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二次創作コミュニティにおける「愛」をめぐる闘争と調停

＜要旨＞
　本稿は、腐女子と呼ばれる男性同性愛フィクションを嗜好する少女・女性の二次創

作活動とメディア利用を対象とし、彼女たちがどのようにコミュニティを形成し維持

しているのかについて、作品やキャラクタへの「愛」という不可視で不可量なものを

議論の導きの糸として明らかにすることを目的としている。

　二次創作コミュニティは、二次創作者らの原作に対する「愛」によって形成されて

いる。しかし、原作に対する解釈は個人によって異なっており、「愛」をめぐってコン

フリクトが発生する。本稿では、このコミュニティ内で発生したコンフリクトが、２

種類の対応によって調停されることが明らかとなった。１つ目は、二次創作者が言行

一致の姿勢を取っている／いない、原作のキャラクタや設定から逸脱し過ぎている／

いないなどの基準によって、原作に対する「愛」の具体化である二次創作作品を評価

し、「愛」がないと判断した場合、コミュニティのソトに押しやり、原作への「愛」を

持つ者同士のコミュニティを維持しようとする。２つ目は、過度な性描写や暴力表現

などが盛り込まれた二次創作作品であっても、肯定的なコメントを送ったり、無視を

して評価を行わないことで、メンバ間の衝突を回避し、コミュニティを維持しようと

する、という調停である。
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1　はじめに

　後期近代における共同体の不可逆的な解体とグローバリズムの進行は、集団共通の準
拠・依存先であった社会的規範の崩壊と、それに紐づく個人化［ベック 1998（1986）］を
もたらし、自身の行為選択や意思決定に関して常に自己対峙が求められるとともに、「自
己についての叙述を、現実に絶えず書き直」すことが求められるような［ギデンズ 1995
（1992）: 114-115］、存在論的に不安定な世界を作り出している［バウマン 2001（2000）］。
このような不安定な世界においては、自身のアイデンティティを肯定してくれる他者の存
在が必要不可欠となる。しかし、価値観が多様化している状況下においては、つながり合
うことによって自己 -他者間で価値観の衝突が生じ、逆に互いのアイデンティティが傷付
き合う可能性もあるだろう。これに対するリスク回避の方法の一つとしては、自身と類似
している価値観を持った他者とのみつながり合うという方法が考えられる。例えば辻泉
［2007］は、携帯電話の使用状況を通して若者の友人関係を分析し、その関係の特徴とし
て「引き算の関係」を挙げている。引き算の関係とは、自身と「気の合わない人」や「嫌
いな人」を携帯電話のアドレス帳整理の際に消去していくことで、結果として同質な他者
のみが友人として残るというものである。このような異質性が排除されている、関係の同
質性という議論は、オタクを対象に分析した大澤真幸［2006］や「島宇宙化」として指摘
した宮台真司［1994］にも見られる。
　ただ、個人の価値観が極めて多様なものとなっている現代社会において、自身と類似し
た他者を自然に見出しつながることは容易ではなく、携帯電話やパソコンといった情報通
信機器が、自身と類似した他者とつながる方法として利用されている。このようなメディ
アを通して形成された人間関係やコミュニティは、現在はオンライン上の至る所で確認
することができる。オンライン上で形成されるコミュニティは、「参加者が共通の関心や
問題意識を持って自発的に集まり比較的対等な立場で自律的に相互作用をする社会的空
間」であり［宮田 2005: 32］、そこでは一種の仲間意識や帰属意識が形成されている［遠
藤 2008］。このような人間関係は必ずしもオンラインのみで完結するものだけではない。
今や人々はオンライン（仮想空間）とオフライン（現実空間）を自由に行き来し、それぞ
れの空間での情報を相互参照することで、自身と他者との関係を形成・強化させていく。
このことは、現代社会において人間関係を形成・維持していく上で、情報通信機器が重要
な役割を担っていると同時に、仮想空間と現実空間とがもはや剥離不可能になっているこ
とも示している。富田英典は仮想空間と現実空間とが重なり合い、その感覚が共有された
社会を「複合現実社会」と命名した［富田 2009］。この複合現実社会では、「本質的な部
分」がより強く求められ、「どこの誰か」という、年齢や居住地といった実際の属性では
なく、それよりももっと大切なものがあるということが信じられ、人々がつながり合う
とされている［富田 2009］。ここで示されている議論はアンソニー・ギデンズの示す純粋
な関係 1［ギデンズ 2005（1991）］に接続される。しかし、純粋な関係であれ類似した他
者であれ、他者はあくまで他者なのであり、完全に自身と一致しない以上、必ず関係の中
で価値観の差異によるコンフリクトが発生していると考えられる。特に、同じ興味関心に
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よってつながりつつも、様々な属性を持っている匿名の他者が参集し、コミュニケーショ
ンが行われているオンライン上のコミュニティでは、それが顕著に現れるのではないだろ
うか。
　そのため本稿では、参集する人々の属性が階層横断的で異種混交的、仮想と現実の両空
間に活動が跨っている趣味のコミュニティを分析対象とし、類似性によって参集しつつも
自身と異なった価値観を持った他者と個人がどのように関係を形成し、維持しているのか
について明らかにすることを目的としている。

2　分析対象について

2-1　二次創作を行う腐女子について
　本稿では、趣味のコミュニティの一つとして、二次創作を行う腐女子のコミュニティ
に焦点を当てる。腐女子とは、一般的に「（少年も含む）男性同士による恋愛を主題と
するフィクションや想像などを嗜好する女性」［大戸・伊藤 2010: 69］のことを指す。ま
た、腐女子たちは日常的に BL作品を好んで消費している。BLとは Boy’s Loveの略語で
あり、男性同性愛をメインテーマとした漫画や小説、ゲームなどの作品を指す。男性同
士の恋愛フィクションを取り扱った作品は、一般市場で流通しており、腐女子たちはこ
れらの作品を好んで購入している 2。また、彼女たちの中には商品としての BLを消費す
るだけではなく、自身らの手で新しい男性同士の恋愛フィクションを生み出す者もいる。
彼女たちは、既存のコンテンツ作品内に登場する男性キャラクタを 2名（もしくは複数
名）選択し、2名の関係を同性愛的関係に読み替え、再構築する。その際、選択された
キャラクタには、恋愛関係において男性的な立場をとる「攻め」と、女性的な立場をと
る「受け」という役割が与えられる。詳しくは後述するが、この関係設定はカップリン
グと呼ばれており、腐女子はその二者の関係を想像／創造してそのフィクションを楽し
む 3。このような楽しみ方（想像／創造）は個人だけではなく、同じカップリングを好む
人々の間に発信・共有され、カップリングを核としたコミュニティが形成される。また、
コミュニティ内に創作技術を持っているメンバがいる場合、その再構築された関係性は、
彼女たち自身の手によって「二次創作」と呼ばれる作品上に表現される。二次創作とは
「原点となる創作物から登場人物（キャラクタ）や世界観などを借りて創作した創作物」
［小山 2013: 7］やその創作行為自体のことを指し、二次創作を行う者は二次創作者と呼

1  純粋な関係とは、「社会関係を結ぶというそれだけの目的のために、つまり、互いに相手との結びつき
を保つことから得られるもののために社会関係を結び、さらに互いに相手との結びつきを続けたいと
思う十分な満足感を互いの関係が生み出していると見なす限りにおいて関係を続けていく」状況にあ
る関係をいう［ギデンズ 2005（1991）: 90］。

2  今や BLは一大市場を築いている。2016年に発表された、矢野経済研究所「オタク市場に関する調
査」（http://www.yano.co.jp/press/pdf/1628.pdf　2016年 12月 7日閲覧）によれば、2015年時点で市場規
模は 212億円となっていることが示されている。

