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要

旨

芸術と知識の関連性という問題は，それ自体興味深いだけでなく，それに
対する結論次第で，芸術作品のもつ美的価値と道徳との関係から芸術作品に
関する社会政策に至るまで，
様々なトピックに大きな影響を与える。そして，
これらのトピックに関する今後の研究を基礎づけるためにはまず，本稿で芸
術と知識の関連に関する重要な議論を明確にする必要がある。
二つの中心問題に応じて，この研究は大きく二つの部分に分かれることに
なる。一つ目は，芸術作品が（トリビアルでない）知識を伝達できるかどう
かという問題，言い換えれば，芸術作品の認識的価値が存在するかどうかと
いう問題である。二つ目は，仮に一つ目の問題に対する答えが肯定的である
なら，芸術作品が伝達している知識あるいは作品がもっている認識的価値が
その作品の美的な要素と関連をもつかどうかという問題，即ち，作品の認識
的価値がさらにその作品の美的価値に影響を与えるかどうかという問題であ
る。
本稿は主に %HU\V *DXW の著作に基づいており，その構成は，以上の一つ目
の問題に対して肯定的に答える立場から始めて，次に他の哲学者からの反論
を紹介し，問題の両面を検討するという形になっている。

序

論

芸術と知識の関連性という問題は，それ自体興味深いだけでなく，それに対する結論次第で，
芸術作品のもつ美的価値と道徳との関係から芸術作品に関する社会政策に至るまで，様々なト
ピックに大きな影響を与える。そして，これらのトピックに関する今後の研究を基礎づけるた
めにはまず，本稿で芸術と知識の関連に関する重要な議論を明確にする必要がある。
二つの中心問題に応じて，この研究は大きく二つの部分に分かれることになる。一つ目は，
芸術作品が（トリビアルでない）知識を伝達できるかどうかという問題，言い換えれば，芸術

― 51 ―

北海道大学大学院文学院

研究論集

第 19 号

作品の認識的価値が存在するかどうかという問題である。二つ目は，仮に一つ目の問題に対す
る答えが肯定的であるなら，芸術作品が伝達している知識あるいは作品がもっている認識的価
値がその作品の美的な要素と関連をもつかどうかという問題，即ち，作品の認識的価値がさら
にその作品の美的価値に影響を与えるかどうかという問題である。
本稿は主に %HU\V *DXW の著作に基づいており，その構成は，以上の一つ目の問題に対して肯
定的に答える立場から始めて，次に他の哲学者からの反論を紹介し，問題の両面を検討すると
いう形になっている。

第一章 芸術作品が伝達する知識とその種類
芸術作品が伝達する知識について言えば，芸術作品自体に関する知識は必ず芸術作品から
人々に伝達することができる。このような知識の存在は明確であり，かつ他の領域とのつなが
りが弱いため，本稿での知識に対する議論は，このような知識に関する検討は排除するという
前提で行われている。したがって，本稿で使われている知識という言葉は，芸術作品自体に関
する知識ではないことを意味している。
芸術作品が人々に（トリビアルでない，かつ芸術作品自体に関することだけではない）知識
を伝達できるという見解は多くの人々によって支持されている。まず，この見解に関して大ま
かな見通しを得るため，%HU\V *DXW が オックスフォード美学ハンドブック の 芸術と知識
という章で挙げている芸術作品から伝達されうる七種類の知識を以下に挙げる1。
．文学という形の芸術作品は，我々に概念の本質，特に道徳概念の本質（例えば，同情）
という哲学的な知識を与えることができる。0DUWKD 1XVVEDXP によると，良い生活（JRRG OLIH）
について，哲学が我々に教えることができるのは単にそのアウトラインにすぎない。我々に
とって必要なものは，文学によってのみ見いだされる道徳的なビジョンの完全に具現化（IXOO
（例えば，+HQU\ -DPHV の後期の小説など。
）
HPERGLPHQW）された産物である2。
．芸術作品は可能性に関する知識を我々に教えることができる。例えば，ある状況をどう
解釈すればよいのか。或いは，ある状況はある人にとって，どのような感情をもたらすのか。
+LOODU\ 3XWQDP は 'RULV /HVVLQJ の小説 黄金のノート （7KH *ROGHQ 1RWHERRN）について，以下の
ように述べている。 道徳的な当惑が，完全に可能的な一人の人格によって一定の期間内に感
じられたであろう 3（PRUDO SHUSOH[LW\ PLJKW KDYH EHHQ IHOW E\ RQH SHUIHFWO\ SRVVLEOH SHUVRQ LQ D
1

%HU\V *DXW µ$UW DQG .QRZOHGJH¶ 2[IRUG +DQGERRN RI $HVWKHWLFV 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV 2003 SS.437‑
438

