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イメージを切り貼りすると 
なにがどうなるのか 
：インターネットのミーム文化における画像使用を中心に 

銭清弘（東京大学） 
キーワード：インターネット・ミーム、二次的使用上の内容、画像の語用論、画像的コノテーション、コラージュ 

イントロダクション 
1.描写の哲学について 

1.1.描写の哲学（philosophy of depiction）における中心的な問い 

• 特定の画像Pが、それとは別の対象Oを「描写する（depict）」＝「画像的に表象する
（pictorially represent）」とき、当の関係はいかにして成り立っているのか。 

• 我々が画像Pを見る際、単に物体としての画像Pを見るだけでなく、そのうちに像としての対
象Oを見るような経験はいかにして実現されているのか。 

- これらの問いに答えることで、画像（picture）の本性に迫る哲学。 
- 以下では、画像の描写能力を前提した上で、応用的な話をする。 

1.2.描写内容の構成（cf. 松永 2017; Hyman & Bantinaki 2017, Goodman 1976） 
- 描写機能は「ニツイテ性（about-ness）」と「トシテ性（as-ness）」を持つ。 

• 画像による描写は、特定の描写対象（depicted object）を選び出し、そこに特定の描写性質
（depicted property）を帰属させるという構成を標準的に持つ。 

1.3.二次的使用上の内容【スライド】 
- 画像が持つその他の機能：情動の表出（expression）、命題の主張（assertion）など。以下、
豊富な内容を包括する語として「画像内容」を用いる 。 1

- 本発表の主な関心は、「二次的使用上の内容」と呼びうるような画像内容。 
- およそ特定の作者と起源が辿れる画像たちには、「本来（original）の内容」あるいは「二次的
使用に先立つ内容」がある 。これとは別の文脈において使用されるとき、「二次的使用上の内2

容」が生じる。 

• （例）ピナ・バウシュによるダンス作品《青ひげ》（1977）のワンシーンを撮影した写真。 

 【補足】pictorial contentだと画像的な仕方で持つ内容＝描写内容と区別できないので、content of pictureぐらいで理1

解しておきたい。特定の画像に対し「これは○○の画像だ」と言えるような○○は、だいたい画像内容に含めたい。

 【補足】プロセスがしばしば信念独立的な写真と、信念依存的な手製の画像（絵画など）では、「二次的使用に先立2

つ内容」の決定に関して差異があると思われる。分析写真論に関しては、いずれ世に出るやもしれぬ拙修論を参照。
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- 二次的使用に先立つ内容：壁の凹みを使って張り付いている役者たち 
- 二次的使用（虚偽）上の内容：1952年、ロシアの精神病院にいる患者たち 

2.画像的コノテーションの問題系 

2.1.画像的なコノテーション【スライド】 
- ロラン・バルト（1964）が論じたように、記号は字義通りに明示される一次的内容に加え、し
ばしば潜在的・個人的・文脈依存的な二次的内容を持つ。 

- 同じような複層性は、一定の「描写内容」や「二次的使用に先立つ内容」に加え、それよりも
豊富な「画像内容」を持つ画像一般にも見いだされる。 

• 隠喩（metaphor）、皮肉（irony）、含み（implicature）といった用語のもとで議論されて
いるのは、広く画像的コノテーションの問題？（cf. Abell 2005; Currie 2011） 

- 画像の語用論：画像的コノテーションが生じる場面はたくさんある。タイトル、キャプショ
ン、場面、状況、作者の意図、隣接する別の画像など、さまざまな外的要因はいずれもイメージ
を変容させる（transfigure） 。 3

• （例）タイトルによる変容としてはデュシャンの《泉》、キャプションによる変容としてはマ
グリットの《イメージの裏切り》（「これはパイプではない」）など。 

- これらの変容を駆動しているのは、いずれも諸要素の切り貼りにほかならない。 
- イメージを切り貼りするとなにがどうなるのか。答えは以下であり、その内実について詳しく
見ていきたい。 

イメージを切り貼りすると、ときに、イメージの見た目や意味が変わり新たなイメージが
生まれる（＝イメージが変容する、画像的コノテーションが生じる）。 

2.2.本発表でやること 
① 例示：切り貼りによるイメージの変容を例示する（事例をたくさん紹介する） 
② 分析：関連する先行研究を参照しつつ、切り貼りおよび変容の仕方を図式化／整理する 

• とはいえ、片っ端から例示するわけにもいかないので、対象を絞る。 

3.インターネット・ミームについて 

3.1.ミーム（meme） 
- ギリシャ語の語根である「mim（模倣）」と「-eme（-素）」を組み合わせた造語。進化生物学
者リチャード・ドーキンス（Richard Dawkins）が『利己的な遺伝子』（1976）で提唱した。 

