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「これは人間ではない」 
キャラクタの画像の何がわるいのか 

難波優輝 

1. 問題を共有する‒‒‒‒キャラクタの画像の問題 
1.1. 問いと答え 

虚構的なキャラクタの画像を提示する行為の倫理的問題を適切に問うために、 
（ａ）重要な要素はどれで、 

→（１）画像の内容の意味（２）画像の使用の意味（３）構成される行為（４）提示者
（５）意図（６）文脈（７）ジャンルの各要素が重要で、 

（ｂ）それらはどのように関わるか？ 
→（１）から（３）の解釈の手がかりとして（４）から（７）の各要素が重要な役割を
果たす。 

1.2. 扱うものと扱わないもの 

対象�
・扱う�

・実在の⼈物の写真的画像／映像ではなく、あからさまに虚構的なキャラクタを描写し
ていると⼀般にみなされる画像。�
・とくに（準）公的機関や公共の利益を⽬指した活動を⾏なっているとみなされる団体
によるキャラクタの画像使⽤で、公衆の⽬に触れやすいもの／問題になったもの。�

・扱わない�
・キャラクタの画像の個⼈的な発表（議論が⼀部適⽤できないわけではないが保留）。�

倫理的問題�
・扱う�

・キャラクタの画像を提⽰する「使⽤」「⾏為」に関わる「倫理的問題」。�
以下「使⽤」は「⾏為」のうちの⼀例として使⽤と⾏為を区別せずに⽤いる。�
→倫理的問題は典型的には⾏為に関して問われる。�
ある画像作品が倫理的に問題とされるとき、その「意味」が単独で問題とされるという
より、その内容を使って誰かがしていること＝「行為」が問題の対象となっているは
ず。 

・扱わない�
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・⼼的態度への影響：信念や欲望への影響問題（画像をみることで倫理的に問題のある
考えや態度を形成する倫理的問題）。�
・事態・事件：実際の不快感や事件の問題（画像をみることの不快感と画像に影響され
発⽣した事件）（以上、区分は難波（2019）も参照のこと）。�

注記�
・特定の画像（映像）表象（とくにポルノグラフィ）が鑑賞者に与える⼼的態度への影響の⼼
理学的実験研究は蓄積されている。だが、結果の解釈／⽅法は議論のさなかにある（まとまっ
た議論は、Eaton�2007）。�
・具体的な不快感をはじめとする「事態・事件」の倫理的問題をキャラクタの画像をめぐる議
論全体から排除することは避けるべき。�

⼥性の不快や脅威の感覚にまったく配慮しないことは、まさに⼥性たちのものの
⾒⽅や感情を無視するという点で「モノ化」であり性差別である〔……〕『宇崎
ちゃん』ポスターそのものが単体で性差別的であるというよりも、むしろポス
ターに不快を感じる（主に）⼥性たちの観点や感情が軽視・無視されてしまうこ
とについての、社会的な無理解や無関⼼こそが問題である。（江⼝�2019）�

まとめ：本発表はキャラクタの画像の倫理的問題を行為の側面から問う。倫理的問題に決定的
な答えを与えることが目的ではなく、答えを与えるために問われるべき問いを共有する。 

2. 枠組みをつくる‒‒‒‒画像の意味と行為 
2.1. ふたつの意味と行為 

・画像提示行為（picture-presentation-act）：特定の文脈で画像を提示する行為。 
・内容の意味（meaning in contents）：異なる文脈においても共通して理解されるような画
像の意味（描写内容（depicted content）、松永（2017）のまとめを参照）。 
・使用の意味（meaning in use）：特定の文脈で提示されることで「その使用において」理解
されるような画像に関する意味。 
・構成される行為（constituted act）：画像の提示行為によって構成される行為（Austin
（1962）、Langton（1993）をはじめとする言語行為論をおおきな参照元としている）（＝画
像提示内行為（in-picture-presentation-act））。 

図１ 画像のふたつの意味と構成される行為フロー 

2



ある画像がいいとかわるいとかを話す→ある画像使⽤が構成される⾏為の倫理的価値を⼀側⾯
では議論しているはず。�

まとめ：キャラクタの画像の倫理的問題の行為の側面を問うためには、ふたつの意味と構成さ
れる行為の解釈が関わってくる。 

2.2. 解釈の手がかり 

図２ 画像コミュニケーションダイヤグラム 

（ａ）提示者 

制作者（creator）：画像の生産に責任のある者。個人／集団のどちらもありうる。 

提示者（presenter）：画像の提示者。制作者と同一の対象である場合もあれば、異なる場合
もある。制作者の意図とは独立に特定の画像を特定の文脈で、特定の意図を伴い、画像提示行
為と構成される行為を遂行しうる。 

公共機関の提示者：公的、公共的、学術的機関の名においてキャラクタの画像を用いた画像提
示／構成される行為が行われるとき、特定の権限を帯びたものとして判断されうる。 

提示者の立場：あるキャラクタの画像を用いた画像提示の提示者がどのような社会的な「立場
（position）」を分配されているのか。たとえば、男性が女性の画像を用いているのか（cf. 
Barnes 2016）。 

（ｂ）意図 
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実際の／仮定された作者の仮説的意図主義：作品の意味は、注意深く適切な知識を持つ読者が
実際の／仮定された作者に帰属させるであろう仮説的意図によって決まる。後者の仮定された
作者は、多くの点で実際の作者と似ているものの、同時に、完璧な言語能力といった追加の特
性も持つものとして想定される（cf. 松永 2013; Irvin 2006）。 

