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想像的抵抗の問題について
－物語参与の観点から
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概要
分析美学において「想像的抵抗imaginative resistance」という現象が、フィクショ
ン研究の問題系の中で興味深いものとして研究されてきた。

この問題を論じた初期の論者たちが、現象を文脈から切り離して議論したのに

対して、現在では現象をジャンル等の文脈を考慮しつつ考察することが一般的に

なっている。しかしそれらの主張の一部は、説明に用いる概念の不明確さや、包

括性の点で問題がある。

本発表では、それらの先行文献を検討したのち、Currie [2010]による「フレーム
効果」による説明を擁護する。この説明は想像的抵抗を「物語の提示するフレー

ムへの抵抗」として解釈することで、先行文献の問題点を解決すると共に、分析

美学のフィクション研究における、「虚構世界＝What to imagine」だけでなく、「物
語参与＝How to imagine」という視点の重要性を示す。
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０．はじめに

１．想像的抵抗の問題とは何か
初期の論者たちの主張
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１．想像的抵抗の問題とは何か
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ケンダル・ウォルトンがヒュームの「趣味の
基準について」の議論を取り上げた

↓
寛容な態度で許容せねばならない

思考や想像力の一定の転換だけが必
要となる

•理論的な（見解の）誤り

•生活態度の罪のない細部

•思弁的な意見

↓
許容すべきでないし、共感できない

きわめて熱心な努力が必要

•道徳原理の違い

• （読者とは）異なる称賛や批難、
愛や憎しみの感情
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前の時代の作品を扱うときには…

１．想像的抵抗の問題とは何か

ヒュームの述べた想像的参与の難しさの非対称
性（の一部）を、Walton [1990,1994]で定式化

想像的参与に問題がない

• フィクション作品の、事実におけ
る現実との違い

• 「瀉血によって病気が治る」など

↓

想像的参与に相対的な困難が生じる

• フィクション作品における、道徳
的な逸脱

• 「民族虐殺は正当である」など

↓
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何故？

１．想像的抵抗の問題とは何か
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ウォルトンの分析と、T. S. Gendlerの異論

•例：「赤ん坊を殺したことで、ジゼルダは正しいことをしたのだ。結局
のところ、それは女の子だったのだから。」（Walton 1994; 37）

• 〇「性別を理由に嬰児を殺した」→「間違っている」
• ×「性別を理由に嬰児を殺した」→「正しい」
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１．想像的抵抗の問題とは何か

•問題となる事柄は、何らかの「自然な」特性に付随superveneあるい
は依存dependする性質に関するものではないか

• 道徳的性質や「可笑しいfunny」性質など
• ウォルトン：異なる依存関係を私たちは理解できない

• Gendler [2000]の異論：想像的抵抗は私たちが想像出来ないから起
こるのではなく、したくないから起こる

問題の原因についての二つの異なる立場

不可能説（Cantian）

•問題となる事柄で想像的抵抗
が起こるのは、私たちがそうす
る能力がない（inability）からで
ある

• （Walton[1994], Yablo [2002]な
ど）

欲求説（Wontian）

•問題となる事柄で想像的抵抗
が起こるのは、私たちがそうし
たくない（unwilling to）からであ
る

• （Gendler [2000, 2006]など）
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どちらが正しいのか？

１．想像的抵抗の問題とは何か
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両者はそもそも異なる問題を扱っていた
• Walton (2006)は他の論者の議論を受けて、二つの立場の論者たち
が、実は異なる問題を混同していることを指摘した

• 不可能説の分析対象：問題となる命題を虚構的に真（fictionally true）*とし
て受け入れるのが難しいのは何故なのか

• 欲求説の分析対象：問題となる命題を虚構的に真であると受け入れた上で、
それを想像するのに抵抗を覚えるのは何故なのか

•両者は異なる問題に対して、異なる説明を行っていただけで、議論
はかみ合っていなかった

• 何故想像出来ない？→「虚構的真理の問題 fictionality puzzle」
• 何故想像したくない？→「想像の問題 imaginative puzzle」
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１．想像的抵抗の問題とは何か

＊「虚構的真理fictionality」の定義については議論があるものの、ここでは立ち入らない。今回は「作品世界において命題
が成り立っている」程度の意味でとる。（ウォルトン自身の定義は「想像されることになっている to be imgined」である）

二つの問題は同時に起こり得る

•道徳的逸脱の例：「赤ん坊を殺したことで、ジゼルダは正しいことをし
たのだ。結局のところ、それは女の子だったのだから。」（Walton 
1994; 37）・・・想像的参与が難しい

