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【要旨】 

 

このレポートは、台湾の有名なポストモダン小説家、黄ファン（1950-）の有名な小

説「Manna Dance Classroom」（1987）を論じることによって、「ポストモダン小

説」の「現実主義」を探求し、 「認識論の不安」に心配する。私は頭の "テキスト

（黄ファンの作品）"の "理論（ポストモダン）"を使用するのではなく、この "理

論的なテキストセット" "混合食事"の操作手順に疑問を投げかけたい。私は、「認

識論的不安」という用語を、「汚名」（身体的、精神的に障害のある、同性愛者な

どの「周辺主体」）に直面する研究者の複雑な感情を指すために使用します。この

不安は、研究者を「無効」にします。研究者は、属性を100％確認できるテキストを

選択する傾向がありますが、正確に分類できないオブジェクトに集中することには

消極的です。間違った態度についてのこの種の心配は、3つの基本的な知識を誤解し

ていた。まず、文学：他の芸術作品との文学作品は、しばしば視聴者に見せること

を拒否され、同じことが見られる。研究者は文学作品に見やすさを求めることはで

きない スルー。 第二に、汚名：物理的および精神遅滞と同性愛は、一見すること

に抵抗するために、長い間汚名とみなされてきました。 研究者は汚名を求めること

はできません。 第三に、不安に対処する方法：不安に遭うと、「学習と不安が共存

する」ため、不安を避けるのではなく、不安の存在を否定する。 
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作家の黄ファン（1950-）の小説「マンナダンス教室」 

（1987）、「ポストモダン小説」の「現実主義」、そして「認識論の不安」に

注目することを示唆している。 Huang Fanは、1980年代に台湾で最も影響力のある

小説家の一人であり、後に彼の近代主義小説で有名になり、当時人気のあった小説

のスピーカーでもあった。 

私は、「汚名」（または身体的、精神的に障害のある、同性愛者などの「周辺主

体」）に直面した研究者の複雑な感情を指すために、「認識論的不安」という言葉

を起草した。 この複雑な気分は、必然的に研究者の「知識生産」プロセスを妨害し、

中断し、注意をそらすが、研究者がこの不安に直面すれば、「知識の生産」のビジ

ョンを開くことができると主張する。 

 

このレポートの仕事は、一見すると、文献/テキストの組み合わせによる理論を用い

て、文学における身体的および精神遅滞（いわゆる「身体的および精神的障害文

献」）について語るポストモダン理論を使用する。 文学の組み合わせでこの理論は

基本的なスキルの共通の学校ですが、私はこの組み合わせの食事に質問するために

ここにいます。 

 

このような食事の組み合わせを作るために、慎重な研究者は一般に「適切な」

文献/テキストと一致する「適切な」理論を選択し、「カオス理論」と批判されない

ようにする。 しかし、私はちょうど質問したい：どのような理論が適切であるか、

どんな種類の文献/テキストが適切であるか（例えば、特定のワインがどのように国

にあるかを知るかのように） 研究材料を慎重に選んだら、繭を作っていますか？ 

正しい決定を下すために必要な価格はいくらですか？ 

私は最後に慎重な態度、実際には、私が認識論的な不安を言ったからだと思います。 

この不安の心配を避けるために、批判されることを心配するために、理解するふり

をしないようにするために、カテゴリを選択することを優先させましたが、間違っ

てはいけませんが、 "虎のトラに入らない" 



この恐怖の精神は、（汚名識別に脆弱な）厳密な汚名に直面して特に強くなります。

 文学や精神遅滞の仲間の私の研究では、大学の前任者や同僚は、しばしば親切に私

に思い出させる：特定の作家は、同志が、仲間の文学の範囲にどのように含めるこ

とができますかわからない？ 特定の研究では、身体的および精神的障害の証拠は明

らかに示されていません。物理的および精神的障害研究にどのように含めることが

できますか？ 

 

前任者や同僚の慎重な態度はもちろん、厳格な学問的な態度によるものかもしれま

せんが、むしろ落ち着きのための準備から多かれ少なかれあるかもしれません。 

「近代性/近代性」が低下しているため、「人口管理」は国家政策となっており、異

国の人々は、離別している仲間や非仲間と厳しく反対したいと考えている。 これは、

旧来のヨーロッパ人がユダヤ人や一般のヨーロッパ人から厳密に分離されているよ

うに、社会的混乱を引き起こすでしょう。 すべての同志の歴史と身体的および精神

的遅滞の歴史によれば、同志や人口統計学の集団は、包囲され、差別的な扱いを受

け入れることが多い集団であることが多い。 人々は仲間とグループの境界への障壁

を恐れている一方で、一方でこれらの選択肢を尊重することができるかもしれませ

んが、他方では彼らの選択肢を恐れているかもしれません。 この心の恐ろしい恐怖、

つまり、私は不安を説明しようとしています。 

 