2

0DUWKD 1XVVEDXP /RYHތV .QRZOHGJH (VVD\V RQ 3KLORVRSK\ DQG /LWHUDWXUH 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV 1990
SS.67‑125

3

+LOODU\ 3XWQDP（藤川吉美訳）
． 科学的認識の構造 ．晃洋書房．1986．S.125．
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SHUIHFWO\ GHILQLWH SHULRG）。
．以上の主張をより一層強くすると，'DYLG 1RYLW] によれば，芸術作品は我々に可能性に
関する知識を教えることができるだけでなく，事実に関する知識も教えることができる。（例
えば，文学は我々に人間の本質に関する洞察を提供できる，という主張はしばしば耳にする主
張である。
）
．概念的な知識あるいは命題的な知識（SURSRVLWLRQDO NQRZOHGJH）だけでなく，芸術作品は
実践的な知識も我々にもたらすことができる。すなわち，どのようにすれば，あることを正し
く行うことができるのかということに関する知識を我々に与えてくれる。
．芸術作品は我々にある事件の重要性と意味とを教えることができる。例えば，-RKQ
6WXDUW 0LOO は :LOOLDP :RUGVZRUWK の詩を読むことによって，再び自分の人生の意味を見出した。
．芸術作品は我々に経験的な（あるいは現象的な）知識を与えることができる。例えば，
恋をすることはどのような感じなのか，あるいは自分の子供を失うことの悲しさはどのような
感じなのかということに関する知識を与えてくれる。このような知識は想像力によって提供さ
れ，実際に経験して得られる知識と違って，虚像経験（YLUWXDO H[SHULHQFH）であるにすぎない。
しかしそれにもかかわらず，
虚像経験も経験であり，
したがって芸術作品は経験的な知識を我々
に教えることができる。
．芸術作品は我々に価値の知識，特に道徳価値に関する知識を与えることができる。
0DUWKD 1XVVEDXP の主張を含めて，多くの美的認識主義者は芸術作品が我々に道徳上の指導を
与えることに肯定的な態度をとっている。
以上の説明により，芸術作品から得られる知識を性質によって分類すると，知識の一般的な
形態である命題的な知識（SURSRVLWLRQDO NQRZOHGJH）以外に，現象的な知識（SKHQRPHQDO NQRZO
HGJH）と実践的な知識（SUDFWLFDO NQRZOHGJH）
，という二つの種類の知識も芸術作品には多く存在
している。
以上の分類は直観的に納得できるものであるが，問題をさらに明確し，議論を強めるために
は，関連する概念の定義が必要となる。

第二章

知識を伝達する

を定義する

まず，明確にしなければならないのは，すべての芸術作品が知識の運び手になるわけではな
いということである。一番わかりやすい例は，歌詞のない純粋な音楽である。ほかにも，物語
のないほとんどのダンスや一部の絵画なども知識の運び手ではない芸術作品の例になる。これ
らの例を含む，数多くの芸術作品は知識を伝達できない。
一方，私の考えでは，以上のような作品以外は知識を伝達できる。このことを論証するため
に， 知識を伝達する

という概念をさらに明確にする必要がある。
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%HU\V *DXW はその著書 芸術・感情・倫理 の 美的認識主義の定式化 という章で， 知識
を伝達する

ことの定義を細かく三つのバリエーションに分けている4。

一，定義の最小説によると，芸術作品が知識を伝達する，あるいは知識の運び手として存在
するとは，その作品がある種の 認識 （XQGHUVWDQGLQJ）を表現（PDQLIHVW）していることである。
ここでいう

認識

とは，道徳を含む幅広い種類の知識をカバーしている。

二，最小説より強いバージョンは，芸術作品が知識を伝達することを，芸術作品が人々に知
識を教えることができることとして定義する。普通に考えれば，ある人が他人に何かを教える
ためには，必ず教える側の人は自分が教える内容を

認識

し，そして理解していなければな

らない。ゆえに，この説は最小説を含んでいる。さらに，作品が人に何かを
は，人と作品の間の

交流

教える

ために

という側面がこの説に対して必要になる。そして，何かを教える

ためには，教える内容が教えられる人が元々知らなかった内容でなければならない。ゆえに，
この定義は，教えられる人の知識が必ず増えることを要求する。
作品が人々に何かを教えるとは，一般の意味での伝達とは違って，作品（あるいは作者）が
何かを人々に見せること，表現することに近い。また，芸術作品はあることを完全に表現する
必要はなく，きっかけになることだけを人々に提供して，教えられる人が自分で作品から答え
と真実を探求することも，正しい教え方の一例である。ここで注意すべきことは，ある作品か
ら知識を教えられる人と教えられない人がいるということである。例えば，晦渋な文体で表さ
れた知識は，理解力が乏しい人に読まれると，誤解が生じるかもしれない。
この

