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本ワークショップで私は、戸田山『ホラーの哲学』の中盤部分、すなわち、ホラー作品

観賞中の情動・快楽について論じた箇所について検討するという役割を与えられている。

本発表では私は、大きく三つの質問をしたい。 

 

質問に入る前に、「フィクションのパラドックス」をめぐる分析美学の領域の現在の動向

を確認しておこう。 

フィクション観賞中の情動をどう理解すべきか、というのは美学の古典的テーマだが、

分析美学の領域でこの議論を再燃させるきっかけとなった論考のひとつは、戸田山も p.264

で引いているウォルトンの論文「フィクションを怖がる（Fearing Fictions）」(1978)である1。

これ以降、分析美学の領域ではフィクションのパラドックスをめぐる論考が大量生産され

てきた。論争は主に(1)作品観賞中の情動を真正（genuine）の情動とし、情動発生の条件を

改訂しようとする側と、(2)情動発生の条件はキープしつつ、作品観賞中の情動は真正の情

動ではないとする側との間で争われてきた。情動の理論の発展をうけつつ議論は精緻化さ

れ、最近では議論のブームはやや過ぎ去った感もある。2000 年代に入ってからは、認知科

学の知見を活かした論文も見られるようになってきた2が、論争を決着づけるほどの決定的

な主張は出せていないではないか、というのが私の正直な感想だ。 

ロバート・ステッカーがいうように、この争いをたんに情動のカテゴライズをめぐる争

いとして理解するならば、それはたんに言葉づかいの違いをめぐる争いでしかないのかも

しれない。どの論者も結局、「フィクション観賞中の情動はある点で通常の情動に似ており、

                                                   
1
 もうひとつのきっかけは Radford 1975だろう。こちらはフィクション観賞中の情動は合理

的（rational）なのか、という問題をめぐる論考。 
2
 たとえば戸田山も p.249で引いている Gendler & Kovakovich 2006 など。 



2 

 

ある点で通常の情動とは違っている」ということは認めているのだ3。そこから先の問題は、

その異同に関して線引き問題以上のことを、つまり心的状態の実質的な同質性（もしくは

実質的な違い）を説得的に論証できるのかどうか、ということになる。 

この点をふまえ今回のワークショップでは、『恐怖の哲学』が現状の論争状況にいかなる

寄与ができるのか、を考えていきたい。以下、質問に入る。 

 

 

