
物語は何を教えてくれるのか
難波優輝 
瀬戸内哲学研究会 
神戸大学大学院人文学研究科 
2019.11.26



自己紹介



神戸大学大学院人文学研究科 
芸術学専修 
修士一回生



分析美学とポピュラー文化



分析美学 
分析哲学の手法を用いて 

美学的な問題をあつかう学問（cf. 森 2016）。



ポピュラー文化 
バーチャルYouTuber、ゲーム実況、キャラクタの身体 
アニメーションと音響、バグとミス、おしゃれ行為、

Vaporwave、SF小説



お話すること



テーマ

• 物語の認識的メリットをめぐる議論。



クエスチョン

• 「物語が何か教えてくれる」という問いは何を論
じている？



やること
• 「物語は何を教えてくれるのか」という問いをめぐる議論を整理する。 

• （１）認識主義の独立した軸を整理する。 

• （２）認識主義を定式化する。 

• （３）認識主義とそのライバルたちを整理できるチャートをつくる。 

• （４）認識的メリットと文学のナラデハ特徴（ナラデハデバイス）を紹介する。 

• （５）認識的メリットと芸術的価値の構成問題を整理する。 

• （６）これからの研究の展望に少しふれる。



本論



1. 認識主義の軸



やること
• 「物語は何を教えてくれるのか」という問いをめぐる議論を整理する。 

• （１）認識主義の独立した軸を整理する。 

• （２）認識主義を定式化する。 

• （３）認識主義とそのライバルたちを整理できるチャートをつくる。 

• （４）認識的メリットと文学のナラデハ特徴（ナラデハデバイス）を紹介する。 

• （５）認識的メリットと芸術的価値の構成問題を整理する。 

• （６）これからの研究の展望に少しふれる。



「物語が何か教えてくれる」と
考えるひとのアイデア



（１）芸術作品を適切に鑑賞するために
は認知を働かす必要があり、だから鑑賞

は認知的によい。



（２）そもそも芸術作品は、知識を与えたり認
識のスキルをよくすることを機能としている。 
cf. 複雑な人間の情動の発展を克明に描く物語。



（３）芸術作品の鑑賞は知識を与えてくれる
し、既存の信念のあり方をよりクリアにして
くれるし、認識のスキルをあげてくれる。



（４）芸術作品の価値は何かを
教えてくれる点にもある。



認識主義の特徴づけの候補
• （１）芸術作品は世界について教えうるような認識的活動を引き起こす。芸術作品はこれを、（表出的な
ものも含む）表象的内容をもつことによって、他には、様々に構築されたシステムのうちでシンボルとし
て機能することによって果たす。 

• （２）芸術作品が引き起こす認識活動は、芸術作品としての機能の一部であり、重要な部分である。 

• （３）この引き起こしの結果、わたしたちは芸術作品から学ぶ。すなわち、わたしたちは新しい知識を
獲得し、信念は洗練され、理解は深まる。 

• （４）このようにしてわたしたちが学んでいることは、そもそもわたしたちが芸術作品を楽しみ、大切に
している主な理由の一つである。 (Freeland 1997, 19)



これを変数にしてみる



認識をめぐる四つの軸の定式化
• 鑑賞と認識活動の軸：芸術作品の芸術作品としての（ある程度適切な）鑑賞経験において、
特定の認識的メリットをもたらすような認識活動が行われるか？ 