最小説より強いバージョン

の定義は最も広く受け入れられた説である。

三，以上の二つの定義と違って，最後の定義は単純に人々が芸術作品から知識を得られるか
どうかだけに着目し，作品が知識を表現するかどうか，そして作品が人々に知識を教えるかど
うかといったことは無視する。即ち，知識に関していえば，この定義では芸術作品は完全に道
具として扱われている。例として，我々は駄作の小説を読んでいる時，我々が認識するのは小
説を書くときに気を付けるべき点は何か（多すぎる情景描写や遅々として進まない話）という
ことであって，その小説の作者が優れた小説を一生懸命書こうとしているといったことはまっ
たく関係がない。このような認識も一種の知識であり，そして，我々がこのような方法で得た
知識は明らかに小説の中では表現されていない。
この定義を採用すると，人々は間違いなくこのような形で芸術作品から知識を得られるだろ
うが，その場合には芸術作品自体の認識価値を無視することになる。ゆえに，序論で述べた二
つの中心問題のどちらに対しても肯定的に答える美的認識主義者たちは，この三番目の定義よ
り強い，二番目の定義を擁護する。

4

%HU\V *DXW µ)RUPXODWLQJ $HVWKHWLF &RJQLWLYLVP¶ $UW (PRWLRQ DQG (WKLFV 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV 2007
SS.136‑140
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即ち， 芸術作品が知識を伝達できる とは，芸術作品がその知識に関する認識を表現し，か
つ，人々がその作品を鑑賞することによって，自分の知らなかった新しい知識を得ることがで
きることである。

第三章 芸術作品が知識を伝達する方法
5REHUW $XGL は知識の源をおよそ五種類に分けている。すなわち，感覚知覚（SHUFHSWLRQ）
，記
憶（PHPRU\）
，意識あるいは内省（FRQVFLRXVQHVV RU LQWURVSHFWLRQ），推理（UHDVRQ），そして証言
（WHVWLPRQ\）である5。
これを踏まえて，%HU\V *DXW は感覚知覚・記憶・意識の三つを経験という一つの種類にまとめ
たうえで，芸術作品が知識を伝達する仕方を経験・推理・証言という三つの種類に分類した。
彼はさらに，
芸術作品にとって特有でありかつ重要でもあるところの想像という仕方も加えて，
芸術作品は全部で四つの仕方で人々に知識を伝達すると主張する6。

一，推理
推理が知識を伝達する場合には二つの場合がある。
一つ目は，詳しい論述が作品の中に含まれている場合である。文学と哲学両方の特徴をもっ
ているプラトンの対話篇と哲学的議論があふれているトマス・マンの

魔の山

という作品で

は，人々は直接作品の中に存在している大量の論証（即ち推理）から知識を得ることができる。
このような推理の形式は，芸術作品に限定されているわけではなく，人々の日常生活，或いは
学術研究の中でしばしば行われている推理とほぼ同じである。違っているのは，このような推
理が，文字の形で芸術作品に存在していることだけである。
二つ目は，作品を鑑賞した後に，人々が自分で能動的に作品を分析し評価する場合である。
第二章で述べた人々が芸術作品を単純な道具として扱っている場合を除いて，作品に対する分
析と評価が作品の内容に対する忠実な反応であるなら，このような分析と評価は作品自体の認
識的な価値を重視しつつ知識を伝達する方法である。このような分析と評価は，作者が作品の
中に設定した事件とその展開および人物とその運命など様々な意図が含まれている設定によっ
て導かれている。例えば， ゴドーを待ちながら という演劇は，二人の貧乏な浮浪者がゴドー
という人を待ちながら，不条理な会話を繰り返して，最後までゴドーが現れなかったという物
語である。我々がこの作品を読んだ，或いは見た後に，以下のような推理が自然に行われるだ

5

5REHUW $XGL (SLVWHPRORJ\ $ &RQWHPSRUDU\ ,QWURGXFWLRQ WR WKH 7KHRU\ RI .QRZOHGJH 5RXWOHGJH 1998 3DUW
1

6

%HU\V *DXW µ6RXUFHV RI .QRZOHGJH¶ $UW (PRWLRQ DQG (WKLFV 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV 2007 SS.141‑147
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ろう。ゴドーの正体は何か？神か？或いは死か？この問題に対して，作者は答えなかった。こ
の正体不明のゴドーによって，まさに二人の主人公が自分の目標について，自分の行動の意味
について，完全に無知の状態にいるということが証明されているのである。また，二人の主人
公は経済的にも精神的にも貧乏であるために，この作品の内容全体が人間の精神の空虚，未来
に向けた彷徨い，そして人生の意味の欠如を表現している。
推理が知識を伝達することに関して二つの場合があるということは，その二つの場合がお互
い重なることがなく，はっきりと各自の作品に存在しているという意味ではない。ほとんどの
作品に対して，我々は二つ目の推理を行うだろう。一つ目の推理が存在する場合は少ないが，
二つ目の推理と一つ目の推理が同じ作品に存在することもありうる。例えば， 魔の山 に対し
て，人々は作品を読んだ後に，もちろん作品のいろいろな内容について分析し，そして評価す
るだろう。

