.105 .140 .782
�� -.018 -.140 .105 .774

+D4�-�H 
�& .056 -.067 .177 .374
50$�% .146 .024 .264 .019 *
B�� .119 -.004 .238 .058 †
�- .212 .092 .326 .001 **

-.165 -.282 -.044 .008 **
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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�@% 	'% .270 .152 .380 .000 **
?�D�% -.285 -.394 -.169 .000 **

TVY\XUXU TVY\XUXUR8: .252 .133 .363 .000 **
TVY\XUXUR�9 -.001 -.124 .121 .985

�E4� �) -.288 -.396 -.171 .000 **
�� -.267 -.377 -.150 .000 **
;= -.045 -.166 .078 .478
�� -.108 -.228 .015 .085 †

+E5�.�I ��& -.008 -.130 .115 .903
61$�% .175 .054 .292 .005 **
C��� .039 -.084 .161 .536
 . .184 .063 .300 .003 **

-.257 -.368 -.139 .000 **
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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	 〈多次元共感性尺度との相関の分析〉	

	 多次元共感性のうち，他者の心理状態への巻き込まれやすさ全般を表す「被影響性」

との間では，物語誘引力が負の相関を，物語共有傾向が正の相関を示し，物語感得力と

の間では有意な相関がないという，興味深い結果が得られている．被影響性は，質問項

目を見ても分かる通り，自ら思考しないで周囲に影響を受ける度合いを計測しているた

め，能動的な物語思考の物語誘引力との間には負の相関を示し，他者との関係構築の傾

向を計測する物語共有傾向とは正の相関を示したのであろう． 
	 また，「想像性」は「ファンタジー因子」とも呼ばれる項目であり，物語世界への想

像力のたくましさを表し，物語感得力との間で中程度の正の相関が見られるのは自然な

ことであるといえる． 
	 物語を構築したり理解したりする能力は，他者の立場を想像するシミュレーションの

能力と深く関わっていると考えられるが，この点についての確認は「視点取得」との相

関の分析によって得られる．物語誘引力と物語感得力が視点取得との間で中程度の正の

相関を示しており，想定どおりであると言える． 
	 物語共有傾向が他者志向的反応との間で中程度の正の相関を示しているのも，物語共

有傾向が他者との関係構築スキル・傾向を計測していることからすると，想定どおりで

あると言える． 
 
	 〈認知欲求尺度との相関の分析〉	

	 認知欲求尺度との間では，物語誘引力が中程度の正の相関を示しているのに対して，

物語感得力や物語共有傾向は相関が弱いかまたは有意な相関がないという対照的な結果

が得られている． 
	 物語誘引力は，自らが主導して能動的に物語的表現を生み出す能力であるから，一定

の（情念的ではなく）認知的な努力を必要とするということであろう．つまり物語誘引

力については，一般的な意味での「よく考える」傾向との間で弁別ができなかったこと

になり，この下位尺度に一般的知性が反映されている可能性も否定できない． 
	 物語感得力や物語共有傾向との間では，認知欲求尺度は相関が弱いか又は無相関であ

った．物語感得力との相関の弱さから示唆されるのは，物事を物語的に理解することと

認知的な努力は異なるということであり， このことは，既往の移入研究において，物語
に移入するということは物語の内容を批判的＝認知的に処理することと対照的な関係に

あると指摘されていることとも符合する． 
 
b)	  物語志向性と心理的健全性の関係の検討 
	 次に，心理的健全性に関わる各尺度と物語志向性の間の相関関係の分析に移る． 
 
	 〈大衆性尺度との相関の分析〉	

	 実験 1と同様，大衆性と物語志向性の間には特徴的な関係が見られる．物語誘引力，
物語感得力，物語共有傾向ともに，「自己閉塞性」との間で弱から中程度の負の相関を

示す点は重要である． 
	 この相関関係のみを根拠に主張できることは少ないが，データ上は物語志向性が高い

人は自己閉塞的になりにくいということを示しており，例えば物語型の認知やコミュニ

ケーションを促進することが，（社会的合意形成等を妨げると考えられる）自己閉塞性

を抑制し得るという可能性が示唆される． 
	 なお，大衆性尺度のうち「傲慢性」との間では，物語誘引力と物語共有傾向が弱い性

の相関を示し，物語感得力は無相関であり． 
	 こうした結果からは，物語的思考が傲慢性も含めた意味での大衆性を抑制し得るとま

では言い得ないが，少なくとも人の心を開かれたものにすることと，物語型の認知が密

接に結びついているという可能性が，自己閉塞性との関係によって示唆されていると言

える． 
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	 〈アイデンティティ尺度との相関の分析〉	

	 物語型の思考とアイデンティティ形成の関係は，非常に興味深い考察対象である．既

往の物語研究においても，個人的アイデンティティや社会的アイデンティティが，情報

としては物語の形式を持って形成されまた維持されているのではないかとの指摘がある 

8), 103)． 
	 今回取得したデータにおいては，物語誘引力が「アイデンティティの確立」及び「ア

イデンティティの基礎」のいずれの下位尺度とも中程度の正の相関を示している．「ア

イデンティティの確立」は自己イメージが強固に築かれていることを表し，「アイデン

ティティの基礎」は漠然とした不安のようなものの少なさを表している．アイデンティ

ティの基礎」が物語感得力や物語共有傾向との間では無相関という結果になっているの

は興味深いが，そうした不安心理は，物語誘引力が示すような能動的な働きによってし

か解消され得ないということかも知れない． 
 
	 〈人間疎外尺度との相関の分析〉	

	 人間疎外尺度は，家族や地域など，人間関係のネットワークからの疎外感を表す．物

語誘引力，物語感得力，物語共有傾向のいずれとも同じような傾向の相関を示している

が，「家族」や「地域」からの疎外感と物語志向性は弱い負の相関関係にあるものの，

「組織」や「国家」からの疎外感とはほぼ無相関である． 
	 物語志向性尺度の質問項目は，比較的身近な経験に基づく内容になっているため，

「国家」のような特殊な想像力を要する共同体との関係を捉えることはできていないと

いう可能性がある．物語的思考は，ナショナルアイデンティティの形成とも関係してい

る可能性があるが，少なくとも本研究で用意している物語志向性尺度は，より身近なレ

ベルでの人間関係，コミュニケーションに関わるものであると理解しておくべきであろ

う． 
 
	 〈時間的展望体験尺度との相関の分析〉	

	 時間的展望体験尺度と物語志向性の相関は興味深い結果を示している．現在の生活に

関する「充実」感，計画性を表す「目標志向性」，過去をわだかまなく受け入れる「過

去受容」，将来への「希望」のいずれも，物語誘引力との間に弱から中程度の正の相関

を示している．それに比べると，物語感得力や物語共有傾向との相関は弱い． 
	 このことからは，自らの人生に関する時間的なイメージというものは能動的に物語を

組み立てる努力を通じて確立されるものであるという可能性が示唆されている． 
 
	 〈心理的健康と関連する曖昧さ耐性尺度との相関の分析〉	

	 物語モードの思考は，論理的な一貫性や整合性を追求する思考ではなく，認識対象全

体を，仮にそれが矛盾や葛藤や曖昧さを含んでいたとしても，一つの意味を持った物語

に仕立て上げるものであるとの想定から，物語志向性と曖昧さ耐性尺度の間に正の相関

を期待していたが，結果的には物語誘引力は無相関，物語感得力と物語共有傾向は弱い

負の相関を示している． 
	 これは曖昧さ耐性尺度がかなり多様な質問から構成されており，結果的に物語志向性

との単純な関係を想定できるようなものではなかったためであると言えるかも知れない．

たとえば，曖昧さ耐性尺度の質問項目には「仲の良い友達と意見が衝突すると困る。」

「知らない人の多いパーティやコンパはおもしろくないだろう。」といった項目が含ま

れており，これらに該当する場合は曖昧さ耐性が低いということになるのだが，これら

はむしろコミュニケーションや人間関係へのニーズを表現しているとも言えるため，曖

昧さ耐性の低さが物語共有傾向の強さにつながっているものだと考えられる． 
 
c)	 物語志向性以外の尺度間の相関 
	 物語志向性以外の尺度についても，各下位尺度同士の相関を確認しておくことで相互

の関係が明らかになり，物語志向性尺度の性質を理解する上でも有益な示唆が得られる．
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全ての尺度に関する下位尺度単位の相関関係を簡易な表にとりまとめたものが表 3-26及
び表 3-27である． 
 

 
 

 
 
	 興味深い主な点を，以下に列挙しておく． 
	 多次元共感性尺度の「被影響性」とコミュニケーション・スキルの「自己統制」「表

現」「解読力」「自己主張」との間に，弱から中程度の負の相関がみられる．コミュニ

ケーションのスキルは，能動的なものであるためであろう．なお「被影響性」は，認知

欲求尺度との間にも負の相関を持っている． 
	 コミュニケーション・スキルは認知欲求尺度との間に弱から中程度の正の相関を持っ

ている．能動的なコミュニケーションは認知的な過程であるということであろうが，こ

れは認知欲求尺度が物語誘引力とは正の相関を示したのに対し物語感得力や物語共有傾

向とは弱いか又は無相関であったこととも符合する． 
	 多次元共感性尺度の「他者志向的反応」「想像性」「視点取得」が，コミュニケーシ

ョン・スキル尺度の「他者受容」「関係調整」と正の相関を持っているが，いずれも他

者との関係構築に深く関わる傾向であることから自然である． 
	 多次元共感性尺度の「想像性」（ファンタジー因子）は，物語理解に伴う主観的体験

尺度の各項目との間で，弱から中程度の正の相関を持っている．いずれも，物語感得力

に似た，想像の能力・傾向に関わる尺度だからである． 
	 アイデンティティ尺度と人間疎外尺度の間には，全ての下位尺度間で弱い負の相関が

見られる．質問項目からも想定されることであるが，人間疎外尺度が「アイデンティテ

ィの脆さ」を計測する尺度であることを反映した結果であろう． 
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	 時間的展望体験尺度とアイデンティティ尺度の間には，中程度から強い正の相関が見

られ，時間的展望体験尺度と人間疎外尺度の間には弱から中程度の負の相関が見られる．

これは，過去・現在・未来という時間に関わる意識の強さが，自己のアイデンティティ

の形成や，不安心理の抑制につながることを示唆し，興味深い結果である． 
	 大衆性尺度の「自己閉塞性」は，人間疎外尺度との間に弱い正の相関を持っている．

コミュニティから疎外されていることと，自己意識が閉塞的で他者とのコミュニケーシ

ョンに開かれていないという傾向が一致するのは自然であると言える． 
	 また興味深いことに，「自己閉塞性」は「アイデンティティの確立」との間でも中程

度の負の相関を示している．「アイデンティティの確立」はある意味で自己主張の強さ

のようなものを含んでいるが，それは決して自分の視野内に閉じたものではない．他者

に対して開かれた場における自己主張こそが，アイデンティティたり得るということで

あろう． 
	 「心理的健康と関連する曖昧さ耐性尺度」は，「アイデンティティの基礎」との間に

中程度の正の相関を示しているが，これは「アイデンティティの基礎」が不安心理の少

なさを意味する尺度であるからであろう． 
	 また「心理的健康と関連する曖昧さ耐性尺度」は「時間的展望体験尺度」との間で弱

から中程度の正の相関を有している．これは，小さなこだわりを捨てることと，現在の

生活への充実感，過去の思い出の受け容れ，未来への希望が密接に関わるということを

示唆している． 
 
 

6.	 考察 
 

(1)	 物語志向性の尺度構成 

	 実験 1において分析の補助として計測を試みた物語志向性尺度であったが，シナリオ
の物語性の効果分析に当たり統計的に有意なインパクトを及ぼしていることが判明した

ため，実験２において改めて尺度項目の修正，因子分析の再実施と項目の絞り込みを行

い，信頼性・妥当性の検証を行った． 
	 因子分析の結果，「物語誘引力」5項目，「物語感得力」6項目，「物語共有傾向」5
項目に整理され，因子パタン及び信頼性係数の値からは，メリハリがあり安定した尺度

構成になっていると評価することが出来る． 
 

(2)	 物語志向性尺度の構成概念妥当性 

	 いくつかの心理測定尺度との間の相関を分析し，物語指向性尺度の構成概念妥当性を

検証した． 
	 前節の検証からは，コミュニケーション能力や想像力を測る尺度との間には概ね想定

どおりの相関が存在したこと，物語誘引力は「能動性」を特色とする下位尺度で，また

「認知的」な能力と密接に関連しており，これらの点で物語感得力や物語共有傾向とは

大きく異なるということが明らかになった． 
	 物語志向性尺度の３つの下位尺度間には中程度の相関があるが，たとえば多次元共感

性尺度の非影響性との相関関係（物語誘引力は負の相関，物語感得力は無相関，物語共

有傾向は正の相関）などにも見られるように，これら３つは明確に異なる構成概念を計

測していると理解でき，その意味での下位尺度間の弁別的妥当性の確認も得られている． 
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(3)	 物語志向性尺度と心理的健全性 

	 物語型の思考やコミュニケーションが，何らかの意味で「健全」な心理状態や社会関

係と関係しているのか否かについて示唆を得るために，多岐にわたる心理測定尺度との

間の相関分析を行った． 
	 注目すべき主な結果を挙げると，大衆性尺度の「自己閉塞性」との間に物語志向性は

負の相関を持ち，物語的な思考やコミュニケーションが，公的な合意形成の妨げとなる

自己閉塞性のような傾向を抑制する効果を持つ可能性が示唆された． 
	 またアイデンティティ尺度や時間的展望体験尺度との相関分析からは，物語志向性尺

度のうち特に能動的なスキル・傾向を示す「物語誘引力」が，アイデンティティの形成

に深く関わっていることが示唆された．公共政策に関する円滑で強固な合意形成が，ア

イデンティティの揺らいでいる主体によって適切になされるとは考えにくく，また一般

にアイデンティティの強固さは心理的健康と深く関わるとされているため，物語がある

種の望ましい心理状態を支えている可能性が示唆される結果となった．なお，社会的ア

イデンティティ（の脆さ）を示す人間疎外尺度との負の相関が強いものではなかったた

め，社会的アイデンティティと物語の関係については，別の実験により定量的な検証を

行うことが望ましいと言える． 
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第 4 章	 高知県黒潮町の津波対策をテーマとするシナリオによる，
物語型コミュニケーションの効果の検証 （実験 3） 

 
 

1.	 実験 1における課題とその解決の方向性 
 

(1)	 実験 1の成果 

	 実験 1（第 2章）においては，リニア中央新幹線の整備を題材とするシナリオにより
物語型コミュニケーションの効果の定量的な検証を行った．出来事の時系列性と，登場

人物の意図の描写の明確さをもって「物語性」と定義し， 物語性の強いシナリオと弱い
シナリオを独自に作成し，それぞれを被験者に提示して，題材に対して形成される態度

（読了効果）の違いを分析した． 
	 その結果，シナリオの物語性そのものには，統計的に有意な主効果が見られなかった

が，併せて計測した物語志向性との交互作用を分析すると，いくつかの従属変数に対し

て有意な交互作用が見られた．また，物語志向性の得点を中央値で分割し，「高」群と

「低」群にカテゴリ化した上で，物語志向性とシナリオの物語性を要因とする２要因分

散分析を実施し，物語志向性が「高」の群におけるシナリオ要因の単純主効果を検定す

ると，いくつかの組み合わせで有意な結果が得られた． 
 

(2)	 実験 1における課題 

 
a)	 効果の小ささ 
	 実験 1においては，シナリオの物語性の効果は想定したよりも小さかったといえる．
シナリオに「物語性の強弱」以外の側面で差異が生じないよう， 低限の操作のみによ

ってシナリオを書き分けるよう努めたが，これが結果的に効果を小さくした可能性があ

る．ただし，シナリオの物語性以外の側面で差異が生じないよう配慮することは，実験

の厳密さを担保するためには必要であり，厳密なコントロールを保ちつつ，物語性の差

をより明瞭にするような，シナリオ作成方法の工夫が必要であると認識された． 
	 また，実験 1 で用いたシナリオの素材となった情報は，新聞等から収集されたもので，
「リニア中央新幹線の建設」をめぐる技術と政策の変遷を内容とするものであった．そ

もそも抽象的かつ説明文的な情報が多かったため，情報の要素を時系列的に配置し，登

場人物やその意図を可能な限り明確に描写しても，読者を物語の世界に強く引き込むよ

うな物語性が生まれにくかった可能性がある． 
 
b)	 態度変容モデルとしての単純性 
	 実験 1 においては，物語性の強い／弱いシナリオを与えた上で，直接的に「読了効果」
として態度変容の効果を計測し分析したが，これは物語型コミュニケーションの効果を

１段階の過程で理解しようとする単純なモデルに基づく分析である． 
	  実践的な目的からすれば，シナリオをどのように構成すればどのような読了効果が得
られるのかを知ることが肝要であるため，物語性から読了効果への直接の影響を検討す

るのが も重要であると言える．しかしシナリオに接触してから態度が形成される（又

は変容する）までの過程をより詳細にモデル化できれば，シナリオの物語性が態度に与

える影響についてもさらに理解を深めることができると考えられ，中間的な過程を把握

するために，新たな観測変数を設定することを検討すべきである． 
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(3)	 実験 3における改善 

 
a)	 シナリオの改善 
	 実験 1 で作成したシナリオには，明確な「主人公」が存在せず，このことが「物語性」
の効果を弱める結果につながった可能性がある．展開するストーリーを疑似体験する際