• 芸術作品の機能の軸：芸術作品は、認識的メリットをもたらす認識活動を惹き起こすことを
機能の一部としてもつか？ 

• 認識的メリットの種類の軸：認識活動において、鑑賞者は芸術作品から特定の種類の認識的
メリットを得るか？ 

• 価値の構成の軸：この認識的メリットは、芸術的価値の一部を構成しうるか？



認識的デ／メリット

• 知識、有益な情報、信念といった認識的な
（cognitive）なものと関わるデ／メリット。



四つの軸は認識主義としてパッ
ケージングしにくい。



独立した立場だから。



四つの軸の立場はそれぞれ独立している
• 鑑賞と認識活動の軸＝認識活動の軸。 

• 芸術作品の機能の軸＝機能と目的の軸。 

• 認識的メリットの種類の軸＝認識的メリットの軸。 

• 価値の構成の軸＝価値構成の軸。



本発表は、 
それぞれの立場を分類する。



本発表で扱えるもの
• 鑑賞と認識活動の軸＝チャートで整理する。 

• 芸術作品の機能の軸＝扱わない。 

• 認識的メリットの種類の軸＝図示する。 

• 価値の構成の軸＝整理する。



機能の軸以外の三つの軸を整理
できるマップをつくる。



まだ地図がないのでつくると 
認識主義を批判する立場も擁護する立場も
どこで議論しているがわかってうれしい



2. 認識主義の定式化



やること
• 「物語は何を教えてくれるのか」という問いをめぐる議論を整理する。 

• （１）認識主義の独立した軸を整理する。 

• （２）認識主義を定式化する。 

• （３）認識主義とそのライバルたちを整理できるチャートをつくる。 

• （４）認識的メリットと文学のナラデハ特徴（ナラデハデバイス）を紹介する。 

• （５）認識的メリットと芸術的価値の構成問題を整理する。 

• （６）これからの研究の展望に少しふれる。



鑑賞と認識活動 
と 

認識的メリットの種類 
を 

整理できる枠組み



いまから整理するもの
• 鑑賞と認識活動の軸＝認識活動の軸。 

• 芸術作品の機能の軸＝機能と目的の軸。 

• 認識的メリットの種類の軸＝認識的メリットの軸。 

• 価値の構成の軸＝価値構成の軸。



できたものがこちら



図１ 反-非-認識主義のチャート



認識主義（cognitivism）

• 認識的メリットが、ナラデハデバイスを介した鑑
賞活動によってもたらされる。 

• このアイデアは、研究会での高田敦史の指摘、お
よびPhelan（2018）の議論に多くを負っている。



認識主義とライバルたち
• 認識主義（cognitivism）：認識的メリットが、ナラデハデバイスを介して
もたらされる。 

• 反認識主義（anti-cognitivism）：認識的メリットは、そもそももたらさ
れない。 

• 非認識主義（non-cognitivism）：認識的メリットは、もたらされるとし
ても、ナラデハデバイスを介してではない。



ナラデハのうれしさ？



ナラデハデバイス（naradewa device）

• ナラデハ特徴によって構成される独特の鑑賞経験
をもたらす個々の芸術形式がもつ独特な装置。 

• 文学デバイス：言語的メタファ、押韻、視点、人
称的語り。



ナラデハ特徴（松永 2018）
• 個々の芸術形式がそれぞれにもつ独特の特徴。 

• 当の芸術形式の作品として評価される際にその評価にかかわる特
徴。 

• 例：ビデオゲーム：一つの画面とゲーム的内容と虚構的内容の二つ
の意味。そして、意味の相互作用：シミュレーション、物語構造。



芸術的なデバイスなしで 
たまたまもたらされた認識的メリットを 
擁護してもあまりうれしさはないから



「1945年太平洋戦争が終わった」 
「太陽は西から昇る」 

「システムエンジニアの仕事がわかる」 
cf. 学習まんが



認識主義の立場はおおむね、 
認識的メリットをナラデハデバイスを介してゲッ
トしうることを擁護していると言っていい。



文学的特徴と文学的デバイス

• 文学のナラデハ特徴：言語的記号システム。 

• 文学デバイス：言語的メタファ、アイロニー、多
義性、押韻、視点、人称的語り（cf. Phelan 
2018）。



ではライバルたちは？



3. 認識主義と 
そのライバルたち



やること
• 「物語は何を教えてくれるのか」という問いをめぐる議論を整理する。 

• （１）認識主義の独立した軸を整理する。 

• （２）認識主義を定式化する。 

• （３）認識主義とそのライバルたちを整理できるチャートをつくる。 

• （４）認識的メリットと文学のナラデハ特徴（ナラデハデバイス）を紹介する。 

• （５）認識的メリットと芸術的価値の構成問題を整理する。 

• （６）これからの研究の展望に少しふれる。



認識主義とライバルたち
• 認識主義（cognitivism）：認識的メリットが、ナラデハデバイスを介して
もたらされる。 

• 反認識主義（anti-cognitivism）：認識的メリットは、そもそももたらさ
れない。 

• 非認識主義（non-cognitivism）：認識的メリットは、もたらされるとし
ても、ナラデハデバイスを介してではない。



図１ 反-非-認識主義のチャート



図２ 反-非-認識主義のバリエーション

立場 認識的メリット ナラデハデバイス

Ａ１ 全面的反認識主義 ひとつももたらされない ‒‒‒‒

Ｂ１ 全面的メリット-全面的デバイス非認識主義 すべて すべてについて介さない