二，経験
小説であれ，絵画であれ，写実的な作品（UHSUHVHQWDWLRQDO ZRUNV）は，作品が表現している対
象に関して，我々が実際に対象の前にいて，自分の感覚知覚器官から直接得た経験と完全に同
じようなものを我々に提供することはできない。しかし他方で，そのような，我々が自分の感
覚知覚器官から得た経験を通して，作品の内容を検証することはできる。無論，我々が作品を
鑑賞した後に作品の情報或いは指示によって現地に行ってから得たような経験も，このような
検証に用いることができる。
したがって，次のことが問題になる。すなわち，写実的な作品は，いかにして，作品自体を
体験することによって知識を伝達することができるのか。
実際に，写実的な作品自体を体験した人々は，概念，技能，そして識別能力といった様々な
知識を得ることができる。
この点について，%HU\V *DXW は写実的な作品を地図と比較して，以下のような説明をしてい
る。地図は町，線路と施設など重要なところを強調しながら，地形など重要ではない要素を隠
すことによって，人々に場所の間の関係をはっきりと認識させ，より良く導くことができる7。
同様に，絵画は，ある物事を詳しく描きながら，ある部分を省略することによって，人々に
物事を見る方法を教え，以前は気づいていなかった物事の間の関係の存在をはっきりと認識さ
せる。
そしてまた同様に，登場人物を創造するとき，小説家はある特質や性質の集合をその登場人
物に与える。そして，もし作り出された登場人物が深さ（GHSWK）ともっともらしさ（SODXVLELOL
W\）をもっているなら，人々はこのような登場人物から，人間の複雑性を認識することができ

7

LELG S.143
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るだけでなく，このような登場人物を現実世界の人々と比較して観察することもできる。この
ような仕方で，我々は，現実世界の人々に関して気づいていなかった事柄や新しい見解をもつ
ようになる。この意味で，特徴的で魅力的な登場人物の創造過程は，現実世界に応用可能なあ
る概念（FRQFHSW）を作ることと同一視することができる。

三，証言
5REHUW $XGL の信念（EHOLHI），正当化（MXVWLILFDWLRQ）及び知識（NQRZOHGJH）の源に関する分類
によると，感覚知覚，記憶，内省と先天的なメカニズム（推理の基礎になる存在）が最も基本
的である8。そして，証言に関して言うと，芸術作品を含む写実的な作品は，ある種の証言とし
て知識を大量に提供することが人々に期待されている。証言から得られた知識は他の種類の知
識に還元することはできない。そして，経験のような他の種類の知識に基づいて，証言的知識
の信頼性を支持して一般的なルールを作ろうとする試みはどれも失敗に終わる。なぜなら，証
言的知識は各種領域の知識に関連しているからである。
証言が知識を伝達する手段として存在しながらも，我々はその信頼性（UHOLDELOLW\）が破られ
る場合を一つ考えることができる。それは証言する人が我々を欺こうとするときである。芸術
作品の場合では，作者が偽りの情報を伝達しようとすることである。しかし，フィクションの
中では，そのような意図は存在しえないはずである。フィクションの作者は確かに実際に存在
しているものの情報を作品の中に再現し，人々に伝達しようとするのではないが，作者が自分
の作った世界を人々に確かめさせたい，体験させたいという気持ちは偽りではないだろう。さ
らに，フィクションの世界は現実と厳密に対応していないにもかかわらず，作品の中で作者が
伝えたい観点や認識などの情報は検証できるものである。そして，直観的に判断すれば，写実
的な作品の作者と同じく，フィクションの作者にも人々に偽りの情報を伝えようとする動機は
ないはずである。
作品の信頼性に関して重要なもう一つの点は，写実的な作品の信頼性はしばしば制度的保証
（LQVWLWXWLRQDO JXDUDQWHH）によって確保されているということである。すなわち，写実的な作品は
作者の監修者たち，
あるいは専門の事実検証員によってチェックされていると認識されている。
一方，フィクションにはこのような保証は存在しない。ゆえに，フィクションの受容者たちは，
自分の認識的資源を使って，作品の内容を判断する場合が多い。
しかし，写実的作品の中の制度的保証の存在は，質的な差ではなく，単なる量的な差を写実
的作品と非写実的作品の間に引き起こす。なぜなら，我々は作品を読むだけでは，作品に対す
るチェックが実際に行われていることを確認できないし，作品に対するチェックが正しく行わ
れているかどうかも確認できないからである。ゆえに，自らチェックするためには，作品を創

