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第 11回 KoSAC「卒論修論フォーラム Vol.2」2015年 3月 21日（土） 於：東京経済大学 

岡沢亮修士論文「人々の実践としての芸術／非芸術の区別――法・倫理・批評領域に焦点を当てて」合評会 

不道徳な芸術作品の評価と免責 

森功次1 

Norihide MORI 

 

 

はじめに 

以下では、岡沢論文の 2、3、4章についてコメントを行っていく2。 

まずは全体的な点に関してコメント 

・ 「人々」という言葉でぼやかされているが、問いを大きくする意味はあまりないので

はないか。本論文がじっさいに行っている作業は特定の事例の分析であり、分析の言

説を出しているのも批評家や裁判官などの名のある知識階級層であって、しかも、結

果として出てくる答えも様々。今回の作業をつうじて一般的な原理・基準を提出する

わけでもないのだから、問いを広げる意味はあまりないのでは？ 

・ 本論文の作業が EMかどうか、どのような意義をもっているのかは、最後に問う。 

・ まずは各章の分析の内実について、いくつかコメントを行う。そのあとで、本論全体

に関してあらためてコメントと問いを提示する。 

 

 

以下では、岡沢が提示した「本研究の主たる問い」と、各章の作業を通じて出された「ま

とめ」を元に、コメントを加えていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 日本学術振興会特別研究員 PD（山形大学） 
2 1章へのコメントについては、松永側のプリントを見てほしい。また本プリントは、松永

と事前に打ち合わせを行い、意見のすり合わせと作業分担を行った上で作成されている。

したがって、本発表の論点の明確化作業には松永も大きく寄与していることを、謝辞もか

ねて記しておく。 

本研究の主たる問い 

Q1 人々はいかにして芸術／非芸術の区別を行っているか 

Q2 芸術／非芸術の区別を行うことは、人々にとっていかなる意味を持っているか 
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2章について 

 

先に A2について一言。本研究全体についても言えることなので。 

 Ch2-A2 芸術／非芸術の区別を行うことは、作品の問題（わいせつ性）が解消されてい

るか否かを判断する手続きとしての意味を持っている。 

 

・ ここで言われる芸術／非芸術という区別の多くは、「当の作品はわいせつ性を解消する

ほどの価値
．．

をもっているのか」という判断だと思われる。これは分類の判断ではなく、

価値についての判断。よってこれは、1章で分析美学者たちが定義について議論してい

たときの判断とは別種の判断だろう3。 

 3章、4章でも（中には微妙なケースもあるが）多くの箇所では価値についての判

断が扱われていると思われる。こうした判断を「芸術性の有無」という言い方で

あつかうのは、分類の話をしているのか価値の話をしているのかが曖昧になって

しまうので、あまりよくない気がする。各論者が何を問題にしているのかは、も

うすこし精緻に分析すべきではないか 

 そしてじっさいのところ、どの章でも、全ての論者が価値についての判断をして

いるわけではない。一部の論者は、価値に踏み込まない分類の話をしている。そ

の違いに気をつけていないところから、2章の分析に一部問題が出ている（本発表

末尾のコメントを参照）。 

 

・ また「A という行為が B という意味をもっている」という言い方で、何に答えている

のかは、いまいち曖昧。この点については 4 章の分析を考察するところでまた述べる

が、この Ch2-A2 についても、わいせつ判断そのものとなるのか、判断に寄与する一

ステップとなるのかは、いまいち曖昧に読めてしまう（p.50 では「手続きの一つ」と

いう言い方がなされているので、おそらく岡沢が念頭に置いているのは後者だろう）。

この違いは重要なので、もうすこし明確に書いてほしい（最初混乱した）。 

 

それをふまえた上で、A1について 

Ch2-A1「芸術専門家（美術評論家や写真集編集者）への能力帰属」という方法を用いて、

芸術／非芸術の区別を行っている。 

・ 芸術的価値を正しく査定するために専門家が呼ばれるのはごくふつうのこと45。 

                                                   
3 岡沢の区分に沿うと「駄作芸術」の存在余地はなくなる（それは非芸術の側に押し込めら

れるから）。これは分析美学者たちが「駄作も芸術」という点を説明できる理論を作ろうと

していた姿勢とは、大きく異なる。 
4 ちなみに、ヘンリー・ムーアの前衛彫刻に「工業製品ではないか」と疑いがかけられ、関

税をかけるべきかどうかで裁判になったたことがあるが、そのときは専門家として美術館
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・ ただし岡沢も繰り返し述べているように、価値の査定（芸術／非芸術の区別）と、罪