 【雑談】これは駒場表象的な言葉遊びだが、「イメージ（image）」はダブルミーニングになっている。第一に、イ3

メージ＝画像（picture）をまさに切り貼りし、その形態を変容させるという意味がある。第二に、画像に付帯的なイ
メージ＝印象（impression）を切り貼りし、あらたな印象を生じさせるという意味がある。
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• 人から人へと伝播される文化的・社会的情報の単位を指し、ドーキンスによれば「旋律や、
観念、キャッチフレーズ、衣服のファッション、壺の作り方、あるいはアーチの建造法など
（p.296）」さまざまなものが例として挙げられる。 

3.2.インターネット・ミーム 
- とりわけインターネットを媒介として伝播されるミーム。さしあたり、ネット掲示板（4chan、
Reddit、２ちゃんねる）、SNS（Twitter、Tumblr、Facebook、Instagram）、動画共有サイト
（YouTube、ニコニコ動画）など、ネットユーザーの集まる場所で共有されるコンテンツを念
頭に置けばよい。 

• Davison (2012)「インターネット・ミームとはひとつの文化、典型的にはジョークであり、
オンラインでの伝達を通して影響力を得るものである（p.122）」。 

• 以下ではインターネット・ミームを単にミームと呼ぶ。 
- ミームは、画像／動画／音楽／テキスト／ダンス／フレーズ／ボディランゲージ／ハッシュタ
グといったさまざまな形式をとる。 

- なかでも、画像や動画ミームにおいて注目すべきは、それらがしばしばイメージの切り貼りに
よって駆動している点。あるユーザーが投稿した画像を、別のユーザーが面白がり、それを別
の場所で共有する。その際、イメージは新しいキャプションを加えられたり、他の画像とコ
ラージュされたり、さまざまな仕方で改変・再共有される。 

- なので、本発表は①ミーム実践におけるイメージの切り貼りおよび変容を例示し、②その仕方
を図式化／整理する。 

ミームはなにをしているのか 
- 「Know Your Meme」で執筆されている記事の多いカテゴリーには、以下のものがある（記事
数はいずれも2020年1月現在）。 

• イメージ・マクロ（Image Macro, 1088） 

• 素材（Exploitable, 1,081） 

• キャラクター（Character, 846） 

• パロディ（Parody, 758） 

• キャッチフレーズ（Catchphrase, 750） 

• バイラル・ビデオ（Viral Video, 749） 

• リアクション（Reaction, 734） 

• ポップカルチャーへの参照（Pop 
Culture Reference, 652） 

• 論争（Controversy, 636） 

• フォトショップ（Photoshop, 504） 

- 画像に関わらないものを除外し、いくつかをまとめた結果として、本発表では「イメージ・マク
ロ」「リアクション」「テンプレート」「コラージュ」「キャラクター」という五つのカテゴ
リーを据えてみた。それぞれ、画像がどのように使用されているのか検討してみる。 
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4.イメージ・マクロと画像大喜利 

4.1.イメージ・マクロ（image macro） 
- ミームの一種であり、画像とテキストを組み合わせる。多くの場合、画像の上段に前置き、下
段にボケのオチやウィットに富んだセリフを置く。 

- 日本だと大喜利サイト「ボケて（bokete）」や、テレビ番組『IPPONグランプリ』の「写真で
一言ルーレット」といった「画像大喜利」に近いコンテンツ。 

哲学ラプトル（Philosoraptor）│2008：画像（考えているような仕草のヴェロキラプトル）＋
キャプション（哲学的な問いや矛盾をもたらすような状況についてのセリフ） 

期待が高いアジア人の父親（High Expectations Asian Father）│2010：画像（厳格な感じの
アジア人男性）＋キャプション（子供の成績や振る舞いに過度な要求をしているセリフ） 

• 二次的使用に先立つ内容：哲学的な恐竜ニツイテの画像ではないし、子供を叱咤する男性ニ
ツイテの画像でもない。 

• キャプションによって生じる二次的使用上の内容：「深淵なことを自問する恐竜」「理不尽
な要求をするアジア人の父親」。描写内容に対し、キャプションの内容が優位にある。 

4.2.準イメージ・マクロ的なミーム 
- 狭義のイメージ・マクロは、ペイント・ソフトなどを使用して画像の上にテキストを記載した作
品を指すが、より近年の傾向として、テキストによるキャプションは画像外に記載されることが
多い（Twitterなど）。 

驚くピカチュウ（Surprised Pikachu）│2018：画像（アニメ『ポケットモンスター』より、
驚いた表情のピカチュウ）＋キャプション（はっとしたり、唖然とするような状況） 

