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1. 研究の背景・目的 

 

 ポルノグラフィは，社会的にも社会学的にも議論の係争点であり，ジェンダーの平等が論

点となる場合にはとりわけそうである．その端緒は，A.ドウォーキン（1979=1991）や C.

マッキノン（1993=1995）らを代表的な論者とする反ポルノ派フェミニストにより，ポルノ

グラフィの表象が女性差別的なものであると問題化された第二波フェミニズムの時代であ

るといえる． 

 しかし，反ポルノ派フェミニストの理論が有する問題の 1 つに，女性のポルノの「見方」

の多様性を狭めてしまうがゆえに，女性を「被害者」の位置に固定化してしまう点がある．

つまり，「ポルノ表現を必然的に男性による女性への暴力や収奪を引き起こすものとしてそ

の見方を固定化すれば，逆説的に女性のセクシュアリティを――まさに特定の異性愛男性

向けポルノが描き出すとおりに――暴力と収奪の対象として普遍化することになる」のだ

（清水 2016: 156）． 

 「見方」の多様性とは，視聴者の能力という側面だけでなく，表象の多様性の問題でもあ

る．瀬地山角（1992）は，性に関して抑制的な規範を前提としない限り，マッキノンやドウ

ォーキンのポルノ批判は「両性にとってよりよいポルノグラフィ」を目標に掲げうると論じ

た．つまり，彼女らによるポルノ批判の問題の 1 つに，後に活発化した「女性が楽しむポル

ノグラフィ」という存在をうまく説明できないという点がある．男性主流の文化であったポ

ルノグラフィに「異なる見方」を生み出した女性向けポルノによって，「女性」たちはポル

ノの読者・視聴者にもなってきた． 

 しかし近代以降，性にまつわる「知」が「権力」と結びついて人々を主体化＝従属化させ

てきたことを M. フーコー（1976＝1986）が批判したように，女性が性の「客体」から「主
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体」になったことを「進歩」とすることには慎重でなければならない．本報告は，女性向け

ポルノの研究にあたり，第三波フェミニズムの研究を引き継ぎながら，性的主体化の視点か

ら取り組むことの有用性を論じる．その方法として，ポルノグラフィを性的主体化の装置と

して論じた赤川学の研究を，「異なる見方」に開いていく方向性を提示する． 

 

2. 先行研究 

 