3  腐女子の中には、受け攻め関係が固定化していない「リバーシブル」と呼ばれる関係性を好む者も存
在している。また、何をもってキャラクタを「攻め」「受け」に設定するかについては、個人によって
決定要因が異なる。
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ばれている 4。二次創作者の多くはプロではなく、アマチュアのクリエータである。二次
創作作品は過去には同人誌などの形態を中心に発表されていたが、情報通信技術の発展
した現在においては、二次創作者たちは自身の作品を同人誌だけではなく、オンライン
上の同好の士が集まる場（pixiv5や Twitterなどの SNS）にて、費用をかけることなく気
軽に発表することが可能となっている。
　上記のような二次創作を行う腐女子によって形成・維持されていくコミュニティでは、
二次創作者らの属性（年齢、職業、階級、家族観、恋愛観、結婚の有無、居住地、創作技
術、腐女子度合いなど［大戸・伊藤 2010］）は多種多様であり、創作活動に対するスタン
スも各個人で異なってもいる。つまり、二次創作を行う腐女子のコミュニティは、それ自
体が様々なコンフリクトを内包した異種混交的な集団を形成していることになる。また、
そのコンフリクトは内部だけではなく、外部との関係においても立ち現れる 6。例えば、
女性による男性同性愛フィクション嗜好や主体的な性表現は、「一般社会」の異性愛至上
主義や女性のジェンダー規範との間でコンフリクトを発生させる。また、腐女子はオタク
でもあるため、一般社会におけるネガティヴなオタクイメージとの間においてもコンフリ
クトが発生している［大戸・伊藤 2010］。
　（腐女子を含む）男性同性愛フィクションを嗜好する少女／女性に関しては、1990年
代からの多数の研究の蓄積がある［上野 1998; 中島 1995, 2005; 笹倉 2008; 田原 2013; 山岡 
2016］。従来研究の網羅的な分類については、金田淳子［2007a, 2007b］および名藤多香子
［2007］が詳しい。例えば金田は、彼女たちのコミュニティが少女／女性らによって維
持されてきたことから、従来研究の多くで「男女の非対称性を主題とするジェンダー論
が方法論に採用され」ていると指摘している［金田 2007b: 53］。また、二次創作を行う腐
女子についても分析が蓄積されている。例えば東園子は、やおい 7を嗜好する少女／女性
は、キャラクタと物語中の人間関係に注目する「相関図消費」を行っており、それは物語

4  二次創作は著作権侵害に該当する行為に相当する。しかし二次創作者個人が起訴された事案は数える
ほどである。なぜなら、版権元自体が二次創作を「ファン活動」もしくは「オリジナル作品の人気を
計る一種のバロメータ」として（グレーゾーンな活動という認識のもとではあるが）肯定的に捉えて
おり、また、二次創作の土壌で育ったアマチュア作家を出版社がプロとしてスカウトする例も少なく
ないからである。

  さらに昨今では、ある二次創作者によって生み出されたアイディアがコミュニティ内に受容・評価さ
れ、他の二次創作者によってさらに派生作品を生むといったような動きも見られる。それは一般的に
「N次創作」と呼ばれている。N次創作に関しては、N次創作の視点を観光に応用させることで、対
象となる場所の知識がデータベース化され、それが新しい観光資源になっているとの指摘もなされて
いる［岡本 2010］。このような N次創作は、簡単に他者の解釈が閲覧でき、自身の作品を気軽に提示
できる仮想空間上で花開いており、そこでは原作だけではなく、二次創作までもブリコラージュの素
材として自身の創作に活用する作家の姿が見られる。

5  pixivは、ピクシブ株式会社が運営するイラストや漫画を中心とした作品投稿特化型の SNS（http://
www.pixiv.net/）である。

6  彼女たちは腐女子であると同時に「一般社会」に生きる「一般人」でもある。そのため、彼女たちは
「一般社会」の規範に適応した人間であると同時に、「一般社会」の周辺に存在している人間でもあ
るという、二律背反的なアイデンティティを持っている。また、彼女たちの実践や心性は、常に社会
規範やマスメディアによる表象との間で揺らいでおり、可変的で流動的となっている［大戸・伊藤 
2010］。そのため、二次創作を行う腐女子の実践やコミュニティに関するさらなる理解のためには、集
団対社会という構造だけではなく、集団内で、さらには個人内で生み出されるコンタクト・ゾーンの
省察が必要となろう。
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消費［大塚 2001］や男性オタクを想定して分析されたデータベース消費［東浩紀 2001］
とは異なっていることを指摘している［東園子 2010］。さらに東園子は、女性たちは「異
性愛が一つの政治的制度として存在する社会の中で、友愛のコードが適用される強固なホ
モソーシャリティ」から遠ざけられており、そのような社会の中でホモソーシャルな親密
性（性的な関係性とは異なる同性間の親密な関係）を彼女たちは相関図消費を用いること
で形成しているとも指摘している［東園子 2015: 283］。さらに創作者という観点からは、
「やおいコミュニティにおける解釈ゲームでは、他の愛好者の妄想 =解釈を引きだして、
妄想 =解釈が増殖していく。その意味で、やおい愛好者の妄想には共同行為という側面
がある」という指摘がある［東園子 2015: 185］。彼女たちの実践を共同的行為だとするこ
とに関しては、金田［2007a］も同様の視点を提起しており、同人活動を行う腐女子のコ
ミュニティを、作品の解釈を共有する解釈共同体として捉えようとしている 8。金田は、
この共同体内部では、「（作品への）愛（attachment）」「人気（popularity）」「技術（skill）」
といった複数の文化資本によって人々は序列づけられるとし、二次創作作品を発表する同
人作家たちは、作品をコミュニティ内に発表し評価されるという一連の活動を通して、な
んらかの報酬を得ているとの指摘も行っている［金田 2007a: 178–180］。金田は、マンガ
同人市場における愛とは「金銭や人気などの見返りを求めずに同人活動を続けること」で
あり［金田 2007a: 181］、「『愛』は建前上もっとも重要であるとされ、また同人活動の基
礎的な資本になることが多いが、同人活動以外に投資できる可能性はゼロに近い」として
いる［金田 2007a: 183］。しかしながら、「愛」についての明確な定義は、先行研究では必
ずしも詳細に明らかにされていない。また、原作を愛する一ファンという意味において
は、「愛」は所与であると考えられる一方で、「愛」が文化資本であるならば、ある程度他
者から評価可能なカタチで提示されねばならないだろう。そのため本稿では、金田の論考
では空白となっていた二次創作を行う腐女子の「愛」について検討しておきたい。筆者ら
は、この「愛」にこそ腐女子の二次創作コミュニティの核があると考えている。
　上記を踏まえ本稿では、趣味のコミュニティの一つとして、二次創作を行う腐女子のコ

7  やおいとは、「女性同人誌メディアにおいて男性同士をセクシュアルな恋愛関係に読み替える表現手法
であり、また、そういった表現をモチーフとする物語作品（主に小説・マンガ）の総称」である ［藤
本 2007: 63］。過去には、やおい作品を好む女性らは「やおらー」などと呼称されていた。しかしな
がら 2000年前後から「腐女子」という呼称が誕生し、これまでやおいと呼ばれていたものが「腐向
け (腐女子向け作品の意 )」や二次創作と呼ばれるようになった影響で、彼女たちのコミュニティ内で
は、やおい、やおらーという言葉は死語化しており、現在では学問上でのみ、その呼称が継続して使
用されている。

  やおいという呼称の誕生についてヤマダトモコは、同人誌『ラヴリ』（坂田靖子主宰）に投稿された、
ある会員の漫画が、（話に）ヤマもオチも意味もないもので、タイトルが『夜追い』というものであっ
たことから、1979年頃に「『ラヴリ』（坂田靖子主宰）『らっぽり』（波津彬子主宰）周辺で使われ出し、
80年代後半頃には、パロディ同人誌の隆盛とともに定着したようだ」としている［ヤマダ 2007: 123］。

  やおい作品の内容の多様性に関しては相田美穂［2015］が詳しい。相田は、「やおい」の中にも「漫画
／小説」「『ひわい』なものが描かれている／いない」「オリジナル／パロディ」「同人誌／商業誌」の
4つの差異が存在しており、この差異の多様さが女性のやおいに対する愉しみの多様さを示している
と論じている。

8  金田によれば、そもそもパロディという解釈の成立には「解釈コードを共有する集団の存在が不可欠」
であり、やおいコミュニティでは、マンガ同人誌を作ることによる会話実践によって、「解釈共同体」
が生み出されており、各解釈コードによって共同体は細分化されているという［金田 2007a: 170］。
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ミュニティに焦点を当てる。二次創作を行う腐女子のコミュニティを対象とする理由は以
下の 2点である。（1）二次創作を行う腐女子のコミュニティでは、様々な属性を持った
人々が二次創作という共通の趣味によって参集し、仮想空間と現実空間を行き来しつつ、
自身らの作品や発言を通して活発に他者とコミュニケーションを行っているため。（2）
（腐女子を含む）オタクは、メディア、社会規範、共同体、文化消費、消費行動、ジェン
ダーなど、様々な学問領域・関心の接続点として存在している。そのため、オタク文化の
研究は日本文化や現代社会の検討にもつながるものであり［東浩紀 2001］、これを分析の
俎上にのせることは、現代日本社会の理解において重要な意味を持つためである。