僕とみんな（Me and the Boys）│2019：画像1（1967年のアニメ『スパイダーマン』より、
ほくそ笑む悪役たち）＋画像2（左下にサイのスーツを着たキャラクター・Rhinoを合成）＋
キャプション（ほくそ笑むような状況）。「The 2019 Meme Of The Year Award」で1位。 

猫に怒鳴る女性（Woman Yelling at a Cat）│2019：画像1（サラダの乗ったテーブルに顔を突
き出し、困惑した表情の白猫）＋画像2（泣き叫びながら指を突き立てる女性）＋キャプショ
ン（強烈な批判や叱責に対し、困っているという状況）。Know Your Memeによる「The 
2019 Meme Of The Year Award」で2位。 

4.3.「画像＋キャプション」による二次的使用上の内容 
- 「状況説明型」：画像に見られるしかじかの表情や身振りに至るまでの状況が説明されている
タイプ。 

• （例）「Me and the Boys」の作例：「辞書で“セックス”の項目をみんなに見せている12才
の僕」とキャプションされたもの。四人のキャラクターがニヤニヤしている理由については
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もともとの文脈（アニメ『スパイダーマン』）があるが、当のミームはそれとは異なる状況
を記述している。 

- 「セリフ型」：人物や動物にセリフを喋らせるタイプ。上述の〈Philosoraptor〉や〈HEAF〉が
該当。 

• とりわけ日本においては、漫画の一コマないしワンシーンを切り取ってきて、セリフを変え
たネタ画像がしばしば見られる。 
- （例）『スラムダンク』のゴリ「いいからドーピングだ！」 

- いずれも後付けによる必然性によって統制されており、鑑賞においてはそこが評価ポイントと
なる。（キャラクターのニヤニヤした表情や立ち位置×「辞書で“セックス”の項目を見てい
る」という状況／ゴリの切実な表情や迫力を示す集中線×「ドーピングを要求している」とい
うセリフ） 

• 二次的使用に先立つ内容と、キャプションが示す内容の間には、どういう関係があるのか。
必然性の内実についてはもう少し踏み込んだ検討がしたいところだが、今日はここまで。 

5.スタンプとしてのリアクション画像 

5.1.リアクション画像 
- 〈Surprised Pikachu〉は、イメージ・マクロ的な大喜利に使われるだけではなく、掲示板やSNS
上で他ユーザーにリプライする際のリアクション画像としても用いられる。 

• 唖然とするようなニュースや発言に対し〈Surprised Pikachu〉の画像を送りつけることで、
「私（リプライ主）は驚いた」という感情の表明となる。 

カエルのぺぺ（Pepe the Frog）│2008：マット・フューリーによる漫画『Boy’s Club』に登場
するカエルのキャラクター。表情に様々なバリエーションがあり、4chanなどのネット掲示板
では2008年ごろからリアクション画像として多用されてきた。 

ドラマチックなリス（Dramatic Chipmunk）│2007：元ネタはテレビ番組『ハロー!モーニン
グ。』より、スタジオに運ばれてきたプレーリードッグが驚いて振り返るシーン。実はリスで
はない。大げさな音楽を付けたクリップ動画がYouTube上で流行ったことから、コラ素材や
リアクションGIFとして人気に。 

ドージ（Doge）│2013：絶妙な表情を浮かべる柴犬かぼすちゃんの写真。でたらめな英語によ
るセリフのキャプションと合わせて、リアクション画像として使われる。コラ素材としても人
気。オールタイムで最も有名なミームの一つ。 

5.2.スタンプとしてのリアクション画像【スライド】 
- 松永（2017）は画像の主張内容を整理する上で、ボストン型とスタンプ型を区別している。 

• ボストン型：ポール・リビアによるボストン虐殺の版画に代表されるようなタイプ。描写内
容の指示対象がそのまま主張内容の指示対象となるほか、描写内容の述定性質のほとんどが
そのまま主張内容の述定性質となる。 
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• スタンプ型：「うさぎのコニー」のLINEスタンプに代表されるようなタイプ。主張内容の指
示対象が描写内容のそれに限定されず、述定性質についても描写内容が持つそれの一部が抽
出される。本発表の関心はこっち。 