の視点が定まりにくく，また共感や感情移入の対象も明確ではないからである． 
	 もちろん，物語に必ず１人ないし少数の主人公が設定されていなければならないとい

うわけではないだろう．しかし小説からアニメに至るまで，我々が日常的に接する物語

作品には主人公が設定されていることが多く，また我々が語るパーソナルな物語も，言

うまでもなく自分を主人公にしたものであることが多い．また，第 1章で取り上げた既
往の物語論の研究においても，物語作品には主人公が設定されているのが典型的である

ことが前提となっている場合が多い． 
	 そこで実験 3においては，「主人公」を設定したシナリオを準備することとした．具
体的には，高知県黒潮町における津波対策の取り組みを題材とし，黒潮町長を主人公と

するシナリオを作成することにした． 
	 また実験 3においては，実験 1でも採用した「時系列性」と「主体意図性」の他に，
「英雄物語型プロット」を物語の定義に導入することとした（プロット導入の背景につ

いては後述する．）．これにより，「物語性の定義」に従って作成されるシナリオはよ

り物語らしくなり，実験 1におけるよりも明確な効果が得られやすいのではないかと想
定される． 
 
b)	 変数の追加 
	 「移入」研究においては，物語の読者が物語世界への移入を体験することで，批判的

な思考が抑制されたり，主人公と自分自身の（認識上の）同一化が生じたりすることに

よって，物語の示唆する価値観等を受け入れやすくなるという過程の存在が指摘されて

いる 31), 94)．また第 1章で取り上げた状況モデル理論によると，物語の読者は読解時に各
場面を５つ程度の次元に分けて認識しており，各次元の活性化度合いの差異やその変化

によって，読解体験を特徴づけることができるとされる 76), 77), 78)． 
	 これらを踏まえると，シナリオへの接触から態度変容に至る過程に，「移入」という

現象や「状況モデルの形成」が生じることを想定した分析を行うことは有益であると考

えられる．したがって実験 3においては，シナリオ読了後に，移入尺度による移入の計
測と，独自に作成した質問項目による状況モデル形成の強さの計測を行うこととする．

これにより，シナリオの操作が移入や状況モデル形成をどのように促しまた変化させる

のかと，移入や状況モデル形成が態度にどのような影響をあたえるのかを，いずれも分

析することができる．移入に関する実験は，日本語の素材で行われたものが少ないため，

移入研究の一貫としても有意義であると思われる． 
 
 

2.	 既往研究と本研究の理論仮説 
 

(1)	 プロットの重要性 

	 実験 1においては物語性を定義するにあたって「時間性」「主体意図性」のみを用い
たが，第 1 章でもみたとおり，物語とは本質的にどのような表現なのかを規定する上で，
プロット（plot，筋書き）が持ちだされることは多い． 
	 やまだようこは物語を「2つ以上の出来事をむすびつけて筋立てる行為」と定義し，
筋立て（emplotting）こそが物語に意味を宿らせるための本質的な役割を果たしていると
主張している 21)．Hinchman & Hinchmanは，物語は「出来事を，意味に満ちたやり方で
結びつける明確な時系列を持ち，一定の聴き手に対して，世界の存在や人々の経験につ

いての洞察を提示するような言説」であるとしているが 22)，ここで「意味に満ちたやり
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方で結びつける」とはまさに筋立てのことであると言える． 
	 Labov & Waletzkyは，物語を「経験を要約する言語表現手法であり，特にその経験の
時系列に沿って構成する手法」であるとみなしたが 19)，彼らがその存在を主張している

物語の共通形式を具体的に見ると，物語は 
 
	 1	 Abstract（ナラティブの主題に関する要約の提示） 
	 2	 Orientation（時間，場所，状況，そして登場人物の提示） 
	 3	 Complicating Action（何が起きたかという出来事の記述） 
	 4	 Evaluation（出来事の意味と重要性への言及） 
	 5	 Resolution（ 終的に何が起きたかの記述） 
	 6	 Coda（物語を締めくくり，視点を現在に戻す結語）」 
 
の 6要素を併せ持つのだとされている．3や４は様々な順序で，いくつもが入れ子構造
をなしながら記述されるものだが，全体としては一つの「プロット」が形成されるとい

う仮説モデルになっているといえるだろう． 
	 したがって実験 3においては，「物語性」はその不可欠の要素として「筋立て
（emplotting）されていること」を含むものと考える．ただしプロット（筋書き）と言っ
ても具体的には様々なものが考えられ，プロットが多種多様なのであれば単に「筋立て

されていること（プロットに沿っていること）」を物語性の「定義」に含めることは難

しくなる．しかし，既往の物語研究を参照すると，「典型的なプロット」の存在を想定

できる可能性が浮かび上がってくる． 
 

(2)	 典型的なプロットとは 

	 Thorndykeは，物語に共通する要素が存在するという Labov & Waletzkyの仮説も参考
にしながら，ストーリー・グラマー論を提唱した 47)．ストーリー・グラマーとは，おと

ぎ話から人々の日常の語りに至るまで，多くの物語が共有している，構成要素やその配

列方法などの規則のことであり，Thorndykeは「目標達成」に向かう展開をベースとし
たプロットを，普遍的な規則に関する仮説として提示している．具体的には，物語とい

うものはまず， 
 
	 1	 Settings（状況設定） 
	 2	 Theme（物語全体のテーマ，とくに主人公の目標） 
	 3	 Plot（出来事の配列，筋書き） 
	 4	 Resolution（目標の達成） 
 
というパートに大まかに分けられ，Settingsは Characters（登場人物），Location（場
所），Time（時間）から成り立っており，Plotは Episodeの連続で構成されていて，
Episodeはさらに Sub Goal（部分的な目標），Attempt（目標達成の試み），Outcome（そ
の試みの帰結）に分けられるとされる． 
	 そして実際に Thorndyke は，そのような規則に沿った文章はそうでない文章に比べて，
理解や記憶を向上させるものであることを，実験を通じて確認している． 
	 神話学者キャンベルは，世界各地の神話に共通して「非日常的局面への旅立ち→問題

の発生とその解決の連続→日常世界への帰還」という構造がみられると主張した 146)．キ

ャンベルのモデルは，幸せに暮らす王子様とお姫様がいて，魔物のようなものにお姫様

がさらわれて非日常的局面への移行が生じ，冒険の連続の末にお姫様が救い出されて，

いつまでも幸せに暮らしましたと締めくくられるようなストーリー展開を指しているの

だが，抽象的にはこれと同一の構造を持つと言えるプロットが，普遍的にみられるのだ

という． 
	 人間の生み出すあらゆる物語のプロットを，この構造で説明できるわけではないのは

言うまでもない．しかし神話というものは極めて長期に渡って語り継がれている物語で
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あり，そこに時代を超えて不変の（あるいは極めて安定的な）「典型的な物語のプロッ

ト」が見出される可能性を想定するのは不自然なことではない．また， キャンベルが主
張するように世界中の多くの神話に同様の構造が見られるのだとするならば，神話の構

造分析からは，時間的・空間的な差異に左右されにくい「物語」の基本形式について示

唆が得られるであろう． 
	 また，グレマスが提示した「行為者モデル」は，物語の構造を一般理論として記述し

ようとするものであり，キャンベルの「英雄物語」プロットに比べればより具体的かつ

詳細である．しかしグレマスの行為者モデルにおいても物語は，多くの要素に分解され

ているとは言え，大まかには問題の発生とその解決の過程として理解されることになる
147)． 
	 これらの議論を踏まえて，実験 3においてはキャンベルが主張する「英雄物語」型の
プロットを，典型的な物語の要素として取り入れることにする．英雄物語は，問題の発

生前から解決後までの展開を描いたものだと考えれば，Thorndykeのストーリー・グラ
マーに表れている「問題解決」型のプロットとも大まかには同質のものであると理解で

きる． 
	 英雄物語型のプロットを，あらゆる物語に共通する「普遍的（本質的）」なものであ

るとみるか，単に多数を占めるというだけの「典型的（標準的）」なものであるとみる

かでは，概念的な検討の上では大きな違いがあるが，ここではその結論を今後の研究の

課題とし，深く立ち入ることはしない．物語型コミュニケーションの応用を目指す実践

的な関心からは，英雄物語があらゆる物語を包含する普遍的な「原型」であるか否かに

かかわらず，少なくとも「極めて多く見られるプロット」であるならば，物語型コミュ

ニケーション の効果の検討に用いることに一定の合理性があると言える． 
 

(3)	 状況モデルと移入理論 

	 第 1章でも取り上げたように，物語への接触により引き起こされる態度変容効果につ
いては，「移入」研究において実証的な検証が進められている．近年の移入研究を加速

させるきっかけとなったのは Green & Brockの一連の研究であるが，Greenらは従来の心
理学における「説得」の研究において支配的であった二重過程モデルが想定する，読者

によるロジカルな精査（elaboration）が態度の変化をもたらすというメカニズムとは別に，
物語世界に入り込むことで態度が変化するメカニズムが存在するのであると主張した 31)． 
	 また第 1章でも触れたように状況モデル理論は，読者が物語を読解する際に構築して
いる心的イメージは，５つ程度の状況的次元から成るモデルであると理解することによ

り， よく説明できるとしている．心理学（の言語理解研究）における標準的な理解とし
て，人間はテキストを読解する際に「表層的表象」「テキストベース」「状況モデル」

という３つの水準の表象を形成するとされているが，状況モデルとはこれらのうち も

高度なイメージであり，テキストを深く理解するとはすなわち鮮明な状況モデルが構築

されることであると考えられている 74)． 
	 Zwaan & Radvanskyの提唱する状況モデル理論によると，テキストを読解する読者の
心の中で，状況モデルは「空間」「因果関係」「意図」「主人公と対象物」「時間」と

いう五つの状況的次元から構成されている 76), 77)．人は文章を読む際に，このような多次

元からなる状況モデルを様々な場面に応じて構築しており，物語の場面や状況が切り替

わる際にはこの状況モデルの更新が行われる． 
	 これらの学説を踏まえると，物語への「移入」が生じる際には，その前提として物語

世界が鮮明なイメージとして心中に描かれていなければならず，そのイメージは状況モ

デル理論に従って５つ程度の次元に分けて理解することが出来る．そのような理解に基

づき実験 3においては，物語への接触が鮮明な状況モデルを構築させ，状況モデルの構
築を通じて読者は物語世界へ移入し，移入の結果として物語が示唆する価値観等から影

響を受けるというような過程を想定することとする． 
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(4)	 物語型コミュニケーションの効果に関する仮説 

	 以上の議論を踏まえ，実験 3においては情報の物語性を「出来事が時系列に沿って配
置され，登場人物の意図が明確に描かれ，全体としては主人公が困難な状況に立ち向か

って問題を解決する英雄物語型の展開を持っていること」と定義した上で，以下の３つ

の仮説を設定し定量的に検証する． 
 
a)	 シナリオの物語性の効果 
	 まず実験 1から継続する問題意識として，シナリオの物語性を高めることで読了効果
が高まるのか否かの検証を行わなければならない．上述のように物語性の定義に「英雄

物語型プロット」を加えるとともに，「主人公」の視点を追跡するような描写をおこな

うことによって，より大きな「物語性の効果」が得られるのではないかと想定する．な

お，読了効果に今回は登場人物への評価を含めることとした． 
 
仮説 1	 公共政策に関する情報を物語性の強い文章で受け取ると，物語性の弱い文章で

受け取った場合と比較して，当該政策に関する登場主体の評価や当該政策に対する納得

性，関心向上性，自我関与性が高まり，当該政策が受容されやすくなる． 
 
b)	 物語志向性の影響 
	 次に，これも実験 1から継続する問題意識であるが，物語志向性の高低によって，シ
ナリオの物語性の効果は異なることが予想される．実際実験 1においては，シナリオの
物語性と被験者の物語志向性の間に交互作用が見られたため，同様の効果がみられるか

実験 3においても検証する． 
 
仮説 2	 公共政策に関する情報を物語性の強い文章として与えた場合の効果（当該政策

に関する登場主体への評価や当該政策に対する納得性，関心向上性，自我関与性や政策

態度）は，情報の受け手の物語志向性が高いほど，より顕著に表れる． 
 
c)	 状況モデル形成度及び移入 
	 さらに実験 3で新たに付け加えた視点として，移入の程度の計測と状況モデル形成度
の計測を行い，これらの変数を考慮して物語接触体験の分析を行う． 
 
仮説 3	 公共政策に関する情報を物語性の強い文章で受け取ると，物語性の弱い文章で

受け取った場合と比較して，状況モデルが鮮明に形成され，その結果として移入が生じ

やすく，ひいては当該政策に関する登場主体の評価や当該政策に対する納得性，関心向

上性，自我関与性が高まり，当該政策が受容されやすくなる．つまり，シナリオの物語

性が強ければ状況モデル形成度が高まり，状況モデル形成度が高ければ移入の度合いが

高まり，移入の度合いが高ければ読了効果が高まる． 
 
 

3.	 実験方法 
 

(1)	 実験概要と被験者 

	 上述の仮説の検証のため，物語性の強弱に変化を付けた公共政策シナリオを複数作成

し，被験者に提示した上で，読了後の反応を質問紙形式で計測する実験を行った．実験

は調査会社（クロス・マーケティング社）が募集したモニターを対象とするWeb調査形
式で，調査は 2014年 12月 25日から 26日にかけて実施された． 
	 シナリオは，物語性の強いシナリオ及び物語性の弱いシナリオに加えて，データ分析

上の参考値計測のため，両シナリオの構成要素（後述する情報ユニット単位）をランダ

ムに配列したシナリオの計 4 パターンを作成した．物語性の強いシナリオをシナリオ A，
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物語性の弱いシナリオをシナリオ B，シナリオ Aをランダムに並べ替えたものをシナリ
オ C，シナリオ Bをランダムに並べ替えたものをシナリオ Dとする． 
	 被験者（モニター）は日本全国の男女 480名（年齢は 20代〜50代）とし，性別，年
代別，シナリオ別のモニター人数割り付けは表 4-1のとおりである． 
 

 
 
 

(2)	 実験刺激（政策シナリオ）の作成 
 
a)	 題材の選定 
	 実験に用いる公共政策シナリオの題材としては，高知県黒潮町における津波対策の取

り組みを取り上げることとした．具体的には，南海地震が発生した際には 大 34.4mの
津波に見舞われるとの予測が発表された黒潮町において，町長が中心となって行った防

災意識の向上，防災計画の策定，防災訓練の実施，防災インフラの整備などの取り組み

の経緯を報告している佐藤らの研究 148)を参考に， 後述の手順に基づいてシナリオを作
成した． 
	 本テーマを採用した主な理由は，大規模地震は発生した際の被害規模が大きい一方で，

いつどこで発生するのかを具体的に予測することが難しく，対策活動について広範囲に

渡る合意を長期間に渡って持続する必要があるためである．「将来に関する見通し」を

リアリティとともに共有するためのコミュニケーション技術上の工夫が大いに求められ，

物語型コミュニケーションの適切な応用が期待されるべき領域の一つであると言える． 
	 また，黒潮町の事例は，町長のリーダーシップが際立つ事例であり，主人公を設定し

たシナリオの執筆が容易であったことも，理由の一つである． 
 
b)	 シナリオの作成手順 
	 黒潮町の津波対策に関する佐藤らの研究報告も，本研究における定義と正確に一致す

るわけではないが，物語形式で事実が描写されている．基本的にはこの研究報告に含ま

れる情報を編集することで，物語性の強い／弱いシナリオを作成した． 
	 佐藤らの報告における黒潮町の取り組みの物語的描写は，1万字を超える情報量であ
り実験用のシナリオとしては長大であるため，まず全体を 3000字程度に要約した上で，
そこに含まれる情報を分類してユニットごとに整理した．ユニットの例は表 4-2のとお
りであり，このように英雄物語型のシナリオに組み込む際に果たすプロット上の役割も

明記して整理を進めた． 
	 プロット上の役割を割り当てながら情報を整理するということは，この作業がストー

リーラインの形成を兼ねているということでもあり，表 4-3のユニット一覧を見ると分
かる通り，ほぼこの段階で物語の全体像は浮かび上がるようになっている． 
	 この情報ユニット群から，物語性が強い／弱いシナリオ文を改めて構成した．両シナ

リオの間には，ここでも実験 1と同様に，定義にしたがった操作を除いては可能な限り
差異が生じないように注意して執筆した． 終的に実験で使用したシナリオは付録に付

したとおりである． 
 

�����������	����

��

���� A B C D A B C D
�� 20 20 10 10 20 20 10 10 120
��� 20 20 10 10 20 20 10 10 120
��� 20 20 10 10 20 20 10 10 120
��� 20 20 10 10 20 20 10 10 120
�� 80 80 40 40 80 80 40 40 480


� ��
��



87 

 
 

 

�����ÂÆÌÀ[7"ËÇÃÄ¯:Ó<eÔ

p�¢ /1¶SQ®m¼»©�¦�V\

Ij #�r)