2-2　調査方法について
　主な調査地は、東京ビッグサイト（東京国際展示場）にて年に 2回開催されている世
界最大規模の同人誌即売会 9であるコミックマーケット 10である。筆者の１人（大戸）は
2008年から 2017年現在まで継続して同人作家としてサークル参加（同人誌頒布側）して
おり、ネイティヴの立場から参与観察を行っている 11。コミックマーケットに代表される
ような同人誌即売会は、日常的にオンライン上で活動し、コミュニケーションを取り合っ
ている腐女子の二次創作者（同人作家）たちが一堂に会するハレの場であるため、その場
では、彼女たちの現実の場での実践を観察することが可能となっている。
　また、参与観察およびインタビューについては、2008年から 2014年に渡って、筆者が
所属している（していた）4グループに所属していた 13名に対して実施した 12。ただ、
腐女子同士の接触は同人誌即売会だけでなく、日常的にはオンライン上でも行われている
ため、同人誌即売会のみの観察では不十分だと感じられた。そのため本稿では、同人誌即
売会、アフター（打ち上げ）、オフ会など現実空間での活動だけではなく、オンライン上
（webサイトや Twitter）での筆者との日常的なやりとりの中での発言など、参与観察中
に取得したデータも許可を取った上で補助的なデータとして用いている 13。

9 同人誌即売会とは、同人作家らが自身の同人誌を頒布（売買）するイベントのことを指す。
10  コミックマーケットでは 3日間で約 50万人以上もの人々が同人誌やその他のコンテンツを求めて参
加する。同人誌の 3日間の総頒布数は 925万冊、売り上げは一回のコミックマーケットにつき 30億
円に達する［西村 2002: 18］。また、野村総合研究所のオタク市場予測チームによれば、同人誌人口
は 80万人にも上るとされている［野村総合研究所オタク市場予測チーム 2005］。

11  他にも定期的に大阪で開催されている SUPER COMIC CITYやジャンルを限定して開催されるオン
リーイベントにも、同じくサークル参加し、参与観察を行っている。

12  グループとは、本稿では同じカップリングを好み、SNSで頻繁に交流していた 5～ 10人程度の集団
（コミュニティ）を指している。このグループには二次創作者と非二次創作者が、また、年齢も 20代
から 40代までの人々が混在している。インタビューは、メンバの居住地が日本全国に散らばっていた
ため会う機会が限られていたこと、ラポール形成の観点から筆者の１人（大戸）が所属しているコミュ
ニティメンバに限定していたことなどの点から、喫茶店で 3時間以上話を聞けたものもあれば、コミッ
クマーケットの会場で同人誌を売買しながら、もしくは打ち上げの場で複数人同時に行ったものもある。

13  なお、本稿においては、筆者の１人（大戸）が所属している（していた）コミュニティがどのような
作品（原作）を対象とし、どのようなカップリングの二次創作を行っていたのかについて、意図的に
具体的な記述をすることはしなかった。これは、コミュニティ自体がごく少数のメンバによって形成
されており、具体的な名称を出すことで、検索などによって個人が特定される危険性があったためで
あることを付言しておきたい。また、本稿では彼女たちの語りを可能な限りそのまま残すよう努めた
が、上記の理由により、発言内容に関して一部加工などを施している。なお、〔〕内の言葉は筆者によ
る補足である。
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　以下では、二次創作を行う腐女子のコミュニティ内における「愛」に関して論じるが、
彼女らの実践やつながりは、情報通信機器と不可分な関係となっているため、彼女たちの
「愛」も、情報通信機器との連関の中で形成されていくものと予想される。そのため、オ
ンライン上での彼女らの実践も含め観察する必要があるが、彼女たちのコミュニティは社
会的に非難され続けてきたため、腐女子以外に対して極めて閉鎖的なコミュニティとなっ
ている。この点に関して、筆者の１人（大戸）が二次創作を行う腐女子であることから、
内部に関する記述が可能になっている。本稿では、腐女子「ネイティヴ」の内的な視点か
ら彼女たちの実践を捉えることを試みているとも言いうる。さらに、共著として、本稿は
「非ネイティヴ」人類学者との共同作業により分析を進めることで異化の視点（内的な視
点の相対化）［砂川 2015: 19］を確保しようと試みている。

3　腐女子の二次創作コミュニティ

3-1　創作者と非創作者の区分
　本稿は、腐女子を対象としたものであるが、単純に彼女たちを一つの集団として見るこ
とはできない。なぜなら、創作という軸を設定すれば、彼女たちは創作者と非創作者とに
分類でき、オンライン上だけで作品を創作する者、同人誌上だけで作品を創作する者、そ
の両方にまたがって創作する者、公開された作品を見るだけの者など、様々なバリエー
ションが見られるからである（図 1）。

　呼び名としては、プロの作家は、それぞれ漫画家、イラストレータ、小説家と呼ばれて
いる。二次創作者やアマチュア作家の場合は、漫画を発表しているものは、「（狭義の意味

図 1　創作者と非創作者の分類
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での）同人作家 14」と呼ばれ、イラストを中心に発表している者は「絵描き（絵師）」、小
説を発表している者は「字書き」と呼ばれている 15。また、それらの作品を見る／読むだ
けの者は「読み専」と呼ばれている。もちろん、「絵描き」や「字書き」であっても、自
身の活動領域外であれば、「読み専」となる場合も多い。例えば、Aと Bという二つの作
品を好んでいる同人作家を設定した場合、彼女は Aという作品では同人誌を作成してい
るが、Bという作品では同人誌を作成せず、他のメンバの作品を読んで楽しんでいるだけ
の状態がこれに該当する。つまり、「絵師」「字書き」「読み専」という、複数の異なる立
ち位置が同一個人内で成立している場合もある。なお本稿では、腐女子の二次創作を行っ
ている同人作家と絵描きおよび字書きを対象として取り扱う。

3-2　カップリングによるコミュニティの細分化
　上記のような二次創作者が一堂に会する場としては、世界最大の同人誌即売会イベン
トであるコミックマーケットが挙げられる（図 2）。コミックマーケット 35周年調査の
調査報告書によれば、アンケートに回答したサークル参加者 33,167名中、約 90%である
29,883名がプロのクリエータではないとの回答がなされている［コミックマーケット準備
会・コンテンツ研究チーム 2011］（表 1）。コミックマーケットに参加し、かつサークル参
加者、そしてアンケートに回答した者だけでこの人数である。おそらくネット上でのみ活
動しているオンライン同人作家も含めれば二次創作者の人数は、相当な数に上るであろう
ことは容易に予想できる。

14  「同人作家」という呼称は、広義の意味では同人作品を作成する作家全体を指すが、狭義の意味で
は、同人誌で漫画を発表する作家を指す。

15  このような呼び名は必ずしも内部で区別して呼び分けがなされているわけではない。プロのイラスト
レータが絵師と呼ばれることや、プロの漫画家が自身の作品を同人誌で発表し、同人作家と呼ばれる
こともあるからである。

図 2　コミックマーケットの参加者たち（撮影 : 2008年 8月 15日）
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　しかし、このような規模の人々が一斉にコミュニケーションを行い、全員が一つの大規
模なコミュニティを形成しているわけではない。彼女たちは「カップリング」と呼ばれる
関係設定によって極めて細分化されたコミュニティをそれぞれ形成し、その小さな単位の
中でメンバ同士がペンネームやハンドルネームを使い、匿名的なコミュニケーションを
行っている。カップリングは「○○（攻めのキャラクタの名前）×△△（受けのキャラク
タ名前）」と表記され、作家の嗜好する関係性がどの二者によってなされ、どのような攻
め／受け関係がなされているものなのかを示している。この表記は、同じカップリングを
好む者同士をつなげ、それ以外の人々を排除する効果を有している。例えば、同じキャラ
クタ 2名を用いた関係設定であっても、「○○×△△」（○○が攻めで△△が受け）と「△
△ ×○○」（△△が攻めで○○が受け）は、別のカップリングとみなされる。彼女たちの
中では、どちらのキャラクタが攻となり受となるのかについての見解が人によって異な
るため、「○○ ×△△」が好きな者は「○○ ×△△」が好きな者とつながり、「△△ ×○
○」が好きな者は「△△ ×○○」が好きな者とつながる傾向が強い。そのため、カップ
リングという枠組みは、自身とつながる仲間をふるいにかける役割を担っている。このよ
うな細かな嗜好部分まで合致した仲間と現実の生活空間で偶然つながることは難しい。そ
のため、手軽かつ素早く腐女子の仲間を見つけるために、インターネットの検索機能が利
用されている。

3-3　フォロー／フォロワー関係によるウチ／ソト境界の設定
　二次創作を行う腐女子の多くは Twitterのアカウントを持っており、日常的にコミュニ
ティメンバとコミュニケーションを頻繁に行っている。Twitter上で彼女たちは毎日のよ
うに自身の二次創作に関してつぶやき、誰かのつぶやきに返信する。例えば現在筆者の１
人（大戸）が所属しているコミュニティでは、朝の 7時から深夜 2時まで、コミュニティ