8

5REHUW $XGL (SLVWHPRORJ\ $ &RQWHPSRUDU\ ,QWURGXFWLRQ WR WKH 7KHRU\ RI .QRZOHGJH 5RXWOHGJH 1998 S.6
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造している状況を調べなければならない。このような調査は，最終的には，経験的知識あるい
は他の種類の証言を使うことになる。言い換えれば，写実的な作品における制度的保証は写実
的な作品の信頼性を完全に確保することはできない。制度的保証の存在は，写実的な作品と
フィクションの作品を完全に信頼できる作品と信頼できない作品に区別することができない。

四，想像とシミュレーション理論
シミュレーション理論は，想像がいかなる形で人々に知識を伝達するのかという問題に対す
る説明をするときに，一番よく参考にされている理論である。%HU\V *DXW の説明によると，シ
ミュレーション理論は，想像している人が自分の意識を自身の状況から切り離すことを要求し
ている。すなわち，想像が進行中の間は想像を実行している人の感覚知覚情報のインプットと
行為のアウトプットは一旦無効化されることになる9。実際にシミュレーションを行う場合に，
我々は自分の意識の中の信念と欲求をシミュレート対象の信念と欲求と同じ内容が含まれてい
る心理状態に交換して，そのような仮想の心理状態を出発点として，相手がいる環境に置いて，
ビデオの再生ボタンを押すように，自分の意識の中の仮想の心理状態において自発的に新しい
信念と欲求を作らせ，相手の本当の心理状態に関する知識をさらに手に入れる。すなわち，シ
ミュレーション理論においては相手の心理状況と物理状態を把握することが重要であるが，相
手の状況を出発点として，自分の想像力によって相手のこれからの行動と感受などを予測する
ことも重要な知識を得るための手段である。
以上の説明によると，想像とシミュレーションによって，我々は価値に関する知識も得るこ
とができる。例えば，
我々は自分を身体障害者の立場において，
専用トイレ或いは専用エレベー
ターのような身体障害者専用の施設がない社会を想像することによって，そのような施設の重
要性と身体障害者が快適に暮らせるようにする政策の価値とをより深く認識できるだろう。
他人の心理状態を理解することに関して，
シミュレーション理論はしばしばもう一つの理論，
すなわち人間の心理状態と行動に関する一般的かつ体系的な理論と結びついている。この二つ
は，この体系的な理論の知識を習得した人々がある行為者がある条件のもとで遂行した行為を
うまく説明するためにある心理状態を選ぶ，という仕方で結びついている。
以上の説明によると，シミュレーション理論から知識を得るという目標は，自分が自分の元
の心理状態と一旦切り離している状態で，想像というかたちで相手がいる環境とその環境によ
る心理状態を自分に付け加えることによって成し遂げられる。ゆえに，シミュレーション理論
が成立するためには，人と人の間の心理的な構造はほぼ完全に一致していることが前提として
要求されている。この前提がある場合にのみ，我々が相手の環境と心理をシミュレートするこ
との信頼性が保障されうる。

9

%HU\V *DXW µVLPXODWLRQ WKHRU\¶ $UW (PRWLRQ DQG (WKLFV 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV 2007 S.149
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第四章

芸術作品は知識を伝達できる

という主張に対する反論

この主張に対する反論を検討する前に，まず補足すべき点がある。この反論はすべて，第二
章で検討した二番目の定義に対するものである。
一，芸術作品が伝達する知識はすべて陳腐（EDQDO）なものであって，人々が芸術作品から得
る知識は些細なことであるか，あるいはすでに知っていることであるから，人々は芸術作品か
ら

些細でない ， 新しい

知識を得ることはできない。それゆえ，この二番目の定義によっ

て，芸術作品が知識を伝達するという主張が否定されることになる。-HURPH 6WROQLW] が自らの
論文で述べている

頑強なプライドと無知から生じる偏見が魅力的な人々を相容れなくさせて

いるのだ （VWXEERUQ SULGH DQG LJQRUDQW SUHMXGLFH NHHSV DWWUDFWLYH SHRSOH DSDUW)10 という言葉は，
$XVWLQ の有名な小説から得られる知識である。芸術作品から得られるこのような些細で陳腐な
知識には価値がない。
二番目の定義では，芸術作品が人々に何かを教えるためには，それが伝達する内容は必ず教
えられる人が知らなかった内容でなければならないことになっていた。6WROQLW] は芸術作品が
表現している陳腐な認識を批判しているが，これはたしかにほとんどの人にとってわかりきっ
たことであろう。
しかし，ごくまれに，そのような陳腐な知識さえ知らない人がいる。彼らにとっては， 陳腐
な