画像提示行為の仮説的意図主義：ある文脈におけるある画像によって行われる特定の画像のふ
たつの意味と構成される行為の解釈は実際の／仮定された制作者／提示者の仮説的意図によっ
て（部分的にせよ）決定されうる。 

（ｃ）文脈 

マクロな文脈と画像提示：マクロな文脈‒‒‒‒ある画像の内容と使用の意味、あるいは構成され
る行為が特定の倫理的に問題のあるふるまいや主張などと歴史・文化的に結びついている文
脈‒‒‒‒は、ある画像の内容と使用の意味、あるいは構成される行為の解釈に影響する（アイデ
アは松浦（2020a; 2020b）も参照した）。 

ミクロな文脈と画像提示：ミクロな文脈‒‒‒‒特定の時間、空間、環境‒‒‒は、ある画像の内容
と使用の意味、あるいは構成される行為の解釈に影響する。 

（ｄ）ジャンル 

ジャンル：キャラクタの画像の意味と構成される行為を解釈するしかたの一定の規範。現実に
ついてのジャンルかそうではないジャンルか（cf. Liao & Protasi 2013）。ジャンルは意味と行
為のそれぞれの解釈に規範的な指示を与える。 

3. 実践を分析する‒‒‒‒画像コミュニケーションの倫理学 
3.1. 『宇崎ちゃんは遊びたい！』と献血ポスターケース 

（ケース１．ラインスタンプ）�
ケース２．『宇崎ちゃんは遊びたい！』と献⾎ポスター�

提⽰者の分析�

〔……〕⼥性的な⾝体の部分を強調したイラストは、⼥性を単なるモノとして⾒る性差
別的な⾒⽅を反映しているから、そうしたポスターが公共性の⾼い団体の広報に使われ
るのは不適切だ、という意⾒はありえる。この場合はむしろ、ポスターにあらわれるよ
うな発想（アイディア）や⼥性に対する観点が、公共性の⾼い団体のポスターにおいて
表現されることで、⼥性⼀般をモノ化する発想を維持・拡⼤することに通じる可能性が
ある、ということが問題にされているのだろう。（江⼝�2019）�
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意図への焦点�

その典型〔適切でない反論を⾏なっている例〕が、⼥性⽤下着を⾝につけた広告ポス
ターを件のポスター〔『宇崎ちゃんは遊びたい！』献⾎ポスター〕と並べ、「どこが違
うんだ」と怒っているものだ。〔……〕⼥性が⾃らの⾝体を愛し、可愛かったりかっこ
よかったりする下着を凛とした表情で⾝につけて堂々としているポスターはまさに⼥性
の性の主体性の回復だ。これがくだんの献⾎ポスターと同じに⾒えるとは、そんな区別
もつかないのかと呆れたくなるが、「⼥性⾝体＝性的」、「性にかかわる批判＝保守反
動」という思い込みが今も⽇本の社会には少なからずあるようだ。（牟⽥�2019）�

マクロな⽂脈の分析�

⼩宮（2019）の五つの条件（１）性的部位への焦点化（２）理由のない露出（３）性的なメタ
ファー（４）意図しない／望まない性的接近のエロティック化（５）利⽤可能性／受動性の表
現。�

ミクロな⽂脈�

⽇本⾚⼗字社はかなり以前から多種多様な⼈気アニメ・マンガとの「コラボ」によって、
若者に対するキャンペーンをおこなっている。『宇崎ちゃん』はその⼀連の企画のひと
つであり、またポスターが掲⽰されたのは献⾎ルームなどに限られていたことを考慮す
ると、すでに⼈気のあった『宇崎ちゃん』とのコラボを選択することに特に問題がある
ようには思えない。主⼈公のルックスと性格を表した単⾏本表紙の絵柄を選択すること
にも、さほど問題があるわけではないだろう。（江⼝�2019）�

ジャンルへの⾔及�

主⼈公の⼀⼈の桜井先輩は、⾼⾝⻑のイケメンだが奥⼿で堅物の男⼦⼤学⽣である。も
う⼀⼈の主⼈公宇崎ちゃんは、⼥性的で豊満な⾝体つきだが、実は⾮常に活発で⾷い意
地がはった「ウザくてカワイイ」⼥⼦⼤学⽣である。この作品は、⼆⼈がおりなす「くっ
つきそうでくっつかない」ほのぼのとした⽇常⽣活を描いたラブコメであり、部分的に
エロチックな要素も含んではいるものの、⼀部の⼈々がポスターから連想したような
「お⾊気」や「エロ」中⼼の物語ではない。（江⼝�2019）�

マンガ作品としての『宇崎ちゃんは遊びたい』を読む限り、この作品が⼥性を性的にモ
ノ化しているという批判はあてはまらないように思われる。それどころか、宇崎ちゃん
が他の登場⼈物のセクハラ的発⾔に対して強く対決しているシーンもあり、宇崎ちゃん
は⾃覚的・⾃⽴的・能動的で魅⼒的な⼥性として描かれている。（江⼝�2019）�

実践と倫理�
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・どの項⽬をどの程度説得的に⽰せば倫理的⾮難や道徳的制裁の⼗分な根拠となるのかどうか
は明らかではない。わたしたちがどういう実践をつくるつもりなのかにもよる。�
・すべての議論ですべての項⽬を明⽰化する必要があるわけではないだろう。だが、規範的な
主張や学術的主張をしたいのであれば、議論者にその主張の重みに応じた説明責任は課される
だろう。�
・特定の提⽰者による虚構的なキャラクタの画像提⽰⾏為は特定の⽂脈のもとで、倫理的に問
題のある⾏為を構成しうる可能性は⼗分にある。だが、その判断はかなり込み⼊っているだろ
う。個別の各条件を議論する必要がある。�
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