表 1　コミックマーケットサークル参加者の職種
（コミックマーケット準備会・コンテンツ研究チーム［2011: 4］より抜粋）

8 
 

位置が同一個人内で成立している場合もある。なお本稿では、腐女子の二次創作を行って

いる同人作家と絵描きおよび字書きを対象として取り扱う。 

 

3-2 カップリングによるコミュニティの細分化 
 上記のような二次創作者が一堂に会する場としては、世界最大の同人誌即売会イベント

であるコミックマーケットが挙げられる（図 2）。コミックマーケット 35 周年調査の調査

報告書によれば、アンケートに回答したサークル参加者 33,167 名中、約 90%である 29,883
名がプロのクリエータではないとの回答がなされている［コミックマーケット準備会・コ

ンテンツ研究チーム 2011］（表 1）。コミックマーケットに参加し、かつサークル参加者、

そしてアンケートに回答した者だけでこの人数である。おそらくネット上でのみ活動して

いるオンライン同人作家も含めれば二次創作者の人数は、相当な数に上るであろうことは

容易に予想できる。 

 

 

図 2 コミックマーケットの参加者たち（撮影 : 2008 年 8 月 15 日） 

 
表 1 コミックマーケットサークル参加者の職種 

（コミックマーケット準備会・コンテンツ研究チーム［2011: 4］より抜粋） 

 

 
 しかし、このような規模の人々が一斉にコミュニケーションを行い、全員が一つの大規



216

メンバが誰かしら Twitterを閲覧しており、いつツイートをしてもすぐに誰かから反応が
返ってくるということが常態化している。また、Twitterは必ずしも毎日ツイートしなけ
ればならないものではないが、コミュニティメンバは、仕事や原稿作業などで忙しくな
り、数日 Twitter上にツイートができなくなる状態になると、「すみません、原稿作業のた
め潜ります」とわざわざ発言し、自身が Twitter上でやりとりができなくなることのエク
スキューズを行う。
　ここで特徴的なのは、彼女たちは自身と同じカップリングが好きなメンバとだけ、フォ
ロー／フォロワー関係でつながるということである 16。例えば、二次創作を行う腐女子の
フォローリストを見ると、彼女が二次創作の対象としている作品の二次創作の絵が使われ
たアイコン画像が並んでいることが確認できる。また、自身の二次創作の対象である作品
ごとに活動用の Twitterアカウントを作成し、それぞれ付き合う他者を変えている二次創
作者も少なくない。このような複数のアカウントの使い分けからは、彼女たちが作品ごと
にコミュニティを切り離して付き合っていることが読み取れる。
　また、Twitterの特性上、（公開制限をかけない限り）ここで築かれるフォロー／フォロ
ワーといった作家を取り巻く人間関係は常に可視化されている状態にある。例えば、筆
者の行った参与観察においても、筆者と相互フォロワーである他の同人作家 Uさんとの
Twitterでのやりとりを見ていたコミュニティ成員の Aさんから、「○○さん（筆者のペン
ネーム）と Uさんって仲がいいんですね」といった言葉をかけられた。筆者は Uさんと
毎日のように Twitterでコミュニケーションをとっており、筆者も Uさんも Twitterのア
カウントに閲覧規制をかけていなかったため、誰にでも二人のやりとりが見られる状態
だった。

A : いつも Twitterでのやりとりを見ていて、仲のいいコンビだなって思ってました
（笑）ずっと知り合いなんですか ?
筆者 : いや、この人〔Uさんを指差しながら〕と直接会ったのは今日が初めてだし、
別に友達じゃないです。
U : ちょっと !!（笑）
A : そうなんですか（笑）Twitterのやりとりを見ていて、絶対そうなんだって勝手に
思ってました。

（2014年 8月 10日　筆者（大戸）のフィールドノーツより）

　このように、SNS上でのコミュニケーションは、自身の所属しているメンバがどのよ
うな人と関係を持っているのか、どのようなやりとりがなされているのかが、リアルタイ
ムに把握できるようになっている。しかし、「フォローの通知が来たけれど、〔フォローを
してきた相手の使っている〕アイコンを見てもそう〔自身の現在活動している作品のも

16  Twitter上で自身のツイートを受け取るアカウントをフォロワーといい、相手のアカウントのツイート
を受け取るための行為をフォローという。また、二者間でフォローし合うことを相互フォローという。
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の〕じゃないし、その人のツイートを確認してもそれらしいことつぶやいてなかったから
フォロバ〔フォローバックの意。フォローし返して、相互にフォロワーとなること〕しな
かった」という二次創作者の発言（2018年 10月 7日筆者のフィールドノーツより）や、
Twitterでのフォロー行為の観察から幾度となく看取されたのは、自身をフォローしてい
た相手の興味が自身とは別の対象に移った場合、二次創作者はそのフォロワーをフォロー
から外すという行為であった。
　ここで見られるのは、フォローという行為がコミュニティのウチとソトとを分けるふる
いの役割を担っているということである。つまり、フォロー／フォロワー関係がコミュニ
ティのウチを指し、フォロー外がソトを指しており、Twitterの機能とコミュニティを重
ね合わせれば、コミュニティは常に Twitterのフォロー／フォロワー関係によってウチと
ソトを流動的に変形させながら形作られていると言える。しかし、このフォロー／フォロ
ワー関係は、メンバの関心が一致している間は維持されるが、メンバの関心が他のコンテ
ンツやカップリングなどに移った場合は、解消される。
　ここには、彼女たちのウチソト感が明瞭に表れている。それは、自身の嗜好と合致する
限りでの者をウチとし、自身とは嗜好が合致しない（明確ではない）異なる他者をソトと
する意識である。このような同一の嗜好によってつながる関係の中では批判は起こりにく
く、同じ仲間同士による肯定のネットワークが形成される 17。

4　腐女子の二次創作コミュニティにおける創作活動と評価

　次に、彼女たちのコミュニティ内における創作活動についてみていきたい。彼女たちは
同じオリジナル（原作）を愛するファンダムでもあるが、それと同時に、自身が創作した
作品をコミュニティ内に提示し、評価し、競い合う創作者集団でもある。そのため、彼女
たちのコミュニティ内では、二次創作者は様々な評価軸によって評価され、序列づけら
れている 18。繰り返しになるが、金田［2007a］は彼女たちのコミュニティでは「（作品へ
の）愛（attachment）」「人気（popularity）」「技術（skill）」といった複数の文化資本によっ
て人々は序列づけられるとしている。確かにここでの人気と技術はある程度可視化可能で
あろうが、「愛」は可視化できるものなのだろうか。つまり、序列づけるものとして「愛」
があるのだとすれば、この「愛」の度合いは、他者から評価・比較可能な形で提示できる
ものなのだろうか。また、そもそも「愛」がある／ないといった判断は、どのようになさ
れているのだろうか。

17  同じ嗜好を持った者同士のみの閉鎖的なコミュニティを形成し、ウチとソトを意識的に切り分けると
いう、腐女子にみられる外部の排除と自律性の表明は、自身とは嗜好が異なる者に対する対策である
と同時に、おそらく最もプライベートな（秘匿されている）二次創作者個人の私的領域がそこに表現
されているからこそなされているものなのだと考えられる。

18  二次創作を行う腐女子のコミュニティ内では、認知をめぐる激しい闘争が存在しているが、「立場の
平等」と「解釈の相対主義的関与」という内部の規範によって隠される。この認知をめぐる闘争と調
停に関して、詳しくは別稿を準備中である。
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4-1　確認される「愛」
　筆者の１人（大戸）が自身の所属している二次創作コミュニティに対して、Twitter上
で「他の同人作家に対して、特定のキャラクタに対してこの人は「愛」がある／ないとい
う判断はどのようにしているのか」と尋ねたところ、筆者の Twitterのフォロワー（同人
作家）から、以下のような返信があった。

　〔キャラクタやカップリングが〕好きすぎて涙出ると言っている人が pixivでの流
行り設定に即乗ってたり（己の承認欲求最優先に見える）、それもうオリジナルで
やれよって思えたりしたら（ママゴト化ないし代理行為）愛あるとは言いたくは… 
〔ない〕。