知識は大事な新しい認識になるかもしれない。例えば，幼いころから孤独な環境でテロリ

ストとして育てられた人間は， 傲慢と偏見 が伝達している陳腐な観点を知るはずがない。こ
のような人がこの本を読んだときに得られる体験は，普通の人が新大陸を発見するときに得ら
れる体験と同等であるだろう。
しかし以上の例はあくまでも特殊なものであるから，
一般人には適用できない。したがって，
正面から 6WROQLW] の批判に応えることが必要になる。大部分の人にとって，陳腐な知識だらけ
の芸術作品ももちろん存在する。しかし，芸術作品から得られる命題的な知識のすべてが陳腐
であるわけではない。作品自体が伝達している観点と認識がほとんどの人に知られていないと
いうことは実際にあるし，それがこの世に初めて提出された観点であるということさえしばし
ばある。サルトルが自らの学術研究から得た観点を演劇と小説にしたからこそ，当時の人々は
それを鑑賞することによって， 人間は自由という刑に処せられている とか 存在は無 とい
うような認識と（おそらく）初めて出会うことになったのである。数多くの 6) 小説に書かれ
た科学技術が後世で本当に実現した場合も多い。6) 小説の作者が合理的な想像によって構築
した未来は，その小説を読んだ人々を啓発することにもなるだろう。
なお，6WROQLW] の批判は芸術作品が伝達できる知識を命題的な知識に限定していた。しかし，

10

-HURPH 6WROQLW] µ2Q WKH &RJQLWLYH 7ULYLDOLW\ RI $UW¶ %ULWLVK -RXUQDO RI $HVWKHWLFV YRO32 1992 SS.197‑199
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第一節で述べたように，芸術作品が伝達できる知識には命題的な知識以外にも，現象的な知識
と実践的な知識がある。例えば，自分の愛している人を失うこととはどのような感じかという
現象的な知識と，宴会の場合の正しい社交辞令はどのようなものかという実践的な知識は，知
らない人にとって重要な知識であるだろう。

二，芸術作品のみから得られる知識はないと 6WROQLW] は主張する11。芸術と科学とを比べる
と，
後者は科学者たちが科学的な手段で発見し続ける科学的な知識を人々に提供できる一方で，
前者にはこのような仕方で提供できる特別な知識はない。芸術作品から我々が得ることのでき
る知識はすべて，他のところで他の方法によって得ることができる。そして，彼によると，芸
術には芸術特有の価値があるが，芸術にとって特別ではない認識的な価値は芸術の価値ではな
い。
本章の第一節で述べたように，0DUWKD 1XVVEDXP は 6WROQLW] の主張に異議を唱えるだろう。彼
女によると，ある種の

道徳的な視野が完全に実体化した産物

は，文学によってのみ発見で

きるものである。そして文学は芸術作品に属しているので，芸術作品はこの意味で，特別な知
識を伝達できる。しかし，0DUWKD 1XVVEDXP の主張が本当に正しいのかということがまた問題
になる。彼女が使っている

完全に実体化した産物

という言葉は，ある種の現象的な知識を

意味している。文学は，道徳的な視野が 完全に実体化した産物 という知識を伝達するとき，
たんなる現象的な知識に辿り着くための装置（あるいは，手段）として機能している。このよ
うな現象的な知識はもちろん，文学ではなく，人々の直接経験から得ることができる。また，
文学ではなく，人々の想像によって，ある道徳的な視野の実例を創造し，自分がその実例の主
人公の身分であったなら，完全に実体化した経験も得ることができるだろう。最後に，それほ
ど遠くはない未来で，経験を直接人々の脳内に導入できる機械が発明されたら，文学から得ら
れる道徳的な視野に関する現象的な知識も簡単に獲得できるようになることも不可能ではな
い。ゆえに，0DUWKD 1XVVEDXP の立場からの擁護は成り立たないということになる。
6WROQLW] の美的認識主義に対する反論は，芸術価値の一元主義を前提としてなされている。
芸術価値の一元主義は形式主義と結びついている場合が多い。すなわち，形式的な美的価値以
外の認識価値などを芸術の価値として認めないという立場である。これに対して，芸術価値の
多元主義という立場を採用すると問題を解決できる。芸術作品の中に，もちろん形式的な美的
価値はある。しかし，それ以外にも，認識的な価値や歴史的な価値など様々な価値が存在する
ことも可能であると考えるのが，芸術価値の多元主義である。