1. 戸田山はホラー観賞中の情動について、信念・判断との関係をど

のように考えているのか。 

戸田山は「恐怖には対象の認知が含まれている」（p.33-34）と述べている。じっさい戸田

山は、フィクション鑑賞中の情動・行動について説明する際には、信念にいくつかの役割

を担わせているようだ。 

だがその一方で、恐怖の発動システムについて説明する際、戸田山はすべて表象という

言葉に置き換えつつも、信念の役割を限定しているように思われる。戸田山理論によると、

まず信念が表象として恐怖システムに入力されると、恐怖システムはその入力元が何かに

頓着せずに恐怖システムを作動させる。対象の実在性・フィクション性についての信念は

捨象され、恐怖システムに関わる表象だけが機能するという流れだ(p.294-5)。だが行動につ

いて説明する段になると、こんどは信念の役割が復活し、信念が行動への欲求を押さえつ

ける。我々が逃げ出したりはしないのはこの信念の押さえつけがあるからだ、と戸田山は

いう(p.295-6)。実在性・フィクション性に関する信念は、恐怖システムの中では一度その性

質・機能を奪われつつ、また行動抑制のために戻ってくるという構図になっている。 

確かにこれはこれで恐怖システムについての一つの説明にもなっているように思われる

が、ホラー作品が与えてくれるような高度・複雑な恐怖経験をはたしてこの理論で説明で

きるのか、というところは少し気になる。戸田山は別の箇所で、われわれは不在や死など

複雑なものを怖がることができるようになっている、と述べているのだが（第 5章）、戸田

山はこうした複雑な恐怖についても、この単純な恐怖の産出システムの説明を適用するの

だろうか。戸田山には、複雑な恐怖を感じる際の、信念・判断の役割についてもう少し説

明を求めたい。 

                                                   
3
 ステッカーはアンナ・カレーニナを憐れむサリーの感情について、次のようにいう。「サ

リーの感情をどのような言葉で呼ぶかは、そう大した問題ではない。一方では、〈信じる態

度を伴う哀れみと、想像の態度を伴う哀れみという、二種類の哀れみがある〉と言うこと

もできるし、他方、〈哀れみという感情は一種類あるだけであり、それとは別にもうひとつ、

想像の中での哀れみ（pitying in the imagination）という感情があるのだ〉と言うこともでき

る。現時点では、この両者の違いは、純粋に言葉づかい上の違いでしかない。」(Stecker 2010, 

176／『分析美学入門』二八二頁) 
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こうした説明を求めるのは、戸田山理論とウォルトンの理論との実質的な違いがこの部

分にあると思われるからだ。ウォルトンは「信念＋生理的・心理的反応」によって情動を

説明する、いわゆる認知主義（cognitivism）の立場に立っており、情動発生メカニズムや情

動から引き起こされる行動に関して、信念に大きな役割を認めている。そしてウォルトン

の主張は、〈フィクション観賞中の情動は、発生源となる信念が違うのだから、真性の情動

たりえない〉というものである。戸田山の立場はそうしたウォルトンの立場とどのような

違いがあるのか、また、戸田山の理論はウォルトンの理論を説得的に否定できているのか、

そこを知りたいというのが私の第一の質問の目的だ。 

  

1.1 もう少しわたしの疑問を敷衍しておく。戸田山が依拠しているプリンツの議論を比

較として挙げながら考えてみよう。 

戸田山自身は、ザイアンス vs ラザルス論争と、それに対する「名行事プリンツ」の裁定

を引きながら、「恐怖は認知なしに起こりうる」と言う(p.109)。たしかにヘビに対する恐怖

のような低次元の恐怖については、認知は必要ないのかもしれない。だが、フィクション

観賞中の情動を、そのような低次元の情動と同じに語っていいのかどうかという点に関し

て、私にはまだ懸念がある。 

もし戸田山がこの議論をホラー観賞中の情動の説明につなげようとするのであれば、戸

田山は「あらゆる情動において、認知は影響しない」と主張するか、少なくとも「ホラー

観賞の情動には認知は影響しない」と主張しなければならない。そしてその主張を導くに

は、ザイアンス vsラザルス論争は不適当だろう。というのも、ザイアンス vsラザルス論争

から出てくる主張は、せいぜい「認知を必要としない情動がありうる」というものでしか

ないからだ。 

※なお、情動の認知主義を退けようとするプリンツは、高次元の情動についても信

念は構成的要素ではないと主張し、その主張を補強する議論をいくつか提示してい

る。プリンツの議論が成功しているのであれば、情動の標準的定義からは信念を取

り除くことが出来るのかもしれない。そしてその標準的理論では、信念は情動の構

成要素には入らないのかもしれない。だが標準的理論において信念が情動の構成要

素から外れるとしても、〈信念は情動のきっかけとなり
．．

うる
．．

し、情動の評価を決める

から派生する行動にも影響をあたえうる
．．．．．．．．

〉という点は依然として認められうるし、

プリンツ自身もこれは認めている4。またプリンツは、文化をつうじて情動は混合

（blending）・較正（calibration）される、ということも認めているし（第 6章）、その

中では、複雑な情報においては認知が構成要素たりうることも認めている。 

 

                                                   
4
 「私は命題的態度によって引き起こされる情動もあると考えているし、さらには命題的態

度は情動の重要性（significance）を決める上で一役果たしているとも考えている。」(Prinz 

2004, 242-3) 
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1.2 ここで浮かび上がる疑問をひとつ提出しておく。戸田山は第 5章で恐怖の進化につ

いて説明したあと、次のように言っている。 

 

「何を恐れるかは次第に豊かになっていくわけだけど、何を恐れるにせよ、恐れると

きに使っている恐怖産出システムは、オシツオサレツ表象を使ってアラコワイキャー

をやっていたときから使い続けている、原初的なシステムだ」(p.245)。 

 