（2014年 8月 25日 私信）

　こちらが確実に愛を「測れる」のはその方の行為や見える形としての作品に対して
なので、そこにギャップあると〔、〕愛とは？となりますねぇ。

（2014年 8月 26日 私信）

　私クール単位 19〔、〕流行り単位で愛を叫ぶ対象〔を〕変えてる人には、今のこの
子への愛も所詮 1クール…って最初から見ちゃいますわ。

（2014年 8月 27日 私信）

　上記で見てきたように、「原作やキャラクタが好きだから二次創作作品を作り、結果と
してコミュニティ成員に認知された者」ではなく、「認知されること自体を目的として二
次創作を行う者」に対しては、彼女たちは極めて否定的である 20。また、「作家自身が『愛
がある』と言うのならばその愛を疑わない（2014年 8月 25日 私信）」という意見や、「毎
日好きと発言しているかどうか」、「愛がある／ないの評価は評価者自身の中にあり、評価
者自身のキャラクタへの愛の定義と、被評価者の愛の提示方法とが合致する／しないに
よって評価する（2014年 8月 25日 私信）」という意見も出てきた。
　彼女らの中では、二次創作や二次創作作品は「愛」情が反映されたものであると考えら
れている。そのため、二次創作を行う腐女子コミュニティ内における「愛」の評価は、二
次創作者によって生み出された作品と、Twitterやウェブサイトでのキャラクタやカップ
リングに関する発言などによって複合的に評価される。彼女らの言明にもあるように、彼

19  ここでのクール単位とは、1クール３ヶ月（昨今、アニメの放送は一作品約 3ヶ月で終了する）のこ
とを指し、流行り単位とは、ある特定の作品がコミュニティ内で流行している間の期間を指す。つま
り、アニメが放映されている間、コミュニティの中でその作品が流行っている間だけ「愛」を表現
し、アニメや流行が変われば、次のアニメや流行りの作品に軽々と乗り換えるような作家を見ると、
作家の発言する「愛」について懐疑的になるということである。

20  例えば人気の旬ジャンルを頻繁に渡り歩く者は、そのジャンルを食い荒らして去っていくという意味
から「イナゴ」などと呼ばれ、軽蔑の対象となっている。
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女たちは「毎日好きと発言している」二次創作者のつぶやきを日々確認している。そこ
から、二次創作者がどのようにキャラクタを解釈し、愛しているのかを確認するのであ
る。その結果、特定のキャラクタが好きだとつぶやいているにも関わらず、作品にはその
「愛」が反映されていない（むしろ、ないがしろにしている）二次創作者に対しては、
「愛がない」という否定的な評価を下している。
　例えば参与観察中、コミュニティ内で人気を集めていた同人作家が、実は原作自体を読
んでいなかったということが発覚し、コミュニティ内で強いバッシングを受けたという話
も聞かれた。その際、これまで彼女とつながりを持っていたコミュニティ成員は、彼女の
本に対して不買活動を行ったのだという。この事例は、二次創作者（同人作家）の作品自
体に人気があったとしても、まず第一に、二次創作者の原作に対する「愛」がなければ
（ファンでなければ）コミュニティ内では肯定的に評価されず、非難の対象となること、
そしてその評価が作品の出来と二次創作者の「愛」とのワンセットでなされることを示
している。このような原作に対する「愛」のない二次創作作品に関しては、「原作を愛し
ていない二次創作は消え失せろ」といったような激しいバッシングを招くことにもなる
（2018年 3月 18日　筆者のフィールドノーツより）。
　ここで見られる「原作への愛」は、二次創作者だけではなく、ファンであれば基本的
に持ち合わせている感情であるが、二次創作者はさらに、原作のキャラクタ設定から大
幅に逸脱して解釈していないかどうかについても評価の視線を向けている。例えば、同
人作家のMさんは、「同じキャラクタでも、受けに設定するか攻めに設定するかによっ
て、キャラクタの性格や容姿までを変更させることは、キャラクタの解釈をせず、単に
自身の理想の攻め像／受け像に当てはめているだけ」と発言している（2016年 11月 16
日　筆者のフィールドノーツより）。また、同じく同人作家の Uさんは、「Nくん（原作
のキャラクタ名）は女の子っぽいけど、〔原作では〕ちゃんとコーヒーを飲もうと頑張っ
ていたりして男の子しようって頑張っているのに、〔同人誌の中で〕Nくんにパフェ食べ
させてあま～いとか言わせているのを見ると、ほんと腹立つ。別にその話 Nくんじゃな
くても良くない ?って思う」（2016年 8月 12日　筆者のフィールドノーツより）と発言
している。
　以上のことから読み取れるのは、二次創作者が言行一致の姿勢を取っている／いない、
原作のキャラクタや設定から逸脱し過ぎている／いないなどの基準によって、二次創作者
自身の原作に対する「愛」の具体化である二次創作作品が評価されているということであ
る。つまり、作家自身が「愛がある」と言っていても、原作へのリスペクトが存在してい
ない場合、評価者から「愛がない」と否定的な評価をされてしまうこともある。
　もちろん、二次創作作品は、Twitterなどでのつぶやきとは異なり、一定の創作技術を
必要としている。そのため評価者は二次創作作品を評価する際、二次創作者のつぶやきか
ら二次創作者自身の原作に対する「愛」のある／なしを推測し、創作技術と合わせて創作
者の「愛」を評価している。
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4-2　自分語りとしての二次創作作品
　「こちらが確実に愛を「測れる」のはその方の行為や見える形としての作品に対してな
ので、そこにギャップあると〔、〕愛とは？となりますねぇ」という発言にあるように、
二次創作者の原作に対する愛は、二次創作作品という形をとることで可視化される。二次
創作作品は、単なるオリジナル作品のパロディではない。前述したように、二次創作作品
はオリジナル（原作）の設定やキャラクタを流用して生み出される作品であるが、キャラ
クタの選定、カップリングの決定、描（書）く内容には、二次創作者の嗜好が多分に介入
している。そのため、二次創作として生み出される作品は、二次創作者自身の嗜好を表し
ており、自身がどのようにそのカップリングを愛しているのか、原作に対してどのような
解釈をしたのかが表れている。
　以下は、同人作家であるHさんの語りである。Hさんは高校時代から同人作家として
活動しているが、その作品作りには、自身の培ってきた知識や経験が生かされていると述
べている。

　〔高校生だった〕その頃は自分の経験談や、読んだ本、接したエンターテイメント
（小説音楽漫画テレビ番組）から、考えたこと思ったこと等をそのまま二次創作に反
映させていたと記憶しています。          

 （2014年 10月 26日 インタビューより）

　〔大学入学後も、〕二次創作のアイディア出しは高校生の時と変わらないです。た
だ、大学というより専門分野にフィットした学びの場で得た情報や知識、考え方を自
分の頭にインプットしがてら二次創作としてアウトプットしていたところがありま 
すね。

（2014年 10月 26日 インタビューより）

　別の同人作家は、オッカムの剃刀やニーチェの著作などの哲学的知識や夏目漱石などの
文豪の作品の内容の一部を自身の二次創作に絡ませ、原作と自身の知識との複合体として
の作品を形成させていた 21。
　また、彼女らの中では、楽曲やその歌詞を創作活動に結びつけることも多く、Twitter
上で「#〇〇（カップリング名）のイメージソング紹介」などのハッシュタグをつけ、自
身がどのような楽曲の影響を受けて創作を行っているのかを報告したり、オフ会などで自
身のイメージソングを提示することも多々見られる。

　18時を回り、Bさんと池袋にあるカラオケボックスに入る。「これ、私のカップリ
ングのイメージソングなんです !」と、Bさんは何曲か曲を入力した。歌っている途

21  よく見られるものとしては、哲学概念の説明や、文学作品の一節を二次創作内でキャラクタに語ら
せ、物語を進めるという方法である。
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中も、「ここからの歌詞がすっごく○○ ×△△（カップリング名）で !」と、紹介す
る。筆者も勧められ、数曲歌う。すると、Bさんは「これが◇◇さん（筆者のペン
ネーム）の○○ ×△△のイメージなんですね。なんだか◇◇さんのカップリング観
知れたみたいで嬉しいです」と笑った。

 （2013年 7月 25日　フィールドノーツより）

　Hさんらの語りなどに見られるように、彼女たちの二次創作のアイディアと生み出さ
れたストーリィは単に原作の情報のみで成り立っているわけではない。二次創作者を取り
巻く様々な情報や知識、経験との組み合わせによって形成されている。彼女たちの創作過
程とは、まず、原作を読み、手元にある知識・経験を材料としてその内容を理解し、自身
の解釈の枠組みの中に組み込んで再構築するという形をとる。この実践からは一種のブリ
コラージュ的様相が見られる。つまり、原作に対する「愛」は、二次創作者の知識や経験
と混ざり合い生み出される二次創作作品上に表現されることになる。本来、「愛」は不可
視で計量や計測が不可能なため、二次創作作品というモノに埋め込まれることではじめて
可視化される。上記を踏まえて考えれば、腐女子の二次創作コミュニティは二次創作作品
を媒介として、自分自身（自分語り）が投入され評価されるコミュニティであるとも捉え
られるのではないだろうか。