- 耳を疑うようなニュースに対するリプライとして、〈Dramatic Chipmunk〉のGIFを送りつける
場合、二次的使用上の内容は以下になる。 

- すなわち、スタンプ的に使用されている画像は、リプライ主ニツイテの画像となり、二次的使
用に先立つ内容からトシテ性質が抽出される。 

- ここで、リアクション画像によるコミュニケーションがいかなる内容を持つのかに関しては、
外的要因を踏まえた解釈（interpretation）が必要。 

6.画像内容の複層性と解釈 

6.1.描写内容の「分離」（cf. Hopkins 1998）【スライド】 
- 「分離（separation）」：ロバート・ホプキンスによる用語。画像のうちに見られる内容が、
画像が描写する内容と必ずしも一致しないような事態を指す 。 4

• ホプキンスは解釈によって前者から後者を導く際、従うべき基準を挙げている 。 5

- （例）棒人間は「巨大な頭とガリガリの体を持つ人物」のように見え、白黒の人物写真は
「色彩を持たない人物」のように見えるが、外的な知識を踏まえれば、いずれも「ふつう
の体型で、色彩を持つ人物」を描写していると考えるべき。 

6.2.「画像の含み」（cf. Abell 2005） 
- キャサリン・アベルはポール・グライス（Paul Grice）による「会話の含み（conversational 
implicature）」を援用し、「画像の含み（pictorial implicature）」について論じる。 

二次的使用に先立つ内容 二次的使用上の内容

ニツイテ対象 プレーリードッグ リプライ主

トシテ性質 驚いて振り返る, 
毛むくじゃらである, 二本足で立っている, 

ケージに閉じ込められている, etc

驚いて振り返る

 【補足】用語について整理。前解釈的な内容についてWollheim (1987); Hopkins (1998); Brown (2010)は「うちに見4

る内容（seeing-in content）」、類似説にコミットするAbell 2005は「視覚的内容（visible content）」と呼んでいる。
一方、我々が実際に画像に帰属させる内容について、アベルは「描写的内容（depictive content）」、ホプキンスは「画
像内容（pictorial content）」と呼んでいる。「画像内容」の用法について本発表とホプキンスは異なる。

 【補足】具体的には、「現実世界に含まれる事柄についての知識」「一般的に描写される事柄についての知識」「画5

像を生み出す様々な手段についての知識」があれば画像作者の意図が分かり、画像の正しい描写内容にたどり着けると
する。
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• 会話における発話は、協調原理（cooperative principle）に基づく合理的なものであり、これ
を破るような発話にはなんらかの含みがある。 
- （例）飲み会で八方美人の同僚を指して「彼女は賢い」と言う場合。 
- 協調原理から逸脱するような発話が持つ意味は、会話の含みとして補完ないし改定され
る。 

• 同様に、画像を用いたコミュニケーションにおいて、画像の視覚的内容が非合理的に思われ
るのであればそこには画像の含みがあり、解釈によって補完・改定される必要がある。 

6.3.ホプキンス説およびアベル説の評価 
- アベルは画像の語用論的水準について論じている点で本発表の関心に近いが、彼女が念頭に置
いているのは芸術絵画やイラストでの図解といった「単一の作者が、創造行為によって画像を
作り出し、それによって自らの思考・情動などを伝達する」という一次的コミュニケーション
である。ゆえに、本発表が問題とする二次的使用上の内容とはややズレる。 

• 「うちに見る内容≒視覚的内容」は観者の知覚的経験に基づき、そこから「描写内容」を導
く解釈はいわば公式の文脈に基づく。これに対し、二次的使用上の内容においては、さらに
非公式の文脈を踏まえた解釈が必要となる。 

- 二次的使用上の内容も「分離」と同じように処理できる？ 

• ニュース・スレに突如としてプレーリードッグのGIFを送信するのは一見非合理的だが、外的
な知識や協調原理をうまいこと踏まえれば「私（リプライ主）は驚いた」という感情の表明
として解釈されうる？ 

- しかし、アベルおよびホプキンスの案は都合が良すぎる、というのが発表者の評価。 

• まず「分離」の処理に関しても、「いくらかの外的要因を踏まえて常識的に考えれば正しく
解釈できる」と言っているに過ぎない。 

• とりわけ、一次的コミュニケーションにおいてはいくらかの不変項（制作時の状況、作者の
意図など）が期待できるのに対し、使用のたびに外的要因が変動する二次的コミュニケー
ションにおいて、両者の枠組みではどうも頼りない。 

- 結局のところ、二次的使用による画像内容の「変容」は、描写内容の「分離」よりも自由かつ
任意であるというのが発表者の予想。 

• ゆえに、後者を統制する解釈基準や協調原理を明らかにするという作業は、課題設定からし
て適切ではないと考える。その他、分離の話については村山さんにパスしたい。 
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7.テンプレートとミーム制作の規範 

