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フィクションが現実を 
いかにして「制作する」のか



本発表で行うこと
• （１）動機を紹介する 

• （２）前提を共有する 

• （３）問題を取り出す 

• （４）フィクションの制作仮説をつくる 

• （５）フィクションパワーのメカニズム仮説をつくる 

• （６）仮説から問題を整理する



自己紹介



難波優輝



修士一回生



分析美学と 
ポピュラー文化



分析美学 
分析哲学の手法を用いて 

美学的な問題をあつかう学問（cf. 森 2016）。



ポピュラー文化 
バーチャルYouTuber、配信動画、キャラクタの身体 
アニメーションと音響、バグとミス、おしゃれ、

Vaporwave、SF小説



草野原々 
『大絶滅恐竜タイムウォーズ』 

（ハヤカワ文庫JA） 
12月19日 

（巻末解説・プロット 
美学相談）



気になることを手当たり次第 
やっています



本発表で行うこと
• （１）動機を紹介する 

• （２）前提を共有する 

• （３）問題を取り出す 

• （４）フィクションの制作仮説をつくる 

• （５）フィクションパワーのメカニズム仮説をつくる 

• （６）仮説から問題を整理する



（１）動機を紹介する



フィクションが現実を 
いかにして「制作する」のか



をなぜ問うのか？



〈わるさの美学〉 
プロジェクト



〈テロリズム〉と〈恐怖〉 
〈プロパガンダ〉と〈扇動〉 
〈ヘイトスピーチ〉と〈差別〉



〈美的なもの／感性的なもの〉 
〈the aesthetic〉 

がわたしたちの情動・態度・行動を 
動揺させ、改変し、 
「わるさする」力。



修士研究では 
〈ポルノグラフィと社会的公正〉



〈わるさの美学〉の 
ステップとして、



「制作するフィクション」



フィクションどのようにして 
現実に影響を与え、 

現実を変更しうるのか？



フィクションのダークな力を 
問う



本発表で行うこと
• （１）動機を紹介する 

• （２）前提を共有する 

• （３）問題を取り出す 

• （４）フィクションの制作仮説をつくる 

• （５）フィクションパワーのメカニズム仮説をつくる 

• （６）仮説から問題を整理する



（２）前提を共有する



フィクションが 
現実に影響する？



扱う：広い意味での影響



「差別的なフィクションの鑑賞によって
部分的に信念に影響が与えられうる」



扱わない：直接的な因果関係



「暴力的なビデオゲームをすることで
暴力的なふるまいをするようになる」



本発表で行うこと
• （１）動機を紹介する 

• （２）前提を共有する 

• （３）問題を取り出す 

• （４）フィクションの制作仮説をつくる 

• （５）フィクションパワーのメカニズム仮説をつくる 

• （６）仮説から問題を整理する



（３）問題を取り出す



「フィクションが現実に影響する」を扱
いやすいかたちの問いとして取り出す



まず、フィクションのうちで、とくに 
「ポルノグラフィ」批判を行う 

ひとつの文章を例として分析を行う



「ポルノグラフィは、その制作と使用によって、この世界をポルノグラフィ的
な場所へとつくりあげる。女性は何のために存在していると言われているの
か、どのようなものとしてみなされるのか、どのようなものとして扱われるの
かを確立することによって。彼女に対して何ができるのかという観点から、
女性が何であるか、何でありうるかを、そして、男性が女性に対して何をす
るかの観点から社会的現実を構成することで。（MacKinnon 1996, 25）」