の判定（つまり判決）は分けて考えなければならない。 

・ 裁判官はじっさい、価値の査定（芸術／非芸術の区別）を外部委託したあとで、その

結果を元にして、あらためて自分で、作品の不道徳性との兼ね合いをみつつ、わいせ

つ物かどうかの判定を下すはず。 

 今回分析したケースでは、専門家の芸術性判断と裁判官のわいせつ性判断の方向

がたまたま一致したが、これらが不一致をきたす判決は現に存在する 

 たとえば松文館裁判（2002-7 年）では、評論家の藤本由香里が証人として作

品の芸術的価値を力説したが、判決ではわいせつ物認定がなされ有罪判決と

なった。これは専門家によって〈わいせつ性を棄却するほど芸術的価値は高

い〉と評価されたにもかかわらず、当の作品をわいせつ物と認定する判決が

出された例6。 

・ 他者への能力帰属によって得られる回答は、わいせつ性の認定にどのように関わって

いるのだろうか。  

 ここで検討すべき問題はふたつ。 

 1. 芸術評論家が提出する芸術／非芸術の区別は、真理をそのまま表すリトマス試

験紙のような役割を与えられているのか？（これは複数の評論家が異なる意見を

出している裁判を見つつ考えるべきだろう。複数の専門家が異なる意見を出した

ときには、どうなるのか？）。 

 2. 裁判官は、専門家の意見を聞いたあと、本当に自分では芸術性の判断を行って

いないのか？ これも「まったく行っていない」とするのは、正直疑わしい。裁判

官が、不道徳性と芸術性との兼ね合いを考えるためには、裁判官自身も観賞経験

を反省しつつ芸術性を経験・判定する必要があるだろう。そう考えると、専門家

の意見は芸術性判定そのものではなく、そのあとで裁判官自身が判断するための

一証拠として考えるべきように思われる。 

                                                                                                                                                     

の館長らが呼ばれた。これは分類をめぐって専門家が呼ばれる例。 
5 なぜ正しい価値を見定めるために専門家が呼ばれるのか、という点は「理由付け」の面か

らもっと突っ込んで考察すべきだろう。そこから発話者ごとの芸術観の違いが出てくるは

ずなので。今回の論文では 2章で「理由づけ」についての考察がまったく行われていない

が、それはきちんとやってほしかった。 
6 専門家の査定とわいせつ判断のチャートを書くと、以下のようになる。 

 

芸術か？――→No―――――――――――――――――――――――――――→わいせつ 

    ｜―→Yes――それは不道徳性棄却するほどの価値をもつか―→Yes――→無罪 

                              ｜―→No→わいせつ▲ 

 

松文館裁判は▲のケース。このケースだと、芸術かどうかとわいせつ物かどうかの判断の

方向性は一致しない。 



4 

 

チャートを書くとこんな感じ 

芸術的価値
．．

について判断を他者に仰ぐか？―→No―――――――→裁判官が自分で判断＊ 

                          |―→Yes→他者の判断は絶対的に真か→Yes―→☆ 

                                  ｜→No―→★ 

 

 おおよその区分 ＊＝『チャタレー』最高裁（ここも実は微妙だがひとまず岡沢に従う） 

         ☆＝『四畳半襖の下張』地裁 

         ★＝松文館裁判 （『メイプルソープ』裁判もここ？） 

 

★の場合は、他者への能力帰属と自身への能力帰属の両方が行われる。 

 能力帰属がなされる先は専門家だけではない。 

 （場合によっては最終的な判断を下すのは裁判官自身かもしれない。） 

 