• ジゼルダの行為に対する道徳的判断と、他の自然的特徴からの依存関係
が想像出来ない場合

⇒虚構的真理の問題

• 命題が虚構的に真であると受け入れた上で、それを想像することに抵抗を
覚える

⇒想像の問題

• これらの現象は独立しており、かつ同時に起こり得る

10

１．想像的抵抗の問題とは何か
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２．「第二波」の議論
現象の文脈化
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２．「第二波」の議論

第二波：初期の議論は文脈を無視しているという
問題がある
•抵抗現象の文脈を考慮した一連の論者の議論（Nanay [2010], Liao 

[2016], Clavel-Vazquez[2018]など）が「第二波」（Liao & Gendler
[2016]）と呼ばれた

•第１節で検討した初期の論者たちの問題：抵抗現象の文脈の無視

• ある作品では抵抗を引き起こす記述が、他の作品では抵抗を引き
起こさないことがあり得るということを説明できない

• 「他者の痛みは愉快」
：×リアリズム小説⇒〇シュルレアリスム小説、カートゥーン？
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２．「第二波」の議論
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Liao [2016]はジャンルによって現象を説明出来る
と考えた

•想像的抵抗の二つの枠組み
• 想像的抵抗は、 「物語参与 narrative engagement」（＝美的快楽のために命
題的態度としての想像力を用いる心的プロジェクト）の過程で起こる

• さらに作品の「ジャンル」が「物語参与」の方法を規定する

•抵抗現象の説明
• 虚構的真理の問題⇒問題となる命題が虚構的真にならないのは、ジャンル
慣習に不協和だから

• 想像の問題⇒問題となる命題を想像するのが困難なのは、ジャンル慣習が
読者の中に生み出すジャンル的期待に不協和だから
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２．「第二波」の議論

リャオによる心理実験の例

「光を見て」

２０１０年４月１４日、テキサス。そこは
真っ暗だった。皆が牧師ウェイン・ハウ
エルの元に、告知のために集まった。
「全能の神からのお告げが来た。光を
取りもどすために、最も若い娘を生贄
に捧げなければならない。」彼らは牧師
のすべての言葉を信じた。全ての眼が
女の子の赤ん坊を産んだばかりのメア
リーに向けられた。メアリーは泣く泣く、
赤ん坊を生贄のために牧師に捧げた。

→「メアリーは正しいことをしたのだ」

「蘇る太陽」

昔々、メキシコのその谷は真っ暗だっ
た。皆は導師シワコワトルの元に、告
知のために集まった。「神からのお告げ
が来た。太陽を蘇らせるために、最も
若い娘を生贄に捧げなければならな
い。」彼らは導師のすべての言葉を信
じた。全ての眼が女の子の赤ん坊を産
んだばかりのイシェルに向けられた。イ
シェルは泣く泣く、赤ん坊を生贄のため
に導師に捧げた。

→「イシェルは正しいことをしたのだ」
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２．「第二波」の議論
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第二波の議論には問題がある

•想像的抵抗の現象すべてをジャンルによっては説明出来ない

• リアリズム小説における「性別を理由に嬰児を殺すのは正しい」における「想

像の問題」は、本当にジャンル的期待との不協和なのか？

• 「想像の問題」はそもそも、想像の「したくなさ unwillingness」に関するもの

→「したくなさ」を、ジャンル的期待との不協和では説明出来ていない
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２．「第二波」の議論

３．「物語」という観点
物語の「フレーム」概念を用いた抵抗現象の説明
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３．「物語」という観点
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Gregory Currie, Narratives and Narrators － A 
Philosophy of Stories (Oxford University Press, 2010)

• 物語の作者は、読者がその中でストーリーに
反応する「フレームframe」を作り出す。
• それは作者が物語の「視点point of view」
を作り出すことによる

• 物語のフレーミングは心理学で言うところの
「共同注意joint attention」の一般化された形
である「誘導注意guided attention」のプロセ
スにおいて起こる。

• 読者は物語のフレーミングに抵抗することが
ある＝想像的抵抗
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３．「物語」という観点

「ストーリー」と「フレーム」

•物語は「ストーリー内容」とは区別される「ストーリー内容に対する表
現された作者の態度expressed authorial attitude to story content」
（p.51）を持つ