だが戸田山自身がいうように、進化を経たわれわれにおいては、もはや低知能の動物と

は違って「原始的な情動回路と前頭葉との連絡が密に」(p.219)なっている。戸田山の第 5

章の結論も次のようなものだ。 

 

「われわれは進化の歴史のなかで、そして途中からは文化からの学習によって、様々な

表象システムをあとからアドオンしてきた。つまりわれわれはロボットなのだが、たくさ

んのプラグインモジュールをあとからつけ加えられたロボットなのである。 

これらのあとからつけ加わったシステムと、初期から備わっていたシステムは、だいた

いうまく強調してくれているけど、いつもというわけにはいかない。ときには、上位の表

象が下位のシステムに介入してその出力を変えたり、下位のシステムが上位の表象システ

ムのやろうとしていることを乗っ取ったりする。」(p.246) 

 

もしホラーの恐怖がこのような進化を経たあとで感じられる複雑な恐怖であるなら、そ

こに関わる恐怖産出システムも複雑なものにはならないのだろうか。この点をふまえても

なお、フィクション観賞中の恐怖っぽい情動を「ホンマモンの恐怖だ」と断定するのであ

れば、そのとき戸田山は暗に、次のような前提を持ち込んでいるのではないだろうか。 

 

・情動は、（作用元の信念や、その情動が要請する行動などによってではなく）そこで作

動しているモジュール（もしくは基本的なオシツオサレツ表象？）の違いにしたがっ

てカテゴリー区分されるべきである。 

 

もちろんこれはこれで、検討に値するひとつの考え方だと思う5。だが、この情動研究プ

                                                   
5
 プリンツがここまで強い主張をするかどうかは、定かではない。プリンツは複雑な情動に

ついては、基本的情動の混合や較正から説明するという議論を用意している（プリンツの

例えは、基本的情動がハードリカーだとすると、複雑な情動はそのハードリカーとその他

のノンアルコール素材が混じったものだ、というものだ）。またプリンツは〈情動は複雑な

社会的原因と結果を抱えており、それが情動の同一性にも影響する〉という点でホワイト

に同意しているように思われる(Prinz 2004, 151)。 

 なお、プリンツの理論では、恐怖（fear）は基本情動ではなく、二つの異なる基本情動（パ

ニックと不安）を含む高次の情動カテゴリーとされる(Prinz 2004, 153)。 
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ロジェクトが目指すゴールは、従来の情動理論が目指していたそれとはかなり異なるもの

になるだろう6。そして、この前提を受け入れない論者を戸田山理論が説得できるかどうか

は、そう自明ではない。さらにいえば、この戸田山の方針では各文化が保持している独特

の情動カテゴリー7が説明しづらくなるのではないだろうか、という懸念もある8。 

 以上の点をふまえて、戸田山には、ホラー観賞中の情動と信念との関係について、もう

一歩ふみこんだ説明を求めたい。 

 

 

2. なぜホラーの恐怖は楽しく、他の恐怖は楽しくないのか 

第二の質問は、ホラーの楽し
．．

さ
．
に関する質問である。 

情動と信念・判断との関係をどのように説明するにせよ、戸田山の理論にはひとつの懸

念がある。それは、戸田山は「ホラーの恐怖は楽しいが、他の恐怖は楽しくない」という

点をうまく説明できているのだろうか、という懸念である。 

 戸田山は、恐怖がもたらしてくれる感覚や感じが快をもたらすのだ、という説明をして

いるが、この説明はこれだけだと、「ではなぜ他の恐怖はなぜ楽しくならないのか？」とい

う懸念を拭えない。 

ひとつの回答案は、「恐怖はどれも本当は楽しいのだ」というマゾヒスト的な回答である

が、戸田山はその道は採らない。戸田山はここで「感じの解釈」に訴えている(p.336)。恐怖

に伴う感じをどのように解釈するかによって、恐怖は快適なものにも不快なものにもなる

のだ、というのである。 

 

