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• 英語圏のオンラインコミュニティに関するファン・スタ
ディーズにおける倫理的問題を共有する�

• 研究によって⽣じるコミュニティ当事者への潜在的危害と
「テキストか⼈か」問題の概要を共有する�

• 2017年に⽇本で⽣じた⼆次創作引⽤事件（⻄條�
unpublished）の危害をファンスタディーズの倫理的基準に
基づき位置づける

発表の⽬的
ファン・スタディーズにおける倫理的課題の紹介と事例



1.インターネット研究の倫理とファン・スタディーズ�
•なぜファンスタディーズなのか�
•ファンスタディーズとは何か�

2.ファン・スタディーズにおける倫理問題�
•潜在的危害�
•テキストか⼈か�
•公的vs.私的�
•インフォームドコンセントとその困難�

3.⼆次創作引⽤事件(2017)の位置付け�
•事件の概要�
•⽣じた害はなにか

発表の内容
ファンダム作品研究の倫理



1.�インターネッ
ト研究の倫理と
ファン・スタ
ディーズ



• オンラインデータを利⽤する限りあらゆる分野の研究者が⽣
命科学や⽂化⼈類学や社会学などの⼈を対象とする研究同様
の倫理的問題に直⾯することがありうる。�

• その事例。2017年⽇本で⽣じた⼆次創作引⽤事件�(⻄條,��
unpublished)��

• 社会的に脆弱であったり独⾃のルールを持つコミュニティに
関するデータを扱う場合に⽣じる固有の問題を確認し、さら
に検討すべき課題を提⽰。

インターネット研究倫理とケーススタディ
コミュニティの保護と学術的利益の対⽴



• 英語圏のファン・スタディーズ(Fan�Studies)では、
研究の遂⾏にあたり、SNSやブログなどで個⼈が
発信したさまざまなオンラインデータを取得し、
利⽤する。�

• その際に学術的利益と、さまざまなファン・コ
ミュニティに固有のルールの尊重をある意味で天
秤にかけることが求められる。�

• ファン・スタディーズの倫理的問題を論じること
で、インターネット研究の倫理の中で、コミュニ
ティの保護や⽂化的差異を考慮すべき論点を具体
的に知ることができる。

インターネット研究倫理とファン・ス
タディーズ



• 英語圏において、テレビドラマ、セレブレティ、メディアミック
スコンテンツ、コミックやアニメーション、スポーツなどメディ
アを通じて接する対象に�ʻFanʼ�として強い感情をもって関わる
⼈々の⽂化やコミュニティに関する研究分野。�

• 1992年に記念碑的な論⽂集が相次いで出版（Bacon-Smith�1992,�
Jenkins�1992,�Penly�1992)�

• 第⼀段階。ファンのうちに病的なものを探そうとする研究者やジャー
ナリストが多かった。�

• 第⼆段階。ファンとは独⾃の⽬線をもつ抵抗する読者でありメディア
プロデューサーであるという枠組みが確⽴。ファンカルチャーの創造
的側⾯に着⽬があつまる。�

• �第三段階。初期の研究は圧倒的に⼥性のファンに集中。ファンカル
チャーは⼥性の、フェミニストの空間とされた。

ファン・スタディーズとは何か1
cf. Click& Scott (2017)



• インターネットが普及しオンラインでのファン活動が⼀般化した
2000年代に⼊ると、メディアの受容の仕⽅が変化。�

• 専⾨の学術雑誌の刊⾏、研究者のネットワークの設⽴のほかさまざま
な論⽂集が刊⾏された。�

- Transformative Works and Cultures journal（2008-） 
- The Journal of Fan Studies (2012-) *背景画像 
- Fan Studies Network (2012-) 

• 産業界においても「ファン」が固有の消費者カテゴリーとして着⽬さ
れる。�

• 「ファン」fanと「観衆」audienceの区別。「ファン」とは誰かとい
う問いに共通了解はないが、

ファン・スタディーズとは何か2
ファン・スタディーズのブームから現在まで

cf. Click& Scott (2018)