・ ここまでの考察は、おそらく岡沢の議論と矛盾しない。だが岡沢は「他者への能力帰

属」をメイプルソープ事件の画期性として論じている。これは正しい分析だろうか？ 

・ 「他者への能力帰属」それ自体は、少なくとも『四畳半襖の下張』の時点ですでに出

ている姿勢である（し、解釈次第では『チャタレー』事件の時から裁判官は専門家へ

の意見を仰いでいた、と見ることもできるように思われる。じっさい岡沢自身も、チ

ャタレー事件最高裁判決の「文学的評価については鑑定人の意見をきくのが有益また

は必要である」という文言を引いている(p.41)）。 

・ メイプルソープ裁判の画期的なところは、〈わいせつ性阻却の可能性を検討するために

芸術性の判断がなされ、その判断のために他者への能力帰属が行われた〉と言い表す

こともできるが、画期性はあくまで〈芸術的価値によるわいせつ性の阻却可能性が認

められた〉という点にあるのであって、〈芸術性判断のために他者への能力帰属が行わ

れた〉という点にはない。 

・ 岡澤のいう「他者への能力帰属を用いる」という表現が「他者に判断させてみて、そ

の回答を考慮に入れる」という意味なのであれば、実質上ほとんどの裁判においては

そういうしかたで判断がなされているだろう。むしろ特筆すべきは、『チャタレー』事

件の〈（一部の箇所で）裁判官が自分の判断のみ
．．

にもとづいて芸術性7を判断していた〉

という点かもしれない。ただし、その場合強調されるべきは、「のみ」であって、「裁

判官への能力帰属」という点ではない。 

 

 

 

                                                   
7 『チャタレー』最高裁判決での「芸術性の判断」の内実に関しては、実は別の問題がある。

末尾のコメントも参照せよ。 
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結論 

・ 能力を帰属される先は自分と他人の両方がありうる。むしろたぶんそれが普通。 

・ 「裁判官への能力帰属」vs「専門家への能力帰属」という対比は良くない。「裁判官が

ひとりで判断する」vs「他の人の判断も仰ぎながら判断する」ならわかる。 

 

 

3章について 

 

Ch3-A1-1「『非芸術』の専門家（性暴力や人権侵害の問題に携わる人物）への能力帰属」と

いう方法を用いて、芸術／非芸術の区別を行っている。 

・ まず、能力帰属に関して、森美術館側についての考察がない（まあ森美術館側は自分

たちに能力帰属していると考えていいだろう）。 

・ より大きな問題としては、3章で問題になっている判断は、2章で取り上げられるのと

はちがって「そもそもこれは芸術かどうか（もしくはこの作品はどのくらいの価値を

もっているのか）よくわからないから専門家に聞いてみよう」というケースではない。 

・ むしろ各論者は、あらかじめ自分で答えを出した上で、自説を補強するために別の論

者の発言を引用しているように見える。つまり岡沢のいう「区別」は、他人に能力帰

属をする前に行われているのではないか？ 

 この点について少し補足しておこう。われわれは、裁判や過激な現代アートとい

ったかなりの特殊状況でないかぎり、「目の前にあるのが芸術であるかどうか、ほ

んとうにわからないので専門家に聞いてみよう」とはならない。たいていの場合

われわれは、自分の中にすでに判別軸をもっており、ひとまず自分で答えを出す

ことができる。もちろん、人々の芸術観はそれぞれ異なるので、その答えもひと

によって異なるわけだが、それでも各人は各人なりの芸術観をもってはいるわけ

だ。区別の能力帰属を他人にして判断を仰ぐことは、解釈に迷ったケースだろう。 

 この点については、岡沢自身も、本研究が着目するのは「手がかりを用いた「解

釈」によってなされるような芸術／非芸術の区別実践」だと述べている(p4の注)。

だが、PAPSの人々がやっている自説補強のための引用作業は、ほんとうにこの「手

がかり」を探すような作業なのだろうか？ 

 

 