7.1.ミームと規範（cf. Evnine 2018） 
- シモン・J.エヴニンは、各ミームにはそれを制作する際の規範（norm）があることを指摘して
いる。 

• （例）〈Philosoraptor〉においては「哲学的な問いや矛盾に関する自問」を記載することが
要求され、〈HEAF〉においては「子供の成績や振る舞いに過度な要求をしているセリフ」を
記載することが要求される。 

• ついでに、エヴニンはミーム一般を「一連のミーム的規範に従うもの」と定義しているが、議
論の循環をはじめ苦戦している印象を受ける。 

- 本発表ではミームの定義問題に踏み込むことなく、規範のかわりに「テンプレート」の語を用
いる。 

• ミームには、それぞれ特定の画像を使用したり、特定のキャプションを加えたり、特定の仕
方での編集を促すような慣習的／規範的テンプレートがある。 

気を取られる彼氏（Distracted Boyfriend）│2017：画像はiStockの写真素材。すれ違った女
性に気を取られ振り返る彼氏と、それを見て怒った表情の彼女。「（しばしばまともでない
ものに）気を取られる〇〇」「それを見て憤る××」のテンプレートとして広まる。 

サグライフ（Thug Life）│2014：ギャングスタ的な行いの動画に合わせて、N.W.A「Fuck 
Tha Police」やDr. Dre「The Next Episode」などのヒップホップ楽曲を流すテンプレート。 

To Be Continued│2016：アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』より、エピソードの終わりに表示
される「つづく」のロゴ、およびBGMとして流れるYes「Roundabout」。衝撃的瞬間の直前
で映像が静止し、ロゴ表示＋BGM再生というMAD動画のテンプレートとなる。 

7.2.テンプレートの構成 
- いずれのテンプレートも標準的要素、可変的要素、反標準的要素によって構成されている 。 6

• （例）〈Distracted Boyfriend〉においては当のiStock写真を使うことが標準的要素であり、
コラージュする画像やキャプションが可変的要素となる。別の画像を使うことは反標準的で
あり、通常は〈Distracted Boyfriend〉の事例から除外される。 

- このようなテンプレート構成がミーム実践を先導し、良し悪しの基準となっている：特定のテ
ンプレートから逸脱するような作品は、挑戦的とみなされるか、スベるかのいずれか。 

7.3.テンプレートは変化する 
ヴェイパーウェイヴ（Vaporwave）│2011：インターネット・コミュニティを中心に発生した
音楽ジャンルおよびこれに付随する視覚的イメージ群。Wikipedia（2019）によれば「過去に大

 【補足】Walton (1970)を参照。ウォルトンによれば、芸術形式ないしスタイルといった「カテゴリー」には、標準的6

性質、可変的性質、反標準的性質がある。標準的性質を強調する作品は真正／オーセンティックであり、可変的性質に
おいて工夫した作品は意外性を持ち、あえて反標準的性質を取り入れる作品は革新性を持ちうる。
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量生産されて忘れ去られた人工物や技術への郷愁、消費資本主義や大衆文化、1980年代のヤッ
ピー文化、ニューエイジへの批評や風刺として特徴づけられる」。 

- 〈Vaporwave〉において、サンプリング元となる楽曲や、アートワークとしてコラージュされる
イメジャリーには、標準的なものとそうでないものがある。典型的には、「八〇―九〇年代の
スムース・ジャズ、フュージョン、ポピュラーソングのほか、商業用のエレベーター・ミュージッ
ク（ミューザック）、デバイスの起動音、テレビCM」などがサンプリングされ、アートワーク
やMVでは「古典彫刻や建築、八〇―九〇年代の古いPCやゲーム機、ローファイなVHSやカ
セットテープ、ショッピングモールやテレビCMといった消費社会的イメージ、バブル期の日本
やでたらめな日本語など」がコラージュされる（cf. 銭 2019）。 

• 一見すると支離滅裂で「なんでもあり」のように思われる〈Vaporwave〉だが、ここにも
「Vaporwaveらしい／オーセンティックな」作品と、そうでない粗悪な作品の区別がある。 

- 特定のミームを取り巻くテンプレートの構成は、実践の中で移り変わっていく。 

• 例えば、「サンプリング」は初期Vaporwaveにおいて標準的な要素であったが、近年はサン
プリングを用いない作品も少なくない。 

7.4.テンプレートはどのような場合に拡張するか 
- テンプレート逸脱的だが、単にスベるのではなく、テンプレートの拡張とみなされる作品にはど
のような特徴があるのか。 

• 少なくとも〈Vaporwave〉に関しては以下が指摘される。 
1. 当該ミームを発表する場として認知されている場での発表：Vaporwaveレーベルからリ

リースされていたり、RedditのVaporwaveスレ上で扱われている作品。（ex.S U R F I N G
『Deep Fantasy』） 

2. 当該ミームの発表者として認知されている人物による発表：すでにVaporwaveのアーティ
ストとしてコミュニティ上で認知されている人物による作品。（ex.Saint Pepsi『Hit 
Vibes』） 