 日本では，女性向け性的表現として漫画が先行しており，秋本・奥山・諸橋（1987），衿

野（[1990]1993），デボラ・シャムーン（2002）らにより「レディース・コミック（レディ

コミ）」の分析が行われた1．その後，女性向けポルノコミックを単著レベルのボリュームで

研究したのが，堀あきこ（2009）と守如子（2010）である． 

 どちらも男性向け／女性向けポルノコミックを比較分析するという方法をとっているが，

その特徴の解釈から導き出された結論は大きく異なっている．堀は内容分析の結果から，

「女性向けメディアにおいて，男性はグラビア的単一存在としては性的対象とならず，彼を

組み込んだ物語が生まれた時，ようやく性的身体として認められる」（堀 2009: 231）と主

張する．このような「〈物語性〉を組み込む女性的な性的欲望」の存在理由を，堀はキャロ

ル・ギリガンが主張した，コミュニケーション，愛情，ケアを志向する「responsibility」に

もとづく女性の価値観で説明する（堀 2009: 231-2）． 

 しかし，ケアの倫理を女性独自のものとするギリガンが本質主義的であるとして批判さ

れたことを踏まえれば，ギリガンに依拠して男女の性的欲望の差異を強調する堀もまた，同

様の批判を免れることは難しい2．つまり，堀は女性向けポルノという「異なる見方」の価

値を優先したことで，男女のジェンダーの固定化に傾いてしまう． 

 堀と守の研究で，一番異なっているのはこの点である．守は堀のこうした態度に対し，「男

性／女性に配分されてきた物事のうちで女性側に配分されてきたものの価値を積極的に認

めることに意義があると考えているわけではない」，「女性向けポルノコミックと男性向け

ポルノコミックが異なる価値観によっているとはあまり考えていない」（守 2010: 23）と主

張する3．つまり，堀が男女の性的欲望の差異を強調するのに対し，守は類似を強調する． 

 だが他方で守は，男女の類似を強調するあまり，女性読者の「異なる見方」を制限してし

まう危険性がある．たとえば，漫画雑誌に寄せられた読者アンケートを分析した守は，そこ

で発見される「恋愛を強調する読者」を快楽の性やマスターベーションを肯定できない抑圧

された女性として説明してしまうのである4（守 2010: 101-4）． 

 以上より，男性向け／女性向けポルノを比較分析する際，単にその差異あるいは類似を強

調する場合には，問題があることが明らかになった．つまり，両者が陥るこの隘路を避ける

ためには，「男性」とは「異なる見方」が可能な存在としてポルノが構築する「女性」像を

分析しつつも，その「異なる見方」を「女性」のものとも「男性」に近いものとも固定化さ
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せないことが求められる．本報告は，ポルノグラフィを性的主体化の装置として捉える視角

を批判的に引き継ぐことが，この問題に対する 1 つの解となりうることを以下で論じてい

く． 

 

3. 性的主体化の装置としてのポルノグラフィ 

 

 表象による女性差別への抵抗を，「異なる見方」の可能性に見出すという研究の動向は，

ポルノグラフィだけでなく，より一般にポピュラー・カルチャーにおける「女性」の研究と

も重なっている．田中東子（2012）は，第二波フェミニズム（ドウォーキンやマッキノンが

ここに位置する）への批判から立ち上がった第三波フェミニズムと呼ばれる潮流と，ポピュ

ラー・カルチャーの関係性を整理している．第三波フェミニズムのうち5，「フェミニスト・

カルチュラル・スタディーズ」と「身体の脱構築系」の研究動向の合流地点で研究する場合，

ポピュラー文化とジェンダーに関する研究は，文化コンテンツの「歪められた」女性像を受

動的に受けいれるのではなく，能動的に解釈を行う複数的な「女性」の姿を明らかにするこ

とが目指される．言い換えれば，誤った「女性」表象という存在を前提としそれを正そうと

する方向の分析から，「女性」という主体を無批判に前提としない構築主義への転換，さら

には女性性の再構築ないしは転覆の可能性の模索（Geraghty 1996: 317-320）という方向へ

と向かうことになる． 

 こうした，「女性」という「主体」の構築性を批判的にとらえつつ，表象を消費する側の

存在として「女性」を位置づけるという第三波フェミニズムの問題関心を，本研究は引き継

ぐ．このときポルノグラフィを分析するうえで参考になるのは，性の抑圧ではなく性的主体

の生産こそ権力の効果であるとした M.フーコー（1976=1986）の理論6であり，ポルノグラ

フィこそその「本当の自分を・性的欲望によって・強制的に知らしめる装置」（赤川 1996: 

134）であるとした赤川学の研究である． 

 赤川（1996）は，「ポルノグラフィは受け手を，自己のセクシュアリティの真理に拘束さ

れた主体として産出する（フーコーがいう意味でのセクシュアリゼーションの）権力装置で

あると同時に，性的差異の再認を強化・補強し彼を男性として作り上げる［…］ジェンダー

の権力装置でもある」（赤川 1996: 153）と論じた7．主体化とポルノグラフィを結びつけた

点において，赤川の研究は重要である．第一に，女性がポルノの「客体」ではなく，ポルノ

を消費する「主体」になればよい，という単純な結論を退けることができる．そして第二に，

「男性」・「女性」の性的欲望によってポルノグラフィが選択，消費されるのではなく，ポル

ノグラフィが受け手をジェンダー化された主体として構築する，と考えることで，本質主義

に傾かない議論が可能となる． 

 後者の利点を，「女性」の「異なる見方」のオルタナティブ性を評価したまま固定化させ

ないように活かすには，赤川の理論をより発展させる必要があるだろう．赤川の理論は，「性

的主体化」とポルノ消費を結びつけた点において重要性がありつつも，ポルノグラフィを

「異なる見方」に向けて開いていこうとするとき，注意すべき点が 2 つある．第一に，「男
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であるがゆえにポルノを見る」のではなく，ポルノの様式が消費者に男性であることを要請