「ポルノグラフィ」は 
「女性」を 

「構成する」。



もうすこし一般化する



「フィクション」は 
「ジェンダー」を 
「構成する」



三つともまだ 
明らかではない



これから分析を加える



本発表で行うこと
• （１）動機を紹介する 

• （２）前提を共有する 

• （３）問題を取り出す 

• （４）フィクションの制作仮説をつくる 

• （５）フィクションパワーのメカニズム仮説をつくる 

• （６）仮説から問題を整理する



本発表で行うこと
• （４ａ）フィクションの多義的な意味 

• （４ｂ）フィクションの多義的な力 

• （４ｃ）構成関係について 

• （４ｄ）構成関係を支える承認について 

• （４ｅ）フィクションの制作仮説



（４）フィクションの 
制作仮説をつくる



「フィクション」は 
「ジェンダー」を 
「構成する」



（４ａ）フィクションの 
多義的な意味



まず 
「フィクション」とは？



いろいろな意味の 
「フィクション」（清塚 2017）



虚偽と嘘としての 
「フィクション」



「オリンピック景気の 
虚構と現実」



「実在」とは対応しない概念としての 
「フィクション」



「人権」「社会契約」「理論」
「社会制度」



文学や物語としての 
「フィクション」



本発表でのいみは 
これらのどれとも 
厳密には対応しない



フィクション
• ごっこ遊びにおいて参加者に様々な想像を指定する役割を
果たすよう意図されたものごと（cf. 清塚 2017, 14-15）。 

• 物語的文学作品、映画、演劇、絵画、彫刻。



「フィクション」は 
「ジェンダー」を 
「構成する」



（４ｂ）フィクションの 
多義的な力



いろいろなフィクションの力

• 情動／態度／信念／欲望 

• 変更／破棄／強化 

• ネガティブ／ポジティブ



フィクションパワー（fiction power）

• フィクションがそれを受容するひとびとに対して
もたらす力。 

• 様々なターゲット／効果／帰結がある。



本発表で扱いたいのは、



社会的構成の力



「フィクション」は 
「ジェンダー」を 
「構成する」



フィクションが 
社会的事実の成立に 

何らかの意味で寄与するのか？



社会的事実（social fact）

• 人間なしでは存在しない社会的な事実。 

• 必然的ではなく部分的に変更しうるもの 

• ジェンダー／エスニシティ／人種／社会的カテゴリ



「フィクション」は 
「ジェンダー」を 
「構成する」



「フィクション」は 
「ジェンダー」を 
「構成する」



「構成するもの」が 
「構成されるもの」を 

「構成する」？



「構成するもの」 
「構成されるもの」 

「構成する」 
の関係はまだはっきりしていない



「構成するもの」 
「構成されるもの」 

「構成する」 
の関係を分析する



（４ｃ）構成関係について



「ある原子」が「水」を 
「構成する」



「自然的な事実」が 
「自然的な事実」を 

「構成する」



なぜこの紙切れが1000円札に 
なぜ特定の行為がパワハラになるのか？



社会的事実の構成は 
いかなるルールによって？



自然法則に尽くされない 
何か



構成的ルール



特定の事実Ｘは 
ある文脈Ｃにおいて 

社会的事実Ｙとみなされる（cf. Searle 2010）。



「国立印刷局で発行されたしかじか
の形状・色・絵柄をもつ紙片」は 

「日本国」において、 
「千円札」とみなされる



「フィクション」が 
「ジェンダー」を 
「構成する」 

↓ 
〈ある構成的ルール〉において、 

特定の事実は、 
社会的事実としての「ジェンダー」とみなされる。 

「フィクション」がそのみなしに寄与する。 



構成的ルールは 
なぜ採用されるのか？



わたしたちがそれを 
集合的に承認しているから 

（ひとつの説）



（４ｄ）構成関係を支える 
承認について



フレームとアンカー



図４ 貨幣の例（倉田 2019, 45）



このフレームと 
フィクションパワーを 

組み合わせる



（４ｅ）フィクションの 
制作仮説



図１ フィクションの制作仮説



フィクションの制作仮説

• 集合的承認に影響を与え、フレーム原理（構成的
ルールとしておきたい）の採用を左右する。 

• 承認を維持・強化する／不安定化・破壊する。



「フィクション」が 
「ジェンダー」を 
「構成する」



では、いかにして 
構成に寄与するのか？



本発表で行うこと
• （１）動機を紹介する 

• （２）前提を共有する 

• （３）問題を取り出す 

• （４）フィクションの制作仮説をつくる 

• （５）フィクションパワーのメカニズム仮説をつくる 

• （６）仮説から問題を整理する



（５）フィクションパワーの 
メカニズム仮説をつくる



図２ ティツィアーノ『ヴィーナスと音楽家と子犬』1550年、油
彩、カンヴァス、138 cm × 222.4cm、プラド美術館、マドリード

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B3%DA%B2%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D7%A5%E9%A5%C9%C8%FE%BD%D1%B4%DB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%C9%A5%EA%A1%BC%A5%C9