4-3　制約されるアイディア
　上述したように、二次創作作品は原作を元に作られる二次的なものではあるが、創作
物である。一般的に、創作活動を行い、互いを評価し合うコミュニティにおいては、自
分自身が肯定的に評価される機会が与えられると同時に、批判されるリスクもつきまと
う。しかし、彼女たちは自身と類似したメンバ同士でコミュニティを形成し、肯定的な
コミュニケーションのみを行うことで、個人間の解釈の違いによって起こる決定的な衝
突を回避させている。中島梓［1995］が指摘したように、二次創作を行っている腐女子
コミュニティ内では、提示された作品に対して批判や講評などは行われない。どのよう
な技術レベルの作品であっても、コミュニティ内の誰かが肯定的な意見を投げかけると
いう場面が幾度も調査の中で見受けられた。また、過度な性描写や暴力表現も盛り込ま
れることもあるが、それが非難の的になることは稀である。多くの場合は同好の士によっ
て肯定的なコメントがつくか、無視をされるという反応がみられる。確かに、Twitterや
pixiv上では、過度な性描写や暴力表現なども発表されており、pixivなどの投稿サイトで
は投稿する際にレイティングを設定するよう求められるようになっている。ただ、それ
は未成年への対応であり、18歳以上のユーザは望みさえすれば無条件にそれらのイラス
トや漫画、小説が閲覧可能である。つまり、二次創作界において、他者の表現への接触
は自己責任となっている。そのため、どのような過激な描写があったとしても、それは
その創作者の表現であって、「不快ならば見なければいい」という状態にある。逆に創作
者にとっては、どのような表現であっても許される空間が確保されているからこそ、社
会規範や性規範などの束縛に押さえつけられることなく自分の表現を自由に発表できる
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のである。
　ただ、注意しなければならないのは、腐女子の二次創作コミュニティにおいては、原作
を愛していればどのような表現であっても無条件に全てが受け入れられるわけではないと
いう点である。以下、再びHさんの語りを見ていきたい。Hさんが Twitterアカウントを
取得したのは 2008年である。その当時、彼女の周囲では Twitterを利用しているユーザが
いなかったため、Hさん自身、Twitterの利用は交流が主体ではなく、アイディアをアウ
トプットする場と認識していた。

　アイディア出しの「素」自体はずっと変わらないんですが、それをまずアウトプッ
トしようという場、自分はこんなことを考えているし、まだ作品にはしていないけど
いつかはするつもりだし、たとえ今後同じネタで書く人がいたとしても私はその人
より先に考えていたんです、パクリではないんです、その証拠ですっていうエクス
キューズの場として、Twitterを位置づけていた部分はあります。適度に公的な場で、
適度に私的な場としての Twitterですね。で、後から手帳にまとめておく、と。必ず
紙媒体には移しますね。

（2014年 10月 26日 インタビューより）

　ここでHさんが気にしているのはアイディアの先鞭性である。つまり、自身のアイディ
アが誰よりも早く出されたものであるということを Twitter上で主張することで、彼女は
自身のアイディアのオリジナリティを守ろうとしていた。しかしながら、そんな中、彼女
にとって衝撃的な出来事が起こる。

　私自身、ネタ用 Twitterとして誰ともつながってはいなかったけれど、つぶやいた
内容をブログに自動的にあげるよう設定していて（一ヶ月記事あげないと広告出ちゃ
うっていうのもあって）。そうしたら、そのネタとプロットをジャンル内の人気作家
さんに使われてしまったんですよね。もうそうなったら私が同じネタで書いても、い
くら前に Twitterでほらつぶやいていましたっていっても、知名度ないしで、こらも
うこのネタ使えないなーって。（中略）ネタがつぶやかれていると居心地悪いという
か、自分がそのネタで書くつもりなくても、そのネタの存在を知ってしまった以上、
そして相互フォロー状態の時、私が知っていることをおそらく向こうも知っている以
上、近似値叩き出すようなネタも書けなくなるなって思っちゃって。相互フォローに
限らず、Twitter上でたまたま見かけたそのネタに触発されてしまったとき、それの
何処からが私のアイディアなのか？と自身疑ってしまうので、つながるのはやめよ
う、検索ももうやめよう、と意識は強めました。

（2014年 10月 26日 インタビューより）

　Hさんは自身のネタを Twitterにアウトプットしていたが、そのネタをコミュニティ内
で影響力を持っている二次創作者が流用したため、（自身も考えていたネタであるにも関
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わらず）二次創作作品として発表できなくなったことを述べている 22。そしてその結果、
彼女はアイディアを、不特定多数の目にとまる場である Twitterに書き込むことをやめて
しまったのだという。Twitterは（140文字以内という制限はあるものの）簡単に他者に自
身の意見やアイディアを発信することができるツールではあるが、Hさんのように、自
身の作品に落とし込む以前のアイディアを盗用されてしまう危険性も持っている。Twitter
などの SNSは、多数のメンバに自身のアイディアを提示・発表できるツールであると同
時に、自身の創作を萎縮させてしまう危険性もはらんでいるのである。
　上記の例で見られたように、彼女たちの「愛」の具体化としての二次創作作品は、作品
として生まれ出る前段階において、コミュニティ内での様々な力関係の中で調整され、発
表の有無が決定される。例えば二次創作者があるネタを思いついたとしても、それが自身
よりも格上である「大手」23のネタと被っていた場合、そのネタは二次創作作品として発
表することが躊躇され、お蔵入りしてしまう場合もある。

　大手とネタがかぶるのは怖いんだよね。大手の人がって言うよりそのファンの人が
…。だからかぶるだろうなってネタはあえて避けるよね。サイトとか全部チェックす
るのは無理なんだけど、それでもかぶるのはまずいからさ。

（2011年 8月 12日 インタビューより）

　彼女たちが行っている創作行為は、そもそも既存の原作からキャラクタや設定などを持
ち込んで作られた「二次」の創作ではあるが、しかしその作品発表の場で求められるの
は、実はオリジナリティ（新規性）なのだと考えられる。彼女たちのコミュニティでは、
「かぶらないネタ」、「新しい解釈」というものが意味を持っている。そのため設定などの
引用は認められても、同じようなプロットで自身の作品を作成することは認められない。
また、作品の内容以上に、絵柄のトレスも認められていない。トレスとは元となる絵の上
に紙を置き、その上から線をなぞる（トレースする）行為であり、現在では多くの場合、
プロの作家や別の二次創作者などの絵をパソコンなどに取り込み、描画ソフトでその絵を
下書きに線を写し取ることを指している。そもそもトレスという手法自体には問題はな
く、描画のトレーニングとして行われることもある。しかし、トレス作品をあたかも自身
が描いたもののように取り扱うと、トレスを行った作家はコミュニティ内外から徹底的に
糾弾され、非難される 24。トレスという行為は、さながら学問領域における剽窃に相当す

22  この件に関して、流用の真偽は確認できていない。しかしながら、少なくともHさんは「ネタとプロッ
トをジャンル内の人気作家さんに使われてしまった」と考えている。また、Hさんがどのようなネタ
を流用されてしまったのかについてはインタビューでは聞けていない。ただ、コミュニティ内で「ネタ
が流用された」とされるのは、多くの場合、設定やセリフではなく、どのようにしてそのような状況に
なったのかという話の流れ（プロット）や、原作をどのように解釈したのかという部分である。

23  詳しくは後述するが、大手はコミュニティの中で、「大手は目標であり憧れであって、ああなりたい
なぁっていう夢だよね…」（2010年 8月 15日 インタビューより）というような、憧れや目標の対象
として語られる存在であり、コミュニティの中で強い影響力を持っている。

24  増田は、パクリという行為に対して、パクリは他者の創作労力を搾取し、他者のパブリシティを収奪
するものであると指摘している［増田 2008: 159］。
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る行為なのである 25。
　さらに、たとえ二次創作作品が「愛」の表出なのであっても、歴史問題の中でもかなり
忌避される話題に関しては、コミュニティ内でも抑止力が働く。例えば、国内外で人気を
博している『ヘタリア』26というコミックスでは、世界各国がそれぞれの歴史を反映させ
た形で擬人化がなされている 27。このコンテンツにおいても、腐女子によって盛んに二次
創作がなされ、多くの解釈が発表されている。彼女たちは原作だけではなく実際の各国の
歴史を学び、読み解き、その歴史に彼女たち個々人の独自の表現を加えていく。それは、
ヘタリアの作者である日丸屋の「国」というものに対する解釈（表象）と、解釈者自身
（二次創作者）の解釈、所属するコミュニティ内での解釈などが複雑に混じり合い、形成
されたものである。そこで問題となったのは、過去の戦争を「愛情表現」だとする解釈に
ついてである。杉本バウエンス・ジェシカからは、「日本語圏で話題になったのは、ある
『ヘタリア』ファンのブログに連載された同人作品で、第二次世界大戦中に、アメリカ合
衆国が日本に原爆を落としたのはある形の『愛』だと解釈し、米国と日本の関係はドメス
ティック・バイオレンスをふるう夫と暴行を受ける妻のような関係にあるとし」たとい
う報告が上がっており［杉本バウエンス 2008: 36］、これに対してはヘタリアの二次創作
コミュニティからも批判的なコメントが投げられることとなった。このように、二次創
作者の「愛」の具体化としての二次創作作品は、コミュニティ成員間での新規性に加え
て、「愛」の表現としての許容範囲をめぐる交渉の中で生み出され、評価されていくので 
ある。