 わたしはここで２つの点について質問したい。 

2.1 戸田山は快について説明するなかで、「情動の感じそのものは、大雑把すぎて、恐

怖にも心地よい興奮にもなりうるのかもしれない」(p.336)と述べている。ここは少しよくわ

からない。戸田山は、情動の感じそのものだけでは恐怖にならないという立場なのだろう

                                                   
6
 戸田山は p.371では「科学的概念」としての情動について語っている（ちなみにプリンツ

も情動を自然種として考えようとする立場のようだ）。もし戸田山理論が明らかにしようと

しているのがこのようなものなのであれば、「フィクションのパラドックス」に立ち向かっ

てきた論者たちとはそもそも目的が異なっているのかもしれない。従来の論者たちが明ら

かにしようとしてきたのは、どちらかといえば日常概念の「恐怖」だと思われるからだ。 
7
 たとえばプリンツの例で言えば、オランダの「ヘゼラッハ（他者がいるときにのみ生じる

和やかさ）」やミクロネシアの「ソング（道徳的なニュアンスを含み、復讐への傾向をもた

ない訓戒的怒り）」など。(Prinz 2004, 131) 
8
 文化特有の情動については複合的に説明し、フィクション観賞中の情動については基本的

モジュールから説明する、というやり方も可能性としてはありうるが、それはそれでアド・

ホックな情動理論になりそうだ。 
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か。私の理解では、戸田山は「身体知覚こそが恐怖」という立場だったはずなのだが9
(p.154)。

また別の箇所では戸田山は「恐怖がもともと快楽をもたらす」(p.337)とも述べている。 

そこで私はまず明確化のための質問（clarifying question）として、こう尋ねたい。戸田山

の中では「恐怖の感じを楽しむこと」と「恐怖を楽しむこと」は同じことなのだろうか、

それとも別のことなのだろうか。このあたりをもう少し明確に説明していただければ、戸

田山の理論の特徴がはっきりするだろう。 

  