三，本章の第一節で紹介した +LOODU\ 3XWQDP の 芸術作品は可能性に関する知識を我々に伝

11

,ELG SS.191‑192
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達できる

という主張に関しては，可能性に関する事柄は知識ではなく，現実世界に関する事

柄こそ知識であるという反論がありうる。可能性に関する知識は主に想像という方法で手に入
るため，この反論も想像が知識の源であるという主張に向けられていることになる。
しかし，我々が今まで展開してきた哲学の中には，想像によって得られた多くの知識がある。
トロッコ問題，中国語の部屋の問題，テセウスの船など，さまざまな思考実験は想像を通して
我々に哲学概念の核心を理解させてくれる。さらに，物理学の基礎としての古典力学はもちろ
んのこと，相対性理論や超弦理論もすべては仮説にすぎない。それらは現象の説明能力によっ
てのみ区別される。ゆえに，もし可能性すなわち仮説から人々が真である知識を得ることがで
きないなら，哲学の一部の論証や物理学の基礎理論などが価値のないものであることになって
しまうだろう。
芸術作品の中で想像が行われる仕方は心理学的な説であるシミュレーション理論によって説
明されることが多い。前章で述べたように，シミュレーション理論によると，我々は他人の考
えと感情を理解するために，自分が他人の立場にいることを想像する。我々は，自分が他人と
全く同じ心理状況と環境にいるときの反応に基づいて，他人の感受と思惟を再現し，他人を理
解する。そして，
自分が自分の立場から切り離されているオフラインの状態で，
シミュレーショ
ンによって，他人の精神的な知識を得ることだけでなく，他人の行動と心理状態の可能な変化
などを予測することもできる。実際，芸術作品の中には，以上に述べたように他人の心理，環
境を表現したり，作者自身がシミュレートした結果を直接表したりするものが多い。

四，我々はいかにして想像で知識を得ることができるのかということに関して，シミュレー
ション理論は重要な説明を提供したが，
前章の説明は知識を得る過程の複雑性を無視している。
人と人との間には心理的な共通点があるが，その違いも多く存在している。我々は親を無く
した子供の状況を想像することができるが，異なる心理素質を持つ人々は同じ事件に対して異
なる反応をするだろう。例えば，
楽観的な人はすぐそのような悲しい事件から回復できる一方，
悲観的な人は深いメランコリーに陥り，精神科の医者に助けを求める事態に至ることもありう
る。ゆえに，より正確にシミュレートするため，シミュレーション理論は相手の信念と欲求と
いう心理状態，特に自分がもっているものと異なっている部分をシミュレートすることを要求
している。ここで，問題なのは，我々はいかにして，その異なっている部分をシミュレートす
るのかということである。自分は相手になりたいと思うだけでは不充分である。我々は想像か
ら独立している他のルートから情報を得ることができなければならない。ここで，シミュレー
ション理論とある人間の心理に関するシステム的な理論という，上記の人の心理状態を理解す
るときの二つのルートによる推理をはっきり分けるのではなく，
合わせて働かせる必要がある。
相手の心理状態と自分の心理状態との差異の存在を認識するため，
そして，
具体的にいかに違っ
ているのかということを認識するため，我々は心理学領域の一般的な情報を求めなければなら
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ない。
例えば，親を失くした人の心理状態の場合に，もし我々が当事者の年齢を考えに入れたら，
当事者の反応の予測もより正確になる。十代の人と大人になった四十代の人の反応は明らかに
違っていて，前者にとって，親を亡くしたという事件の影響はおそらく極めて大きくて，将来
の人生の中で簡単には消えない傷になるだろう。心理学的な情報だけではなく，社会的，文化
的，時代的情報なども我々が相手と自分とで異なっている心理状態を理解するための力を与え
る。同じく親を亡くした人の例で言うと，もしそれが家族を中心とした封建社会で起こったこ
となら，現代社会，特にカミュの小説

異邦人

で描かれている主人公の心理状態が常態にな

る社会で起こった場合とは，当事者の心理状態も大きく異なっているだろう。最後に，我々は
普段の観察によっても，相手の心理状態を理解することができる。
上記の方法を合わせて，シミュレーション理論が設定したプロセスを順調に進めるため，他
のルートからの資源も必要とされている。想像の対象になる人の環境と年齢，所属している社
会と文化などの情報は，相手の最初の心理状態を想像するときに，相手と自分の心理的な違い，
即ち自分にとって未知である情報を補充することになる。そして，このように人間の間で異
なっている部分と共通している部分は，想像というエンジンによって仮想的な環境で発展して
始まり，対象の反応，対象の感受，対象についての次の心理状態に導いていく。
シミュレーション理論が現実の複雑性を無視しているという指摘がなされるもう一つの理由
は，人間が自分の元の状態から切り離して仮想の環境に入るという設定が理想化されているか
らである。我々は車を元の運転手から切り離して，自動運転の状態にセットして，いろいろな
環境で車の運転状況を考察できるが，人間の心理状態はそれほど忠実に事実を反映するわけで
はない。ある人は簡単に自分が強盗殺人事件の現場で犯人に立ち向かって犯行を止めようとす
る勇姿を想像できるが，実際に凶悪な犯人と出会ったときには恐怖心で体が動かなくなるとい
うこともよくある。このような想像は，自分を深く理解させることができないだけではなく，
自分に関する間違った認識を自分に与えることになる。
このような誤りを避けるため，我々はまず，想像の出発点になる想像の対象の情報をできる
限り全面的に，かつ正しく集める必要がある。そして，%HU\V *DXW によると12，我々は想像活動
にルールを付け加えて，想像するときに自制する必要がある。まず，自分がある可能な行動を
想像するときに，その行動を支持する実例か矛盾している実例と対比してその自分の行動を検
証する。例えば，もし自分が犯行を止めようとする姿を想像しようとするときに，かつての自
分がネズミを見た瞬間に叫びながら逃げたことを思い出したら，その想像は逆の結果になるだ
ろう。次に，快楽を得るためのファンタジーを制限する。我々は快楽を想像から手に入れるこ