4-4　ヒエラルキーをつくる「愛」
　腐女子の二次創作者は各嗜好に沿って細分化されたコミュニティを形成することによっ
て、「愛」の具体化である二次創作作品を（いくつかの制約を受けつつも）自由に発表で
き、コミュニティ内での評価を受けることができる。評価の結果、多くの肯定的な評価を
受けた者が「大手」と呼ばれる人気作家となる。
　二次創作者を含む同人作家コミュニティ内では「作品を描（書）く側」「作品を読む
側」によって、まず大きな区分がなされる。そして、「作品を描（書）く側」（特に同人作
家）は「弱小（ピコ）」「中堅」「大手」という分類がなされる。大手の中でもさらに人気
のある作家は、時に「神サークル」「神大手」と呼ばれ、カリスマ的な人気を博す場合も

25  腐女子の二次創作コミュニティは、科学者コミュニティといくつかの類似点を持っている。科学社会
学的視点からみれば、科学者コミュニティにみられる新規性、ジャーナル刊行を軸とした評価システ
ム、認知にもとづく報酬システム［バーンズ 1989 (1985) ］などと類似する営みは、二次創作を行う
腐女子のコミュニティにもみられるものである。新規性は「ネタがかぶらないこと」に、ジャーナル
を軸とした評価システムは「同人誌」に相当すると言えよう。腐女子の二次創作コミュニティを、科
学者コミュニティとの異同によって明確化する議論については、別稿を準備中である。

26  『ヘタリア』は、日丸屋秀和著による、国の擬人化漫画作品。もともとは作者のホームページ上で
web連載されていたが、その後書籍化、メディアミックス化され、現在累計発行部数 400万部を記録
している。

27  例えばイタリアは、第二次世界大戦時、イタリア軍が脆弱だったというエピソードから、「ヘタレ」
な性格を持つキャラクタとして擬人化されている。
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ある。二次創作のコミュニティは大手をトップにしたピラミッド構造をしている（図 3）。
このヒエラルキーはコミュニティ内で明確に示されていない。コミュニティ内で語られる
頻度（人気）や、Twitterなどのフォロワー数、同人誌などの頒布数など、複数の要因に
よって、また、感覚的なものとして、他の成員と比較されることで判断されていく。

　ただ、このヒエラルキーのあり方は固定的でなく、その時々のコミュニティ成員間で
の相対的な評価によって決定される。そのため、Aというカップリングを好むコミュニ
ティでは「大手」と呼ばれる作家であっても、Bというカップリングを好むコミュニティ
では「弱小」となることもある。そして、自身の嗜好しているカップリング（ひいてはそ
のカップリングを好む人々によって形成されたコミュニティ）の人気が高ければ高いほ
ど、評価者が多ければ多いほど、大手に与えられる「名誉」「地位」は高くなる。ただ、
コミュニティの評価軸自体は常に流動的であり、一時期大手になったとしても、例えば、
「流行りの絵柄」「流行りの解釈」「流行りのカップリング」などの変化によって、その序
列は変化してしまう。つまり、その時々のコミュニティ内における流動的な評価に合致
し、コミュニティ内で多くの認知を得ることができている一部の作家が「大手」と呼ばれ
るのである。
　コミュニティ内で高く評価された作家である大手は、他の作家から「ゲスト原稿」の依
頼を持ちかけられたり、「アンソロジー 28参加」といった自身の解釈発表の場が開かれ、
注目を浴びる機会が拡大する。アンソロジーは多くの作家が参加しているため、これまで
自身のことを知らなかったコミュニティ成員に対してもアピールできる貴重な場である。
そして、そこでまた新しい成員に肯定的に評価されれば、さらに認知度を上げることがで
きる。認知度が上がれば、コミュニティ内部だけではなく、別のコミュニティや一般商業
誌の関係者の目にもとまる可能性がでてくる。つまり、コミュニティ内における認知度の
高まりは、作品が評価される場（人的ネットワーク）を広げ、「地位」や「名誉」を得る
機会を増大させることを意味しているのである（図 4）。

28  ここでのアンソロジーとは、複数の同人作家が原稿を持ち寄り編集・発行した同人誌のことを指す。

図 3　腐女子の二次創作コミュニティにおけるヒエラルキー
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　このような一連の評価プロセスを経ることで、腐女子は自身の作品（原作に対する解
釈）を広くコミュニティ内に提示し、多くの認知を得ることができる。ここでわかるの
は、コミュニティ内で評価されるためには、コミュニティ内部でどれだけ評価される場を
持つことができるのか、評価される人間関係を構築することができるのかという、コミュ
ニティ内でのネットワーク形成がなによりも重要となっているということである。この点
においてインターネットは評価の場を得るための最適なツールであると言え、二次創作者
自身もその利点を十分に認識し、利用しているのである 29。

5　考察

　本章では、同じ原作に対する「愛」を持ち合わせているという、自身と類似した点を持
ちながらも、様々な属性を持った人々によって形成される多層的で異種混交的なコミュニ
ティにおいて、人々はどのようにコミュニティを形成し維持しているのかについて、「愛」
を導きの糸として、考察していきたい。

5-1　コミュニティ形成と維持のための「愛」
　二次創作を行う腐女子のコミュニティにおいて対象に対する「愛」をつぶやく行為は、
「私はこの対象が好きだ」ということへのアピールだけではなく、自身の所属コミュニ
ティの提示も意味している。そしてそれは、二次創作の元とする原作、キャラクタ、カッ
プリングなどの対象への「愛」を語る行為自体が、コミュニティそのものを作り上げると
いう分析にもつながってくる。コミュニティメンバは、コミュニティの核である二次創作
の元とする原作、キャラクタ、カップリングへの「愛」を語ることによって、自身の興味

図 4　人的ネットワークの広がりによる解釈発表の場の拡大
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28 ここでのアンソロジーとは、複数の同人作家が原稿を持ち寄り編集・発行した同人誌のことを指す。 
29 ただ、彼女たちは必ずしも「地位」や「名誉」のために創作を行っているわけではない。彼女たちは認

知されることを求めており、多くの認知を得た結果として、「地位」「名誉」が付随してくるのである。 

29  ただ、彼女たちは必ずしも「地位」や「名誉」のために創作を行っているわけではない。彼女たちは
認知されることを求めており、多くの認知を得た結果として、「地位」「名誉」が付随してくるので
ある。
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がコミュニティに合致したものであり、そのコミュニティに参与する意思があることを示
す。このことは、後期近代において、地縁血縁などの枠組みから離れた人々が、趣味と
いう極めて個人的な関心によってコミュニティを形成していくことと関係しているだろ
う。奥野卓司［2000］は、自身によって選択された人間関係であり、各個人の興味関心に
よって結びつく社会を、家庭（第一の社会）や会社（第二の社会）と区別して「第三の社
会」と呼んでいるが、これはまた、上野千鶴子［2008］のいう「選択縁」や、同じ趣味や
信条によって形成される「趣味縁」［藤田 1991; 浅野 2011］としても捉えることができ、
二次創作を行う腐女子にみられる人間関係の有り様は、まさしくこの関係性に相当する 
だろう。
　しかし、これは二次創作を行う腐女子だけにみられる関係ではない。オンライン上での
匿名性の高い人間関係、すなわち、いつでも自分の意思一つで人間関係を気軽に調整する
ことのできるこのような状態は、現在オンライン上でコミュニケーションを行う全ての
人々に当てはまると考えられる。このような状況下では、常に現実空間で自身につきまと
う社会的役割や固定化された人間関係から解放され、軽やかにその都度の興味関心に基づ
いたコミュニティへの所属が可能となる一方、所属の枠組みが不明瞭なため、自身が当該
コミュニティに所属している／所属する意思があるということを常にメンバに示し続けな
ければならない。二次創作を行う腐女子コミュニティにおいては、その参与・継続意思が
「愛」の常時提示となって現れているのである。同一の嗜好・興味関心によってつながり
あったメンバ間では、互いに「愛」のあり／なしを確認し評価することで、相手の人物が
どの程度コミュニティに適合しているのか、自身とつながりうる人物なのかを慎重に判断
している。その判断の繰り返しによって、二次創作者コミュニティは流動的に形作られ続
けていくのである。そして、これら「愛」の日常的な提示先として選択されているのが
Twitterや pixivなど、仮想空間上の SNSである。つまり、現在彼女たちの「愛」をつぶや
くという行為は、情報通信機器と、どこにいても仮想空間にアクセス可能なインターネッ
ト、SNSサービスなどから生み出されるネットワークによって支えられているのである。
しかしながら、彼女たちが主な活動場所とする Twitterや pixivなどの仮想空間上では、い
つでもどこでも他者とつながれる代わりに情報の消費速度が速く、つぶやいた「愛」は、
その瞬間に過去のものへと変化していく。その上語ることをやめれば、「愛」がない／な
くなったとコミュニティメンバに判断されてしまう 30。つまり、「愛」の提示はコミュニ
ティ成員にとって「私はここにいる」という標識の役割を担っているのである。そのた
め、彼女たちはコミュニティメンバであり続けるために、常に対象に対する「愛」を提示
し続けなくてはならないのである。
　このように、各々のコミュニティのウチにい続けるためには、仮想空間に接続可能な