2.2 併せて尋ねてみたいのは、感覚が快適なものとして解釈されるそのプロセスの内実

についてである。このプロセスにおいては、種々の信念・判断が大きな役割を担っている

と思われるが、戸田山説はそのあたりの内実をあまり説明してくれていない（結局いちば

ん大事なところがブラックボックス化されていないでしょうか、という気もする10）。なぜ

ホラーは楽しいのか、という問いに十全に答えるためには、このプロセスをもう少し説明

する必要があるだろう。 

補助線としていくつかの事例を考えてみたい。戸田山は恐怖そのものを楽しむ例として

                                                   
9
 「以上の話をまとめると、こんな情動のモデルが手に入る。危険な何かが生じる。それが

感覚器によって知覚される。その知覚が一連の身体的反応を引き起こす。その身体的反応

自体が知覚され、別の状態（身体知覚）によってレジスタされる。この身体知覚は直接に

は身体反応によって引き起こされるが、遠い原因は「危険」である。だからこの「別の状

態」は身体的反応をレジスタすることを通じて、危険についての情報を担っている。そし

てこの状態は、危険回避行動をとらせることによって、危険をレジスタするだけでなく、

危険を表象してもいる。 

 この「別の状態」こそ、恐怖なのである。」(p. 154) 
10

 なお、感覚の快で悲劇の快を説明する立場の歴史は、デカルトにまで遡ることができる。 

「至福（béatitude）というものはまさに魂の快楽にこそありますが、この魂の快楽は、

身体の活発さやくつろぎと切り離すことができません。それは、多くの悲しみをかき

たてるにもかかわらず我々を楽しませる悲劇の例をみても、また、狩りやテニスなど

のような、極めて骨の折れるものであるにもかかわらず快適であると言わざるをえな

いような身体運動の例を見ても、容易に証明できます。しかもそのさい、人はそれら

の快楽を増長するのが、しばしば疲労であり苦痛であることを認めるのです。そして

魂がこれらの身体運動から受け取る満足（contentement）の原因は、これらの訓練をつ

うじて、魂が、自分が結び付けられている身体の力や敏捷さ、あるいはその他何らか

の長所（perfection）に気づくという点にあります。一方、なんらかの憐れむべき悲し

い行為が舞台上で再現されるのを見て涙を流すことから魂が得る満足は、主として、

魂が苦しむ者に対する同情（compassion）を抱くことで、自分が何か有徳の行いをして

いるように思えるという事実に由来しています。そして一般的にいって、魂というも

のは、魂の統括がとれてさえいれば、自分の内部で情念が激しく揺り動かされるのを

感じることを――たとえどのような本性のものであれ――楽しむものなのです。」

（1645年 10月 6 日付、エリザベト宛の書簡） 

 デカルトはここで「肉体感覚の快」と、「有徳さの実感の快」の二つを挙げており、前者

の肉体感覚の快を、自己身体の能力・長所に気づくという知的快楽に結びつけている。 

 西村清和はこうした説明を「たしかに悲劇の美的経験は、ある種の興奮をひきおこすが、

たんに神経の興奮ないし活動の快というのでは、悲劇に固有の快楽を説明したことにはな

らない」と批判する（『フィクションの美学』p.89） 
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バンジージャンプやジェットコースターを挙げている。 

 

「まず、確認しておかなくてはならないのは、人々が恐怖を楽しんでいるように見え

るのは、何もホラーに限った話ではないということだ。大人も子どもも、わざわざ好

き好んで怖い目に遭おうとする。バンジージャンプやジェットコースターを思い出し

てみればよい。恐怖を凌駕する謎解きのプロットの面白さなんてなくても、人々は恐

怖それ自体を楽しむことができる。」(p.333) 

 

正直なところ、私はこの例の挙げ方が適切なのかどうか疑問だ。我々がバンジージャン

プやジェットコースターで楽しんでいるのは、そもそも恐怖なのだろうか。「このバンジー

ジャンプは三人に一人の確率で紐が切れます」とか「このジェットコースターは安全点検

が不十分なため、途中でシートベルトが切れて放り出される可能性があります」といった

案内文があったとき、通常の体験よりもよっぽど怖い恐怖を味わえそうだが、われわれは

そのアトラクションを楽しめるのだろうか？ もし楽しめないとしたら、何故なのだろう

か？ 

 もうひとつの補助線として、数百年前の致死の伝染病について書かれた迫真の歴史書を

読む経験を考えてみよう。われわれは読みながらドキドキし、恐ろしい病気だな、と思う。

このとき我々はホラー観賞のときと同じような快楽を得るのだろうか。もし快楽が得られ

ないとしたら、もしくは別種の快楽となるとしたら、それはなぜだろうか。（ジェットコー

スターの事例と違って、歴史書はエンターテインメントのための作品ではない。） 

 戸田山説でこうした事例がどう説明されるのかを尋ねることで、戸田山説と従来の理論

との違いが明らかになることを期待したい（他にも、悲劇やアクション映画、恋愛映画な

どとの違いをどう考えるのか、といった質問も思いつく。時間的余裕があればこうした質

問も行いたい11）。 

                                                   
11

 西村清和は、通常の情動と作品観賞中の情動とを同じカテゴリーに入れることを拒否す

る。 

「わたしは、恋人に去られて悲しく、試験におちて悲しく、子どもをうしなって悲し

い。そしてまた悲劇を見て悲しい。だが、これらの「悲しみ」はいずれも、あたかも

色の見本のように、質的にはおなじ内面状態としてのひとつの「感情」の、せいぜい

強度やニュアンスの微妙なちがいでしかないと考えるならば、あいかわらずわれわれ

は、感情という問題にかんして、一歩も踏みこんではいないといわざるをえない。ほ

んとうのところ、これらをおなじ「悲しい」という粗雑な呼称でくくるには、わたし

がおかれている状況は、それぞれあまりにことなっており、したがって、その情態性

の内実も、ほとんど似ていないにちがいない」（『フィクションの美学』p.102）。 

「結局のところ、悲劇を悲しいとか、苦痛に満ちていると呼ぶいいかたは、ある種の

美的効果や美的品質を名づけるさいの、言語慣習というほかはないだろう。このあい

まいな言語慣習を、美的経験の実質と混同するところに、快と不快の混合感情のパラ

ドックスが由来したのである」（同 p.103-4）。 

なお西村は、ホラー経験の快を説明するさいには「サスペンス」「スリル」といった語を用
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※なお「教えて、教えて」とばかり言うのもアレなので、わたし自身の見解もひとつ提示