3. 上記いずれでもないが、作者が当該ミームを意図しており、かつ、当の意図が了解される
よう表明（ハッシュタグなど）しており、かつ、コミュニティにおいて承認される程度に
完成度の高い作品（ex.2814『新しい日の誕生』） 

8.コラージュの文法 

8.1.コラ画像 
- コラージュは最も典型的なミーム手法の一つ。ネットユーザーに気に入られたスナップ写真や
キャラクターのイラストは、別の画像と切り貼りされることによってさまざまな再文脈化を施
される。 

• インターネットにおけるコラ文化の歴史は長く、1998年にはテレビ番組『セサミストリー
ト』のバートをあちこちに合成するネタサイト「バートはワルだ！（Bert Is Evil!）」が開設
されている。 

9
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悲しげなキアヌ（Sad Keanu）│2010：パパラッチによって撮影された俳優キアヌ・リーブス
のプライベート写真。公園で独り、サンドイッチを食べている姿があまりにも悲しそうだと
話題に。 

やるんだ！（Just Do It）│2015：俳優シャイア・ラブーフがひたすら鼓舞してくれる動画。 
絶叫するマーモット（Screaming Marmot）│2015：山岳を背景にマーモットが鳴くビデオ

に、男性の絶叫を合成した動画。 
サスケ首絞めコラ（Sasuke Choke Edits）│2019：アニメ『NARUTO -ナルト-』より、サス

ケが兄イタチに首を締められるシーン。イタチの位置に別の画像を置くことで、サスケが別
の誰かによって首を締められている図になり、そこにイメージ・マクロ的なキャプションが
追加される。 

踊るトム・ヨーク（Thom Yorke Dance Remixes）│2011：Radiohead「Lotus Flower」の
MVより、トム・ヨークがくねくね踊っている映像。 

ジャスティン・ビーバーが撃たれた！（Justin Bieber Gets Shot! (& Killed））│2011：ドラ
マ『CSI:科学捜査班』シーズン11より、ジャスティン・ビーバー演じるティーンエージャー
が射殺されるシーン。 

- （例）「Thom Yorke Kills Justin Bieber」 

• 言うまでもなく、トム・ヨークによるジャスティン・ビーバー射殺という出来事は、現実世
界において事実ではないし、このミーム作品が制作される以前には、それに対応する虚構作
品すらなかった。当の二次的使用上の内容はコラージュとモンタージュによって生じてい
る。以下では、具体的な内容について分析。 

8.2.コラージュの文法【スライド】 
- 「銃を手に持ったトム・ヨーク」：統語論上の空間的関係が、意味論上での空間的関係となる
（cf. 松永 2015）。前述の〈Woman Yelling at a Cat 〉や〈Sasuke Choke Edits〉も同様。 

• 銃を意味する記号とトム・ヨークを意味する記号は、統語論的な図面において並置されるこ
とにより、意味論的にも空間的に並置される。 

• また、手の位置に銃がコラージュされることで、「銃を持つ／使用する」という関係的性質
が立ち上がる。 

- 「トム・ヨークに撃たれるジャスティン」：統語論上の時間的関係が意味論上の時間的関係と
なる。すなわち、映像の前後関係が、映像の意味の前後関係となる。 

- 「勝利の喜びに打ち震えるトム」：連結された前後の映像から遡及的に意味づけられている。 

• 「クレショフ効果」：前後の映像が異なれば、同一の映像であっても意味が変動する。 

8.3.より高次のコノテーションとしての「風刺」 
- アーティストとしてのジャスティン・ビーバーとトム・ヨークの差異を踏まえた観者にとって、
当の映像はイデオロギー的な高次の内容を持つ。 
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• 切り貼りされた映像において、撃たれているのは商業的メインストリームを代表し、すごい
数のアンチを抱えるジャスティン。撃っているのはRadioheadという知的かつ実験的な音楽
集団を率るトム。 

• 「キッチュ↔アヴァンギャルド」「ポップス↔オルタナティヴ」「アメリカ↔イギリス」「若
者↔大人」といった、両者の属性上の差異は、映像において後者から前者に対する攻撃とい
うかたちをとる。この場合、二人の人物は上位のクラスターの提喩として理解される。 