Ch3-A1-2「現代美術は挑発や批判を行い、議論を生み出す」という基本前提を共有しなが

ら、①美術館側は作品への「抗議≒議論」が生じていることからそれが芸術で

あると「理由づけ」るかたちで、②抗議側は作品の表現が「批判的」でないこ

とからそれが非芸術であると「理由づけ」るかたちで、芸術／非芸術の区別を

行っている。 
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①. 森美術館側の分析について 

・ 岡沢は、森美術館は「抗議≒対話や議論が起こっていることから
．．．．．．．．．．

、会田誠の作品が現

代芸術であると理由づけている」、と議論を進めている（p.60あたり）が、この分析は

適切だろうか？ わたしには森美術館がこうした理由づけをおこなっているようには

見えない。 

 むしろ森美術館が提示している主張は、以下の様なものだろう。 

 現代芸術には実験的・批判的な作品もある。 

 会田誠の作品には人々を挑発・批判する側面がある（し、会田自身もそうし

た効果を狙っている）。 

 美術館はそうした芸術作品を展示する役割がある。 

 これらは、会田誠作品が芸術作品であることを論証するような議論ではない（前

提－帰結の論証関係はどこにもない）。 

 むしろ森美術館の声明において、会田誠の作品が現代芸術であることはあらかじ

め前提されており、わざわざその理由を明記するようなことはされていない8。 

 そもそも岡沢が提出しているような「議論を起こした」から「芸術である」とい

う論証はおかしい。「議論を起こそうとして作られている」から「芸術である」と

いうのならまだわかる。じっさいのところ、会田誠の作品は議論がまったく起き

なかったとしても芸術だろう。 

 

②.PAPS側の分析について 

・ 抗議側の議論を、「批判的でないことから非芸術的であると理由づける」とだけ分析す

るのは、雑駁にまとめすぎていないか？ 

・ 〈批判性がないから芸術ではない〉という意見と〈たとえ批判性があったとしても、

その種の表現を認めるべきではない〉という意見は別。後者は、芸術であることを認

めた上で、さらにそこから、われわれの社会は芸術の中のどのような表現まで許容す

                                                   
8 森美術館側と PAPSとの争点のひとつは、会田誠の作品は批判的・挑発的か、という点に

ある。これは作品の意味解釈をめぐる問題である。森美術館側は、この点について特に論

証・理由の提示はしていない（おそらく当然のことだと考えているから。「会田誠の作品に

はまったく批判性がない」という PAPS側の言い分は、何もわかっていない解釈として無

視されているようにすら見える。その意味では、森美術館が PAPSにきちんと回答してい

ない、というのは正しい）。 

ただし、作品の意味解釈について美術館・学芸員側に事細かに解説を求めても、公式な

回答は出てこないだろう（とりわけ会田誠のような多義的解釈を許すような作家について、

展覧会会期中に美術館側が作品の精緻な意味解釈を提示するとは思えない。なぜなら精緻

な回答は、作品の見方を方向づけることになってしまうから。）。森美術館側はいちおう「常

識にとらわれない独自な視点」「諧謔と洞察に満ちた」などの曖昧で抽象的な形容を提示し

てはいる(p.60)が、公式にはせいぜいこの程度の説明しか出てこないだろうし、これらの抽

象的な特徴付けが「芸術であること」の理由として提示されているかどうと、おそらくそ

うではない。これは会田作品のもつ一特徴を指摘しているだけだろう。 
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べきか、という問題を問うもの。 

・ 岡沢は論文中では一応この違いは考慮している。 

・ だが岡沢の「まとめ」では、後者の、〈表現がひどすぎるから芸術ではない〉とするよ

うな意見を取りこぼしてしまう。岡沢が注 60で挙げている横田(2013)はまさにこうし

た意見を出しているだろう。岡沢は引用してはいないが、横田がその論文で強調して

いるのは、〈性暴力被害者にフラッシュバックを引き起こすような作品を芸術とみなす

ことはできない〉という点だった9。この理由づけは〈批判的でないから芸術ではない〉

という理由づけとはまったく異なる。 

・ このPAPSの理由付けの一部しか取り上げなかったことは、次項の②で述べるように、

A2と齟齬をきたす。 

 

 

Ch3-A2 芸術／非芸術の区別を行うことは、（差別性などの問題が指摘される）作品を展示

することに伴う責任を免れるかどうかを判断する手続きとしての意味を持ってい

る。ただし、芸術概念の免責機能が否定され、上記の意味が剥奪されることもあ

る。 

 