12

%HU\V *DXW µ7KH 'LVFLSOLQHV RI ,PDJLQDWLRQ¶ $UW (PRWLRQ DQG (WKLFV 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV 2007
SS.154‑155.
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とができるが，快楽は想像を間違った方向に誘導する原因にもなりうる。客観的な結論を出す
ためには，人が何かを想像しているときに，想像している内容は快楽だけではないのかという
問いを発することによって，その想像の検証を行う必要がある。最後に，想像はできるだけ具
体的に，自分の感受性を引き出せるほどまでに行う方がより正しい結論が出る。例えば，殺人
事件の現場を想像するときに，犯人のナイフの冷たい白い反射光や，血の匂いと鮮やかな赤色
といった要素の総合的な影響は人間の動きを決める原因になる。
したがって，想像の客観性が様々な規則によって評価できるものになった以上，その信頼性
も保障されることになる。

結

論

本稿の議論によると，我々は以下の結論を下すことができる。
芸術作品は人々にトリビアルではない（かつ芸術作品自体と関係しているだけではない）知
識を教えることができる。このような知識は，様々な種類に分けることができる。そして，芸
術作品は，直接或いは誘導的な推理や，様々な経験の提供，さらに自分がある知識の証言にな
ることや人々の想像能力を活かすことで知識を伝達する。
また，推理で知識を得ている場合の推理には二種類ある。すなわち，直接作品の中に現れて
いる推理と，文字および作者が作品中に設置した要素を自分で分析して，作品全体，或いは作
品の中の人物と展開とを評価する際の推理である。
経験による知識を得る場合に，
芸術作品が伝達しているのは，
対象からの直接経験とは異なっ
た芸術作品だけからもたらされる特殊な経験である。この芸術的な経験は人々が元々所有して
いる経験と関係している。さらに，芸術作品，特に写実的な芸術作品自体を体験した人々は，
概念，技能，そして識別能力といった様々な知識を得ることができる。
想像によって知識を得る場合には，心理学のシミュレーション理論がその説明を与えていた
ように，我々はシミュレーションによって，相手の心理状況と物理状態を把握することができ
るだけでなく，相手の状況を出発点として，自分の想像力によって相手のこれからの行動と感
受などを予測することもできる。そして，想像から知識を正しく得るため，我々は想像にルー
ルを付け加えて，自制する必要がある。
最後に，様々な反論に再反論することによって，本稿の一番重要な結論を擁護することがで
きる。すなわち，芸術作品の認識的価値が存在するという結論である。
この結論は芸術作品の認識的価値と美的価値の関連性を論証する重要な前提となっている。
さらに，芸術作品の美的価値と道徳要素の間の関係など様々な問題に大きく影響する。
（りつ てい・思想文化学専攻)

― 63 ―

北海道大学大学院文学院

研究論集

第 19 号

参考文献
．-HUUROG /HYLQVRQ 2[IRUG +DQGERRN RI $HVWKHWLFV 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV 2003
．%HU\V *DXW $UW (PRWLRQ DQG (WKLFV 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV 2007
．0DUWKD 1XVVEDXP /RYHތV .QRZOHGJH (VVD\V RQ 3KLORVRSK\ DQG /LWHUDWXUH 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV 1990
．+LOODU\ 3XWQDP（藤川吉美訳）
． 科学的認識の構造 ．晃洋書房．1986．
．5REHUW $XGL (SLVWHPRORJ\ $ &RQWHPSRUDU\ ,QWURGXFWLRQ WR WKH 7KHRU\ RI .QRZOHGJH 5RXWOHGJH 1998
．-HURPH 6WROQLW] µ2Q WKH &RJQLWLYH 7ULYLDOLW\ RI $UW ތ%ULWLVK -RXUQDO RI $HVWKHWLFV YRO32 1992

― 64 ―