• 英語のʼfanʼは⼀般名詞だけでなく固有の
意味合いが含まれる�
- ʻfannishʼという形容詞もしばしば⽤い
られる。fanらしい特性を表す⾔葉。�

• ⽇本語の「オタク」と類似。オタクは⽂
化的なアイデンティティでもある。英
語ʼfanʼと外延が⼀致するかは不明。�
- オタク研究とオタクコミュティの関係
もファンスタディーズの状況と類似。
英語圏では1990年代から⼥性のファ
ンコミュニティに学術研究者の関⼼が
集中した点はおそらく異なる。

ʻ�fanʼと「オタク」
⽂化的アイデンティティとしての

『ユリイカ　特集＝女オタクの現在』(2020, 青土社)  

http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3472 



2.�ファン・ス
タディーズに
おける倫理的
問題

cf. Busse(2017)



• ファンは⻑らく法的にも道徳的にも迫害されることへの恐怖⼼
を抱えてきた�
• 著作権で守られている作品を変えてしまう⼆次創作は法的には
グレーゾーンだから（⽇本でも同様）�
• 特に性的に露⾻な内容を含むコンテンツの場合コミュニティ内
部でも不快感が表明されることは珍しくなく、お互いが⾒たく
ないものを⾒ずに済むように「住み分け」されていることも。�
• 研究者が論⽂や学会発表などの公的な成果で特定のファンフィ
クションに⾔及したからといって、直接作家のサイトにリンク
を貼ると、本⼈の望まない範囲に作品を暴露することになる、

ファン・スタディーズの潜在的危害
コミュニティ当事者に与えかねない固有のリスク

cf. Busse(2017)



• ファンがSNSやブログなどに投稿したテキストや動画、画像を
研究者が扱う際に⽣じるジレンマ。�

• ファン研究では⼈とテキストを切り離すことが困難。

テキストか⼈か�text�or�people�問題
危害から保護されるべき被験者か、評価されるべき⼈⼯物か

- 当該テキストをインタビュアー
同様に扱うならば、研究者が利
⽤する際インフォームドコンセ
ントが必要。�

- 個⼈的な経験として匿名化が必
要になる。

• 当該テキストをオープンアクセス
の公的なものとみなしすなら、研
究者はその著者が誰を明⽰しなけ
ればならない。�

• 匿名化はファンの作品や本⼈に対
する過⼩評価につながる。

【⼈とみなす場合】 【テキストとみなす場合】



• ファンコミュニティはパブリックな空間でありかつ、プライバシー
が保護されているという期待が同時に存在する。この点でほかの公
的なオンラインフォーラムやブログとは異なる。�

• 公共空間で活動したいが、プライバシーの感覚と期待を維持してい
る。�
• なぜか？�ファンコミュニティは、内部でも限定的なアクセス、
ルールや⾃⼰規制に基づいて動いていることが多い。�
e.g.）�検索よけ、RTやリブログなど共有機能の制限�

• ファンのメディアプラットフォームがTumblrなどに移⾏しており、実
質的にファンの発信するテキストや画像データは作品はオープン

公的�vs.私的�public�versus�private
セミパブリックな空間としてのファンコミュニティ

cf. Whiteman(2012)



• Transformative Works and Culturesの論⽂投稿ガイドラインでは
「投稿論⽂でファンによる作品やブログの投稿を引⽤する時には
制作者から許可を得ることを強く推奨する」と記載�

• ファンを本⼈の意図しない範囲外にひっぱりださないためにも引
⽤に際してはインフォームドコンセントが必要。�

• 同意を得ることが困難な状況に陥りやすい�
- 匿名や仮名による同意書は有効ではないが、ファンは実名とコ
ミュニティ内の名前を切り離したがることが多い�

- 過去の作品に⾔及する場合、その⼈を特定できないこともある�
- そもそもコンタクトを取っても許可が得られるとは限らない

インフォームドコンセントとその困難
どこまで同意を得ることができるのか



• 引⽤元のファンの同意をとることができない場合、その状況や研
究の学術的重要性、社会的利益を考慮して研究を続⾏する余地が
ある。�

• インフォームドコンセントは必要だが、硬直化しないよう守勢可
能な倫理的フレームワークであるべき。

利害のバランス
個⼈のプライバシー・研究の社会的利益・研究者の利益

判断の難しいケースの例：�
2010年のハイチ地震直後に投稿されたファンフィクションが無⾃覚に⼈種
差別的な表現を含み、オフェンシブな状況設定を⽤いたことに批判があつ
まった。作者はオンラインから姿を消してしまった。作者から同意を得るこ
とはほぼ困難だが、ファンコミュニティが⼈種や⺠族的ルーツの問題に対す
る態度が変わった事件であり、コミュニティの歴史にとて論じる価値があ
る。(cf. Busse, 2017, p.13)



3.�⼆次創作引
⽤事件(2017)
の分析と位置
付け



• 2017年5⽉ある学会の研究⼤会の発表予稿において、⼆次創作の
BL⼩説作品の本⽂が、作家のペンネーム、タイトル、URL、原作
のタイトルと共に引⽤された。�

• 引⽤を知った当事者の⼀⼈はSNS上で強いショックを受けた旨を
表明し、作品を掲載していた画像・テキストの投稿サイト上のア
カウントを削除。�

• 同情的な声が集まると同時に、投稿サイトがユーザーを擁護する
公式声明の発表、引⽤と転載の区別がなされていないことへの研
究者からの反発、⼈を対象とする研究に準拠した倫理基準を満た
すべきという研究者からの提⾔など、さまざまな反応が⽣じた。

事件の概要
⼆次創作引⽤事件�(2017)�



なんというか…�
各々の萌えを爆発させたエッチイラスト
を⾒せ合うのは�
腹開いて内臓⾒せ合ってるようなもん
で…�

つづ井『裸⼀貫！つづ井さん』（⽂藝春秋、
2020）第２巻第３６話より

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163912158



• 参照した⽂献を引⽤し、その書誌情報を明記すること
は、むしろ研究者が倫理的に求められるふるまい。�

• 研究不正のタイプ1：データや画像の捏造・改ざん�
• 研究不正のタイプ2：他⼈の研究の盗⽤��

• ⽇本の⼈⽂社会科学系で起きた研究不正の90%が盗⽤に
関するもの�(cf.�松尾�2014)。�
• 正しい引⽤は、議論の根拠を与える上でも⾃他の学術的
貢献を明確にするためにも必須の⼿続き。�
• 出典元を明記しないことは、研究不正になる可能性も。

引⽤と研究不正
研究の真正さの担保としての引⽤

⼆次創作引⽤事件の悪さはどこにあるのか？



• ペンネームで執筆した⼆次創作⼩説は、個⼈を得的できる情
報ではない。�
• しかし研究者が情報発信するプロセスにおいて、以下のプラ
イバシー侵害⾏為が⽣じたといえる。�
• 暴露：引⽤元の作家のコミュニティ外部で、性的なコンテ
ンツを含むセンシティブな情報を暴露したこと。�
• 拡散：学術研究の成果として発表することで、学術的な権
威をともなうかたちで情報を拡散させたこと。

引⽤によって引き起こされた害
プライバシー侵害⾏為：暴露と拡散

ソローブ(2008/2012)



• 本来であれば、引⽤に際してインフォームドコンセント
を取ることが望ましいセンシティブなデータを⼗分に適
切な⼿続きをしなかった。�

• このケースでは研究者が投稿サイトのアカウントを所持
しており、作者に直接連絡をとって引⽤の許可を求める
ことが可能だった。

引⽤が関与した倫理的に疑わしい⾏為
インフォームドコンセントの⽋如

オンラインデータを扱う研究者ならば、個⼈が特定のオンラインプ
ラットフォームで発信する情報のセンシティブさと、研究者がもつ
権⼒性について理解が必要。
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