女性は同じポーズ、そして同じ顔や肌の色や身体的特徴をもつ識別できな
いようなものとして描かれる。こうして、女性の表象は総称的なものとし
て描かれうる。かつ、女性はしわや体毛などまったくなく、つねにつるつ
るとした理想的な体型の女性が描かれる。反して、男性たちはそれぞれの

作家に特徴のある個別的な容貌をしている（cf. Eaton 2012）。



総称性＋理想化のわるさ



Eatonの指摘は 
どう拾えるのか？



ひとつのアプローチとして、



言語哲学を手がかりにすると 
説明仮説がつくれる



総称効果



総称文

• 「ＸはＦである」



総称文の例

• 「日本人*は勤勉だ」 

• 「女性*は従順である」 

• ※Ｘ*は怪しい総称。



総称文のひねくれた推論のわるさ

• 導入規則：もし70％の鳥がＦなら、鳥はＦだと結
論づける。 

• 除去規則：もし鳥がＦなら、鳥の90％はＦである
と結論づける（Cappelen and Dever 2019）。



総称文からのひねくれた推論
• （事実）：「架空の民族ドドの10%は犯罪を犯す」 

• （総称文）：「架空の民族ドド*は犯罪を犯す」 

• （結論）：「架空の民族ドドの90％は犯罪を犯す」 

• ※Ｘ*は怪しい総称。



総称文の規範的なわるさ
• 総称文は対象を本質化+規範的な力を発揮する（Cappelen & Dever 
2019）。 

• 「女性*は従順である」→ 

• 「女性*は本質的に従順でありかつ規範的にそうあるべきだ」**** 

• ※Ｘ*は怪しい総称。Ｘ****は不当な主張



総称文の規範的なわるさ
• たとえ、統計的に事実であったとしても、あるいはごく部分的に事実
でも、抑圧に加担しうる。 

• 「女性*は従順である」「男*は泣かない」「ムスリム*はテロリスト
だ」※Ｘ*は怪しい総称。 

• 社会的カテゴリの性質を「必然的」「自然なもの」とする解釈を誘う。



ここから、Eatonの指摘を 
サポートする理路を提示できる。



図２ ティツィアーノ『ヴィーナスと音楽家と子犬』1550年、油
彩、カンヴァス、138 cm × 222.4cm、プラド美術館、マドリード

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B3%DA%B2%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D7%A5%E9%A5%C9%C8%FE%BD%D1%B4%DB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%C9%A5%EA%A1%BC%A5%C9


女性*は美しい肢体をしている。 
※Ｘ*は怪しい総称。



ひねくれた推論のわるさ 
ごく少ない例にもかかわらず、フィクショナルな画像な
らではのゆたかな情報量とヴィヴィッドな印象づけに

よって、画像からの推論を可能にする。



規範的なわるさ 
フィクショナルな画像ならではのゆたかな情報量とヴィ
ヴィッドな印象づけによって、女性という社会的カテゴリ
を「性的にまなざされるべきもの」「外形的な魅力によっ
て価値づけられるべきもの」だとする本質化+規範化 

を遂行しうる。



総称効果（generic effect）
• 言語・画像・映像の表現形式において。 

• 単一や少数の例を「総称的表象」として用いうる。 

• ひねくれた推論に用いられうる。 

• 本質化と規範化を行う。



総称効果と組み合わさり 
特定のジェンダー／エスニシティ／発達特性と 
性格が〈自然なもの〉として結びつけられ、 

抑圧的な性格構成が行われうる



「総称効果の分析の 
何がうれしいのか？」



総称効果の枠組みを 
用いると、



フィクションをめぐる議論を 
整理できる



本発表で行うこと
• （１）動機を紹介する 

• （２）前提を共有する 

• （３）問題を取り出す 

• （４）フィクションの制作仮説をつくる 

• （５）フィクションパワーのメカニズム仮説をつくる 

• （６）仮説から問題を整理する



（６）仮説から問題を整理する



「これはフィクションだから」



が怪しい意味をもつ場合



図３ 『人工知能』 
Vol. 29 No. 1 
 ( 2014 年1 月)