私は議論するために黄ファンの小説を選んだ一方で、有名人の現代的な特徴の後に

彼の小説のために、 "マンナダンスクラス"は、仲間と身体的、精神的障害に2つの

汚名に触れた。 これら2つのアイデンティティは、小説ではまったくばかげていて、

醜いものでした。 偉大な力（暴力と同様に）を習得する小説の中で、これらの2つ

の種類の「知識」（キャラクターAが仲間であり、キャラクターBが身体的および精

神的障害であることを「知っている」を知っている）を知っている。 たとえば、誰

かがAということが知られていれば、Aの露出を公開することによってAを強要する

ことができます。 （何年にもわたって、人の同性愛者を奪取し、それが強力な迫害

手段であることを脅かすために） 

 

私は特に、台湾文学の学生と読者（台湾の学生や読者）がポストモダニズムが最新

の文学的傾向であると誤解し続けていることを除いて、今度はポストモダニズムに

ついて話したいと思います。（私はいつでも抗議したい ミスアンサンブル）だけで

なく、微妙な緊張の存在の間のポストモダンと汚名のために。 ポストモダニズム、

そしてポストモダンの文学で知られている。 シャックルのアイデンティティを取り

除く自由は、特定のアイデンティティ（特に汚名）の圧倒的な経験に基づいている;

つまり、一部の人々の自由は他の人々（汚名）に基づいており、 自由に基づいてい



るわけではありません。 今日の大学の読者の多くは、ポストモダニズムは自由で無

制限のユートピアだと考えているので、今日のポストモダニズムは自由ではないの

です。 

 

私の理解によると、1980年代の急速な変化の政治経済的な台湾のポストモダン

な小説は、台湾の "ポストモダン小説"につながる "都市化"がしばしば簡略化され、

 "都市小説 "と"都市文学 "です。一方で、古代社会の前に政治的、社会的な変化を

 "哀悼する"というポストモダン小説は、しかし、 "嘲笑"古い社会は、文学のルー

ル、文化的価値を継承しています。この小説は、しばしばルーチンを嘲笑している

ようであるが（実際には小説の従来のストロークで）、実際には忙しい "頼りにな

る"生命の意味を、物語は最終的には存在しない生命の意味を暴露するこの問題では

無益です）。文学的な物語の「象徴」はいつも基本的なスキルですが、ポスト・モ

ダンな文学では少しの転換点です。「頼りになるもの」自体を解体しなければなり

ません。小説家（通常は男性）は、喪失、無意識、幻滅という意味で、古い社会を

悼む気分に浸る。 1979年、文学賞「Reesuo」の大ヒットファンであるHuang Fanが

受賞した作品は、このポストモダンな有名な小説を書くことです。 "Manna Dance 

Classroom"（Manna Dance Classroom）では、女性のフィットネスニーズに合わせ

てダンス教室を設けました。ビジネスチャンスに満ちているが、1980年代の商業競

争に満ちているためには、 マンナは、ダンス教室のビジネスコンサルタントとして

誰かを見つける必要がある、彼らは彼女の古い先生、つまり、小説のマスターを見

つける。 古い学生のマンナの幸運を探求しようとしている間、そして最後に真実を

明らかにするために推論小説を発見した：元のパブリックドメイン "肉体的および

精神的"マンナ（身体 資本主義市場の要件に沿った楽観的、精神的、楽観的）であ

るが、「身体的および精神的なものは完全ではない」（すなわち、身体的および心

理的なものは資本主義市場のテーブルにない）。 マンナは、乳房増強手術、後悔と

復讐の欲望に満ちた心臓のために胸の半分を失ってしまった。 

 