①森美側の判断について 

・ 一文目は、森美術館側が行う区別の意味について述べている。「免責」という言葉を岡

沢は「倫理的問題のある作品を展示することに伴う美術館の
．．．．

「責任」が問題化されな

くなること」という意味で用いている。 

・ 美術館の責任を免れさせる直接的理由は〈芸術であるから〉ではなく〈それを展示す

ることに社会的な意義があるから〉だろう。つまり森美術館側の主張は、〈批判的であ

る〉→〈社会的意義がある〉→〈展示してもいい〉といったものであるだろう。これ

は〈芸術である〉→〈展示してもいい〉という単純な理由付けではない（もし美的に

美しいだけで差別主義丸出しの芸術作品だったら、森美術館は撤去していたかもしれ

ない）。 

・ これをまとめて、〈〈批判的〉→〈芸術〉という理由づけに基づいて判断すること〉が

免責かどうかを判断する手続きの一ステップになる、と言ってもいいかもしれないが、

免責かどうかの判断に実質的に効いているのは〈批判的かどうか〉の部分だろう。 

 

・ また補足だが、森美術館側側のふるまいについて「芸術だから責任が問題化されない」

という表現を当てていいかどうかも微妙なところではある。一定数の（それなりに合

                                                   
9 「「犬」シリーズにはフラッシュバックを起こす要因が充満しています。鎖に繋がれてい

る少女を犬にたとえていることそれ自体が苦しみを呼び起こすのです。」（横田 2013: 75） 
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理的理由から）傷つく人たちが存在するにもかかわらず展示し続ける、という判断を

森美術館が下したとき、それは「芸術だから OK！なんも悪くないよ！」という態度と

は違うだろう、という点は指摘しておきたい。 

・ 「免責」の内実はもうすこし説明・検討が望まれるところ。 

 

②PAPSのいう免責機能の否定について 

・ PAPS はたしかに芸術の免責機能を否定しているのだが（「芸術だとしても免責にはな

るわけではない」という主張をする）、これは森美の推論に対する否定であって、会田

誠作品の芸術性を否定することとはまた別のこと。 

・ Ch3-A2は、PAPS側が行っている芸術／非芸術の区別がどういう意味をもっているか

について、何も説明していないのか？ここはよくわからない。 

 

・ たしかに主張の内実を見てみれば、PAPSが会田作品を非芸術だと批判するとき、そこ

には「展示すべきではない」という含意が込められている。この点を根拠に、PAPSが

行っている芸術／非芸術の区別は、免責機能の否定という意味をもっていると言える

だろうか？ 

・ だがその内実を見てみよう。PAPS 側が「展示すべきではない」と主張する理由は、

Ch3-A1-2で言われるような「批判性がないから」というものではない。むしろそこで

効いてくるのは、岡沢が「まとめ」から排除した、「表現が極度に悪しきものだから」

という直接的な理由である（横田(2013)がいうような〈性暴力被害者にフラッシュバッ

クを引き起こすから展示すべきではない〉という主張は、まさにそういうものだろう）。

「児童ポルノ」や「暴力 AV」という批判も同種の含意をもっているだろう。 

・ PAPS側から免責機能を否定するときの理由付けは、Ch3-A1-2で答えられている芸術

／非芸術の区別の理由づけとはまた別のものである。したがって、Ch3-A2 のなかに

PAPS側の区別の意味を見出そうとすると、A1-2と A2がかみ合わなくなってしまう。 

 

 

4章について 

 

Ch4-A1 性領域における解放の進展という「社会状況の変化」に加え、既存の芸術史にお

いては美的とされなかった対象の「美しさ」が作品に表れていることから、作品

が芸術であることを「理由づけ」るという仕方で、芸術／非芸術の区別を行って

いる。 

・ これは「人々の」というよりも、端的にダントーの議論の分析結果だと思われる。じ

っさいやっている作業は、ダントー美学研究と何も変わらない。 

・ 主語に「ダントーは」と付けてはダメなのか？それとも、この主語をつけないところ
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に EM研究のポイントがあるのか？ 

 

 