するという分析（赤川 1996: 134-5）にとって，主流のポルノに対して「異なる見方」をも

たらす「女性向けポルノグラフィ」という存在が語義矛盾になる点である．そして第二に，

視聴者が多様に「異なる見方」を実践する余地がなく，主体化への抵抗可能性が描かれてい

ない点である． 

 

4. 女性向け AV という「異なる見方」 

 

 赤川の研究は，「ポルノグラフィという言説の持つ特性――告白という文体の多用，性

にまつわる欲望と行動の描写の多様性，女性身体に対する描写の特化――がいかにして受

け手となる諸個人を（男性としての
、、、、、、

）『性的主体』として産出するかを記述」してみせた

（赤川 1996: 135 傍点筆者）．つまり，女性向けポルノグラフィの当時の存在感の薄さ

と，そのような分析対象の範囲8から生み出された赤川の理論においては，「性的主体化」

とは「男性の性的主体化」のことである．赤川の分析において，「女性」は「見られる」

存在であって，「見る」存在ではない9． 

 実際，赤川が性的主体化の装置としてのポルノグラフィに指摘した特徴は，女性向けポル

ノグラフィには当てはまらないことも多い．一例として，赤川の主体化論が「男性」のもの

となっている，ポルノのジェンダー化の仕組みとして分析されるのは，男性登場人物の視線

＝作品のカメラアイ＝読者・視聴者の視線の一致によって，読者・視聴者が男性登場人物の

目を借りて，女性登場人物の性的快感を見つめるという技法である（赤川 1996: 182-3）．

消費者は，男性に同一化するとともに，同一化不可能な「他者」として女性と向かい合うこ

とによって，「男性」であることを再認するというジェンダー化の仕組みをもつ． 

 しかし女性向けの性的表現である「TL（ティーンズラブ）」や「ヤオイ」の場合，特徴的

なのは，男性向けポルノのような登場人物に「同一化する視線」ではなく，性交する 2 人を

第三者的位置から見つめる「俯瞰する視線」（堀 2009）である．この視線の構造の特徴は，

日本の代表的女性向け AV メーカー「SILK LABO」の作品でも同様に確認される（服部 

2019）．つまり，女性向けポルノでは，赤川が明らかにしたような同一化によるジェンダー

化の仕組みは単純には備わっていない． 

 

5. AV が想定する見方とは「異なる見方」 

 

 第二に，赤川の性的主体化の装置論には，主体化に対する抵抗可能性が描かれていないと

いう問題点がある．本報告は，J.バトラーの性的主体化論の導入を解決策として論じる． 

 J.バトラーは，マッキノンおよびこの研究を受けた R.ラングトン（1993）が，言語行為論

の立場からポルノを「発語内行為」10として分析したことを批判する．発語内行為であると
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いうことは，ポルノ表現がそれ自体「において in」女性を男性に従属させていること，つ