Go �V\¯ÉÏÈ¿ÒÍ�

7" Ñ�ba¯n}®�i£º�V\°����f�����¯TO�¯\ª�º�
Ñ\°&-R®�¢©�¹�L�^®¶�T!�®·º%�SQk+½��©�¦ «�b¸»©�
º�
ÑA0¯�8ª°��3��.	�®ET!��E�T!�««¶®��T!�¯]Z��8¡»©
�º�

p�¢ �'A0«¯y?¯¦µ¯E�ª¯%n\~¯(�

Ij ��¥¯Õ¯qN

Go  ²¯s�«�d¯Y4

7" Ñ%n\~° ®,¢©�V\¯*7½
��!B®��ºÊÁÏ�W¯�¹g´½�1^Ñ�d^
®@>¢©J¢�«s�º× ¯l��1¬¯7"��¶�5®��¢��ba¯E���;«¶
y?¢�¸� ²¯oD½h�¦�
ÑÖC¯lK�dª��V\¯|�#;Ñ|�z¯c�¬®¨�©��Fv�c�¡»º ««§
¦�

p�¢ �V\��¯9u¯$�

Ij _H¯{:

Go tµ¯9u°³«¾¬�§©�¦

7" Ñ�2�°w���«�� «�ÄÎÐÅ¯·� «®§¦���°x®¥»�6¤�¢�XP®§
©�©�º×`2��M°$¼§©�©�º�
Ñtµ¯9u°�¹U§©�¦��3¶� ¯9u½=h¢©���»±¸��

����

����

�����

�����íöĀè`>(þ÷òôÔ�z

x�È 46ÜXWÓuãâÎÂÊ�\a

Tq )�~/

Rw �\aÔûĂúæąāº

x�È NKM+�]

Tq �K3ØÔf��ÉÔĆ

Rw NKM+�]�Âá

x�È ����íÿòê»L+XWÁ� � ¨¼

Tq �K3ØÔf��ÉÔć

Rw �,�]
�Àß�Y&�ÓÍ½ÎÔ�Zbs

x�È a�Ô}e

Tq ��ØÔ�b

Rw +va�ÔV@Ð}e

x�È ×âÒ½�]<?ÔP|

Tq ��ØÔ�bÔ[�

Rw N�t]&Ôy1Ð¹�]<?ÔP|

x�È =ÁâÊ��g�ÔH�Ð0JÓ"ÅÎ

Tq $�ÉÔć©{VØÔ�àkÚ

Rw ĀðąïÁ�àÒ½©o#&'C9�

x�È o#n�Ô&��ăąêíÿòû

Tq $�ÉÔćÔ{VÔmÂ

Rw &���ÐăąêíÿòûÔ0J

Tq $�ÉÔĈ

Rw �Q�ÁDÀà�Ãá

x�È �,G5ÐÔ�FÔÊÛÔN�ÏÔ+va�Ô-�

Tq $�ÉÔĈÔ{V

Rw %ØÔ�¿Ð�iÔ^;

x�È �UÔ�]@�ä�ÛÊ»x¿á¼ÀÊËÏ�ÛßâÊ�]Ô�àkÚ

Tq ��Ô2����çùðąõĆ

Rw �QÔ���¹�UÔr���

x�È �U��ÖÐàÔ�häeÈÊ_�ăąêíÿòû

Tq ��Ô2����çùðąõć

Rw dSÔ7Â�Æ¹��éāó¹_�§¦

x�È jà8½>(E

Tq ��Ô2����çùðąõĈ

Rw ìüý÷ëąíÿĄÔlm

x�È  T�Ï��cÓ2�Çâá�]Ô�àkÚ

Tq ��Ô2����çùðąõĉ

Rw �pBÝ.OÏÔ�àkÚ

x�È �\a��Ô@�Ô*�

Tq dSÔ�A

Rw �ÛÔ@�ÕÙÐåÑÒÄÒÌÎÂÊ

x�È »�]I�¼Ô:AÓ"ÅÎ

Tq ìąñ

Rw &�Ð	Â!¾»ÞáÝÀÒ�]¼Ð½¾øîÿĄ

ª���

«���

·��� 

¶����

µ����

´����

³����

�� 

¬���

²��¥

±��¤

°��£

¯��¢

®��¡¸



88 

 
	 物語性が強いシナリオ文は，上述の構成の段階で既に取り入れられている時系列構造

と英雄物語型のプロットを活かす形で構成した．物語性が弱いシナリオには，時系列的

に展開する英雄物語型プロットではなく，同じ情報ユニット群から，説明文的な構成の

文章を構成した． 
	 説明文型の構成を採用した直接的な理由は，状況モデルに関する井関らの実証研究に

おいて，物語文と対象的な実験刺激として説明文が用いられていたためであるが，説明

文の明確な定義は井関らの研究でも行われていない．本研究においては，説明文の特質

を明らかにすることではなく，物語性の強弱の効果を明らかにすることが目的であるた

め，説明文の明確な定義は保留しておくが，今回具体的には，短い説明文（や説明的内

容のプレゼンテーション）においてしばしば用いられる，結論を先に提示した後に理由

を述べるという構成を採用している． 
	 時間性に関わる表現と，主体意図性に関わる表現については，物語性の強い／弱いに

対応するため強弱の変化を付けた．たとえば，物語性が弱いシナリオで「2011年 3月 11
日，東北地方を中心とする東日本大震災が発生した．（中略）3月 31日，政府の中央防
災会議が，南海地震についての被害予想を発表」となっている記述は，物語性が強いシ

ナリオにおいては「2011 年 3 月 11 日，東北地方を中心とする東日本大震災が発生した．
（中略）それから 20日後の 3月 31日，今度は政府の中央防災会議が，南海地震につい
ての被害予想を発表」となっている（ここでの「主体」は主人公たる大西町長ではなく，

中央防災会議となっている）． 
	 こうして作成された物語性の強いシナリオ（シナリオ A）／弱いシナリオ（シナリオ
B）を，情報ユニット単位（見出しの単位とは一致しない）でランダムに並べ替えたも
のをそれぞれシナリオ C／シナリオ Dとする．ただし各情報ユニットは，他のユニット
との前後関係によらずユニット自体の意味を了解出来る程度に， 低限の表現を補って

いるため，シナリオ C／Dはシナリオ A／Bの純粋な並べ替えではない． 
 

(3)	 実験計画と従属変数 

	 仮説 1，2，3の検証のため，被験者をランダムに各シナリオに割り当てて読了を要請
するとともに，その効果を測定するため，次のとおり従属変数を尺度化した質問への回

答を要請した． 
	 なお上述の通り，データ分析上の参考のため，Web調査の際に物語性の強いシナリオ
／弱いシナリオのそれぞれを情報ユニットの単位でランダムに並べ替えたグループを設

けている． これにより，情報ユニットの配列順序がもたらす効果を抽出して議論するこ
とが可能となる．なお，並べ替えはWeb調査システムが被験者単位で行うため，シナリ
オ C及び Dに割り当てられた被験者は，１人１人異なる順序で書かれたシナリオを読む
ことになる． 
	 また，分析の補助のために，社会問題への関心度合いに関する質問を，質問紙の冒頭

に設けた（表 4-4）． 
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a)	 態度変容<1> 
	 シナリオ読解を通じた態度変容を計測するために， 「防災関心度」を 3項目，「防災
政策必要性認識度」を 3項目，「許容防災税率」を 1項目設定した．それぞれの質問項
目は表 4-5及び表 4-6のとおりである． 
	 「防災関心度」，「防災必要性認識度」に対しては「全く当てはまらない」から「非

常に当てはまる」までの 7件法で，「許容防災税率」に対しては，パーセントでの回答
を要請した． 
	 これらの質問は，シナリオ読解の前後の変化を把握するため，シナリオ読了後にも全

く同様の質問に回答することとなる．なお，後述する通り，これらの質問のうちシナリ

オ読了前に計測した値は，シナリオのテーマに関する被験者ごとの個人的な関心の度合

いを測るデータとして，データのバラつきを統制する目的でも使用することが出来る．  
 

 
 

 
 
b)	 移入尺度 
	 移入尺度は，Green & Brockの移入尺度 31)を日本語に訳したものを使用した（表 4-7）．
移入尺度は，一般的な質問 11項目と，個々の物語に応じて設定される特殊な質問 4項目
という構成になっており，特殊項目については作成したシナリオに合わせて独自に作成

した． 
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c)	 状況モデル形成度 
	 状況モデル理論に従って，「時間性」「空間性」「主体と作用対象」「因果性」「意

図性」がどれだけ強く感じられたかを問う質問を用意し（表 4-8），「全く当てはまら
ない」から「非常に当てはまる」までの 7件法で回答を要請した．これにより，状況モ
デル理論が提示する状況的次元に対応する形で，シナリオの内容がいかに強く被験者に

イメージされたかを計測することが可能となる． 
	 ただしこの状況モデル形成度の質問は，尺度としての綿密な検討を経たものではない．

また， 状況モデル理論における状況的次元の形成度は，文章全体を通じてその強度を計
測するというよりは，文章を読解する課程で各場面においてどの次元が活性化している

かを追跡するといった研究が行われているものである．したがって，今回計測した状況

モデル形成度は，あくまで便宜的に参考値として計測しているものと位置づけるべきで

あるが，この値を計測することによって，たとえば状況モデル形成度と移入の度合いの

間にどのような関係があるのかといった詳細な分析が可能となる． 
	 質問紙によって状況モデルの形成度を把握することの妥当性やそのための適切な質問

項目については，今後さらなる検討を行うべきであろう． 
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d)	 態度変容<2> 
	 実験 1において用いたシナリオ読了効果と類似した質問として，「人物評価」，「納
得性」，「関心向上性」，「自我関与性」を各 3項目設定し（表 4-9），「全く当ては
まらない」から「非常に当てはまる」までの 7件法で回答を要請した． 
	 なお実験 1においては読了効果として「印象鮮明性」を計測していたが，この内容は
上記の移入尺度と状況モデル形成度によってより詳細に計測されていると考えられるた

め，冗長性を考慮して実験 3においてはこの質問を設けなかった．また，登場人物への
共感度合いを把握するため，「人物評価」の質問を新たに設けている． 
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e)	 物語志向性 
	 物語志向性尺度は，第 3章の実験 2において因子分析の結果を受けて絞り込んだ項目
を採用している．ただし，第 3章で行った実験 2のデータ分析においては 終的に 16項
目（物語誘引力 5項目，物語感得力 6項目，物語共有傾向 5項目）にまで絞っているの
に対して，この実験 3においては 21項目（物語誘引力 8項目，物語感得力 8項目，物語
共有傾向 5項目）の質問を用意していた（表 4-10）．これは，実験 2のデータを用いた
因子分析を何通りか実施したが，実験 3を実施した時点ではその分析結果が暫定的なも
のであったことから，質問項目を比較的多く残したものを採用したためである． 
	 質問番号 4，５，６，9，12（実験 2における質問番号では 13）の項目については 終

的な分析の結果削除することとしたため，実験 3においても データ分析時にはこれらの
項目を削除した上で，物語志向性尺度得点を単出することとする． 
 

(4)	 実験計画と手続き 

	 仮説 1，2，3-1及び 3-2の検証のため，被験者をランダムに物語性の強いシナリオと
弱いシナリオに割り当て，上述の各尺度の得点を計測し，シナリオの物語性の効果を分

析する． 
	 Web調査画面における具体的な回答手順は以下のとおりである． 
	 被験者はまず，補助的な分析のために設けた社会問題関心度を計測する質問に回答す

る．続いて，(3)の a)で述べた「態度変容<1>」の質問項目について，「防災関心度」（3
項目）「防災政策必要性認識」（4項目）「許容防災税率」（税率を%単位で回答）の
順序で回答する． 
	 その後被験者は，割り当てられたシナリオを読解する．被験者がシナリオを読み飛ば

すことを防止するために，シナリオが表示されてから 5分間は次の質問へ進むことがで
きないという制御を設けることとし，被験者に対しては「文章を読み終えるには平均で

約 5分程度かかります。なお、文章を表示してから 5分間経過するまでは、その先の質
問のページに進むことができません。また、いったん質問のページに進むと、文章のペ

ージに戻ることはできませんので、じっくり文章をお読みください。」と案内した． 
	 シナリオの読了後は，上記(3)の全ての尺度に回答する．具体的には，まず移入尺度
（15 項目）に回答する．続いて状況モデル形成度の尺度について，「空間性」「時間性」
「主体と作用対象」「意図性」「因果性」の順序で回答する． 
	 その後，読了効果としての態度変容効果の測定尺度に回答する．まずは「人物評価」

「納得性」「関心向上性」「自我関与性」の尺度に解答し，続いて「防災関心度」「防

災政策必要性認識」「許容防災税率」の順で回答する． 
	 後に，物語志向性尺度に回答する．なお物語志向性の計測は，被験者が「物語の読

みに関する課題が与えられるのでは」等の予見を抱くことを防ぐため，シナリオ読了よ

りも後に配置することとした． 
 
 

4.	 実験結果 
 

(1)	 データ整理 

	 7件法で回答を要請している全ての質問項目に同じ番号を回答した被験者は，不正な
回答である可能性があるため，データ納品段階で除かれている．また，今回計測してい

る各尺度は，移入尺度を除くと逆転項目が存在せず，項目数の少ない尺度も多いため，

尺度単位で同一の番号を回答している被験者をデータから除外するという処理は行わな

いこととした．従って，調査会社から納品された 480名分のデータ全てを用いて分析を
行うことになる． 
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	 なお，態度変容の計測のために設けていた許容防災税率について回答を集計したとこ

ろ，外れ値の影響が大きかったため（ 頻値は「1%」の 219名だが，「100%」「90%」
「80%」が 1名ずつ存在する），分析結果はあくまで参考程度に把握するに留め，詳細
な解釈は行わないこととした． 
	 また，既に述べたとおり物語志向性尺度については，実験 3の被験者に実際に提示し
た 21項目全てではなく，実験 2の因子分析結果を受けて物語志向性尺度として 終的に

採用した 16項目の質問の得点を集計している． 
 

(2)	 基本統計量と信頼性分析 

	 今回計測した各尺度得点に関する，基本的な統計量（平均，標準偏差，及びクロンバ

ックのα）は表 4-11のとおりである．統計的検定に先立って平均値の大小だけを確認す
るとすれば，シナリオ読了後に質問している移入尺度以下の項目については，全てシナ

リオ A群の得点が も高いことが分かり，シナリオの物語性の効果に関する仮説に反し

ない形になっていることが分かる． 
	 また，尺度の信頼性（内的整合性）を表すクロンバックのα係数の値をみると，小さ

いものでも 0.7強，多くは 0.9前後の値を示しており，尺度構成としては良好であること
が確認できる． 
 

 
 
 

(3)	 仮説検証 

 
a)	 仮説 1：シナリオの物語性がシナリオ読了効果に及ぼす影響分析 
	 まずシナリオの物語性の効果について単独で検証を行う．具体的には，シナリオ Aと
B，Aと C，Aと D，Bと Dの組み合わせについて，読了効果の各尺度得点の平均値の
差を t検定により確認する．なお，ここではシナリオ Aから Dの 4群全てに共通の母平
均が存在するとの帰無仮説について検定を行うのは目的ではなく，あくまで組み合わせ

ごとに差異を評価すれば良いため，多重検定の問題は生じない． 
	 各組み合わせに関する t検定の結果をとりまとめたのが表 4-12から表 4-15である． 
 
 
 

���������W�+9<BV
F#

PSRT QO U PSRT QO U PSRT QO U PSRT QO U

3��GD 4.23 1.49 0.85 4.26 1.18 0.82 4.21 1.51 0.84 4.16 1.31 0.84
&���JHK E.D _��` 4.38 1.23 0.84 4.44 1.00 0.82 4.34 1.31 0.91 4.36 1.01 0.77
_��` E.(7!;#_��` 4.81 1.28 0.92 4.77 1.12 0.92 4.75 1.41 0.95 4.95 1.22 0.92

=�E.51_��` 4.10 11.80 ─ 3.34 8.02 ─ 3.61 8.60 ─ 6.35 15.93 ─
4��� 4.36 0.78 0.89 4.21 0.68 0.86 4.32 0.71 0.87 4.23 0.79 0.89
0-\Z^ 6C# 4.08 1.20 0.88 3.99 0.94 0.73 4.08 1.08 0.86 4.00 1.06 0.83

)C# 4.60 1.08 0.86 4.29 0.93 0.84 4.40 1.06 0.92 4.22 1.10 0.88
��V�2�A 4.39 0.96 0.79 4.24 0.87 0.70 4.36 1.01 0.89 4.04 0.88 0.78
$�# 4.95 1.12 0.93 4.76 0.99 0.91 4.87 1.12 0.93 4.70 1.12 0.94
�,# 4.89 1.09 0.89 4.67 0.99 0.86 4.67 1.03 0.91 4.68 1.13 0.94

&���JIK �/>	 4.88 1.17 0.94 4.65 1.08 0.92 4.80 1.13 0.91 4.68 1.27 0.92
8�# 4.72 1.05 0.82 4.48 0.91 0.80 4.52 1.05 0.88 4.42 1.01 0.71
D ��# 4.63 1.11 0.87 4.40 0.92 0.83 4.45 1.09 0.90 4.30 1.17 0.91
:'D�# 4.71 1.15 0.89 4.58 0.89 0.80 4.52 1.12 0.84 4.53 1.29 0.94

&���JHK E.D _��` 4.77 1.11 0.87 4.66 1.00 0.86 4.55 1.22 0.93 4.57 1.10 0.90
_��` E.(7!;#_��` 5.10 1.19 0.92 5.01 1.09 0.92 4.96 1.26 0.93 4.95 1.30 0.96

=�E.51_��` 5.78 14.65 ─ 3.94 8.29 ─ 5.03 11.78 ─ 5.05 10.98 ─
/@"�# /@?�� 4.19 1.14 0.90 4.10 0.99 0.88 4.03 1.04 0.91 3.99 1.12 0.87