しておこう（正直言えば、『恐怖の哲学』を読んで私もすこし揺れつつあるのだが）。 

私も、ホラーの快楽元のひとつに「感覚の快」「感じの快」がある、ということは認める。

だが私はその感覚を、「恐怖」という枠に一括りに入れてしまうのは、情動経験の細かな区

別をなくしてしまいそうで反対だ。私としては、やはりここでは「眼の前の対象はしかじ

かの狙いから拵えられたものだ」とか「要はこれはしかじかのジャンルに属するアトラク

ションなのだ」といった理解・信念が、情動そのものを通常のものとは別ものに変化させ

ていると考えたい（その情動をなんと呼ぶかはさておき）し、その「アトラクション」に

ついての理解があるからこそ、われわれは湧き上がる感覚・感じを「快適なもの」として

楽しむことが出来るのだ、と思う。 

ただしホラーというジャンルの、とりわけ映画のような実写作品の描写のリアリティは、

われわれの単純恐怖モジュールを部分的・短時間的に刺激することもあるのかもしれない。

もしそうだとしたら、各種の情動が混じり合う状態こそが、ホラー観賞の実態ということ

になるだろう。 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

いている。 

「ジェット・コースターの乗客や、ホラー映画の観客が、いかにこわがり、パニック

におちいっているように見えようとも、実情はちがうということは、かれらがさけび

ながらも、お互いに笑いあったりはしゃぎあったりすることからも容易に知れる。か

れらが感じ楽しんでいるのは、息づまるサスペンスであり、しびれるようなスリルで

ある。そしてサスペンスやスリルとは、もともと、一種の快楽なのである」（同 p.107-8）。 

少し長いが、悲劇の快についての西村の結論もいちおう引用しておく（なお私自身は、こ

れが十分な説明になっているとはあまり思わないのだが）。 

「悲劇がめざすのは、悲劇の心理学がいうような、心的能力一般の活動・興奮の快で

はなく、トートロジーをおそれずにいえば、悲劇に特有の興奮であり、悲劇的感動で

ある。悲劇的感動とはなにか。それこそは悲劇と呼びならわされているジャンルが、

そのテクストのストラテジーを駆使して、読者や観客のポジションにわりあてる感興

であり、楽しみの内実である。厳密にいえば、それは現実生活では決して経験されず、

ただ悲劇を見るばあいにのみえられる、独特の感情効果であり、美的な快なのだろう。

そしてこれら一連の経験はすべて、ほかならぬ読書ないし観劇経験として、仮象自我

でも可能的世界内存在でもない、まぎれもなく現実のわたしのひとつの経験であり、

行為である。「劇を見る」こと、「観客である」こと、それは、ひとと談話したり、議

論したり、仕事したりする実生活の行為と同じレベルの、しかし、他者や対象に対す

る、ある独特の関係になりたつひとつの特殊な行動であり、独自の存在様態である」（同

p.109）。 
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3. 戸田山のいうホラーの快楽は、ホラー観賞においてどれくらい重