言い換えれば、小説の前のマスターは、多くの男性（自分自身を含む）を見て

Mannaが不正行為の色を打ちたいと思っているが、Mannaの真実を探検するために

弾丸を噛んでいる。 頼りになるのと同じ意味での人生のマスター）、最後に「肉体

的に精神的に美しい」マナを実際に「体と心は醜い」と見なして驚いた。 だからマ

スターは幻滅の感覚を楽しむ。 マスターの人生の本来の意味は、頭の上のこの虚像

であるマンナの想像力に基づいています。 

Manna Dance Classroom"の話は、少なくとも3つの偏見に基づいています。こ

れらの3つの偏見は3つの差別化されたアイデンティティを目指しており、困ってい

ます。 これらの3つの偏見は、（女性のアイデンティティを目的とした）大きな男

の教義、異性間の主義（異性主義）、「肉体的および精神的完全性」（同時に身体



的および精神的に障害のある身元）である。 これらの3種類のイデオロギーは、一

方は「私たち自身の民」であり、もう一方は「私たちの選択肢とは異なる」（すな

わち、整列され、トラブルのアイデンティティーを特定するよう求められた）とい

う二元的な反対に頼っている。 大きな男の教義の結果、この小説のマスターと多く

の男性の役割は私たち自身の人々に属し、マンナと彼女の女性の顧客はオルタナテ

ィブに属します。 新しい物語の声と男は心から女性の体とお金を略奪したい。 異

性愛者の覇権の結果として、この小説は長く困惑していた、小説は同性愛者として

特定された男らしい雄龍セットでは不十分である 、そして、一般的な小規模な強姦

小悪です。一方の側が自国民の異性愛者の男性と女性のマスターのメインラインの

内側に物語の小説を占有され、他側は簡単（提案）代替ゲイの人々を無視する（研

究所の研究者に含まれる）リーダーすることができ、メインの物語、に上場されて

いません。その後、男性の巨匠、後に真実マンナ物理的および心理的な「公開」、

米国、男性と女性のどちらも忙しいふたりの主人が自分の悲しみの感情を抜きには、

彼らが物語のスレッドがサンドバッグのような小さな悪少し悪役割とは何の関係も

見つかりませんでした - 彼らは外に出して、そう言います支援の役割は同性愛者で

あり、エイズに苦しんでいる疑いがある。 1980年代のエイズの極端な恐怖の中で、

そのような支援的役割は本当に傷ついたという噂は社会的亡命者だった。そして、

物理的および精神的な完全性のために、この小説は、いわゆる "普通の人"（ローズ

マリー・ガーランド・トムソンは「規範」と言っています）、彼ら自身の民族、も

う片側は異質の物理的および精神的障害です。しかし、分割線の肉体的、精神的、

肉体的、精神的障壁は、不安定で浮遊しています。主人は基本的に、肉体的、精神

的健康の立場に立って、マンナがプロセスを（肉体的、精神的に身体的、肉体的に

障害を起こす）、同性愛者が（AIDSとして宣言された）実際には、残りの健康のゲ

ットーの完全に住んでいる：（障害を含む）人々の端を受け入れる特別なボディー

サウスポート安い 住宅地（工業汚染が「不健全」である小説）。 言い換えれば、

エッジが物理的および精神的な健康状態に陥るだけであるため、マスターは残りの

物理的な位置に完全に戻ることができない可能性があります。 ホステスの位置はま

たスライドしている：所有者が衣服を剥奪される前に、主人公はもともと一般の肉

体的および精神的優位性を軽視することができた;衣服を剥奪された後、主人公は身

体的および精神的に身体的および精神的な抑圧 ;そして、凶悪犯罪者が同性愛者と

エイズであると主張した主人は、身体的、精神的に完全な立場に立って、身体的、

精神的に障害を迫られた。 

 

このレポートの課題は、黄ファンの作品における精神的および肉体的障害の圧

迫を露呈するだけでなく、ポストモダンな小説に肉体的および精神的完全性を導入

することではありません。 Huang Fanの仕事の機会を議論することによって、「認

識論的不安」について議論したいと思います。 「認識論的不安」という言葉は私の

創造物であり、他の新しい言葉に置き換えられる可能性がありますが、それは問題

ではありません。修正され、指示され、追加されてうれしいです。 私の報告はまさ



に問題です。 例えば、クエーカーのマスター、セジウィックの代表であるクローゼ

ットの認識論（Epistemology of the Closet）は、「ワードローブ」と「認識論」を

強調し、 2つの言葉。 しかし、国内の文学研究共同体では、「認識論」という言葉

は、哲学学科の場合のように、あまりにも奇妙で抽象的であるように見える。 しか

し、私は、台湾の研究とジェンダー研究（自分自身を含む）に関心を持つ皆さんは、

認識論の分野で長い間募集されてきたと思いますが、これが何であるかはまだ明確

には述べていません。 私の理解によれば、知識人は知識を知っているかどうか（知

識、動詞、知っている）、なぜ知っているのか（知識/知識、名詞、知識）。 台湾

の研究やジェンダー研究に携わっている奨学生は、「台湾の文学と見なすことがで

きますか？女性の文学館に作家を掲載すべきでしょうか」と尋ねられます。 奨学生

は、「知識」を基礎にしているようです。 

 