/@%�� 4.66 1.06 0.91 4.39 0.92 0.87 4.48 0.95 0.86 4.49 1.10 0.87
/@*�� 4.11 0.99 0.80 3.92 0.90 0.81 3.99 0.80 0.65 3.90 1.27 0.91

&���JHK E.D _��` 0.39 1.09 ─ 0.23 0.93 ─ 0.21 1.21 ─ 0.21 0.98 ─
_��` E.(7!;#_��` 0.29 1.15 ─ 0.24 1.04 ─ 0.21 1.24 ─ 0.00 0.94 ─

=�E.51_��` 1.68 6.20 ─ 0.59 6.30 ─ 1.41 6.12 ─ -1.30 10.54 ─

Y[]XL Y[]XM Y[]XN Y[]XO



94 

 
 

 
 

 
 

������GIKF=>6C@AE��� D?#�

=� >� t df p
*� 4.36 4.21 1.87 311.14 0.06 †
'$JHL ,6� 4.08 3.99 0.72 300.91 0.47

!6� 4.60 4.29 2.75 310.94 0.01 **
��B�)�5 4.39 4.24 1.47 314.59 0.14
��� 4.95 4.76 1.57 313.62 0.12
�"� 4.89 4.67 1.88 314.62 0.06 †

����;:< �&2� 4.88 4.65 1.82 316.27 0.07 †
.�� 4.72 4.48 2.24 312.25 0.03 *
7�
�� 4.63 4.40 2.01 307.99 0.04 *
/�7�� 4.71 4.58 1.11 298.90 0.27

����;9< 8%7� 0.39 0.23 1.43 309.99 0.15
M�	N 8%�-�0�34 0.29 0.24 0.36 315.01 0.72

1�8%+( 1.68 0.59 1.55 317.91 0.12
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)

��

�����@HJLG=>6DABF��� E?#�

=� >� t df p
*� 4.36 4.32 0.46 173.41 0.64
'$KIM ,6� 4.08 4.08 0.01 174.34 0.99

!6� 4.60 4.40 1.32 161.78 0.19
��C�)�5 4.39 4.36 0.21 151.19 0.83
��� 4.95 4.87 0.53 158.25 0.60
�"� 4.89 4.67 1.56 166.81 0.12

����;:< �&2� 4.88 4.80 0.53 162.61 0.60
.�� 4.72 4.52 1.42 158.03 0.16
7�
�� 4.63 4.45 1.21 159.75 0.23
/�7�� 4.71 4.52 1.23 162.40 0.22

����;9< 8%7� 0.39 0.21 1.09 144.95 0.28
N�	O 8%�-�0�34 0.29 0.21 0.47 147.56 0.64

1�8%+( 1.68 1.41 0.31 159.96 0.76
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)

��

�����@HJLG=>6DABF��� E?#�

=� >� t df p
*� 4.36 4.23 1.28 157.90 0.20
'$KIM ,6� 4.08 4.00 0.54 177.46 0.59

!6� 4.60 4.22 2.53 155.88 0.01 *
��C�)�5 4.39 4.04 2.81 170.78 0.01 **
��� 4.95 4.70 1.64 157.84 0.10
�"� 4.89 4.68 1.36 153.44 0.18

����;:< �&2� 4.88 4.68 1.23 146.82 0.22
.�� 4.72 4.42 2.18 163.67 0.03 *
7�
�� 4.63 4.30 2.07 149.99 0.04 *
/�7�� 4.71 4.53 1.04 142.73 0.30

����;9< 8%7� 0.39 0.21 1.29 174.98 0.20
N�	O 8%�-�0�34 0.29 0.00 2.03 188.79 0.04 *

1�8%+( 1.68 -1.30 2.33 107.09 0.02 *
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)

��
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	 t検定の結果を参照すると，いくつかの組み合わせにおいて統計的に有意な平均値差
が見られる． 
	 特に も重要であるシナリオ Aと Bの比較においては，移入に加えて，状況モデル形
成度の因果性，態度変容<2>の人物評価に対する効果が有意傾向となり，状況モデル形
成度の時間性，態度変容<2>の納得性，関心向上性に対する効果が有意となっている． 
	 シナリオ Aは Bに比べ，主体意図性の描写が強調されているが，そのことは状況モデ
ル形成度の得点からは確認できない．しかし時間性については統計的に有意な差異が生

まれており，時系列構造を持った文章構成が読者に対し鮮明な時間的体験を与えたこと

が確認できる．またそのことを通じて，移入が促され，人物評価が向上し，このシナリ

オが示唆する防災の取り組みの重要性に関する納得度が向上し，また関心も強まってい

ることが確認できており，物語性の強いシナリオが公共政策に関する説得効果を有する

という仮説 1が一定程度支持されたと言える． 
	 態度変容<1>の増分（事前事後の得点の差を検証するもの）については，差異の方向
性は仮説通りであるものの，統計的に有意な効果が見られなかったため，より物語性の

強いシナリオを与えるなど今後の研究によってさらなる検討が必要であろう． 
	 シナリオ AB間以外の組み合わせについてみると，物語性が弱くかつ情報ユニットの
表示順がランダム化されている D群との比較において，シナリオ Aの効果がいくつかの
点で統計的に有意に上回っている．状況モデルの時間性及び主体と作用対象，態度変容

<2>の納得性及び関心向上性，態度変容<1>の防災政策必要性認識と許容防災税率に関し
て，統計的に有意な差が見られた．これらの結果も，仮説 1を支持する内容と言える． 
	 一方，シナリオ AC間の比較では，全ての項目において統計的に有意な差は見られな
かった．シナリオ Cは，シナリオ Aをベースとしながら情報ユニットの表示順をランダ
ム化するものであるため，時間性等の項目においてシナリオ Aに効果が劣るのではない
かと予想されたが，実際には遜色ない結果となっている．これは，シナリオ BD間の比
較においても言えるのであるが，情報ユニットの表示をランダム化した際に，ナンセン

スな文章となることを割けるため，ユニット単位で独立して意味が取れるように文章に

手を入れていることによって，ランダム化による理解の撹乱が抑制されたのではないか

と考えられる．また，シナリオを読了するまでに十分な時間が与えられているため，情

報の登場順序のバラつきに関しては，読者の側で補完されてしまっているのかもしれな

い．なお，ランダム配列にしたシナリオとの間で統計的に優位な差が見られなかったこ

とが，直接的に，「時間性を強調する処理が上手くいっていないこと」を意味するわけ

ではない．時間性は，情報の並び順以外の書きぶりによっても表現されているからであ

る． 

������GIKF=>6C@AE��� D?#�

=� >� t df p
*� 4.21 4.23 -0.15 138.77 0.88
'$JHL ,6� 3.99 4.00 -0.04 143.18 0.96

!6� 4.29 4.22 0.48 136.88 0.63
��B�)�5 4.24 4.04 1.67 155.54 0.10 †
��� 4.76 4.70 0.45 142.33 0.65
�"� 4.67 4.68 -0.07 140.30 0.94

����;:< �&2� 4.65 4.68 -0.13 137.93 0.90
.�� 4.48 4.42 0.44 145.12 0.66
7�
�� 4.40 4.30 0.65 129.10 0.52
/�7�� 4.58 4.53 0.31 117.41 0.76

����;9< 8%7� 0.23 0.21 0.13 151.43 0.90
M�	N 8%�-�0�34 0.24 0.00 1.78 173.39 0.08 †

1�8%+( 0.59 -1.30 1.48 108.09 0.14
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)

��



96 

	 このように，シナリオ C及び Dの読了効果は，想定に反してシナリオ A及び Bとの
間に大きな差が生まれることはなく，その原因はシナリオ C及び Dの執筆時に丁寧に情
報を補ったためである可能性が考えられる．このことから，以下の分析においては解釈

の複雑さを考慮して，シナリオ C及び Dのデータについては原則として分析対象とせず
（ただし必要に応じて言及する），物語性の強いシナリオ Aと，物語性の弱いシナリオ
Bの間の差異を中心に検証していくこととする． 
 
b)	 仮説 2：物語志向性がシナリオの物語性の効果に与える影響の分析 
	 次に仮説 2の検討に移る．実験 1においても見られたように，被験者の物語志向性の
高低によって，シナリオの読了効果の表れ方に差異が生ずる（物語志向性が高い方が，

シナリオの物語性の効果を受けやすい）のか否かを分析する． 
	 具体的には，実験 1と同様に，物語志向性を共変量とする共分散分析を行い，交互作
用の有無を検討する． 
	 表 4-16から表 4-18は，物語志向性の３つの下位尺度を共変量として，共分散分析の
モデル（説明変数にカテゴリ変数と量的変数が混在するモデル）によって回帰分析を行

い，回帰係数がゼロとの帰無仮説を F検定により検証した結果の取りまとめである． 
	 結果を確認すると，物語誘引力を共変量とするモデルでは納得性，関心向上性，自我

関与性に関して，シナリオの物語性との間に有意な交互作用がみられる．また，物語感

得力を共変量とするモデルでは，状況モデル形成度の空間性と，自我関与性に関して，

同様に交互作用が確認される．物語共有傾向を共変量とするモデルでは，シナリオの物

語性との間に有意な交互作用はみられなかった． 
	 表から明らかな通り，物語志向性そのものの読了効果に与える影響は極めて強く，こ

れは実験 1 と同様の結果である．一方，シナリオの物語性との間の交互作用については，
想定通りに表れている項目もあるものの，全体としては有意な交互作用が生じていない

組み合わせが多いことが分かる．つまり仮説 2は部分的にのみ支持された． 
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������.@?�R��DNMQ��$�)Z���1LP[

43�% A'�% �&� :2� F p
5
 TVXSO.@� 0.00 1 0.00 1.00

.@?� 26.31 1 58.07 0.00 **
���1 0.09 1 0.19 0.66
+� 143.17 316

/,WUY�!� 7E� TVXSO.@� 0.00 1 0.00 0.95
.@?� 50.91 1 50.45 0.00 **
���1 0.04 1 0.04 0.85
+� 318.93 316

(E� TVXSO.@� 0.15 1 0.16 0.69
.@?� 32.48 1 35.67 0.00 **
���1 1.08 1 1.19 0.28
+� 287.79 316

��N�1�C TVXSO.@� 0.33 1 0.46 0.50
.@?� 35.68 1 49.10 0.00 **
���1 0.10 1 0.14 0.71
+� 229.63 316

��� TVXSO.@� 0.01 1 0.01 0.91
.@?� 30.76 1 30.08 0.00 **
���1 0.23 1 0.23 0.63
+� 323.10 316

�*� TVXSO.@� 0.00 1 0.00 0.98
.@?� 29.56 1 29.72 0.00 **
���1 0.17 1 0.17 0.68
+� 314.30 316

 ���JIK �.=	 TVXSO.@� 0.25 1 0.21 0.65
.@?� 12.41 1 10.10 0.00 **
���1 1.00 1 0.81 0.37
+� 388.39 316

9�� TVXSO.@� 2.55 1 2.77 0.10 †
.@?� 9.15 1 9.94 0.00 **
���1 4.71 1 5.12 0.02 *
+� 290.67 316

F���� TVXSO.@� 3.36 1 3.56 0.06 †
.@?� 22.06 1 23.38 0.00 **
���1 5.56 1 5.90 0.02 *
+� 298.21 316

:"F�� TVXSO.@� 5.18 1 5.36 0.02 *
.@?� 19.91 1 20.61 0.00 **
���1 6.68 1 6.92 0.01 **
+� 305.18 316

 ���JHK G-F�� TVXSO.@� 0.06 1 0.06 0.80
Z��[ Z��[ .@?� 11.02 1 11.00 0.00 **

���1 0.01 1 0.01 0.94
+� 316.76 316

G-#8�;�>B TVXSO.@� 0.94 1 0.79 0.37
Z��[ .@?� 4.58 1 3.87 0.05 †

���1 1.16 1 0.98 0.32
+� 374.08 316

<�G-60 TVXSO.@� 144.94 1 3.72 0.05 †
Z��[ .@?� 3.29 1 0.08 0.77

���1 98.57 1 2.53 0.11
+� 12314.32 316

(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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������.?��Q��CMLP��$�)Y���1KOZ

43�% @'�% �&� :2� F p
5
 SUWRN.?� 0.59 1 1.44 0.23

.?�� 38.25 1 93.64 0.00 **
���1 0.80 1 1.96 0.16
+� 129.10 316

/,VTX�!� 7D� SUWRN.?� 3.53 1 3.87 0.05 †
.?�� 73.54 1 80.60 0.00 **
���1 3.35 1 3.67 0.06 †
+� 288.33 316

(D� SUWRN.?� 0.74 1 1.02 0.31
.?�� 89.91 1 124.99 0.00 **
���1 1.42 1 1.97 0.16
+� 227.31 316

��M�1�B SUWRN.?� 0.06 1 0.09 0.77
.?�� 59.54 1 92.20 0.00 **
���1 0.09 1 0.14 0.70
+� 204.06 316

��� SUWRN.?� 0.52 1 0.63 0.43
.?�� 89.26 1 107.86 0.00 **
���1 0.66 1 0.80 0.37
+� 261.51 316

�*� SUWRN.?� 0.52 1 0.60 0.44
.?�� 65.59 1 75.27 0.00 **
���1 0.84 1 0.96 0.33
+� 275.36 316

 ���IHJ �.=	 SUWRN.?� 0.12 1 0.12 0.73
.?�� 91.52 1 93.90 0.00 **
���1 0.26 1 0.27 0.60
+� 308.01 316

9�� SUWRN.?� 0.13 1 0.16 0.69
.?�� 49.34 1 61.22 0.00 **
���1 0.41 1 0.50 0.48
+� 254.68 316

E���� SUWRN.?� 0.76 1 1.03 0.31
.?�� 90.15 1 121.93 0.00 **
���1 1.11 1 1.50 0.22
+� 233.65 316

:"E�� SUWRN.?� 2.83 1 3.56 0.06 †
.?�� 76.08 1 95.85 0.00 **
���1 2.89 1 3.64 0.06 †
+� 250.82 316

 ���IGJ F-E�� SUWRN.?� 0.64 1 0.66 0.42
Y��Z Y��Z .?�� 20.63 1 21.40 0.00 **

���1 0.99 1 1.03 0.31
+� 304.71 316

F-#8�;�>A SUWRN.?� 2.62 1 2.28 0.13
Y��Z .?�� 13.20 1 11.50 0.00 **

���1 2.65 1 2.30 0.13
+� 362.73 316

<�F-60 SUWRN.?� 23.95 1 0.61 0.44
Y��Z .?�� 3.88 1 0.10 0.75

���1 8.10 1 0.21 0.65
+� 12409.83 316

(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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������.?�(
�Q��CMLP�#)Y���1KOZ

43�$ @&�$ �%� :2� F p
5� SUWRN.?� 0.06 1 0.13 0.72

.?�(
� 27.57 1 60.99 0.00 **
���1 0.00 1 0.00 0.95
+� 142.83 316

/,VTX� � 7D� SUWRN.?� 0.19 1 0.20 0.65
.?�(
� 72.25 1 76.69 0.00 **
���1 0.19 1 0.20 0.65
+� 297.71 316

'D� SUWRN.?� 0.22 1 0.26 0.61
.?�(
� 58.65 1 70.01 0.00 **
���1 0.00 1 0.00 0.99
+� 264.73 316

��M�1�B SUWRN.?� 0.04 1 0.06 0.81
.?�(
� 34.17 1 46.69 0.00 **
���1 0.00 1 0.00 0.97
+� 231.21 316

��� SUWRN.?� 0.90 1 0.86 0.35
.?�(
� 23.58 1 22.64 0.00 **
���1 1.55 1 1.49 0.22
+� 329.13 316

�*� SUWRN.?� 0.03 1 0.03 0.87
.?�(
� 20.94 1 20.46 0.00 **
���1 0.28 1 0.27 0.60
+� 323.51 316

����IHJ �.=	 SUWRN.?� 0.47 1 0.40 0.53
.?�(
� 34.97 1 30.02 0.00 **
���1 0.13 1 0.11 0.74
+� 368.13 316

9�� SUWRN.?� 0.00 1 0.00 0.99
.?�(
� 18.20 1 19.97 0.00 **
���1 0.19 1 0.21 0.65
+� 287.90 316

E���� SUWRN.?� 0.28 1 0.33 0.57
.?�(
� 60.33 1 70.83 0.00 **
���1 0.06 1 0.07 0.79
+� 269.18 316

:!E�� SUWRN.?� 1.32 1 1.47 0.23
.?�(
� 47.60 1 52.87 0.00 **
���1 1.66 1 1.84 0.18
+� 284.51 316

����IGJ F-E�� SUWRN.?� 0.36 1 0.37 0.54
Y�Z Y�Z .?�(
� 18.14 1 18.59 0.00 **

���1 0.74 1 0.76 0.38
+� 308.41 316

F-"8�;�>A SUWRN.?� 1.90 1 1.62 0.20
Y�Z .?�(
� 7.89 1 6.74 0.01 **

���1 2.07 1 1.77 0.18
+� 369.85 316

<�F-60 SUWRN.?� 95.89 1 2.45 0.12
Y�Z .?�(
� 7.66 1 0.20 0.66

���1 61.49 1 1.57 0.21
+� 12357.88 316

(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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	 ところで，有意な交互作用が見られない場合（あるいは，AIC等の指標から交互作用
込みのモデルよりも交互作用なしのモデルのほうが良好な説明力を有する場合）には，