要なのか。 

 最後に蛇足的な質問をひとつ。 

戸田山のいうような「感じの快」が存在することは確かだろう。それは否定し難い。問

題は、その楽しみはホラーの楽しみのうちどれくらい重要なのか、という点だ。 

たしかにホラーというジャンルは、恐怖や嫌悪といった要素を用いてしかじかの形で定

義できるだろう（戸田山も暫定的ながら p.179 で定義を出している）。だが懸念もある。そ

れは、ホラー観賞の楽しみをそこからすべて説明する必要はないかもしれないし、もしか

したらその楽しみはホラー経験のなかでは非常に些細なものかもしれない、という点だ。

一般論として、芸術ジャンルの定義はそのまま当該芸術の快や価値の説明になるわけでは

ない（「未来の科学を描いている」ということは SFの楽しみの説明にはならない。） 

 じっさい戸田山も、ホラー映画がさまざまな価値を持つことを認めており(p.303-4)、恐怖

の感じがもたらす快でホラー作品の価値をすべて説明しつくそうとしているわけではない

（私もこの姿勢は正しいと思う）。さらにいえば、本書の各所ではホラー映画のおもしろさ

が語られている（その部分のおもしろさは本書の重要な魅力のひとつだ）が、そうしたと

ころで語られる面白さの多くは、演出技法の素晴らしさや、人間に関する重要な真実を伝

えてくれるといった点に関係しているもので、身体知覚の快が作品の価値の理由として挙

げられることはあまりない12（また事例として挙げられる作品のほとんどが映画
．．

作品であっ

て、単純に怖がらせることを目的とする怪談はほとんど例に挙がっていない、というのも

注目すべきだろう）。結局、戸田山自身も、ホラー映画の楽しみとして身体知覚の快をそこ

まで重視していないのではないか、とすら思えるわけだ。 

 また、全てのホラー作品が「より怖いほうが優れた作品になる」という単純な評価軸に

乗せられるわけでもない。ホラー作品には様々な評価がありうるのだ。「従来見過ごされて

いた、新たな恐怖を教えてくれた」といった認識的評価や、「単純な怖さではなく、独特の

怖さがある」といった独自性、オリジナリティへの評価もあるし、さらに「音響効果が見

事」とか、「特殊メイクが斬新」といった演出技法への評価もある。 

この点をふまえた上で、戸田山に最後にひとつ質問をしたい。「ホラー作品は怖くて嫌だ

けれども
．．．．

楽しい」という楽しみ方をしている人は、ホラー作品の楽しみ方が分かっていな

いのだろうか。 

また逆に、ホラーに慣れきっていてもうほとんどドキドキも驚きもしないのだが、「ふむ、

ここはいいよね」とかつぶやきながらホラーを見る「すれっからし」のホラーマニアは、

ホラーをホラーとして楽しんではないのだろうか（『スクリーム』に登場する、皆でホラー

                                                   
12

 少なくとも『スクリーム』の面白さについては、戸田山も、身体反応の快から説明しよ

うとはしないだろう。 
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を楽しそうに観るガキどもはホラーを楽しんでいるとも言えそうだが、あれをどう説明す

べきかは難しい問題だ）。 

これは本書の議論からすれば、やや脱線的な質問に思われるかもしれない。だがこの質

問は、ホラー作品の芸術的価値を考える際にはけっこう重要な質問だと思う。 

 

時間があれば聞いてみたい質問 

戸田山は p.34で「間違った情動」について述べながら次のように言う。 

「そもそもホラーという娯楽ジャンル自体が、間違った恐怖を抱くことができるとい

うわれわれの能力
．．

によって初めて可能になっている。」 

 戸田山はホラーの情動はすべて「間違った情動」だと考えているのだろうか。もし戸田

山がホラーを「通常の恐怖モジュールを利用しつつ間違った情動を抱かせるジャンル」だ

と特徴づけられるのだとしたら、それは戸田山理論の重要な一特徴かもしれない。この「間

違った情動」という考え方は、戸田山のホラー理論においてどれくらい重要なのだろうか。 

 

その他の指摘 

映画『ザ・グリーン・スライム』（邦題『ガンマー第三号宇宙大作戦13』）について 

戸田山は「ウォルトンはホラー映画の実例として、もっぱら『ザ・グリーン・スライム

（The Green Slime）』に言及している」(p.286)と書いているが、これは誤り。「フィクション

を怖がる」の訳注でも書いたことだが、ウォルトンがこの映画作品を念頭に置いていない

ことはウォルトン本人に直接確認済み（ウォルトンはこの映画を見てすらいないそうだ）。 

 

「準恐怖（quasi-fear）」概念について 

戸田山は p.266-285 でウォルトンの「準恐怖（quasi-fear）」概念を批判しているが、戸田

山の「準恐怖」理解はわたしの理解とはかなり異なっているようなので、その点を指摘し

ておきたい。 

戸田山はこの「準恐怖」概念を何らかの情動を意味するものとして理解しているようだ

が、ウォルトンの記述を読む限り、この概念が意味しているのは「生理学的／身体的状態」

であって、情動ではない14。 

                                                   
13

 なお日米合作のこの映画の監督は深作欣二。また、この映画に出てくるスライムは、凶

暴化する前の未成熟状態のときは緑色だが、人を襲う状態のときはむしろ灰色に近い色で

ある。 
14

 ウォルトンがこの概念を導入する箇所の記述は以下のとおり。 

「チャールズは、現実世界のまさにいま起ころうとしている大惨事を恐れる人の状態
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戸田山はウォルトンの準恐怖を「偽物の恐怖」のように理解し、「身体的反応も感じも変