• ジョークとしてのユーモアに加え、「TYKJB」に風刺として痛快さを見出すとすれば、それは
切り貼りによって生じる高次のコノテーションに由来している。 

10.キャラクターとミームの創造性 

10.1.ミームの創造性 
- ミーム事例の制作は、典型的には既存素材の転用・改変・再共有を基本とするが、実践のなか
で独立したキャラクターが確立する場合も少なくない。 

ダットボーイ（Dat Boi）│2016：画像素材サイト「Animation Factory」より、一輪車に乗る
カエルのGIF画像。しばしば「here come dat boi!!!!!!」「o shit waddup!」のキャプションと
組み合わせて使われる（別ミームからの流用）。 

ウガンダナックルズ（Ugandan Knuckles）│2017：ゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』
のナックルズがデフォルメされたキャラクター。ゲームレビューYouTuber「Gregzilla」の動
画に一瞬だけ映ると、これがネットユーザーの間で人気となり、後にVRChatのアバターとし
て普及する。VRChat上では、集団での荒らし行為（執拗に「do you know de wey?」と聞い
て回るなど）によって問題視されている。 

エッグドッグ（Eggdog）│2019：卵型で二本足の犬のキャラクター。Instagramユーザー
「@groomer_andrea」が投稿した、毛をトリミングされるポメラニアンの動画が元ネタ。
Twitterユーザー「＠meetissai」が人形を作ったり、「@zotakufilms」がアニメを作ったり、
「@Val_Arkandes」がゲームを作ったりしている。 

- ミーム的キャラクターが持つ性質は後付けされていく。 

• （例）〈Ugandan Knuckles〉の造形は「Gregzilla」の動画が元ネタだが、ここにウガンダの
アクション映画『Who Killed Captain Alex?』が元ネタと思しきアフリカ訛りの英語が合流
し、独立したキャラクターとして定着した。その後、VRChat上での集団ストーカー行為を通
して、「舌をカッカッと鳴らす」という特徴も追加される。 

• （例）〈Eggdog〉の「胴体が伸びる」という性質は、おそらく「@zotakufilms」がアニメで
描写したのが初出。「@Val_Arkandes」のゲームではアクション要素として採用されてい
る。次いで、後者のゲームでは「イチゴを集める」という性質が〈Eggdog〉に付与された。 

- いずれのキャラクターも、転用・改変・再共有といった二次的操作を通して形成されている。 
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10.2.二次創作による創造 
- ミーム的な創造＝二次創作的による創造は、多くの点で（狭義の）芸術的な「創造」概念と相
違する。 

• アーティ・ヴィアカント（2010）：作者性の遍在、作品の複数性、作り手＝受け手というあ
り方からポスト・インターネット・アートを特徴づける。 

• しかし、しばしば古典的な「作品」の範疇から抜けきれていないポスト・インターネット・
アートに対し、ミームはヴィアカントが指摘したような特徴を文字通り持っている 。 7

- 流動性は、しばしばミーム的キャラクターに危うさをもたらしている。 

• （例）リアクションの項で上述した〈Pepe the Frog〉は2015年ごろから、いわゆる「オルタ
ナ右翼」のネトウヨたちによって多用されはじめ、これをドナルド・トランプがTwitterでリ
ツイートするなど、徐々に人種差別的な意味合いを持たされるようになる。2016年には米国
の名誉毀損防止同盟（ADL）によって、ヘイトを含むシンボルとして登録される。 
- 原作者であるマット・フューリーはこのようなイメージの払拭に尽力してきたが、2017年
にはコミック内でペペの葬式を描くことになった。 

- ちなみに、2019年からの香港民主化デモでもペペのイラストはポスターなどに使用されて
おり、さらに別の意味合いを持たされている。 

まとめ 
(1) 「イメージ・マクロ」的な画像大喜利においては、キャプションが画像に二次的使用上の内容

を与える│「状況説明型」「セリフ型」│後付けの必然性 
(2) スタンプ的に使用される「リアクション」画像は、しばしばリプライ主ニツイテのものとな

り、元画像からトシテ性質が部分的に抽出される│観者には適切な解釈が求められる│二次的
使用上の内容に関しては非公式の文脈を踏まえた解釈が必要、「分離」や「画像の含み」のよ
うにかっちりした枠組みは作りづらいことが予想される 

(3) ミームは規範的に機能する「テンプレート」を持つ│標準的要素、可変的要素、反標準的要素
│各要素の構成はミーム実践の中で変容していく 

(4) 「コラージュ」による二次的使用上の内容│統語論的な時間的・空間的関係が意味論的なそれ
に対応│前後に並置された画像の内容によって、間に挟まれた画像が遡及的に意味づけられる
（「クレショフ効果」）│高次のコノテーションにおいて、風刺的な内容が生じる 