交互作用を想定しない共分散分析のモデルによって回帰分析と検定を行うことで，主た

る関心の対象である「シナリオの物語性」の効果をより詳しく分析することができる．

目的変数の変動のうち，共変量が説明する部分を除いた上でシナリオの物語性の効果を

確認することができるため，シナリオの物語性のみを要因とする検定に比べて，相対的

に弱い効果をも検出することが可能になると考えられる．この目的においては，物語志

向性のみを共変量として設定するのではなく，社会問題関心度や，防災関心度（事前），

防災政策必要性認識（事前）を共変量とする分析にも，同様の意義があると考えられる． 
	 以下に掲げる表 4-19から表 4-24は，これらの共変量を用い，まず交互作用込みのモ
デルによって統計的に有意な交互作用が見られないことを確認した上で，交互作用なし

のモデルによって共分散分析を行い，回帰係数がゼロでないことの検定を行った結果で

ある． 
	 分析結果からは，いくつかの組み合わせにおいて，シナリオの物語性の統計的に有意

な効果が確認された．状況モデル形成度は文章の特徴がそのまま表れる面が強いデータ

であるとも言えることから，主として注目すべきなのは移入及び態度変容項目である．

社会問題関心を共変量とする分析においては，物語性の主効果は，納得性と関心向上性

に関して有意，移入と人物評価に関して有意傾向となった．同様に，防災関心度（事前）

を共変量とする分析では，移入，人物評価，納得性，関心向上性に関して有意となった．

防災政策必要性認識（事前）を共変量とする分析では，納得性及び関心向上性に関して

有意，移入，人物評価，防災関心度の増分に関して有意傾向となった．物語誘引力を共

変量とする分析では，移入及び人物評価に関して有意傾向となった．物語感得力を共変

量とする分析では有意ないし有意傾向の項目は見られず，物語共有傾向を共変量とする

分析では，納得性に関して有意傾向となった． 
	 これらの結果からは，総じて，シナリオに本研究が定義する方法によって物語性を強

める操作を与えることにより，強い移入を促し得ること，そしてシナリオが示唆するテ

ーマについて，読者の納得感を高めるとともに，そのテーマへの関心を向上させる効果

が得られることが示唆されている．これは，仮説 1を支持する結果であると言えるだろ
う． 
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������5��HF�S��DONR�$)[��	1PM\

43�% A'�% �&� ;2� F p
6� UWYTQ.@� 1.95 1 3.74 0.05 †

5��HF� 4.93 1 9.43 0.00 **
+� 165.65 317

/,XVZ�!� 8E� UWYTQ.@� 0.65 1 0.56 0.45
5��HF� 4.07 1 3.51 0.06 †
+� 367.31 317

(E� UWYTQ.@� 7.84 1 7.78 0.01 **
5��HF� 4.25 1 4.22 0.04 *
+� 319.58 317

��O	1�C UWYTQ.@� 1.87 1 2.28 0.13
5��HF� 5.02 1 6.10 0.01 *
+� 260.60 317

��� UWYTQ.@� 2.84 1 2.58 0.11
5��HF� 5.66 1 5.12 0.02 *
+� 349.88 317

�*� UWYTQ.@� 3.91 1 3.63 0.06 †
5��HF� 3.40 1 3.16 0.08 †
+� 341.93 317

 ���KJL �.>
 UWYTQ.@� 4.27 1 3.37 0.07 †
5��HF� 1.96 1 1.55 0.21
+� 401.17 317

:�� UWYTQ.@� 4.91 1 5.10 0.02 *
5��HF� 1.92 1 2.00 0.16
+� 304.84 317

F���� UWYTQ.@� 4.34 1 4.27 0.04 *
5��HF� 7.99 1 7.88 0.01 **
+� 321.72 317

;"F�� UWYTQ.@� 1.33 1 1.27 0.26
5��HF� 2.25 1 2.14 0.14
+� 333.50 317

 ���KIL G-F�� UWYTQ.@� 1.94 1 2.04 0.15
[�\ [�\ 5��HF� 27.05 1 28.48 0.00 **

+� 301.05 317
G-#9�<�?B UWYTQ.@� 0.12 1 0.10 0.75
[�\ 5��HF� 16.58 1 14.43 0.00 **

+� 364.04 317
=�G-70 UWYTQ.@� 91.54 1 2.35 0.13
[�\ 5��HF� 77.45 1 1.99 0.16

+� 12346.24 317
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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������F-E��Y��ZQ��CMLP�$)Y��	1NKZ

43�% @'�% �&� :2� F p
5� SUWRO.?� 2.25 1 4.91 0.03 *

F-E��Y��Z 25.10 1 54.70 0.00 **
+� 145.47 317

/,VTX�!� 7D� SUWRO.?� 0.83 1 0.76 0.38
F-E��Y��Z 25.27 1 23.14 0.00 **
+� 346.11 317

(D� SUWRO.?� 8.51 1 9.18 0.00 **
F-E��Y��Z 29.80 1 32.13 0.00 **
+� 294.03 317

��M	1�B SUWRO.?� 2.19 1 2.93 0.09 †
F-E��Y��Z 28.58 1 38.23 0.00 **
+� 237.03 317

��� SUWRO.?� 3.31 1 3.31 0.07 †
F-E��Y��Z 38.59 1 38.60 0.00 **
+� 316.95 317

�*� SUWRO.?� 4.55 1 4.81 0.03 *
F-E��Y��Z 45.85 1 48.53 0.00 **
+� 299.49 317

 ���IHJ �.=
 SUWRO.?� 4.90 1 4.28 0.04 *
F-E��Y��Z 40.20 1 35.11 0.00 **
+� 362.93 317

9�� SUWRO.?� 5.35 1 5.90 0.02 *
F-E��Y��Z 19.27 1 21.24 0.00 **
+� 287.50 317

E���� SUWRO.?� 4.94 1 5.50 0.02 *
F-E��Y��Z 44.61 1 49.60 0.00 **
+� 285.10 317

:"E�� SUWRO.?� 1.70 1 1.84 0.18
F-E��Y��Z 42.03 1 45.36 0.00 **
+� 293.72 317

 ���IGJ F-E�� SUWRO.?� 1.46 1 1.92 0.17
Y�Z Y�Z F-E��Y��Z 87.02 1 114.43 0.00 **

+� 241.08 317
F-#8�;�>A SUWRO.?� 0.04 1 0.04 0.85
Y�Z F-E��Y��Z 58.93 1 58.07 0.00 **

+� 321.69 317
<�F-60 SUWRO.?� 89.18 1 2.29 0.13
Y�Z F-E��Y��Z 74.10 1 1.90 0.17

+� 12349.59 317
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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������F-#8�;�>AY��ZQ��CMLP�$)Y��	1NKZ

43�% @'�% �&� :2� F p
5� SUWRO.?� 1.69 1 3.57 0.06 †

F-#8�;�>AY��Z 20.11 1 42.36 0.00 **
+� 150.47 317

/,VTX�!� 7D� SUWRO.?� 0.54 1 0.47 0.49
F-#8�;�>AY��Z 10.34 1 9.08 0.00 **
+� 361.04 317

(D� SUWRO.?� 7.25 1 7.79 0.01 **
F-#8�;�>AY��Z 29.15 1 31.36 0.00 **
+� 294.68 317

��M	1�B SUWRO.?� 1.58 1 2.12 0.15
F-#8�;�>AY��Z 30.19 1 40.66 0.00 **
+� 235.42 317

��� SUWRO.?� 2.38 1 2.51 0.11
F-#8�;�>AY��Z 54.66 1 57.59 0.00 **
+� 300.88 317

�*� SUWRO.?� 3.34 1 3.81 0.05 †
F-#8�;�>AY��Z 67.20 1 76.58 0.00 **
+� 278.14 317

 ���IHJ �.=
 SUWRO.?� 3.69 1 3.49 0.06 †
F-#8�;�>AY��Z 68.53 1 64.92 0.00 **
+� 334.60 317

9�� SUWRO.?� 4.41 1 5.23 0.02 *
F-#8�;�>AY��Z 39.70 1 47.12 0.00 **
+� 267.06 317

E���� SUWRO.?� 3.75 1 4.28 0.04 *
F-#8�;�>AY��Z 52.29 1 59.75 0.00 **
+� 277.42 317

:"E�� SUWRO.?� 1.04 1 1.18 0.28
F-#8�;�>AY��Z 57.22 1 65.12 0.00 **
+� 278.53 317

 ���IGJ F-E�� SUWRO.?� 2.44 1 2.77 0.10 †
Y�Z Y�Z F-#8�;�>AY��Z 48.67 1 55.22 0.00 **

+� 279.43 317
F-#8�;�>A SUWRO.?� 0.30 1 0.34 0.56
Y�Z F-#8�;�>AY��Z 100.25 1 113.34 0.00 **

+� 280.38 317
<�F-60 SUWRO.?� 95.00 1 2.43 0.12
Y�Z F-#8�;�>AY��Z 24.22 1 0.62 0.43

+� 12399.48 317
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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������):9��L	�>HGK	
�
$T���,IFU

/.� ;"� �!� 4-� F p
0� NPRMJ):� 1.32 1 2.92 0.09 †

):9�� 27.32 1 60.46 0.00 **
&� 143.25 317

*'QOS��� 2?� NPRMJ):� 0.23 1 0.22 0.64
):9�� 52.41 1 52.09 0.00 **
&� 318.97 317

#?� NPRMJ):� 6.37 1 6.99 0.01 **
):9�� 34.96 1 38.36 0.00 **
&� 288.87 317

��H�,�= NPRMJ):� 1.18 1 1.63 0.20
):9�� 35.88 1 49.52 0.00 **
&� 229.73 317

��� NPRMJ):� 2.01 1 1.97 0.16
):9�� 32.21 1 31.58 0.00 **
&� 323.33 317

%� NPRMJ):� 2.96 1 2.98 0.09 †
):9�� 30.86 1 31.11 0.00 **
&� 314.47 317

����DCE �)7� NPRMJ):� 3.58 1 2.91 0.09 †
):9�� 13.75 1 11.19 0.00 **
&� 389.39 317

����DBE A(@�� NPRMJ):� 1.72 1 1.72 0.19
T�
U T�
U ):9�� 11.33 1 11.34 0.00 **

&� 316.76 317
A(�3�5�8< NPRMJ):� 0.09 1 0.07 0.79
T�
U ):9�� 5.38 1 4.55 0.03 *

&� 375.24 317
6�A(1+ NPRMJ):� 96.07 1 2.45 0.12
T�
U ):9�� 10.80 1 0.28 0.60

&� 12412.90 317
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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������,<���N
�@JIM
�"�'V���/KHW

21�# =%�# �$� 70� F p
3	 PRTOL,<� 0.25 1 0.61 0.43

,<��� 40.68 1 99.27 0.00 **
)� 129.90 317

-*SQU� � &A� PRTOL,<� 2.07 1 2.87 0.09 †
,<��� 95.10 1 131.79 0.00 **
)� 228.73 317

��J�/�? PRTOL,<� 0.08 1 0.12 0.73
,<��� 61.46 1 95.44 0.00 **
)� 204.15 317

��� PRTOL,<� 0.12 1 0.14 0.71
,<��� 93.37 1 112.89 0.00 **
)� 262.17 317

�(� PRTOL,<� 0.67 1 0.77 0.38
,<��� 69.13 1 79.34 0.00 **
)� 276.21 317

����FEG �,:� PRTOL,<� 0.52 1 0.53 0.47
,<��� 94.86 1 97.54 0.00 **
)� 308.27 317

6�� PRTOL,<� 1.47 1 1.82 0.18
,<��� 51.68 1 64.22 0.00 **
)� 255.09 317

B��� PRTOL,<� 0.52 1 0.70 0.40
,<��� 94.95 1 128.22 0.00 **
)� 234.76 317

����FDG C+B�� PRTOL,<� 0.65 1 0.67 0.41
V��W V��W ,<��� 22.40 1 23.23 0.00 **

)� 305.70 317
C+!5�8�;> PRTOL,<� 0.02 1 0.02 0.90
V��W ,<��� 15.25 1 13.23 0.00 **

)� 365.38 317
9�C+4. PRTOL,<� 98.13 1 2.50 0.11
V��W ,<��� 5.76 1 0.15 0.70

)� 12417.93 317
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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c)	 仮説 3：状況モデル形成度，移入及び読了効果の関係の検証 
	 次に仮説 3の検証に移る．具体的には，シナリオの物語性を強める処理によって，状
況モデルの形成が促されること，状況モデルの形成が促されると移入が促されること，

移入が促されるとより大きな読了効果が得られることの検証を行う． 
 	 まず，シナリオの物語性が状況モデル形成度に与える効果の有無については，仮説 1
及び 2の検討時に行った t検定及び共分散分析を通じて明らかになっている．t検定結果
を参照すると，シナリオ AB間の比較についていうと，状況モデルの時間性について統
計的に有意，因果性について有意傾向の効果が見られる． 
	 また，仮説 2の検証時に作成した，交互作用なしモデルでの共分散分析の結果を参照
すると，社会問題関心を共変量とした分析においては時間性に関して有意，因果性に関

して有意傾向の効果が見られる．同様に，防災関心度（事前）を共変量とするモデルで

は時間性と因果性に関して有意，主体と作用対象及び意図性に関して有意傾向となった．

防災政策必要性認識を共変量とする分析では，時間性に関して有意，因果性に関して有

意傾向となった．物語誘引力を共変量とする分析では，時間性に関して有意，因果性に

関して有意傾向となった．物語感得力を共変量とする分析では，時間性に関して有意傾

向となった．物語共有傾向を共変量とする分析では，時間性に関して有意となった． 

������.?�(
�Q��CMLP�#)Y���1NKZ

43�$ @&�$ �%� :2� F p
5� SUWRO.?� 0.72 1 1.60 0.21

.?�(
� 27.74 1 61.58 0.00 **
+� 142.83 317

/,VTX� � 7D� SUWRO.?� 0.00 1 0.00 0.95
.?�(
� 73.49 1 78.20 0.00 **
+� 297.90 317

'D� SUWRO.?� 4.05 1 4.85 0.03 *
.?�(
� 59.10 1 70.77 0.00 **
+� 264.73 317

��M�1�B SUWRO.?� 0.58 1 0.80 0.37
.?�(
� 34.40 1 47.17 0.00 **
+� 231.21 317

��� SUWRO.?� 1.35 1 1.30 0.26
.?�(
� 24.86 1 23.83 0.00 **
+� 330.68 317

�*� SUWRO.?� 2.23 1 2.18 0.14
.?�(
� 21.54 1 21.09 0.00 **
+� 323.79 317

����IHJ �.=	 SUWRO.?� 2.14 1 1.84 0.18
.?�(
� 34.87 1 30.02 0.00 **
+� 368.26 317

9�� SUWRO.?� 3.12 1 3.43 0.06 †
.?�(
� 18.67 1 20.55 0.00 **
+� 288.09 317

E���� SUWRO.?� 1.64 1 1.93 0.17
.?�(
� 60.48 1 71.20 0.00 **
+� 269.23 317

:!E�� SUWRO.?� 0.20 1 0.22 0.64
.?�(
� 49.58 1 54.92 0.00 **
+� 286.17 317

����IGJ F-E�� SUWRO.?� 1.04 1 1.07 0.30
Y�Z Y�Z .?�(
� 18.95 1 19.43 0.00 **

+� 309.15 317
F-"8�;�>A SUWRO.?� 0.01 1 0.01 0.93
Y�Z .?�(
� 8.69 1 7.41 0.01 **

+� 371.93 317
<�F-60 SUWRO.?� 88.76 1 2.27 0.13
Y�Z .?�(
� 4.33 1 0.11 0.74

+� 12419.37 317
(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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	 これらの結果は，極めて重要であるというわけではない．定義に従って文章を操作し，

「時間性」等のイメージ化が強められたという結果は，ある意味では当然のことだから

である． 
	 続いて，状況モデルの形成と移入の関係を分析する．ここでは，状況モデル形成度の

各項目を説明変数とし，移入を目的変数とする重回帰分析を行って，説明力の大きさ及

び各説明変数間の効果の違いを確認する．なお，全て 7件法のリッカート尺度により計
測し 1から 7点の得点を割り振っているとはいえ，尺度間での回答傾向の相違があるこ
とも考えられることから，各変数を標準化して分析を行うことが妥当であろう．標準化

した変数によって重回帰分析を行い，標準化偏回帰係数を比較することで， 状況モデル
の各次元が相対的にどのように異なる影響を移入に対して及ぼしているのか（ただしあ

くまで今回のシナリオにおいては，だが）を確認することが出来る． 
	 表 4-25は，全ての被験者のデータを用いた場合と，シナリオ別のデータを用いた場合
とのそれぞれについて，5つの状況モデル形成度を説明変数とし移入を目的変数とする
重回帰分析の結果をとりまとめたものである．なお調整済み自由度決定係数は， 
全体データを用いたモデルが 0.71，シナリオ Aが 0.75，シナリオ Bが 0.75，シナリオ C
が 0.65，シナリオ Dが 0.68であり，説明力は高いといえる． 
	 表の結果からまず言えるのは，空間性の寄与が安定しているということである．つま

り，ある意味当然のことでもあるが，移入を促すような描写をする上で，ビジュアルな

イメージをしっかりと描出することがいかに重要であるかが改めて明らかになっている．

また，空間性と同じかそれ以上に時間性の描写が重要であることも改めて確認される． 
	  

 