なぜ多くの議論は一瞬で 
終わらないのか？



総称効果の認定の難しさ



総称効果の認定の問題
• 総称文は、記号的マーカがはっきりしている。 

• 対して、フィクショナルな表象は、それが総称文的な振
る舞いを行うかどうか、制作者の意図や期待、鑑賞の慣
習など、作品そのものの知覚的特徴以外を考慮しなけれ
ばならない。



さらなるフィクショナルな画像
ならではの問題



あいまいさで 
わるさをする例



犬笛（dogwhistle）

• 隠語を用いて、とくに、差別的・煽動的なメッセー
ジを、特定のメンバーに伝達する手法。



犬だけに聞こえる笛 
↓ 

差別と煽動の聴こえない笛



Barack Hussein Obama** 
※Ｘ**は犬笛的用法。



Barack Hussein Obama** 
↓ 

フセイン→ムスリム→テロリスト 

※Ｘ**は犬笛的用法。



「いや、オバマの本名を言って
いるだけじゃないか」



「これはフィクションだから」



図３ 『人工知能』 
Vol. 29 No. 1 
 ( 2014 年1 月)



論者Ａ「これは女性を描いているので
はなく、虚構的な対象を描いている」



論者Ｂ「現実の女性カテゴリに関連づけて 
キャラクタを描いており、 

家事労働に女性が従事することを本質化+規範化しても
いる」



女性は家事をする** 
→虚構的女性が家事をする 
→現実の女性が家事をする 

※Ｘ**はフィクションのあいまいさを
もたらしうる表現



フィクションのあいまいさ（fictive ambiguity）
• フィクションにおけるふたつの指示は混線しやすい。 

• フィクションを使って現実のカテゴリを指示する。 

• フィクションを使って虚構的対象そのものを指示す
る。



あいまいさの 
よりわるい使用可能性



フィクションの犬笛（fictive dogwhistle）
• フィクションとして提示することで、ふたつの指示を混線しうる。 

• 犬笛よりいっそうつよい虚構的否認可能性（fictive deniability）を
もつ。 

• フィクションを使って現実の対象を指示する。 

• フィクションを使って虚構的対象そのものを指示する。



論者Ａ'「これは女性を描いているのでは
なく、虚構的な対象を描いている」 

「（と言いながら現実的な女性を総称し
理想化するものとして犬笛を鳴らす）」



論者Ｂ「現実の女性カテゴリに関連づけてキャラクタを
描いており、 

家事労働に女性が従事することを本質化してもいる」と
いう批判は弱められてしまいうる。



ただ、



総称効果が 
もたらしうる特定のわるさについて 

「フィクションでしかない」 
という反論が理解できる場合もある



例えば、「女性」に対しての暴力的な性愛描写のフィクション 
虚構的な児童を性愛的対象とするフィクションの 

受容実践において 
「現実の女性」が欲望、あるいは「現実の女性の代理として」

欲望されているのかは、一律でも決定的でもない。



虚構的対象そのものが 
欲望されている実践もありうる



もちろん「フィクション」だからすべての表現が道徳
的な批判と応答責任から免除されるわけではない。 
議論はつねに微妙で、そのつどわたしたちの使用する

概念と事例は見直されなければならない。



おわりに



本発表で行ったこと
• （１）動機を紹介する 

• （２）前提を共有する 

• （３）問題を取り出す 

• （４）フィクションの制作仮説をつくる 

• （５）フィクションパワーのメカニズム仮説をつくる 

• （６）仮説から問題を整理する



「これはどうみても〈わるい〉」 
という自他の認定を俯瞰しつつ、実践に
おいて解釈と議論を続ける必要がある。



規制論や道徳的非難の論争の前に、わたし
たちが何を批判しようとしているのか、何を
めぐって対立しているのかを分析し、議論を

進めるべきだと考える。
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