Ｃ１ 全面的メリット-全面的デバイス認識主義 すべて すべてについて介する

Ｂ２ 全面的メリット-部分的デバイス非認識主義 すべて 介さないものがある

Ｂ３ 部分的メリット-全面的デバイス非認識主義 ある すべてについて介さない

Ｃ２ 全面的メリット-部分的デバイス認識主義 すべて 介するものがある

Ｃ３ 部分的メリット-全面的デバイス認識主義 ある すべてについて介する

Ａ２ 部分的反認識主義 もたらされないものがある ‒‒‒‒

Ｂ４ 部分的メリット-部分的デバイス非認識主義 ある 介さないものがある

Ｃ４ 部分的メリット-部分的デバイス認識主義 ある 介するものがある



極端な反認識・非認識・認識主義群 
（extreme anti-non-cognitivism cluster）
• （Ａ１）全面的反認識主義（global anti-cognitivism: GAC）：すべての（主要な）認識的メリッ
トは、もたらされない。 

• （Ｂ１）全面的メリット-全面的デバイス非認識主義（global merit-global device non-
cognitivism: GGIC）：すべての（主要な）認識的メリットは、もたらされるが、すべての（主要
な）ナラデハデバイスによって、もたらされない。 

• （Ｃ１）全面的メリット-全面的デバイス認識主義（global merit-global device cognitivism: 
GGC）：すべての（主要な）認識的メリットは、すべての（主要な）ナラデハデバイスによって、
もたらされる。



つよい非認識・認識主義群 
（strong non-cognitivism cluster）
• （Ｂ２）全面的メリット-部分的デバイス非認識主義（global merit-local device non-cognitivism: GLIC）：す
べての（主要な）認識的メリットは、もたらされるが、あるナラデハデバイスＤｉによってはもたらされない。 

• （Ｂ３）部分的メリット-全面的デバイス非認識主義（local merit-global device non-cognivism: LGIC）：ある
認識的メリットＭｉは、もたらされるが、すべての（主要な）ナラデハデバイスによって、もたらされない。 

• （Ｃ２）全面的メリット-部分的デバイス認識主義（global merit-local device cognitivism: GLC）：すべての
（主要な）認識的メリットは、あるナラデハデバイスＤｉによって、もたらされる。 

• （Ｃ３）部分的メリット-全面的デバイス認識主義（local merit-global device cognivism: LGC）：ある認識的
メリットＭｉは、すべての（主要な）ナラデハデバイスＤｉによってもたらされる。



穏健な反認識・非認識・認識主義群 
（moderate anti-non-cognitivism cluster）
• （Ａ２）部分的反認識主義（local anti-cognitivism: LAC）：ある認識的メリットＭｉは、
もたらされない。 

• （Ｂ４）部分的メリット-部分的デバイス非認識主義（local merit-local device non-
cognitivism: LLIC）：ある認識的メリットＭｉは、もたらされるが、あるナラデハデバイス
Ｄｉによってはもたらされない。 

• （Ｃ４）部分的メリット-部分的デバイス認識主義（local merit-local device cognitivism: 
LLC）：ある認識的メリットＭｉは、あるナラデハデバイスＤｉによってもたらされる。



図３ 立場の応答



図１ 反-非-認識主義のチャート



4a. 認識的メリットの種類



やること
• 「物語は何を教えてくれるのか」という問いをめぐる議論を整理する。 

• （１）認識主義の独立した軸を整理する。 

• （２）認識主義を定式化する。 

• （３）認識主義とそのライバルたちを整理できるチャートをつくる。 

• （４）認識的メリットと文学のナラデハ特徴（ナラデハデバイス）を紹介する。 

• （５）認識的メリットと芸術的価値の構成問題を整理する。 

• （６）これからの研究の展望に少しふれる。



図４ 認識的メリットのバリエーション（Phelan 2018, 40）



認識的メリット
• （Ｍ１）仮説的（hypothetical）：仮説的なものごと。 

• （Ｍ２）概念的（conceptual）：概念的な連関。 

• （Ｍ３）人文的（humanistic）：人間のふるまいや人生に関する情報。 

• （Ｍ４）実践的（practical）：認識的なスキル。 

• （Ｍ５）情動的（emotional）：適切な情動、情動のスキル。 

• （Ｍ６）経験的（experiencial）：想像を介した経験。 

• （Ｍ７）倫理的（ethical）：倫理的知識、判断のスキル。



概念的認識的メリット
• ［作品は］ときにわたしたちを、確立された考え方のなかの
名づけられることもない未知の領域へと導く。そこにわたし
たちを置くことで、作品は、提起された概念的問題をゆたか
に考えることができるような文脈をあたえ、そこでは一連の
探究がキャラクタや出来事について判断する努力へと統合され
る。（Quoted in 高田 2014, 126; John 1998, 340）



伊藤計劃. 2007. 『虐殺器官』早川書房. 225.