������#���4!�?=A���6+�5+29)����%�

;>@: '��� �� ��&� t p
�� 	 0.00 0.02 0.00 1.00

$*� 0.27 0.04 7.36 0.00 **
�*� 0.23 0.05 4.98 0.00 **
��4�"�( 0.12 0.05 2.56 0.01 *
�� 0.11 0.05 2.12 0.03 *
��� 0.24 0.05 4.61 0.00 **

;>@:, 	 0.00 0.04 0.00 1.00
$*� 0.23 0.06 3.93 0.00 **
�*� 0.22 0.08 2.64 0.01 **
��4�"�( 0.17 0.07 2.22 0.03 *
�� 0.07 0.09 0.79 0.43
��� 0.29 0.09 3.20 0.00 **

;>@:- 	 0.00 0.04 0.00 1.00
$*� 0.28 0.06 4.93 0.00 **
�*� 0.36 0.07 5.32 0.00 **
��4�"�( 0.09 0.07 1.26 0.21
�� 0.12 0.08 1.60 0.11
��� 0.17 0.07 2.32 0.02 *

;>@:. 	 0.00 0.07 0.00 1.00
$*� 0.17 0.10 1.69 0.10 †
�*� 0.32 0.13 2.43 0.02 *
��4�"�( 0.41 0.14 3.02 0.00 **
�� 0.07 0.15 0.49 0.62
��� -0.08 0.14 -0.58 0.56

;>@:/ 	 0.00 0.06 0.00 1.00
$*� 0.48 0.11 4.42 0.00 **
�*� 0.02 0.11 0.16 0.87
��4�"�( -0.23 0.13 -1.77 0.08 †
�� 0.05 0.18 0.26 0.79
��� 0.61 0.17 3.51 0.00 **

(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
C=B<7�8��
1309D
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	 さて次に，移入が読了効果を高めるといえるのか否かを検証する．これは，移入尺度

の得点と，各読了効果の間の相関係数を確認するのが簡単である．様々な分析が可能で

はあろうが，表 4-26のように相関係数を確認するだけでも，移入の程度と読了効果の間
に強い関係があることは確認できる．なお，態度変容<1>の増分との相関に関しては結
果が安定しておらず，実験方法の工夫が必要であると言えるかも知れない． 
 

 
 
	 以上により，仮説 3は概ね支持されたと言えるであろう． 
 
 

5.	 考察 

	 実験 3を通じて明らかになったこと，その意義，及び今後の研究課題は以下のとおり
である． 
 

(1)	 仮説の実証的検証 

	 本実験において，実験 1及び 2の結果と理論的な考察を踏まえて設定した仮説は，仮
説 1及び 3が全面的にではないものの実証的に支持される結果となった．仮説 2につい
ては，限定的にのみ支持される結果となった． 
 
a)	 シナリオの「物語性」の効果 
	 まず，シナリオの物語性の効果であるが，実験１においてはその主効果が明瞭には見

られず，主に物語志向性との交互作用が確認されるに留まっていたが，実験 3において
はいくつかの変数組み合わせにおいて，シナリオの物語性について有意な主効果が得ら

れる結果となった．これは主として，実験 1の結果及びそれについての考察から，シナ
リオの「物語化」（物語性を強める処理）の手順について，時系列性と主体意図性の強

調のみに留まらず，英雄物語型のプロットを導入することや，あわせて主人公と言える

登場人物を設定することによって，より物語らしいシナリオとなったためではないかと

考えられる． 
	 物語志向性とシナリオの物語性の交互作用については，実験 1と同様の効果が見られ
た変数組み合わせも確かに存在するものの，全体としては交互作用よりもシナリオの主

効果が目立つ結果となった．シナリオの性質によって，物語志向性の働き方も変化する

ということであり，今後詳細な研究が必要になる論点の一つである． 
 
b)	 移入がもたらす効果 
	 本研究は移入を主題とするものではないが，実験 3においては移入尺度の値を計測し
たため，移入研究としても既往研究で主張されるような効果の再現が得られたと言える．

つまり，強く移入した読者ほど， シナリオに示唆されるテーマに応じた態度変容も強く
なるということである． 
	 実験 3のデータからも明らかなように，移入の効果は極めて強いと言える．仮説 1が
支持されたということは，「シナリオの操作によって強い移入を促す」ことに成功した

ということでもあるが，その効果のほどは移入と読了効果の関係ほど大きなものではな

����������546�6��6�)��

r p r p r p r p r p
��5�(37��

9:;829:;819:;809:;8/	�

���-,. ��%� 0.70 0.00 ** 0.76 0.00 ** 0.63 0.00 ** 0.62 0.00 ** 0.77 0.00 **
!�� 0.61 0.00 ** 0.62 0.00 ** 0.50 0.00 ** 0.62 0.00 ** 0.70 0.00 **
)���� 0.77 0.00 ** 0.85 0.00 ** 0.68 0.00 ** 0.70 0.00 ** 0.82 0.00 **
"�)�� 0.75 0.00 ** 0.83 0.00 ** 0.62 0.00 ** 0.71 0.00 ** 0.78 0.00 **

���-+. *�)��<�
= 0.23 0.00 ** 0.29 0.00 ** 0.23 0.00 ** 0.18 0.10 0.15 0.18
*�� �#�&'<�
= 0.26 0.00 ** 0.28 0.00 ** 0.28 0.00 ** 0.20 0.07 † 0.23 0.04 *
$�*���<�
= 0.12 0.01 * 0.04 0.65 0.01 0.92 0.06 0.62 0.33 0.00 **

(†: p < .10; *: p < .05; **: p < .01)
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く，「移入させる手法」が今後も重要な研究課題であると改めて認識される結果となっ

た．  
	 ところで，物語型コミュニケーションに「移入」という媒介項が存在すると考えると，

物語型の情報を駆使してある種の態度変容を促し，社会的合意形成を目指すという場面

において，コンテンツそのものの工夫のみに頼る必要はなく，何らかの手段で「移入」

を促すことができれば，物語型コミュニケーションの目的をよりよく達成できるという

ことが示唆される．具体的に移入を促す方法についてここで詳細に議論することはでき

ないが，本研究が行っているようなメッセージ内容の工夫と併せて，たとえば受け手が

集中できる環境を整えるとか，物語的思考に誘導するような何らかのプライミングを行

うなどの工夫によって「移入」を促すことができれば，物語型コミュニケーションの効

果は一層強まるであろうと考えられる． 
 
c)	 状況モデルと移入の関係 
	 実験 3においては，状況モデル理論における「状況的次元」の仮説を参考に，状況モ
デル形成度を独自に尺度化し，空間性や時間性をはじめとする「状況モデル」の明瞭さ

を測定することを試みた．状況モデル理論は，読みの体験全体を通じての状況モデルの

形成度の強度を議論しているというよりは，読みの各段階における読者の体験のモデル

化のために提唱されている面が強いため，本研究における状況モデル形成度の尺度化は

既往の状況モデル理論の意図する問題意識や仮説とは一致しないかも知れない．しかし

5つの次元に分けてシナリオ読解体験の強度を計測し，その値と移入の関係等が議論で
きたことによって，新たな知見が得られるのも確かである． 
	 今回の実験 3においては 既に述べたように空間性や時間性が移入に大きく寄与してい
ることが示唆されたが，シナリオのタイプが異なれば結果も変わると考えられ（実際シ

ナリオ C及び Dにおいては，シナリオ A及び Bとは傾向の異なる結果が得られてい
る），状況的次元という分析観点を持つことが移入研究の深化を促す可能性があると考

えられる． 
 

(2)	 本実験の成果 

 
a)	 物語性についての理解の深化 
	 上述のような実証的な成果は，思考やコミュニケーションの「物語性」とはいかなる

ものであるかについて理解するための，議論の重要な材料となる．実験 1においては
「時間性」と「主体意図性」を物語性の定義とし，この定義に従って厳格に操作された

シナリオを用いて実験を行い，少なくとも物語志向性との組み合わせによっては，想定

通りの効果が得られることが明らかになった．これが「物語性」の本質や定義について

考える上での重要な実証的材料であることは言うまでもないが，実験 3においてはこれ
に加えて，英雄物語型の「プロット」を情報の物語化の操作に加えることで，実験 1 
よりも明確に物語性の主効果を得ることができた．これによって，英雄物語型のものに

限られるとまでは言えないものの，プロットというものを物語の定義に導入して分析を

行っていくための糸口が得られたということができる．  
	 もちろん，実験 1と同じテーマ・材料を元に操作を追加したわけではないので，実験
1よりも明快な結果が得られたのは，単に実験 1で扱ったリニア新幹線の話題よりも，
黒潮町における津波対策の話題の方が物語的味わいに富んでいただけという可能性も否

定はできない．しかし，本実験において準備した複数のシナリオ間で統計的に有意な効

果が観察できたということは， 少なくとも英雄物語型プロットの導入が，より強い読了
効果をもたらす操作として機能し得ることが確認されたということであり，物語性とは

何なのかを議論する上で念頭に置くべき新たな知見が得られたということなのである． 
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b)	 物語化の技法としての有効性 
	 時間性，主体意図性，英雄物語型プロットという操作を加えた「物語性の強いシナリ

オ」が，受け手の態度変容をより強く促すという仮説が支持されたということは，物語

性の本質を理解する上で重要な知見となるとともに，実践的に物語型コミュニケーショ

ンを活用しようとする場合に有益な参考材料となる．というのもそれは，情報の「物語

化」の技法として，時間性，主体意図性，英雄物語型プロットが使えるということにほ

かならないからである． 
	 物語化の技法を考える上では，実験 1とは対照的に実験 3においては大西町長という
主人公が明確に存在したという点も，重要であるかもしれない．物語への「移入」 
を促す上では，視点が定まったほうが共感や想像を容易にするのではないかと考えられ

るためである． 
	 また，実験 3において状況モデル形成度と移入の間の関係が検討されたことも，物語
化の技法を考える上で有益な知見となる可能性がある．たとえば物語的シナリオを執筆

する際に，空間性，時間性，主体と作用対象，意図性，因果性という次元を念頭に置い

ておくことで，読み手がイメージし易い（移入しやすい）物語を描き出すことができる

かもしれないからである． 
 

(3)	 課題 

	 実験 3を終えて今後研究課題として指摘できるのは，以下のような点である． 
 
a)	 Pre-Post型質問による従属変数 の工夫 
 	 実験 3では，実験 1においては用いていなかった，Pre-Post型（シナリオ読了の前後
で同様の質問に回答させ，その変化量を検証するもの）の質問を導入した．これは

Green & Brockの移入研究 31)でも用いられていたのだが，その理由は，Pre-Post型の変数
を取得しておくことによって，例えば「もともと関心があるから移入したのか，移入し

たから関心が芽生えたのかが区別できない」という疑念に対して「移入したことによっ

て関心が変化した」と明確に答えられるからである． 
	 ただし今回の実験 3においては， Pre-Post型の質問についても仮説に沿った結果が得
られた組み合わせがあるものの，前節における各種データを参照すれば明らかなとおり，

比較的その効果が小さくまた不安定であった．質問項目の設計に関するさらなる工夫な

どが今後は求められると言える．  
 
b)	 ランダム化シナリオの妥当性 
	 今回，シナリオ C及び Dとして，物語性の強い／弱いシナリオをランダムに並べ替え
たシナリオを読む群を設け，情報の配列方法の効果を検証することを試みたが，既に述

べた通りランダムに並べ替えられても意味が取れるように文章を補っているせいか，想

定したほど大きな「ランダム化による読了効果の減少」は観察されなかったといえる． 
	 情報を補うことなく純粋にランダムな並べ替えを行うことが果たして有益な知見を生

むのかという疑問もあるが，なるべく並べ替え以外の操作を少なくするような工夫を行

って，さらなる検討を行うべきだろう． 
	 また，情報の並び順の影響をより正確に検討するためには，たとえばシナリオを少量

ごとに分割し，所定の間隔で表示を切り替えていくような動画形式での提示を行って，

読みなおし等を防止する統制を行うなどの工夫が考えられる． 
 
c)	 移入を促す手法の検討 
	 実験 1においても実験 3においても，コミュニケーションの「物語化」の操作は，微
妙なシナリオの書き分けのみである．この小規模な操作によって統計的に有意な効果が

得られているのであるが，そうは言っても極めて大きな効果が得られたというわけでは

なく，より強い移入を促す方法の検討は，継続されなければならない．実験 3において
得られている程度の効果では，確かに統計的には読了効果の平均得点を有意に上昇させ
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るのであるが，個人間のバラつきが大きく，実践上はコミュニケーションの統制手段と

しては弱いものと言わざるを得ない．上述のように，シナリオの書き分け以外の方法を

用いた 移入促進等と組み合わせるなどして，大きな効果を得られる手法を引き続き検討
していく必要がある． 
 
d)	 プロットの理論化と実証 
	 実験 3においては「英雄物語型プロット」を導入したが，物語のプロットには様々な
ものが存在するのであって，今回の実験の成果としては，少なくともそのうちの一つを

採用して所期の結果が得られたに留まる．もちろん，既に述べているように英雄物語型

のプロットは考え方によってはある種の普遍的な型を代表している可能性もあるが，そ

の点も含めてプロットに関する理論的な考察と，実証的な検証を引き続き進めていく必

要がある．第 1章の既往研究レビューからも，物語研究においてプロットというものは
重要な考察対象であることは明らかであるが，現時点で「物語のプロット」を一般的に

記述し得るような理論モデルが考案されているわけでもなく，今後非常に多くの 努力が
費やされなければならない検討テーマであると認識する必要がある． 
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付録	

 
シナリオ A（物語性強シナリオ）	

 
高知県・黒潮町の大津波対策	

 
	 地震対策への「あきらめ」	

	 黒潮町は、高知県の西部に位置する人口約 1 万 2000 人の海沿いの町である。
町は太平洋に面しており、90～150年周期で発生する南海地震によって、大き
な津波被害を受けてきた歴史がある。南海地震は、今後 30年以内に 90%程度
の確率で発生すると予想されており、大規模な被害が懸念されている。 
	 2011年 3月 11日、東北地方を中心とする東日本大震災が発生した。報道さ
れる津波被害のあまりの大きさに、遠く離れた黒潮町の人々も、人ごととは

思えず大きなショックを受けた。 
	 それから 20日後の 3月 31日、今度は政府の中央防災会議が、南海地震に
ついての被害予想を発表。 大震度は 7、 短 2分で到達する黒潮町の津波の
高さは、街のほとんど全てを押し流す「 大 34.4m」と予想された。この報道
を受けた黒潮町では、「南海地震が来たら、助かるわけがない」というあき

らめの声が瞬く間に広がったという。 
 
	 大西町長の決意	

	 黒潮町の大西勝也町長は、前年に 39歳の若さで就任した気鋭の政治家であ
る。彼もまた、他のすべての町民と同様に、中央防災会議の発表を知った途

端に絶望的な心持ちとなったという。 
	 発表があった 3月 31日は土曜日で、日曜日には町へ取材が殺到。翌月曜日
は、新年度の仕事始めである。町長は「リーダーたる自分がここであきらめ

れば、町そのものが文字通り津波で消滅する」と考えて、日曜日の夜に「１

人の人間も絶対殺さないための防災体制を作り上げる」という決意を固め、

１枚の「訓示文」をしたためた。 
	 そして月曜日の朝、役場の全職員に向けて「どうしようも無いとあきらめ

るような発言は、その一切を禁止する」と述べ、「困難な道のりにはなるが、

職員一同の奮起を要請する」で締めくくられる訓示文を力強く読み上げた。

すると、あきらめムードが広がりつつあった町役場で、防災に向けた士気が

一気に高まったという。 
 
	 黒潮町の防災思想	

	 その後大西町長は、まず、役場職員たちとともに確固たる「防災思想」を

打ち立てることを目指した。そして 5月 10日、町役場は「第１次黒潮町の南
海地震に対する基本的な考え方」を発表し、これが町としての防災思想の基

本原則となった。この思想の根本に据えられたのは、「避難放棄者を出さな

い」という目標だった。 
 
	 町役場の人手不足	

	 ただし、思想や目標を示すだけで、住民からあきらめの気持ちが払拭され

るわけではない。大西町長は、「住民の気持ちを前向きにするには、目に見

える形の取り組みを素早く打ち出すことが大事だ」と考え、「避難道の整備」

など具体性のある事業にすぐに取りかかることにした。 
	 しかし「避難放棄者ゼロ」を目指すには膨大な取り組みが必要だ。これは

町の防災担当職員の手に負える仕事ではなかった。	  
 
	 全職員が防災担当者に	



113 

	 すると役場内から「防災には町役場の全職員の力で取り組むべきではない

か」との声が上がった。町長はその声をすぐに採用。全職員が地域別に担当

を受け持つ「職員地域担当制」が導入された。 
	 保育園の職員まで含めて、町役場の「全ての職員」が何らかの形で防災担

当者となったのである。これはもちろん、各職員の業務量が増えることを意

味しているが、反対の声は１つも出なかったという。 
 
	 防災予算の不足	

	 この制度の下、町内が 61の地区に分けられ、全職員がどこかの地区の担当
となった。それぞれの地区で防災のためのワークショップを開催し、役場職

員と住民が一緒になって危険な場所を特定し、そのための防災事業を１つ１

つ検討していった。 
	 しかし役場の試算によると、防災事業を全て実行するには約 33億円もの予
算が必要になることが分かった。黒潮町単独では、とても負担できる金額で