まりポルノの影響を単一化することを意味するからである．ゆえにバトラーは，ポルノグラ

フィを発語行為や発語内行為の遂行「によって by」別の意味の行為を遂行する「発語媒介

行為」として捉え直す11（Butler 1997=2015）． 

 言語行為論は，L. アルチュセール（1970=1993）の「呼びかけ」概念と，J. デリダ

（1972[1990]=2002）によるオースティン批判を経由して，バトラーの主概念「パフォーマ

ティヴィティ」12の背景となっている．バトラー理論において「主体」とは，言語行為によ

る絶えざる構築過程のなかで，行為の起源として擬制されるものである．バトラーは，憎悪

発話（ポルノも含まれる）もまた言語行為であるがゆえに「失敗」13の可能性に晒されてい

ることを明らかにすることで，これに対抗する．つまり，主体化させる権力に対し可能な抵

抗とは，権力の外側なるものをユートピア化させることではなく，終わりなき主体化のただ

なかでずれを増幅させ，権力が思ってもみなかった主体化を遂げること，より具体的にいえ

ば，「呼びかけ」の際に呼ばれる名称＝蔑称14を，呼びかけられる側が領有して新たに意味づ

けることである（Butler 1997=2015）． 

 以上の主体化への抵抗の理論を踏まえるとき，ソフト・オン・デマンドグループ株式会社

運営の女性向けアダルト動画サイト「GIRL’S CH」が，自社の「男性向け」AV の一部を切

り取り，つなぎ合わせることで，短い「女性向け」動画として提供していることは興味深い

事例である（違法アップロードをしている他の女性向けアダルト動画サイトでも同様の事

例は多い）．というのも，「男性の性的主体化の装置」と分析される AV の一部を単に切り貼

りするだけで，「女性」が楽しむコンテンツとして再領有しているからである．女性の性的

主体化の装置（であると仮説が立てられるもの）そのものに，男性の性的主体化の装置への

水路があるということであり，バトラーがいう引用の「失敗」可能性が内蔵された権力装置

の例であるといえるだろう． 

 これは，ポルノグラフィの視聴者が結局のところ「男性」としてのみ主体化されてしまう

という偏りとしてももちろん解釈可能ではあるが，「女性」として「男性向け」AV を楽しむ

再解釈の実践としても理解の可能性がある．つまり，女性視聴者の「異なる見方」によって

男性向け AV とその性的欲望にもずれを生じさせている可能性があり，より詳細な経験的

研究が求められる． 

 

6. 結論 

 

 本報告は，フェミニズムによる反ポルノ批判を，「異なる見方」をキーワードに整理しつ

つ，男性向け／女性向けポルノを単に類似または差異で分析するときに陥る隘路を指摘し

た．これを回避するための方策として，性的主体化の装置としてポルノを捉えた赤川学の理

論の有用性を示すとともに，この赤川の理論をさらにまた「異なる見方」に開き，女性向け
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ポルノの分析に援用可能にする必要性を提示した． 

 本報告が提示した，女性向けポルノは男性向けポルノとは「異なる見方」でできており，

かつ女性の受け手は「男性」と同じようにポルノを楽しめるのではないか，という仮説は，

単に堀（2009）と守（2010）の結論の間をとるというものではない．性的欲望の差異か類

似かの 2 択というよりはむしろ，性的欲望の持ち主として擬製される「主体」への抵抗に向

かえる視聴者の可能性を仮説として形成した．言い換えれば，本研究は女性向けポルノを，

「“正しい”主体化」の装置としてではなく，「女性」という性的主体の産出過程にずれを増

幅させる仕組みもまた内包した装置であるとする，検証すべき仮説を提示することで，「性

的主体」としての「女性」の肯定と警戒の間の葛藤を研究の射程に含めている． 

 以上の分析視座に立つとき，女性向けポルノのなかでも，AV というメディアに着目する

ことは特に有意義なはずである．まず，赤川（1996）の「（男性の）性的主体化」の理論は，

女性向けポルノの特徴をそのままでは説明しないのだった．そこで，赤川の「視線」による

ジェンダー化の問題と，堀（2009）の「俯瞰する視線」の議論を組み合わせる必要があるが，

このとき「見る」（≠「読む」）メディアとして，「視線」を先鋭化させた AV の分析は有望

だと思われる．また，「男性向け」AV を「女性向け」にたやすく編集する作り手と視聴者の

実践は，主体化へのパフォーマティヴな抵抗の潜在的な例としてすでに述べた． 

 女性向け AV による「主体化」の機制を明らかにし，男性向け／女性向けジャンルを越境

してジェンダー化された主体にずれを生じさせる視聴者の実践を分析する，経験的調査が

今後の課題となる．このとき、内容分析だけでなく、守（2010）による読者アンケートはが

きの分析の意義を踏まえ，視聴者が書いたレビュー文をデータとして使用するのは有効だ

ろう．しかし，アンケートやレビュー文では，商品ジャンルを越境、曖昧化させるファンの

実践は分析しづらく，より in-depth なインタビュー調査などが求められる． 

 