“「……耳にはまぶたがない、と誰かが言っていた」”



4b. ナラデハデバイス



文学的デバイスの例（Phelan 2018）
（Ｄ１）アイロニー（irony） 
（Ｄ２）特定性（particularity） 
（Ｄ３）精密さ（precision） 
（Ｄ４）隠喩（metaphor） 
（Ｄ５）視点（perspective） 
（Ｄ６）多義性（ambiguity） 
（Ｄ７）反復（repetition）



キイス, D. 1999. 『アルジャーノンに花束を』小尾芙佐訳, 早川書房. 15.

“ストラウスはかせわぼくが考えたことや思いだしたことやこれからぼ
くのまわりでおこたことわぜんぶかいておきなさいといった。”



キイス, D. 1999. 『アルジャーノンに花束を』小尾芙佐訳, 早川書房. 141.

“彼女がぼくを押しのけたとき、ぼくは、気まずさとおかしさを同時に
感じた。そんな自分に腹が立って、ぼくはシートに体を戻しウインドー
の外を見つめた。いままで人を憎んだことはないのにぼくは彼女を憎ん
だ̶̶お座なりの答や、母親気取りのお節介をする彼女を。彼女の頬に
平手打ちをくらわせ這いつくばらせ、それから抱きしめてキスしたいと

思った。”



視点（perspective）

• 具体的な立場や状況からしか理解できないこと。たとえば、
差別される感覚、じぶんが損害を受けかねない状況で、よ
い行いを決断する心理。恐怖に立ち向かう勇気などといっ
た、客観的な記述では得られないような経験が、想像的にせ
よ物語を読むことで経験されうる（cf. Gibson 2008）