わらないとするなら、ホンマもんの恐怖と、ウォルトンのいう準恐怖の違いはどこにある

のだろうか」(p.284)と論を進めているが、もし「準恐怖」がただの生理学的／身体的状態で

あるなら、それと「ホンマもんの情動」との違いを問うのはカテゴリーミステイクだ15。 

また戸田山（＆キャロル）は、ウォルトンはフィクション観賞中の「恐怖の現象学（恐

怖の感じ）を正当に扱っていない」（p.285）と言っているが、むしろウォルトンの議論は、

フィクション観賞中の情動がこの準恐怖（生理学的／身体的状態）の面では通常の情動と

全く同じでありうる、ということをそもそもの前提として認めている16。ウォルトンが問題

にしているのは、生理学的／身体的状態が全く同じに見えるのに、なぜ我々のふるまいは

こうも異なっているのか（たとえばチャールズは笑いながら「怖かったね」と言う）、とい

う点なのだ。（そしてウォルトンはその問いに「信念が異なるから」と答えるわけだ。） 

 

 

                                                                                                                                                     

と、いくつかの点でまぎれもなく同じ状態にある。彼の筋肉は緊張し、ぎゅっと椅子

をつかむ。鼓動が早まり、アドレナリンが湧き出る。このような生理学的／心理的状

態（physiological / psychological state）を「準恐怖」と呼ぼう。問題はそれがじっさいの

恐怖（actual fear）かどうか（もしくはじっさいの恐怖の構成要素かどうか）、である。」

（Walton 1978, 6／『分析美学基本論文集』三〇三頁） 

準恐怖を「偽物の情動」というように解釈すると、最後の一文は「偽物の恐怖はじっさい

の恐怖なのか」と問うていることになり、意味がわからなくなる。 
15

 Walton (1990, 251)では準憐憫（quasi-pity）や、準賞賛（quasi-admiration）について考察す

る箇所がある。準情動を「偽物の情動」のように解釈してしまうと、次のような議論をう

まく理解できないだろう。 

「準憐憫とは何なのか。準心配、準賞賛とは？ チャールズの「恐怖」と類否的に考え

るなら、それらの準情動は、現実の情動の特徴を決めているような、感覚や現象学的

経験の一定の配置であるはずだ。それは例えば、「アンナを哀れんだ」り、「スーパー

マンを賞賛」したりする観賞者が、実際に現実の人物を哀れんだり現実の人を賞賛し

たりする人と共有している感覚・現象学的経験である。恐怖を特徴づける感覚を特定

することは、それも強い恐怖についていえば、そう困難ではない。だが他の準情動は、

よりとらえどころがないものだ。とりわけ準賞賛は特定しづらい。誰かを賞賛すると

いうことは、いったいどのような感じ
．．

なのだろうか。」(Walton 1990, 251) 

 

またウォルトンの議論ではほとんど出てこない単語なのだが、ウォルトンは虚構観賞中の

情動については「ごっこ的恐怖（make-believe fear）」、「虚構的恐怖（fictional fear）」という

語を当てているようだ。Walton (1978)では次のように言われる。 

「彼は内観によって自分のごっこ的恐怖の進展を追うのであり、それは文字通り恐怖

している者が自分のじっさいの恐怖（actual fear）を〔内観によって〕追うのと同じで

ある。」(Walton 1978, 22)／「フィクションを怖がる」322頁） 

ここでは、現実の情動と対比されているフィクション観賞中の情動が「ごっこ的恐怖」と

呼ばれている。この部分の議論はWalton (1990)では p.247に再録されているが、そこでは 

“make-believe fear”は”fictional fear”という語に置き換えられている。 
16

 この点はMimesis as Make-Believeの合評会シンポジウムでキャロルからの批判に応答す

るなかで、はっきりと強調されている。(Walton 1991) 
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