学者がそのモンスターの識別方法を知らないにもかかわらず、「認識論的不安」と

いう意味は、その学者が主題を選んだときに現れます。台湾文学を論じるとき、学

者が批判「認知エラー」を受けたりしないように、「本物」のいわゆる台湾文学作

品を選択する傾向があり、「理解するふりをします。」たとえば、「張不健全「を

選択し、それは批判に弱いこの場合はニアミス、（私はそれ自体が共同制作ができ、

この批判の当事者が学術的価値、必ずしも無意味と言っている）です。女性の文学

の議論では、学者はいわゆる「本物の」女性文学を選ぶ傾向があります。もし、奨

学生が男性のトランスジェンダーの作家/作品について議論することを選択した場合、

批判の対象となるかもしれません（このリスクは無意味ではないかもしれません）。

学者自身の法律は、間違ったオブジェクトを選択しないで、この考え方の対象にす

ることを選択しないで、認識論的な不安です。自分の間違ったの恐れ：;実際には、

この自己謙虚文は認識論の不安を明らかにし、「私は基調講演のかどうかを議論す

るために、今日の私の仕事を知らない」：私たちはしばしば言って、自分自身を謙

虚セミナー機会に発表された論文を聞きますオブジェクト、無知のために非難され

るように。 

 

6ヵ月後に仲間の歴史の出版の前後に遭遇した謎に対処するために、「認識論的

不安」について話す時間が多かった。 本書の前後で、私はしばしば以下の質問に遭

遇する。「武道の時代にはたくさんの仲間があることをどうお知りになりますか？

白い最初の「邪悪な」時代を知っているだけです」「著者は同志ではない 彼女の作

品が仲間の文学であることをどのように判断することができますか？（その意味は、

作者が仲間でない限り、作品は仲間文学ではないことを知ることができるというこ

とです） "この作品は明確に同性愛者ではなく、 この作品は「仲間の文学」とみな

すことができます。「この作品は、「人権意識の同志」を示していないので、どの

ように仲間の文学と見なすことができますか？」これらの質問は議論する価値があ

ります。 しかし、今私はそれについてもっと気にするこれらの質問の共通性は、認



識論的な不安です：これらの質問は、文章のそれぞれを議論する "同性愛文学の歴

史"を決定するために百パーセントである "哀れな"作品仲間の文学作品は、 ゲイ文

学の歴史の中で。 本物の仲間の文学作品を知るための見た目は何ですか？ 作者は

同志であり、作品は明白な仲間の証拠を示し、作品は同志の人権意識が働くことを

強調する。 この論理によれば、人々は知っているだけで知ることができない、仲間

の属性を確認することは難しいです文学作品は同志の文学の範囲から追放されるよ

うです。 

 

上記の罪のない、無関係な作品の恐怖は、同志の同性愛者の歴史の中に、私は逃げ

ることができません。 私はしばしば間違ったテキストを選ぶことを心配します。 

この考え方は認識論的不安である。 不安のために、この考え方は誤解され、少なく

とも3つの基本的な常識を誤解しました。 まず、文学：他の芸術作品との文学作品

は、しばしば視聴者に見せることを拒否され、同じことが見られる。 芸術作品の一

部は、人々が高尚な芸術的地位を理解し、楽しむことが難しいためです。 私たちが

文学作品が詩の文学作品ではないことを楽しみにしているなら、私は文学の本質を

過小評価することを恐れています。 

 

第二に、嫌がらせ：同じ身体的、精神的障害で、同性愛は長い間、2017年ほど

でさえ愚かな同一性とみなされてきました。 （「外国人労働者から逃げ出したと非

難された人たち」など）は必然的に「クローゼット」に隠れて「クローゼットから

出てくる」ことを拒否して見られる。 2017年までは、まだ内閣の外に出ていないと

主張している人が多く、人権活動家に質問された "キャビネット外"作戦や一部の学

者に苦しんでいる。 そういう意味で、なぜ作家や作品が仲間の証拠を生み出したの

か自信を持って見たいのですか？ 第三に、不安に対処する方法：不安に遭うと、不

安の存在を否定すべきである（例えば、ゲイの文献が何であるかを特定できない、

否定することを否定する、 100％作業を確認してもらえません）、または不安と共

存することを学ぶべきです（例えば、一方では、あらゆる種類の文学作品が仲間の

文学のカテゴリに含まれていると認めるが、他方、本物の仲間の文学の100％を確認

することはできないと認めている）。 

 

  私は黄扇の「Manna Dance Classroom」を仲間の身体的、精神的障害の研究

と議論に含めることにしました。これは、これら2つの分野に100％適しているわけ

ではなく、それには適していないからです。 その執筆におけるその作家は、同性愛

者のアイデンティティと何の障害もないようです。 意見の重みの文章の中でこれら

の2つのタイプの嫌悪感：私は研究の烙印をかける分野にいるが、重いと感じている

が、研究者は2つに重さはないと思っているようだ。 2人が多くの研究者にとって非



常に貴重な場合、研究者は長い間、小説の同性愛や身体的、精神的障壁についてコ

メントしてきました。 この小説には、人権意識の仲間と人権意識の障壁がないこと

は明らかです。 だから、このテキストをスティグマ研究の分野に組み込む基本的な

意味は何ですか？ 私は認識論的不安と一緒に練習することを提唱していることを認

めたい。 

 

（完成した） 

 

 

 

 

 

  