(5) ミーム的な「キャラクター」の存在は、ミーム実践という二次的使用が持つ創造性を示す│作
者性の遍在、作品の複数性、作り手＝受け手│流動性によってよろしくない（しばしば人種差
別的な）意味合いを持たされやすい 

 【雑談】ミームは、しばしば独占的な作者を持たないだけでなく、持たないことをネットユーザーに期待されること7

がある。O-Zone「恋のマイアヒ」のPVを巡って2005年に起きた一連の騒動（「のまネコ騒動」）は、これを端的に表
している。Wikipediaを参照のこと。
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参照インターネット・ミーム一覧 

*KYM閲覧数は2020年1月20日時点

タイトル 年 初出・元ネタ KYM 
閲覧数(k)

タグ url

バートはワルだ！（Bert Is Evil!） 1998 Dino Ignacio's 
website

133 コラージュ https://knowyourmeme.com/
memes/bert-is-evil

ドラマチックなリス（Dramatic 
Chipmunk）

2007 YouTube 228 リアクション／コ
ラージュ／動物

https://knowyourmeme.com/
memes/dramatic-chipmunk

カエルのぺぺ（Pepe the Frog） 2008 Boy’s Club 4007 キャラクター／コ
ラージュ

https://knowyourmeme.com/
memes/pepe-the-frog

哲学ラプトル（Philosoraptor） 2008 4chan 3,134 イメージ・マクロ https://knowyourmeme.com/
memes/philosoraptor

悲しげなキアヌ（Sad Keanu） 2010 Reddit 2,717 コラージュ／人物 https://knowyourmeme.com/
memes/sad-keanu

期待が高いアジア人の父親（High 
Expectations Asian Father）

2010 Tumblr 1,746 イメージ・マクロ https://knowyourmeme.com/
memes/high-expectations-
asian-father

ジャスティン・ビーバーが撃たれ
た！（Justin Bieber Gets Shot! (& 
Killed））

2011 CSI 41 コラージュ／人物 https://knowyourmeme.com/
memes/justin-bieber-gets-
shot-killed

踊るトム・ヨーク（Thom Yorke 
Dance Remixes）

2011 YouTube 117 コラージュ／人物 https://knowyourmeme.com/
memes/thom-yorke-dance-
remixes

ヴェイパーウェイヴ（Vaporwave） 2011 Will Burnett 475 テンプレート／音
楽

https://knowyourmeme.com/
memes/cultures/vaporwave

ドージ（Doge） 2013 Tumblr 13,146 リアクション／コ
ラージュ／動物

https://knowyourmeme.com/
memes/doge

サグライフ（Thug Life） 2014 YouTube 432 テンプレート／音
楽

https://knowyourmeme.com/
memes/thug-life

やるんだ！（Just Do It） 2015 YouTube 394 コラージュ／人物 https://knowyourmeme.com/
memes/shia-labeoufs-intense-
motivational-speech-just-do-it

絶叫するマーモット（Screaming 
Marmot）

2015 Instagram 45 コラージュ／動物 https://knowyourmeme.com/
memes/screaming-marmot

To Be Continued 2016 『ジョジョの
奇妙な冒険』

932 テンプレート／音
楽

https://knowyourmeme.com/
memes/yes-roundabout-to-be-
continued

ダットボーイ（Dat Boi） 2016 Facebook 3,379 キャラクター／キ
ャッチフレーズ

https://knowyourmeme.com/
memes/dat-boi

気を取られる彼氏（Distracted 
Boyfriend）

2017 iStock 1,191 テンプレート／コ
ラージュ

https://knowyourmeme.com/
memes/distracted-boyfriend

ウガンダナックルズ（Ugandan 
Knuckles）

2017 Gregzilla 5,344 キャラクター https://knowyourmeme.com/
memes/ugandan-knuckles

驚くピカチュウ（Surprised 
Pikachu）

2018 Tumblr 1,001 リアクション／イ
メージ・マクロ

https://knowyourmeme.com/
memes/surprised-pikachu

猫に怒鳴る女性（Woman Yelling at 
a Cat）

2019 Twitter 4,066 イメージ・マクロ
／動物

https://knowyourmeme.com/
memes/woman-yelling-at-a-
cat

サスケ首絞めコラ（Sasuke Choke 
Edits）

2019 Twitter 113 テンプレート／コ
ラージュ

https://knowyourmeme.com/
memes/sasuke-choke-edits

エッグドッグ（Eggdog） 2019 Twitter 30 キャラクター https://knowyourmeme.com/
memes/eggdog

僕とみんな（Me and the Boys） 2019 Instagram 1,197 イメージ・マクロ
／テンプレート

https://knowyourmeme.com/
memes/me-and-the-boys
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