整理できたもの
• 鑑賞と認識活動の軸＝認識活動の軸。 

• 芸術作品の機能の軸＝機能と目的の軸。 

• 認識的メリットの種類の軸＝認識的メリットの軸。 

• 価値の構成の軸＝価値構成の軸。



5. 価値の構成の問題



やること
• 「物語は何を教えてくれるのか」という問いをめぐる議論を整理する。 

• （１）認識主義の独立した軸を整理する。 

• （２）認識主義を定式化する。 

• （３）認識主義とそのライバルたちを整理できるチャートをつくる。 

• （４）認識的メリットと文学のナラデハ特徴（ナラデハデバイス）を紹介する。 

• （５）認識的メリットと芸術的価値の構成問題を整理する。 

• （６）これからの研究の展望に少しふれる。



整理するもの
• 鑑賞と認識活動の軸＝認識活動の軸。 

• 芸術作品の機能の軸＝機能と目的の軸。 

• 認識的メリットの種類の軸＝認識的メリットの軸。 

• 価値の構成の軸＝価値構成の軸。



認識的メリットと芸術的価値 
の微妙な関係



認識的デ／メリットがナラデハデバイスを介
してもたらされるとき、認識的デ／メリット
がその作品の芸術的価値に関与するか？



パラレルな議論 
芸術的価値を美的価値のみならず 
倫理的価値が構成するのかどうか？



倫理的価値と芸術的価値の関係の議論
• 倫理的価値は、芸術的価値をそもそも構成するか？ 

• ポジティブ／ネガティブな倫理的価値が芸術的価値
をどう構成するかどうかが焦点のひとつ。 

• 道徳的／不道徳な作品の芸術的価値？



認識的デ／メリット 
と 

芸術的価値 
は 

関係が議論されているが、 
適切な名前がついていない。



なので、名づける。



エピステミシズム（epistemicism）

• エピステミシズム：ある作品が認識的メリットを
もたらすとき、その認識的メリットは、その作品
の芸術的価値を部分的にせよ構成する。



さらに分類できる。



規則性 
と 
比例 

Giovannelli（2007）を転用。



規則的（systematic）／非規則的（unsystematic）
• 一方の価値の多寡が他方の価値の多寡と規則的に対応している／していな
い。 

• 経済的価値と芸術的価値はふつう非規則的にしか関係していない。 

• すぐれて芸術的価値のある作品が必ずしも経済的価値をもつわけではな
く、経済的価値をもつ作品が必ずしも芸術的価値をもつとは限らない。



比例的／反比例的

• 一方の価値の多寡が他方の価値の多寡と比例的／
反比例的に関係している。 

• 歴史モノ：特定の主人公の偏った視点で描いて
いるために芸術的価値がある。



ポジティブ／ネガティブ／非 
エピステミシズム



ポジティブエピステミシズム 
（popsitive epistemicism）

• 過激なポジティブエピステミシズム（radical positive epistemicism）：芸術
作品の、認識的メリットはその芸術的価値を規則的に構成する。そして、その
ような構成関係はすべての芸術種や芸術ジャンルの作品に存在する。 

• 穏健なポジティブエピステミシズム（moderate positive epistemicism）：
芸術作品の認識的メリットはその芸術的価値を規則的に構成する。しかし、そ
のような構成関係はある特定の芸術種や芸術ジャンルの作品にのみ存在する。



ネガティブエピステミシズム 
（negative epistemicism）

• 過激なネガティブエピステミシズム（radical negative epistemicism）：芸術作品
の認識的メリットはその芸術的価値に規則的に反比例的に構成する。そして、その
ような構成関係はすべての芸術種や芸術ジャンルの作品に存在する。 

• 穏健なネガティブエピステミシズム（moderate negative epistemicism）：芸術
作品の認識的メリットはその芸術的価値に規則的に反比例的に構成する。しかし、
そのような構成関係はある特定の芸術種や芸術ジャンルの作品にのみ存在する。



非エピステミシズム（non-epistemicism）

• 過激な非エピステミシズム（radical non-epistemicism）：芸術作品が認識
的メリットに基づく価値づけの対象になりうることは否定しない。しかし、認
識的メリットは芸術的価値を何ら構成しない。 

• 穏健な非エピステミシズム（moderate non-epistemicism）：芸術作品が認
識的メリットに基づく価値づけの対象になりうることは否定しない。そして、
芸術作品の認識的メリットは、ある場合において、その芸術的価値に影響す
る。しかし、その影響関係はつねに非規則的なかたちでしかありえない。



これらの価値の構成の立場と認識的メ
リットがもたらされるかどうかは 

ある程度独立。



エピステミシズム×認識主義



ポジティブ／ネガティブエピステミシズム×認識主義群 
（popsitive/negative-epistemicism × cognitivism cluster）】
• 過激なポジティブエピステミシズム認識主義（radical positive epistemicism cognitivism）：認識的デ／メリットが、ナラデハ
デバイスを介してもたらされる。かつ、認識的デ／メリットはその芸術的価値を規則的に構成する。そして、そのような構成関係
はすべての芸術種や芸術ジャンルの作品に存在する。 

• 穏健なポジティブエピステミシズム認識主義（moderate positive epistemicism cognitivism）：認識的デ／メリットが、ナラ
デハデバイスを介してもたらされる。かつ、芸術作品の認識的デ／メリットはその芸術的価値を規則的に構成する。しかし、そ
のような構成関係はある特定の芸術種や芸術ジャンルの作品にのみ存在する。 

• 過激なネガティブエピステミシズム認識主義（radical negative epistemicism cognitivism）：認識的デ／メリットが、ナラデ
ハデバイスを介してもたらされる。かつ、芸術作品の認識的デ／メリットはその芸術的価値に規則的に反比例的に影響する。そし
て、そのような影響関係はすべての芸術種や芸術ジャンルの作品に存在する。 

• 穏健なネガティブエピステミシズム認識主義（moderate negative epistemicism cognitivism）：認識的デ／メリットが、ナラ
デハデバイスを介してもたらされる。かつ、芸術作品の認識的デ／メリットはその芸術的価値に規則的に反比例的に影響する。



非エピステミシズム×認識主義群 
（non-epistemicism × cognitivism cluster）
• 過激な非エピステミシズム認識主義（radical non-epistemicism cognitivism）：認
識的デ／メリットが、ナラデハデバイスを介してもたらされる。かつ、認識的メリッ
トは芸術的価値を何ら構成しない。 