はなかった。 
 
	 国への働きかけ	

	 そこで大西町長は、財政支援を獲得するために国へ働きかけることにした。

月に 2回程度は東京へ赴き、国交省などに黒潮町の実情を伝え、地方の防災
活動を国が支援することの必要性を訴えた。また、すでにある国の補助制度

などの情報も丹念に収集した。 
	 その結果、町長の努力は実り、その年の秋の補正予算で、黒潮町の避難場

所や避難道の整備に必要な事業費が確保されることとなった。 
	 こうして具体的な作業が動き出し、避難道の整備などが進むにつれて「実

際に逃げる時のイメージ」が思い描けるようになり、住民の「あきらめ」の

気持ちも次第に緩和されていった。当初とは違って、「逃げよう」という意

識を持つ住民が着実に増えてきたのである。 
 
	 目標の引き上げ	

	 さらに作業を進めた黒潮町は、1年ほどが経過した 2013年 1月 31日に「第
2次黒潮町南海地震・津波防災計画の基本的な考え方」をとりまとめた。そし
てその際、防災の基本目標を、以前の「避難放棄者ゼロ」から「犠牲者ゼロ」

へと引き上げた。 
	 犠牲者「ゼロ」を目指すには、文字通り「全て」の住民が必ず逃げられる

という確信を持つことが必要だ。しかしそれは相当に高いハードルだった。 
 
	 住民１人１人の「避難カルテ」	

	 そこで黒潮町役場は、全ての住民について、１人１人個別に「どうやって

避難するか」を考えた「避難カルテ」を作成することにした。その作成にあ

たっても「職員地域担当制」が活用された。すなわち、各地区の担当職員が、

全ての住民とワークショップで直接細やかな相談をしながら、１人１人のカ

ルテを作っていったのである。 
	 このカルテの効果は絶大だった。住民１人１人が、「ここに行けば助かる」

という明確なイメージを持てるようになった。そして役場は、これに基づい

て町全体の避難計画のシミュレーションが綿密に行えるようになったのであ

った。 
 
	 「逃げない」から「あきらめない」へ		

	 こうした役場主導の防災の取り組みを進めているうちに、自主的に防災組

織を結成して地域の避難路確保に励む住民も現れ始めた。また、学校や保育
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所など教育現場でも、震災に関する教育や避難訓練などの取り組みが活発に

行われるようになった。 
	 町役場の松本課長は、「当初は『逃げない』という声が多かったが、今は

逆にそれが恥ずかしい状況になってきている」と語る。大西町長も「今では

ほとんど、あきらめの声はない」と言い、町を挙げたここ数年の取り組みが

実を結んでいることがわかる。	  
 
	 ゆるやかな防災	

	 いつ起きるかわからない地震に備えるには、取り組みを長く継続すること

こそが大事である。しかし防災というのは過酷な取り組みだ。大西町長は、

「常に被害をイメージするような、辛い精神作業は続かない」「新しい避難

道にちょっと登ってみようかなぐらいの感覚でなければ長続きはしない」と

いう。松本課長も、「南海地震と向き合うのではなく、付き合うという感覚

が大事だろう」という。 
	 町長が「絶対にあきらめない」と決意したあの夜から始まった黒潮町の防

災の取り組みは今、こうした「ゆるやかな防災」という形で、町全体にじっ

くりと浸透しつつあるのだった。 
 

 
 
 

シナリオ B（物語性弱シナリオ）	

 
高知県・黒潮町の大津波対策	

 
	 防災の取り組みが進む黒潮町	

	 黒潮町は、高知県の西部に位置する人口約 1 万 2000 人の海沿いの町である。
町長は 2010年に 39歳の若さで当選した気鋭の政治家、大西勝也氏が務めて
いる。 
	 町は太平洋に面しており、90～150年周期で発生する南海地震によって、大
きな津波被害を受けてきた歴史がある。南海地震は、今後 30年以内に 90%程
度の確率で発生すると予想されており、大規模な被害が懸念されている。 
	 2011年 3月 11日、東北地方を中心とする東日本大震災が発生した。報道さ
れる津波被害のあまりの大きさに、遠く離れた黒潮町の人々も、人ごととは

思えず大きなショックを受けた。 
	 3月 31日、政府の中央防災会議が、南海地震についての被害予想を発表。
大震度は 7、 短 2分で到達する黒潮町の津波の高さは、街のほとんど全て

を押し流す「 大 34.4m」と予想された。この報道を受けた黒潮町では、「南
海地震が来たら、助かるわけがない」「地震が来ても逃げない」というあき

らめの声が瞬く間に広がった。町へは、県外からの取材も殺到した。 
	 しかし今の黒潮町では、「諦めるのは恥ずかしい」という状況である。町

内にほとんどあきらめの声はない。役場主導の防災の取り組みが進むのと同

時に、自主的に防災組織を結成して地域の避難路確保に励む住民も現れ始め

ている。学校や保育所など教育現場でも、震災に関する教育や避難訓練など

の取り組みが活発に行われるようになっている。 
 
 
	 具体的な取り組み例	

	 この変化は、町を挙げたここ数年の取り組みの結果もたらされたものであ

り、以下に３つ取り組みの例を挙げる。 
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	 取り組み 1：黒潮町役場においては、全職員が地域別に担当を受け持つ「職
員地域担当制」が導入されている。保育園の職員まで含めて、町役場の「全

ての職員」が何らかの形で防災担当者となっているのである。これはもちろ

ん、各職員の業務量が通常よりも増えることを意味しているが、反対の声は

１つも出ていない。 
 
	 取り組み 1の背景：南海地震の被害予想発表後、黒潮町役場は「南海地震
において、避難放棄者を出さないこと」を目標に掲げた。しかし「避難放棄

者ゼロ」を目指すには膨大な取り組みが必要で、これは町の防災担当職員の

手に負える仕事ではないため、「防災には町役場の全職員の力で取り組むべ

きではないか」との考えから職員地域担当制が導入された。 
 
	 取り組み 2：2011年秋の国の補正予算で、黒潮町の避難場所や避難道の整
備に必要な事業費が確保された。この財政支援を受けて、黒潮町では具体的

な作業が動き出し、避難道などが整備された。 
	 その結果「実際に逃げる時のイメージ」が思い描けるようになり、住民の

「あきらめ」の気持ちも次第に緩和された。当初とは違って、「逃げよう」

という意識を持つ住民が着実に増えた。 
 
	 取り組み 2の背景：国の財政支援は、黒潮町から国への働きかけによって
獲得されたものである。月に 2回程度は東京へ赴き、国交省などに黒潮町の
実情を伝え、地方の防災活動を国が支援することの必要性を訴えた。また、

すでにある国の補助制度などの情報も丹念に収集した。 
	 国に働きかけたのは、黒潮町に必要な防災事業の予算額が、黒潮町単独で

はとても負担できる金額ではなかったからである。その金額は、次のような

手順で見積もられた。町内が 61の地区に分けられ、それぞれの地区で防災の
ためのワークショップが開催され、役場職員と住民が一緒になって危険な場

所を特定し、そのための防災事業を１つ１つ検討した。そして経費の金額を

役場が試算すると、総額で約 33億円となった。 
 
	 取り組み 3：黒潮町役場は、全ての住民について、１人１人個別に「どうや
って避難するか」を考えた「避難カルテ」を作成している。このカルテの効

果は絶大で、これを通して住民１人１人が「ここに行けば助かる」という明

確なイメージをもつことができる。また町役場は、これに基づいて町全体の

避難計画のシミュレーションを綿密に行うことができる。 
 
	 取り組み 3の背景：避難カルテの作成は、2013年 1月 31日の「第 2次黒潮
町南海地震・津波防災計画の基本的な考え方」の公表を受けて始められた。

この「基本的考え方」では、防災の基本目標が以前の「避難放棄者ゼロ」か

ら「犠牲者ゼロ」へと引き上げられた。 
	 犠牲者「ゼロ」を目指すには、文字通り「全て」の住民が必ず逃げられる

という確信を持つことが必要だ。しかしそれは相当に高いハードルだった。

このハードルを越えるために、「職員地域担当制」を活用して、地区の担当

職員が全ての住民とワークショップで直接細やかな相談をしながら１人１人

のカルテを作成した。 
 
	 黒潮町の取り組みを支えるもの	

 
	 以上のような取り組みの全てを支える背景として、 次の３つを挙げること
ができる。 
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	 全体的背景 1：中央防災会議による南海地震の被害予想発表の後、町長から
黒潮町役場の全職員に向けて、「どうしようも無いとあきらめるような発言

は、その一切を禁止する」とし、「困難な道のりにはなるが、職員一同の奮

起を要請する」で締めくくられる訓示文が読み上げられた。その結果、あき

らめムードが広がりつつあった町役場で、防災に向けた士気が一気に高まっ

た。 
	 町長もまた、他のすべての町民と同様に、中央防災会議の発表を知った途

端に絶望的な心持ちとなっていた。しかし町長は「リーダーたる自分がここ

であきらめれば、町そのものが文字通り津波で消滅する」と考えて、「１人

の人間も絶対殺さないための防災体制を作り上げる」という決意を固め、

「訓示文」をしたためたのであった。 
 
	 全体的背景 2：南海地震の被害予想発表の直後に黒潮町では、まず確固たる
「防災思想」を打ち立てることが目指された。そして役場から「第１次黒潮

町の南海地震に対する基本的な考え方」が発表され、これが町としての防災

思想の基本原則となった。この思想の根本に据えられたのは、「避難放棄者

を出さない」という目標である。 
	 ただし、思想や目標を示すだけで、住民からあきらめの気持ちが払拭され

るわけではない。住民の気持ちを前向きにするには、目に見える形の取り組

みを素早く打ち出すことが大事であるため、町役場は「避難道の整備」など

具体性のある事業にすぐに取りかかることにした。 
 
	 全体的背景 3：いつ起きるかわからない地震に備えるには、取り組みを長く
継続することこそが大事である。しかし防災というのは過酷な取り組みだ。

常に被害をイメージするような、辛い精神作業は続かないものであり、「新

しい避難道にちょっと登ってみようかな」ぐらいの感覚でなければならない。 
	 黒潮町では、「南海地震と向き合うのではなく、付き合う」という感覚が

大事であるとされており、こうした「ゆるやかな防災」という形で、各種取

り組みが町全体にじっくりと浸透しつつある。 
 

 
 
 

シナリオ C（物語性強シナリオの情報表示順ランダム化+表現補完）	

 
高知県・黒潮町の大津波対策	

 
■	 大西町長の働きかけの努力が実り、2011年秋の国の補正予算で、黒潮町
の避難場所や避難道の整備に必要な事業費が確保されることとなった。 

	 	 こうして具体的な作業が動き出し、避難道の整備などが進むにつれて

「実際に逃げる時のイメージ」が思い描けるようになり、住民の「あきら

め」の気持ちも次第に緩和されていった。当初とは違って、「逃げよう」

という意識を持つ住民が着実に増えてきたのである。 
 
■	 いつ起きるかわからない地震に備えるには、取り組みを長く継続するこ

とこそが大事である。しかし防災というのは過酷な取り組みだ。大西町長

は、「常に被害をイメージするような、辛い精神作業は続かない」「新し

い避難道にちょっと登ってみようかなぐらいの感覚でなければ長続きはし

ない」という。町役場の松本課長も、「南海地震と向き合うのではなく、

付き合う」という感覚が大事だろうという。 
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	 	 町長が「絶対にあきらめない」と決意した 2011年 4月 1日の夜から始ま
った黒潮町の防災の取り組みは今、こうした「ゆるやかな防災」という形

で、町全体にじっくりと浸透しつつあるのだった。 
	  
■	 2011年 3月 11日、東北地方を中心とする東日本大震災が発生した。報道
される津波被害のあまりの大きさに、遠く離れた黒潮町の人々も、人ごと

とは思えず大きなショックを受けた。 
	 	 それから 20日後の 3月 31日、今度は政府の中央防災会議が、南海地震
についての被害予想を発表。 大震度は 7、 短 2分で到達する黒潮町の
津波の高さは、街のほとんど全てを押し流す「 大 34.4m」と予想された。
この報道を受けた黒潮町では、「南海地震が来たら、助かるわけがない」

というあきらめの声が瞬く間に広がったという。 
	  
■	 黒潮町の大西町長は、まず、役場職員たちとともに確固たる「防災思想」

を打ち立てることを目指した。そして 2011年 5月 10日、町役場は「第一
次黒潮町の南海地震に対する基本的な考え方」を発表し、これが町として

の防災思想の基本原則となった。この思想の根本に据えられたのは、「避

難放棄者を出さない」という目標だった。 
 
■	 黒潮町役場では「職員地域担当制」の下、町内が 61の地区に分けられ、
全職員がどこかの地区の担当となった。それぞれの地区で防災のためのワ

ークショップを開催し、役場職員と住民が一緒になって危険な場所を特定

し、そのための防災事業を１つ１つ検討していった。 
	 	 しかし役場の試算によると、防災事業を全て実行するには約 33億円もの
予算が必要になることが分かった。黒潮町単独では、とても負担できる金

額ではなかった。 
 
■	 黒潮町の大西町長は、防災のための財政支援を獲得するために国へ働き

かけることにした。月に 2回程度は東京へ赴き、国交省などに黒潮町の実
情を伝え、地方の防災活動を国が支援することの必要性を訴えた。また、

すでにある国の補助制度などの情報も丹念に収集した。 
 
■	 黒潮町役場は、全ての住民について、１人１人個別に「どうやって避難

するか」を考えた「避難カルテ」を作成することにした。 
	 	 その作成にあたっては「職員地域担当制」が活用された。すなわち、各

地区の担当職員が、全ての住民とワークショップで直接細やかな相談をし

ながら、１人１人のカルテを作っていったのである。 
	 このカルテの効果は絶大だった。住民１人１人が、「ここに行けば助かる」

という明確なイメージを持てるようになった。そして役場は、これに基づ

いて町全体の避難計画のシミュレーションが綿密に行えるようになったの

であった。 
 
■	 黒潮町は、高知県の西部に位置する人口約 1万 2000人の海沿いの町であ
る。町は太平洋に面しており、90～150年周期で発生する南海地震によっ
て、大きな津波被害を受けてきた歴史がある。南海地震は、今後 30年以内
に 90%程度の確率で発生すると予想されており、大規模な被害が懸念され
ている。 

 
■	 2011年 4月 2日の朝、黒潮町の大西町長は、役場の全職員に向けて「ど
うしようも無いとあきらめるような発言は、その一切を禁止する」と述べ、

「困難な道のりにはなるが、職員一同の奮起を要請する」で締めくくられ
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る訓示文を力強く読み上げた。すると、あきらめムードが広がりつつあっ

た町役場で、防災に向けた士気が一気に高まったという。 
 
■	 黒潮町では、役場主導の防災の取り組みを進めているうちに、自主的に

防災組織を結成して地域の避難路確保に励む住民も現れ始めた。また、学

校や保育所など教育現場でも、震災に関する教育や避難訓練などの取り組

みが活発に行われるようになった。 
	 町役場の松本課長は、「当初は『逃げない』という声が多かったが、今は

逆にそれが恥ずかしい状況になってきている」と語る。大西町長も「今で

はほとんど、あきらめの声はない」と言い、町を挙げたここ数年の取り組

みが実を結んでいることがわかる。 
 
■	 黒潮町は、「第 1次黒潮町南海地震・津波防災計画の基本的な考え方」
から 1年半ほどが経過した 2013年 1月 31日に「第 2次黒潮町南海地震・
津波防災計画の基本的な考え方」をとりまとめた。そしてその際、防災の

基本目標を、以前の「避難放棄者ゼロ」から「犠牲者ゼロ」へと引き上げ

た。 
	 	 犠牲者「ゼロ」を目指すには、文字通り「全て」の住民が必ず逃げられ

るという確信を持つことが必要だ。しかしそれは相当に高いハードルだっ

た。 
 
■	 黒潮町役場内から「防災には町役場の全職員の力で取り組むべきではな

いか」との声が上がった。町長はその声をすぐに採用。全職員が地域別に

担当を受け持つ「職員地域担当制」が導入された。 
	 	 保育園の職員まで含めて、町役場の「全ての職員」が何らかの形で防災

担当者となったのである。これはもちろん、各職員の業務量が増えること

を意味しているが、反対の声は１つも出なかったという。 
 
■	 町役場が思想や目標を示すだけで、住民から津波対策へのあきらめの気

持ちが払拭されるわけではない。大西町長は、「住民の気持ちを前向きに

するには、目に見える形の取り組みを素早く打ち出すことが大事だ」と考

え、「避難道の整備」など具体性のある事業にすぐに取りかかることにし

た。 
	 	 しかし「避難放棄者ゼロ」を目指すには膨大な取り組みが必要だ。これ

は町の防災担当職員の手に負える仕事ではなかった。 
 
■	 黒潮町の大西勝也町長は、2010年に 39歳の若さで就任した気鋭の政治家
である。彼もまた、他のすべての町民と同様に、中央防災会議による南海

地震の津波被害予測の発表を知った途端に絶望的な心持ちとなったという。 
	 	 発表があった 2011 年 3 月 31 日は土曜日で、日曜日には町へ取材が殺到。
翌月曜日は、新年度の仕事始めである。町長は「リーダーたる自分がここ

であきらめれば、町そのものが文字通り津波で消滅する」と考えて、日曜

日の夜に「１人の人間も絶対殺さないための防災体制を作り上げる」とい

う決意を固め、１枚の「訓示文」をしたためた。 
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シナリオ D（物語性弱シナリオの情報表示順ランダム化+表現補完）	