 

注 

 

1 女性向け性的表現としては，男性同性愛を描く「やおい・BL」が市場も大きく（堀・守

の両者も取り上げている），そのファン「腐女子」の研究も盛んである．しかし，筆者

の今後の研究で扱っていく女性向け AV という題材との類似性のために，主として男女

の性愛を描いたポルノコミックを扱った先行研究を取り上げる． 

2 もちろん，「本書で使用する“セクシュアリティ”や“ジェンダー”という言葉は，社会的に

構築されるものであり，本質的なものでも，普遍的なものでも，ア・プリオリなもので

もない，という前提によっている」（堀 2009: 3）と述べることで堀は批判から距離を取

ろうとするのであるが，しかしやはり，構築された男女の社会的性質の固定化につなが
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ってしまう危険性があることはなお言えるであろう． 

3 守は，「ポルノは『男性のもの』ではないし，男性向けコミックのうちにもポルノと定義

できない性的表現を含む作品は少なくないと考えている」（守 2010: 23）とも述べてい

る．これは，堀が男性向け作品には「ポルノ」という言葉を使うが，女性向け作品は戦

略的に「ポルノ」という言葉を避け，〈性的表現を含む女性向けコミック〉と呼んでい

ることに対するものである．堀の呼称の選択は，ヤオイ，TL，レディコミといった〈性

的表現を含む女性向けコミック〉のジャンルの間や，あるジャンル内部の雑誌の間に

は，マスターベーションとのつながり具合にグラデーションがある（堀 2009: 83-4）こ

とから来る，「扱った女性向けコミックが〈ポルノ〉という言葉の印象にそぐわないと

いう自分の実感」（堀 2009: 4）が要因である．ここにも，研究対象に対する態度の大き

な違いが見てとれる． 

4 詳しく述べると，守は「ハードな BL」誌に寄せられた読者アンケートを以下のように解

釈する． 

 

  同じ雑誌の読者であっても，あくまでも恋愛を描く作品であることを強調する

「恋愛を強調する読者」と，そこにはこだわらない「ポルノ表現を歓迎する読者」

に二分化されることがわかる．ここから，ポルノグラフィに楽しみを見出す自分自

身を受容することが難しい女性の存在が見えてくる．女性にとって快楽の性やマス

ターベーションそのものを肯定することはまだまだ難しいようだ．「H がハード」

な雑誌を購入していても，「愛があふれている」という別の理由を持ち出さなけれ

ば表現を楽しむことができない女性も少なくないのである．（守 2010: 103-4） 

 

  一見，「ハードな BL」を楽しむ読者には，「恋愛を強調する読者」と「ポルノ表現を

歓迎する読者」の 2 通りあるかのように説明されている．しかし「恋愛を強調する読

者」は，本当はポルノ表現を楽しんでいるのだが，そのような自分自身を認めることが

できないために，「愛」という言葉を言い訳として用いているのだと守は解釈してい

る．つまり，あくまで「恋愛要素を楽しむ読者」と「ポルノ表現を楽しむ読者」の 2 通

りがあるのではなく，本来的，無意識的には「ポルノ表現を楽しむ読者」のただ 1 通り

が存在するのであり，しかし読者アンケートの書きぶり，「語り」が 2 通りあるとされ

ているのだ． 

  しかし，雑誌の読者アンケートは，そのような裏読みができるほどのデータではない

ように思われる．この類型を性を抑圧された女性として解釈することは，彼女たちの語

る能力を軽視することになってしまうだろう．たしかに，「性」と「愛」を強固に結び

つけるイデオロギーの存在が女性を縛りつけてしまうことの問題は，いくら強調しても

しすぎることはないし，「愛があふれているから好き」という語りを素朴に受け止める

ことにも注意深くなければならない．だが，女性向けポルノに見られる「愛」の要素

は，「言い訳」としてではなく，主流のポルノに対するオルタナティブな表現として捉
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えることが可能であろう．これを，堀（2009）とは異なり，ジェンダーの固定化に傾か