• 穏健な非エピステミシズム認識主義（moderate non-epistemicism 
cognitivism）：認識的デ／メリットが、ナラデハデバイスを介してもたらされる。
かつ、芸術作品の認識的デ／メリットは、ある場合において、その芸術的価値に影響
する。しかし、その影響関係はつねに非規則的（unsystematic）なかたちでしかあ
りえない。



エピステミシズム×非認識主義



ポジティブ／ネガティブエピステミシズム×非認識主義群 
（popsitive/negative-epistemicism×non-cognitivism cluster）
• 過激なポジティブエピステミシズム非認識主義（radical positive epistemicism non-cognitivism）：認識的デ／メリット
が、ナラデハデバイスを介してもたらされない。かつ、認識的デ／メリットはその芸術的価値を規則的に構成する。そして、
そのような構成関係はすべての芸術種や芸術ジャンルの作品に存在する。 

• 穏健なポジティブエピステミシズム非認識主義（moderate positive epistemicism non-cognitivism）：認識的デ／メリッ
トが、ナラデハデバイスを介してもたらされない。かつ、芸術作品の認識的デ／メリットはその芸術的価値を規則的に構成す
る。しかし、そのような構成関係はある特定の芸術種や芸術ジャンルの作品にのみ存在する。 

• 過激なネガティブエピステミシズム非認識主義（radical negative epistemicism non-cognitivism）：認識的デ／メリット
が、ナラデハデバイスを介してもたらされない。かつ、芸術作品の認識的デ／メリットはその芸術的価値に規則的に反比例的
に影響する。そして、そのような影響関係はすべての芸術種や芸術ジャンルの作品に存在する。 

• 穏健なネガティブエピステミシズム非認識主義（moderate negative epistemicism non-cognitivism）：認識的デ／メリッ
トが、ナラデハデバイスを介してもたらされない。かつ、芸術作品の認識的デ／メリットはその芸術的価値に規則的に反比例
的に影響する。しかし、そのような影響関係はある特定の芸術種や芸術ジャンルの作品にのみ存在する。



非エピステミシズム×非認識主義群 
（non-epistemicism×non-cognitivism cluster）
• 過激な非エピステミシズム非認識主義（radical non-epistemicism non-
cognitivism）：認識的デ／メリットが、ナラデハデバイスを介してもたらされな
い。かつ、認識的メリットは芸術的価値を何ら構成しない。 

• 穏健な非エピステミシズム非認識主義（moderate non-epistemicism non-
cognitivism）：認識的デ／メリットが、ナラデハデバイスを介してもたらされな
い。かつ、芸術作品の認識的デ／メリットは、ある場合において、その芸術的価値
に影響する。しかし、その影響関係はつねに非規則的なかたちでしかありえない。



整理できたもの
• 鑑賞と認識活動の軸＝認識活動の軸。 

• 芸術作品の機能の軸＝機能と目的の軸。 

• 認識的メリットの種類の軸＝認識的メリットの軸。 

• 価値の構成の軸＝価値構成の軸。



本論のまとめ



整理できたもの
• 鑑賞と認識活動の軸＝認識活動の軸。 

• 芸術作品の機能の軸＝機能と目的の軸。 

• 認識的メリットの種類の軸＝認識的メリットの軸。 

• 価値の構成の軸＝価値構成の軸。



物語が何を教えてくれるのかを
めぐる立場は、



ポジティブ／ネガティブ／非 
エピステミシズム 

× 
反・非・認識主義



に大別されうる。 
（機能の軸は置いておく）



機能の軸は、 
機能する／しない 

の二項の分類でいい？



とくに、 
認識主義をめぐる議論は、



認識的メリット 
× 

ナラデハデバイス



で分けると、 
こまかな立場を整理できて、 

よい。



6. これからの研究



やること
• 「物語は何を教えてくれるのか」という問いをめぐる議論を整理する。 

• （１）認識主義の独立した軸を整理する。 

• （２）認識主義を定式化する。 

• （３）認識主義とそのライバルたちを整理できるチャートをつくる。 

• （４）認識的メリットと文学のナラデハ特徴（ナラデハデバイス）を紹介する。 

• （５）認識的メリットと芸術的価値の構成問題を整理する。 

• （６）これからの研究の展望に少しふれる。



とくに気になっていること



（１）音楽は認識的メリットを 
ナラデハデバイスを介してもたらすか？



音楽を聴くと頭がよくなる？



（２）認識的デメリットが 
芸術的価値に比例的に影響しうるか？



偏見ゆえの芸術的達成？



（３）ナラデハデバイスを介して 
認識的メリットがもたらされるのは 

認識的メリットが芸術的価値を構成する十分条件か？



ポルノグラフィの 
認識的デメリット？



（４）ナラデハデバイスを介して 
認識的デメリットがもたらされるのは 

いかにしてか？



すこし気になっていること



（ａ）ナラデハ研究
• ナラデハ特徴、ナラデハデバイスを分析する必要。
すでにいくつかの論文では試みられている。ある特
定のナラデハデバイス／認識的メリットを取り上
げ、そのデバイスがいずれの認識的メリットをもた
らせるか、あるいは、もたらしやすい／にくいか。