30  しかしその一方で、「愛」の提示回数の減少を単にコミュニティからの脱退もしくは対象への「愛」
がなくなったからと捉えることはできない。「愛」を核としたコミュニティでは、常時接続＝コミュ
ニティへの帰属が当然視されているため、「常時接続」ができなくなってくると、自動的にその個人
はコミュニティメンバとしての紐帯が弱まっていると認識されるが、実際はコミュニティの関係性の
中で周辺に位置取りながら、（主観的にではあるが）メンバとしてあり続けている。
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ツールを利用して、自身がどのカテゴリーを嗜好しているのか、愛しているのかについて
常に他者に提示し続けなければならない。しかしそれは同時に、常時接続が求められる情
報の消費が早い情報技術と関係を結んだことによって、常に「愛」を発信し続けなければ
ならないという拘束も生んでしまっているといえよう。

5-2　「愛」をめぐる闘争と調停
　これまで見てきたように、彼女たちは原作やキャラクタ、カップリングに対する「愛」
を常にオンライン上に提示し確認し合うことでコミュニティを形成し、メンバ間の関係性
を維持している。その一方で、メンバとつながるために必要な「愛」の具体化である二次
創作作品は、認知をめぐる「愛」を賭け金とした闘争を生み出す。
　ここで注目したいのは、彼女たちのコミュニティは二重性を持ったコミュニティだとい
うことである。第一に、彼女たちは同じ原作を愛するファンの集団であり、コミュニティ
の中でファン同士の交流を楽しんでいる。しかし第二にこの集団は人気や技術、ひいては
認知を競い合う創作者集団でもあるため、互いに相手の二次創作作品を評価し合ってい
る。コミュニティ内で高い評価を得ることのできた二次創作者たちはさらなる認知とい
う報酬を得ることができ、そこでさらに高い評価を得た作家は、大手と呼ばれる存在と 
なる。
　しかしながら、この闘争はメンバ間の対立を招き、ひいてはコミュニティを分裂させる
危険性をはらんでいる。そのため彼女たちは自分たちのコミュニティを維持するために、
コミュニティ内で発生した闘争を、以下の方法によって調停する。一つ目は、二次創作者
が言行一致の姿勢を取っている／いない、原作のキャラクタや設定から逸脱し過ぎている
／いないなどの基準によって、作家自身の原作に対する「愛」の具体化である二次創作作
品を評価し、「愛」がないと判断した場合、コミュニティのソトに押しやるという方法で
ある。二つ目は、過度な性描写や暴力表現などを含むような二次創作作品であっても、肯
定的なコメントを送ったり、無視をして評価を行わないことで、メンバ間の衝突を回避す
るという方法である。つまり、たとえ参集する人々の属性が階層横断的で異種混交的で
あったとしても、彼女らは同じ対象への「愛」を持っているか否かでコミュニティメン
バを選別し、そのメンバが自身と異なった価値観（解釈）を持っていたとしても、否定を
しないことで、コミュニティ瓦解のリスクを回避し、コミュニティを維持しているのであ
る。

6　おわりに

　情報通信技術の発展は、私的な情報をより気軽に、より瞬間的に、双方向的に不特定多
数の人々へ向けて発信することを可能にし、今まで出会うことのできなかったより多くの
同じ興味関心を持つ他者とつながることを可能にした。しかしながら、それは同時に多様
な価値観を持った人々が集まることによって様々なコンフリクトが発生する場を作り出し
たとも言えるのではないだろうか。そのため、どのようにすれば、互いが傷つき合わずに
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つながり合えるのかについて考えていく必要があるだろう。そうした意味において、同じ
キャラクタやカップリングに対する「愛」をオンライン上で表明し共有し、自身と似た価
値観を持った他者とつながりつつ、自身と異なる「愛」の表現に対しては、無視をして評
価を行わないことで、コミュニティメンバ間の対立を避け、コミュニティを維持しようと
する腐女子の二次創作に見られる方法は、この課題に対する一つの答えを提示しているよ
うに思われる。
　最後に今後の課題を示したい。まず、本稿における知見は、腐女子コミュニティの一部
分しか説明できていないことが挙げられる。本稿で主な対象とした腐女子は、日本在住
の、日本人であり、男性同性愛をテーマとした、二次創作を行う腐女子といういくつもの
条件がついており、腐女子であっても日本在住でない、あるいは日本人ではない、二次創
作を行っていない人々や、日本在住の日本人であっても自身の「愛」の表現手法を持たな
い／表現しない腐女子たち、特に男性同性愛フィクションの想像を個人的にはするが、外
部に向かって発表しない人々との異同については深く触れられていない。特に、男性同性
愛フィクションの想像／創造を個人的にはするが、外部に向かって発表しない「不可視の
二次創作者たち」ともいうべき人々がどのように作品への「愛」を作り出し、維持・消費
しているのかについて捉えきれていない。
　また、現在、腐女子は幅広い年齢層に分布しており、おそらく年齢層ごとに全く異なる
規範や実践が見られるだろう。例えば、二次創作の草創期をアンダーグラウンドで支えた
腐女子と、生まれたときからすでに書店に BLと呼ばれる男性同性愛フィクションが山の
ように並び、オタクであることにあまり負い目がない若い腐女子との間には、意識差が生
まれていることが筆者の 1人 (大戸 )の調査によってわかっている。しかし、それと同時
に、草創期を支えた彼女たちも現代社会に埋め込まれている存在であるため、何らかの意
識の変化が起きている可能性もある。このような、腐女子における世代間の差異やコンフ
リクトについて、より多方面の研究領域からの詳細な調査と分析が必要となるだろう。
　さらに、本稿で論じた創作に自身の経験や知識を生かすことや、アイディアなどの盗作
に対する批判などの実践に関しては、二次創作を行う腐女子のコミュニティだけにみられ
るものではなく、他の創作集団にも広くみられるものであろうと考えられる。しかしな
がら他の創作集団の実践と二次創作を行う腐女子のコミュニティの実践との異同に関し
ては、紙幅の関係上分析を行うことはできなかった。この点に関しても今後の課題とし 
たい。
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Fight and Mediation over “Love” in the Fan�ction Community

Tomoko OTO
Yasunobu ITO
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The target of this research is “Fujoshi”: the girls and women who love gay fiction and 
imaginative stories, and who may publish their own imaginative fanfiction. The purpose of this 
research is to clarify how people form and maintain relationships with those who have different 
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values from their own.
As a result of the investigation, it became clear that the community is created out of “love” for 

the original stories upon which the fanfiction is based. Members of the community fight for “love”, 
or try to gain recognition within the community. However, the way “love” for the original story is 
expressed differs among individuals, and this may lead to conflict between community members, 
and even the breaking apart of the community.

In the course of conducting this research, it became clear that conflicts are mediated by two 
types of correspondence. First, members evaluate fanfiction in terms of how it reflects “love” for 
the original story, and if it is judged that a member did not “truly” love the original story, that 
member is ejected from the community. In this way, a community that consists only of people 
with “genuine” love for the stories is maintained. Second, even if a member’s published fanfiction 
includes an excessive amount of descriptions of sex and violence, the member is not rejected from 
the community. In addition, other members send positive comments to the author or disregard such 
descriptions and do not evaluate the member’s fanfiction. In other words, members are accepted 
regardless of how their "love" is expressed, thus minimizing conflict among members and preserving 
the community.