ずに分析することが求められる． 

5 田中の整理によれば，第三波フェミニズムとは，①「フェミニスト・カルチュラル・ス

タディーズ」（アンジェラ・マクロビーなど），②「身体の脱構築系」（ダナ・ハラウェ

イ，ジュディス・バトラーなど），③「ポストコロニアル系」（ガヤトリ・スピヴァク，

トリン・T・ミンハなど）のおよそ 3 つがゆるやかにまとめられた呼び名である（田中 

2012: 19）．本研究にとって重要なのは①と②であるが，当然③もまた，一枚岩ではない

「女性」という性的主体の複数性に着目したものである． 

6 M.フーコーによれば，権力は性の語彙によって，「主体（サブジェクト）」＝「支配と従

属によって誰かに従属していることと，良心や自己認識によって自らのアイデンティテ

ィと結びついていること」（Foucault 1982=1996: 291-2）を生みだす．近代以降の人々

は，司牧者や精神分析家，性科学の知……といったもののもとに「従属」することによ

って「性」を自らのうちに抱え込む「主体」として立ち上がるというジレンマを生きて

いるのである． 

 7 赤川はフーコーが提出した性的主体化の装置のモデルを以下のように定式化する． 

 

  第一に，諸個人は告白によって自己の唯一性の真理を経験する．第二に，性的唯

一性は性科学によって特殊化され客体化された性的特殊性の真理に変換される．第

三に，彼・彼女は性的特殊性の真理による，性的欲望の語彙を自己のアイデンティ

ティとして引き受ける．第四に，諸個人はつねに自己再認の実践を繰り返す．こう

した四重の過程によって，諸個人は「性的主体」として産出される．（赤川 1996: 

129-30） 

 

  この装置のモデルは，ポルノグラフィのテクノロジーとどう対応しているか．第一

に，ポルノグラフィの男性受け手が女性の告白の聞き手として告白のゲームに参加し，

他者と自分とが同じ資格で単独性の位相になることを認める．第二に，ポルノグラフィ

が多様な性的嗜好の語彙を提供する．第三に，視聴者は「性的欲望への欲望」がかきた

てられることで，自分がどのような欲望を抱えた人間なのかというアイデンティティの

探求を行うと同時に，性的興奮によって回答される．第四に，ポルノは女性の身体を中

心に映すことにより女性のセクシュアリティの真理を謎として受け手に提示するが，そ

の謎の答えは表象内部のどこにも存在しないがゆえに探索は終わることのない構造を持

っており，受け手は女性を同一化不可能な他者とする「男性」であることを不断に再認

する．以上をもって，男性向けポルノはヘテロ男性を性的主体として産出する（赤川 

1996: 135-53）． 

8 実際，赤川は註釈で「女性のポルノグラフィといわれるレディース・コミックや，男性

同性愛を女性作家が書き女性が受容する「や・お・い」マンガについては，別の分析が

必要だ」（赤川 1996: 155）と述べている．また，あとがきには，本書の元となったであ
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ろう学会発表の際に，上野千鶴子に「『あなたは性的主体化とかいってるけど，きちん

と男性の性的主体化といいなさい』とコメントしていただいた」（赤川 1996: 199）とい

うエピソードも書かれている． 

9 J.バトラーの理論研究を行う大貫挙学（2014）は，赤川の理論から，女性の「客体とし

ての主体化」を導きだそうとしている．大貫は，バトラーの性的主体化論における

「（非）主体」概念の例示のために，赤川の理論を引用している． 

 

  つまり，主体化の装置としてポルノグラフィを捉えるとすれば，女性は「みられ

る客体」として「主体化」されるといえるのである．「みられる存在」もまた，主

体化の外部にはいない．もちろん，「みる主体」たる「男」がそのような主体であ

るためには，「みられる主体」たる「女」を必要とする．（大貫 2014: 103） 

 