 
高知県・黒潮町の大津波対策	

 
■	 2011年秋の国の補正予算で、黒潮町の避難場所や避難道の整備に必要な
事業費が確保された。この財政支援を受けて、黒潮町では具体的な作業が

動き出し、避難道などが整備された。 
	 	 その結果「実際に逃げる時のイメージ」が思い描けるようになり、住民

の「津波に対するあきらめ」の気持ちが次第に緩和された。当初とは違っ

て、「逃げよう」という意識を持つ住民が着実に増えた。 
 
■	 いつ起きるかわからない地震に備えるには、取り組みを長く継続するこ

とこそが大事である。しかし防災というのは過酷な取り組みだ。常に被害

をイメージするような、辛い精神作業は続かないものであり、「新しい避

難道にちょっと登ってみようかな」ぐらいの感覚でなければならない。 
	 	 黒潮町では、「南海地震と向き合うのではなく、付き合う」という感覚

が大事であるとされており、こうした「ゆるやかな防災」という形で、各

種取り組みが町全体にじっくりと浸透しつつあるのである。 
 
■	 2011年 3月 11日、東北地方を中心とする東日本大震災が発生した。報道
される津波被害のあまりの大きさに、遠く離れた黒潮町の人々も、人ごと

とは思えず大きなショックを受けた。 
	 	 3 月 31 日、政府の中央防災会議が、南海地震についての被害予想を発表。

大震度は 7、 短 2分で到達する黒潮町の津波の高さは、街のほとんど
全てを押し流す「 大 34.4m」と予想された。この報道を受けた黒潮町で
は、「南海地震が来たら、助かるわけがない」「地震が来ても逃げない」

というあきらめの声が瞬く間に広がった。町へは、県外からの取材も殺到

した。 
	  
■	 南海地震の被害予想発表の直後に黒潮町では、まず確固たる「防災思想」

を打ち立てることが目指された。そして役場から「第１次黒潮町の南海地

震に対する基本的な考え方」が発表され、これが町としての防災思想の基

本原則となった。この思想の根本に据えられたのは、「避難放棄者を出さ

ない」という目標である。 
 
■	 黒潮町が財政支援獲得のため国に働きかけたのは、黒潮町に必要な防災

事業の予算額が、黒潮町単独ではとても負担できる金額ではなかったから

である。その金額は、次のような手順で見積もられた。町内が 61の地区に
分けられ、それぞれの地区で防災のためのワークショップが開催され、役

場職員と住民が一緒になって危険な場所を特定し、そのための防災事業を

１つ１つ検討した。そして経費の金額を役場が試算すると、総額で約 33億
円となった。 

 
■	 黒潮町に対する国の財政支援は、黒潮町から国への働きかけによって獲

得されたものである。月に 2回程度は東京へ赴き、国交省などに黒潮町の
実情を伝え、地方の防災活動を国が支援することの必要性を訴えた。また、

すでにある国の補助制度などの情報も丹念に収集した 
 
■	 「犠牲者を出さない」というハードルを越えるために、黒潮町役場では、

「職員地域担当制」を活用して、地区の担当職員が全ての住民とワークシ

ョップで直接細やかな相談をしながら１人１人の避難カルテを作成した。 
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	 	 このカルテの効果は絶大で、これを通して住民１人１人が「ここに行け

ば助かる」という明確なイメージをもつことができる。また町役場は、こ

れに基づいて町全体の避難計画のシミュレーションを綿密に行うことがで

きる。 
 
■	 黒潮町は、高知県の西部に位置する人口約 1万 2000人の海沿いの町であ
る。町長は 2010年に 39歳の若さで当選した気鋭の政治家、大西勝也氏が
務めている。 

	 	 町は太平洋に面しており、90～150年周期で発生する南海地震によって、
大きな津波被害を受けてきた歴史がある。南海地震は、今後 30年以内に
90%程度の確率で発生すると予想されており、大規模な被害が懸念されて
いる。 

 
■	 中央防災会議による南海地震の被害予想発表の後、町長から黒潮町役場

の全職員に向けて、「どうしようも無いとあきらめるような発言は、その

一切を禁止する」とし、「困難な道のりにはなるが、職員一同の奮起を要

請する」で締めくくられる訓示文が読み上げられた。その結果、あきらめ

ムードが広がりつつあった町役場で、防災に向けた士気が一気に高まった。 
 
■	 今の黒潮町では、「津波から逃げることを諦めるのは恥ずかしい」とい

う状況である。町内にほとんどあきらめの声はない。 
	 	 町役場主導の防災の取り組みが進むのと同時に、自主的に防災組織を結

成して地域の避難路確保に励む住民も現れ始めている。学校や保育所など

教育現場でも、震災に関する教育や避難訓練などの取り組みが活発に行わ

れるようになっている。 
 
■	 黒潮町における避難カルテの作成は、2013年 1月 31日の「第 2次黒潮町
南海地震・津波防災計画の基本的な考え方」の公表を受けて始められた。

この「基本的考え方」では、防災の基本目標が以前の「避難放棄者ゼロ」

から「犠牲者ゼロ」へと引き上げられた。犠牲者「ゼロ」を目指すには、

文字通り「全て」の住民が必ず逃げられるという確信を持つことが必要だ。

しかしそれは相当に高いハードルだった。 
	 	 そこで黒潮町役場は、全ての住民について、１人１人個別に「どうやっ

て避難するか」を考えた「避難カルテ」を作成した。 
 
■	 南海地震の被害予想発表後、黒潮町役場は「南海地震において、避難放

棄者を出さないこと」を目標に掲げた。しかし「避難放棄者ゼロ」を目指

すには膨大な取り組みが必要で、これは町の防災担当職員の手に負える仕

事ではないため、「防災には町役場の全職員の力で取り組むべきではない

か」との考えから、全職員が地域別に担当を受け持つ「職員地域担当制」

が導入された。保育園の職員まで含めて、町役場の「全ての職員」が何ら

かの形で防災担当者となっているのである。これはもちろん、各職員の業

務量が通常よりも増えることを意味しているが、反対の声は１つも出てい

ない。 
 
■	 町役場が思想や目標を示すだけで、住民から津波対策へのあきらめの気

持ちが払拭されるわけではない。住民の気持ちを前向きにするには、目に

見える形の取り組みを素早く打ち出すことが大事であるため、町役場は

「避難道の整備」など具体性のある事業にすぐに取りかかることにした。 
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■	 黒潮町の大西町長もまた、他のすべての町民と同様に、中央防災会議の

発表を知った途端に絶望的な心持ちとなっていた。しかし町長は「リーダ

ーたる自分がここであきらめれば、町そのものが文字通り津波で消滅する」

と考えて、「１人の人間も絶対殺さないための防災体制を作り上げる」と

いう決意を固め、「訓示文」をしたためたのであった。 
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おわりに 

 
 

1.	 本研究の意義 
 
	 第 1章では物語論に関する既往の学説の網羅的なレビューを行い，第 2章ではリニア
新幹線の整備に関するシナリオによって情報の物語性がもたらす効果を検証した．第 3
章では「物語志向性尺度」の開発を行い，第 4章では高知県黒潮町の津波対策を描写し
たシナリオによって再び物語性の効果を検証した． 
	 これらの研究は，「はじめに」で述べた課題に対する解決の取り組みであり，これに

対応して本研究の意義は以下のようにまとめることができる． 
 

(1)	 学説史の統合的理解 

	 物語型の認知やコミュニケーションについての既往の研究は，多数の分野に跨がって

おりさほど系統立ってもおらず，雑然としているとの印象を持たざるを得ない．公共政

策のみならず，心理学，経営学，言語学など様々な分野で今後も「物語」の研究が一層

進められることが重要であると考えられるが，そのためにも既往の学説の比較や統合的

理解は進めておかなければならない．第 1章においては，このように雑然としている物
語研究の歴史を可能な限り俯瞰し，諸研究を主要なカテゴリに分類するとともに，流れ

を持った学説史としての一定程度統合的な理解を得た． 
 

(2)	 物語性の「定義」問題へのアプローチ 

	 学説史を俯瞰し，特に実証研究の系譜に目をやると，「物語性」が明確に定義できて

いないことが大きな課題の一つであることが分かる．本研究は，全ての章を通じてこの

課題に取り組み，仮説の設定と定量的検証によって解決の方向性を示してきた． 
	 物語性の定義は，仮説的な定義とそれに基づく実証研究が繰り返されることで，漸進

的に見出されていくものであると考えられる．本研究で行った実験 1においては，「登
場人物の意図が明確に描かれ，概ね時系列に沿って出来事が配列された情報」を物語と

定義し，実験 3においてはこれに加えて「英雄物語型プロット」を持つことを定義に含
めた．これらは情報の形式としての物語の定義であり，このような情報を生成したり理

解したりすることが「物語型の思考」，このような情報を伝達し合うことが「物語型コ

ミュニケーション」である．ここで「情報」は「表象」と言い換えても良いであろう． 
	 しかしこのような定義が も適切であると言えるのかは，現時点では分からない．適

切な定義であることの条件の一つは，我々の表象能力やその産物としての表象の集合の

中で，独特で，一貫して見られる，他との境界が明確であるような性質を持つパターン

を切り出し，指し示すような定義である．仮に上述のような定義に修正を加えることで，

より独特で，より一貫した，他との境界がより明確な表象のパターンを指し示すことが

できるのであれば，そちらのほうが優れた定義ということになろう． 
	 そのような意味で適切な定義を発見する作業は，結局のところ，特定の形式の表象を

めぐる実験や調査を行って，その性質を確かめていく作業を必要とする．本研究におい

ては，物語性を「時間性」「主体意図性」「英雄物語型プロット」によって仮説的に定

義し，それに基づく心理学的実験を実施して一定程度仮説どおりの結果を得た．この結

果は，物語の定義に関する検討を前進させるための，新たな知見を付け加えるものであ

ると言える． 
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(3)	 「物語化」の技法 

	 物語型コミュニケーションを公共政策に関する合意形成等の場面で応用していくこと

を考えると，物語型情報への接触が引き起こす効果を実証するのみならず，「大きな効

果を引き起こす物語型情報はどのようにすれば作成することが出来るのか」を明らかに

する必要がある． 
	 「移入」の研究は，物語に接触しその世界に入り込むことを通じて引き起こされる態

度の変容を定量的に分析しているのであるが，どのようにすれば読者を想像の世界に

「移入」させるようなコンテンツを生み出し得るのかについて，有効な知見を提供して

いるものとは言いがたい． 
	 1970年代の「ストーリー・グラマー」研究は，物語に共通する一般的な構造を見出そ
うと試みられたものであるから，見方によっては「その構造に従って文章を構成すれば，

物語らしい物語を描くことができる」という実践的な手法の提案でもある．しかし 1970
年代から 80年代にかけていくつかの実験が行われたに留まるため，そこから引き出され
る知見は限定的であると行っていい． 
	 本研究の第 2章と第 4章では，物語性をどのように定義するか，そしてその定義をど
のように実験材料（刺激）に反映させるかを明確に示した上で実験を行い，物語型コミ

ュニケーションの有効性を一定程度明らかにしている．課題はいくつも残されているが，

「どのような工夫を施せば情報が物語的になるのか」という実践上大きな意味を持つ知

見を得るための，一つのアプローチを示すことはできたと言える． 
 

(4)	 物語型コミュニケーションの効果の定量的検証 

	 本研究の第 2章（実験 1）及び第 4章（実験 3）では，物語性の強いシナリオと弱いシ
ナリオを用意して心理学的実験を行い，物語型コミュニケーションの効果を定量的に検

証している．物語性単独での効果は（今回用いたシナリオ同士の記述の違いが小さかっ

たこともあり），顕著とは言えないもののいくつかの条件下で統計的に有意であり，実

験 1においては物語志向性を加味した分析で比較的大きな交互作用等が検出された．ま
た実験 3においては，テーマへの事前の関心や物語志向性等を加味した分析において，
実験 1よりも顕著な物語性の主効果が検出された． 
	 古くは物語に共通の構造を見出そうとする「ストーリー・グラマー」の研究，近年は

物語への「移入」による態度変容の研究など，物語型情報に触れることの効果を定量的

に検証した研究はすでに存在するが，本研究の実験 1 や実験 3 のように「物語性の定義」
を明確にし，その定義にしたがって刺激を用意するといった検証を行っている研究は，

第 1 章でレビュー研究を実施した際の調査範囲においては，見当たらなかった．同様に，
公共政策への応用を明確に意図して，鉄道や防災といったテーマを選定している研究も，

今回の調査を通じて見出すことはできなかった．また，日本語の題材で行われた実証研

究が現時点では少ないため，その点でも本研究は有益な参考材料を提供していると言え

るだろう． 
 

(5)	 物語志向性尺度の開発 

	 本研究においては，物語型コミュニケーションの効果を検証するにあたり，被験者そ

れぞれが有する心理的傾向としての「物語志向性」を併せて計測し，分析に組み込んで

いる． 
	 文芸作品としての「物語」の読解にまつわる心理的傾向の計測は，既往の心理測定尺

度が既に試みているが，文芸作品鑑賞の場面に留まらず人間の思考やコミュニケーショ

ン全般において顕れる「物語形式」に関する選好や能力の計測は，本研究の「物語志向

性」が初めて試みるものであると考えられる． 
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2.	 本研究の限界と今後の研究課題 
 
	 本研究では，物語型コミュニケーションに関連する既往研究の包括的なレビューとそ

の統合的理解のための整理を行い，３つの実験を通じて物語型コミュニケーションの手

法と効果を理解するための実証的知見を提供した．課題はいくつも存在するが，主要な

ものは以下のとおりである． 
 

(1)	 効果の大きさ 

	 本研究の実験 1や実験 3において示された，物語性の強いシナリオの読了効果は，統
計的に有意な結果がいくつか存在したとはいえ，さほど大きな効果ではないとも言える．

本研究からは，仮説として想定した「物語型コミュニケーションの効果」そのものが実

際に小さいのか，大きな効果を得るようなシナリオの記述方法が発見できていないのか

の区別はできないが，仮に後者が正しいとすれば，シナリオの作成方法にさらなる工夫

を加え，実証研究を積み重ねることが必要であろう． 
	 たとえば本研究においては「時系列性」や「主体意図性」を重要視し，実験 3におい
ては「英雄物語型プロット」をも導入したが，その他の観点を加えることでさらに強力

な「物語性」が生じる可能性はある． 
 

(2)	 物語の媒体や提示方法が限られている 

	 本研究では，テキストで表現された「シナリオ」を用いた「物語型コミュニケーショ

ン」の効果を検証した．しかし物語型の思考を誘発する刺激をテキストに限定する必要

はなく，映像素材を用いるのも効果的であろうし，漫画のようにイラストを用いる手法

も考えられる．実際，既往の研究では映像素材を用いた実験も行われている． 
	 ただし，映像や画像を素材とするコミュニケーションは一般に高コストであり，テキ

ストには応用の容易さという利点も存在すると言える． 
 

(3)	 態度変容以外の効果 

	 我々人間の心理が「物語モード」と呼ばれるべき機能や状態を持っているのだとして，

その働きについては，「物語的に物事を理解すること」（物語型理解），「物語形式の

表現を用いて他者とコミュニケーションすること」（物語型コミュニケーション），

「物語的に新しいことを考えること」（物語型思考），「物語的にものごとを記憶する

こと」（物語型記憶）など，いくつもの形態を想定することができる． 
	 本研究においては，主として「物語型理解」と「物語型コミュニケーション」の効果

を計測しており，具体的にはそれによる「公共政策に関する態度の変容」を検証するも

のであった． 
	 しかしたとえばシナリオ・プランニングのワークショップにみられる「物語形式で議

論を進めることによって新たなアイディアが生み出される」といった過程や，エピソー

ド記憶として古くから知られている「具体的な出来事の流れとして覚えることで記憶に

定着しやすくなる」といった過程についても，実証的に検証されることの意義は大きい

であろう． 
 

(4)	 理論の精緻化・体系化 

	 本研究の特に第 1章においては，既往の物語研究を概観することで，物語というもの
が人間の心理や社会的関係の中で果たしている役割についての様々な仮説を紹介した．

また，現段階で「物語とは何なのか」という問いに簡潔に答えるとすれば，情報の「時
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系列性」や「主体の意図」が明確にされていることが主たる要件になるであろうとの仮

説を提示しており，その検証を第 2章以下において行っている． 
	 しかし第 1章のレビューからも明らかなように，現在のところ，物語の定義，性質，
役割についての理論が体系的に統合されているとは言えないのが現状であり，本研究が

着目した「時系列性」や「主体意図性」の他にも重要な要素が多数あると考えておくべ

きであろうし，体系化の努力は継続する必要がある． 
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た）討論や著作から受ける示唆がなければ，そもそも私が学術研究に着手することもあ

りませんでした．本研究は，西部先生の説く「学問」の水準には程遠いもので，特に哲

学的・言語論的検討に関する私の力量不足から，物語の本質についての原理的な考察が

徹底されないまま実証研究に進んでいる面があることは否めません．しかし西部先生の

説く，総合的な知と生の営みとしての「学問」が真に目指すべきものであることは常に

念頭に置いて取り組んでいるものであり，その姿に少しでも近づけるよう今後も引き続

き努力致します． 
 
	 皆様に深く感謝するとともに，今後恩返しの機会がありましたら是非とも尽力させて

頂きたく存じます． 
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