• このような物語の「態度」は、物語の「視点Point of View」によって「フ
レームframework」の形で作用する

• ストーリー：「物語で何が起こるのか？」に答える

• フレームは「私たちはどのように、それらの出来事に反応するよう誘
導されているのか？」に答える
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３．「物語」という観点
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物語におけるフレームは、ストーリーに対する読
者の反応を誘導する（フレーミング）

• 「フレームとは、ストーリーに対する、望まし
い認知的、価値的、感情的な反応の集合で
ある」

•物語のフレームは
• ストーリーに対して適切に参与するよう助ける
• 作品のムードや感情的陰影に気づいたり反応し
たりすることを可能にする

• このようなフレーミングは、「人は、もう一人
の何らかの対象への注意の、その人自身の
その対象への注意への影響を経験する」と
いう「誘導注意guided attention」によるもの
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３．「物語」という観点

❕

①

②

③

自分

文学におけるフレーミングの例

• ディケンズの『リトル・ドリット』について

「彼［ディケンズ］は白い壁や道を『凝視する staring』ことや『土地の広
がりや荒れた道tracts of arid road』そして『こげ茶色の scorched 
brown』塵のことを語る。厳しい暑さ、港の水、水膨れのある麦が表象
されるのだが、その表象の様式は、容易に記述し得ない、ある種の陰
鬱な抑圧を表現する。」（99）
• ディケンズは、表象の「様式mode」によって、表象内容に対するムー
ドや感情を表現

• 「私たちは語り手のムードを実感する。［…］そして私たちはそのムー
ドを自分たちのものとするのだ。ムードを作るのに、何らかの特定の、
感情を惹起するストーリー内の出来事は必要ない」（ibid）
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３．「物語」という観点
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フレームへの抵抗としての想像的抵抗

•標準的な物語参与⇒物語の提示するフレームを受け入れる
• しかし必ずそうするわけではない

•作品のフレーミングと読者の抵抗は綱引きの関係にある
• ディケンズ『骨董屋』：作品の「あまりにも安易な私たちの情動的反応の利
用」に対する抵抗感⇔ディケンズが私たちに望む反応

• 人種差別的な詩や暴力賛美的な映画：フレーミングに同意出来ないために、
想像的参与が難しい

• 「このような場合、私たちは程度の差こそあれ、作品の視点の表現
的側面によって促される、広範な感情的・評価的反応を抱くことに困
難を覚える」(p.110)
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３．「物語」という観点

フレームによる説明はジャンル的説明と対立しな
い

• フレームによる説明は、ジャンル的説明と対立するのではなく、むし
ろ補完

•想像の問題：ジャンル的説明では解決出来ないが、フレーム的説明
を加えることで解決可能。ジャンル概念との併用の可能性。

• しかしフレームによる説明だけでは十分ではなく、虚構的真理の問
題に関してはジャンル的説明を用いる必要がある

•虚構的真理のパズルをもフレームによって説明することも不可能で
はないだろうが、コストがかかりすぎる
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３．「物語」という観点
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想像的抵抗を物語の観点から考察する意義

• フィクションの経験を論じるためには、what to imagine＝虚構的真理
だけでなく、how to imagine＝物語参与などを考える必要

•虚構における情動や抵抗を、命題的態度としての「想像」概念で説
明しようとするのは無理がある

• 「劇的想像力 dramatic imagination」(Moran 1994)や「欲望的想像力 desire-
like imagination」(Currie 2002, 2010)のような、非命題的想像力概念の必要
性

• 「非現実性」としてのフィクションに対して、「拵えもの」（西村 1993, 森 2010）
あるいは「意図的－コミュニケーション的人工物」（Currie 2010）としてのフィ
クションに注目する必要
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３．「物語」という観点

ありがとうございました＆まとめ

• １．想像的抵抗：フィクションにおけるある種の命題に関してだけ、想像的参与
が難しいという現象

• 「虚構的真理の問題」と「想像の問題」に分けられる

• ２．現象は、問題となる命題の文脈に影響を受ける
• ジャンル的期待との不一致は抵抗現象の一部を説明するが、想像のパズルの説明が難し
いという問題がある

• ３．抵抗現象を、作品のフレーミングに対する抵抗としてとらえることで、想像の
問題を文脈を考慮しつつ解決出来る

• しかしフレーム理論では虚構的真理のパズルを説明出来ないため、結局ジャンル的説明も
併せて用いる必要がある

• フィクションの経験を論じるには、虚構的真理＝what to imagineだけでなく、物
語参与＝how to imagineを考える必要がある
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