  つまり，視線の「客体」とされる「女」もまた，主体を産出する権力の外側に出るこ

とはできないため，「非主体」にはなれない．しかし「男」のような「主体」にもなれ

ないので，「男」の主体化において必要とされる構造的他者の位置に置かれる．これを

バトラーはレトリカルに「（非）主体」（Butler[1991]1993=1996）と呼ぶ．しかしやは

り，大貫の補足があっても，ポルノグラフィを「見る」ことによって構築される「女

性」という主体は分析できない． 

10 オースティンは言語行為を 3 種，つまり，①身体的に言葉を発するという最も基本とな

る「発語行為」，②たとえば「僕は君に約束する」という発語が「約束する」行為その

ものになっているような「発語内行為」，③たとえば「約束する」という発語によって

相手を説得するというように，発語（内）行為から間接的に因果的結果をもたらす「発

語媒介行為」に分類する．「発語内行為」は慣習によってただちに発効するが，「発語媒

介行為」において特定の効果がもたらされるかどうかは不確定である（例の場合，説得

されない可能性がある）（Austin 1962=2019）． 

11 ただし江口聡は，バトラーが解釈しているラングトンの言語行為論を批判し，ポルノを

発語内行為ではなく発語媒介行為として捉えるべきであるのは，バトラーが論じた「憎

悪表現に対して，対抗言論や，言葉の意味の意図的な誤用・流用などによって抗議して

ゆくことができなくなる」といった「政治的な理由からではな」いと批判する．江口に

よれば，それは「われわれの言語の用法についての事実に関する哲学的な理由からでな

ければならないはずである」（江口 2007: 33）．つまり，ポルノが発語内行為であると考

えるならば，「約束します」という発語が持つのと同等の慣習やあるいは制度的な権威

がなければならないが，そうは考えにくい．ポルノが“結果として”女性を従属させるよ

うなことはありうるが，その場合のポルノは，政治的にではなく事実として発語媒介行

為である．この発語媒介行為としての側面に注目するのであれば ，「ポルノグラフィ的

表現がどのような帰結をもたらすのかを明らかにするために，ポルノグラフィ愛好者た

ちの現象論的な研究は重要である」と江口は論じた（江口 2007: 33）．江口がこの方向
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性をもつ興味深い研究として挙げているのが，まさに本研究が依拠する赤川（1996）で

ある（江口 2007: 34）． 

12 バトラーのいうパフォーマティヴィティとは，オースティンのいう言語の「行為遂行

性」のことであることと同時に，これを支える，デリダのいう行為の「引用性」のこと

でもある．バトラーは『問題＝物質となる身体（Bodies that Matter）』で，「パフォーマ

ティヴィティは［…］反覆的な引用の実践であり，その実践によって言説はそれが名づ

ける効果を生産するのである，と考えられなければならない」（Butler [1993]2011: xxi）

と規定した． 

13 オースティンは，行為遂行的（パフォーマティヴな）発話が「成功」するためには，発話

のコンテクストと話者の意志が重要であると述べた．しかし，オースティンが紙幅を割い

て言語行為の「失敗」の例を挙げ続けていることは，逆に言えば，発話がコンテクストを

離れ，話者の意図とは違うかたちで使用されることが免れないことの例示にもなってい

る．それどころか，デリダいわく，この「失敗」の可能性とは言語にとって本質的かつ不

可欠な特徴なのである． 

  というのも，書かれた語であろうと発話された語であろうと，まったく同じ人物によ

って，まったく同じ意図で，まったく同じ人物に対し，まったく同じ時間，場所，口調

で……つまりまったく同じコンテクストで述べられることはありえず，すなわちまった

く同じ意味を持つことはありえない．しかし，そうした現実の非同一性にもかかわら

ず，われわれはある語を「引用」，つまり別のコンテクストに置きなおして理解するこ

とができる．というよりむしろ，語の理解とは，つねに別のコンテクストに置きなおさ

れたものの理解でしかありえない．ということは，語の意味を同一性をもつ「反復
、、

」と

して理解できるのは，二度と同じコンテクストのもとで語を使うことは絶対的に不可能

であるという「反覆
、、

可能性」（Derrida [1970]1990＝2002: 22）を基礎としているのであ

る． 
14 "call someone name"は「悪口を言う」という意味の英語の慣用句である． 
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