（ｂ）メニューセット
• よく挙げられる認識的メリットやデバイスをセットにして擁護するアプ
ローチ。メニューをつくっておけば、作家の小説制作や批評家の批評の基
準の参考としてひじょうに使いやすいかもしれない。本稿で参照したフェ
ランは、「理解（understanding）」として、認識的メリットをセットに
して、それらから特定のナラデハデバイスを介すかどうかを検討している
（Phelan 2018）。わたしたちがよく注目する認識的メリットのセットを
提示する重要性。



（ｃ）他の芸術・表現ジャンルに適用する
• ナラデハデバイスには、小説では本発表で挙げたものが、映画、絵
画、音楽、詩、建築、彫刻、舞踊、マンガ、ビデオゲーム、アニメー
ションなどでは、ぜんぜん異なったり、一部重なるナラデハデバイス
が用いられるはず。それら各ジャンルごとのデバイスを同定し、その
デバイスを介して認識的メリットがもたらされるかどうかによって、
様々な認識的メリットのジャンルごとの話ができるようになる。



（ｄ）道徳的価値の話に転用する
• 認識主義とエピステミシズムを独立させた。 

• 美的価値と倫理的価値のインタラクションは、
「ナラデハデバイスを介すかどうか」？ 

• ほんとうに独立ではない？ 要検討。



おわりに



認識をめぐる四つのの軸の定式化
• 鑑賞と認識活動の軸：芸術作品の芸術作品としての（ある程度適切な）鑑賞経験において、
特定の認識的メリットをもたらすような認識活動が行われる。 

• 芸術作品の機能の軸：芸術作品は、認識的メリットをもたらす認識活動を惹き起こすことを
機能の一部としてもつ。 

• 認識的メリットの種類の軸：認識活動において、鑑賞者は芸術作品から特定の種類の認識的
メリットを得る。 

• 価値の構成の軸：この認識的メリットは、芸術的価値の一部を構成しうる。



整理できたもの
• 鑑賞と認識活動の軸：芸術作品の芸術作品としての（ある程度適切な）鑑賞経験において、
特定の認識的メリットをもたらすような認識活動が行われる。 

• 芸術作品の機能の軸：芸術作品は、認識的メリットをもたらす認識活動を惹き起こすことを
機能の一部としてもつ。 

• 認識的メリットの種類の軸：認識活動において、鑑賞者は芸術作品から特定の種類の認識的
メリットを得る。 

• 価値の構成の軸：この認識的メリットは、芸術的価値の一部を構成しうる。



認識的メリット 
× 

ナラデハデバイス



図１ 反-非-認識主義のチャート



ポジティブ／ネガティブ／非 
エピステミシズム 

× 
反・非・認識主義



「物語は何を教えてくれるのか」
• Ａ. 「物語は、様々な命題的な仮説、概念的連
関、人間のリアルや、非命題的な経験、適切な情
動、経験、そして、認識的スキルの働かせ方など
を、視点や美的効果といった文学作品にナラデハ
の装置によって教えてくれる（かもしれない）」



本発表の有意義さ
• 認識主義とライバルたちを整理できる。 

• 価値構成の関係を整理できる。 

• 認識主義として何をパッケージとするかを再考できる。 

• 既存の議論とこれからの議論の地図になる。



おわり



目次
• 「物語は何を教えてくれるのか」という問いをめぐる議論を整理する。 

• （１）認識主義の独立した軸を整理する。 

• （２）認識主義を定式化する。 

• （３）認識主義とそのライバルたちを整理できるチャートをつくる。 

• （４）認識的メリットと文学のナラデハ特徴（ナラデハデバイス）を紹介する。 

• （５）認識的メリットと芸術的価値の構成問題を整理する。 

• （６）これからの研究の展望に少しふれる。
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