Ch4-A2 芸術／非芸術の区別を行うことは、芸術に関する社会的事件が起こるなかで、一

般の人々に芸術を理解してもらうという「芸術専門家たる批評家」の使命を果た

す実践として意味づけられている。 

・ この答えは、2章、3章での答えと種類が違う。 

 2 章、3 章での答えは、「挙手をすること」と「賛成すること」のアナロジーで考

えることができるようなもの。 

 だが 4章で出された答えは、「挙手」と「クラスの一員としての義務を果たすこと」

との関係のようなもの。これは区別の答えが「賛成」でも「反対」でも言えるこ

と。 

 つまり Ch4-A2の答えは、〈その区別が何を区別することになる（もしくは寄与す

る）のか〉への答えではなく、〈その区別をすることそれ自体がどういう意義をも

っているのか〉というメタな問いへの答えとなっている。 

 2 章、3 章と同種の答えをしようとしたらどのような答えになるか？ ほとんど 3

章と同じような答えになるのではないか。 

 

 

最後に本研究全体についての質問＆コメント 

 

・ 社会学や EM の領域で本論文が扱ってきたような事象が扱われてこなかった、という

点からすれば、本論文の作業は、業界内での新規性はあるのかもしれない。だが具体

的な論点として、先行研究批判はこの論文にはほとんど無かった10。だが『チャタレイ』

裁判にしろ、メイプルソープ裁判にしろ、この事件をめぐる先行研究はたくさんある。

そうした先行研究について何かいうべきことはないか？ 

 この質問は、他業界の人々にとって本研究のポイント（ありがたみ）はどのあた

りにあるのか、という質問ともいえる。 

 個人的には 4章がやっている分析などはとても面白かったのだが、その面白さは、

美学の論文としての面白さであるような気もする。この面白さは EM 由来のもの

なのか？という点は気になる。本論がやっている作業は、法学者や美学者がやっ

ている言説研究と、どこが違っていて、どのあたりにありがたみがあるのか？ 

 

                                                   
10分析美学批判は 2節以降の作業にあまり効いているようには思えない。この点は松永くん

からのコメントを参照。 
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・ つぎに、不道徳作品をめぐる問題の研究者の観点からひとつ感想を。本研究は「芸術

／非芸術の区別」という観点を重視しているが、本研究が扱っているような不道徳作

品をめぐる議論では、争われる区別は他にもたくさんある。ざっと思思いつくところ

を挙げると、 

 当の作品は（分析美学者たちのいう分類的な意味で）芸術なのか？【対象の区分】 

 当の作品はいかなる種類の価値（芸術的価値／道徳的価値／美的価値）をもって

いるのか？【価値の種類】 

 また、当の作品の価値はどの程度のものなのか？【価値の量】 

 当の価値は、どの程度の免責効力をもつのか【価値間のバーター関係】 

 当の作品は法律上の罪にあたるものなのか？（これは国や地域によって明らかに

異なる）【裁判結果】 

 当の作品は悪しき態度・姿勢を表現しているのか【作品の意味解釈】 

 当の作品を提示することに社会通念上の問題はないのか？またあるとしたらどの

程度の重さなのか？【社会的責任】 

 当の作品の展示はどの程度制限されるべきなのか？（これには未成年者や刺戟に

敏感な者などへの配慮が関わる）【表現規制】 

など。 

・ こうした点をふまえると、本研究で扱われている事象には、たんなる「芸術／非芸術」

という軸では捉えきれない、細かな議論が複雑に絡んでいることがわかるだろう。芸

術の側でも、非芸術の側でも、立場は様々あるのである。不道徳作品をめぐる各論者

の発言がどの論点についての発言なのかは、本研究が行っている分析とは別の観点か

らも、さまざまにそしてより細やかに分析されうるものである、という点はあらため

て指摘しておく。 

 

・ その観点から、本研究に欠けているように思われる点を一点指摘しておく。それは、

本研究では、当の作品がどれくらい悪いものなのかという判断について分析がほとん

どない、という点である。 

・ だがわいせつ裁判の判決には、実はこの点が大きく関わっている。 

 法学者たちは、「性的趣味は人それぞれ」という事実を踏まえ、裁判官個人の性的

趣味が判決を左右しうることの問題を、つねづね指摘してきた。つまりこれは、

わいせつ三要件のなかに「普通人の羞恥心を害すること」「いたずれに性欲の興奮、

刺戟を来すこと」といった要件が入っているのに、その判定の正当性基準が明ら

かではない、という問題である11。 

 この判断については、芸術の専門家への能力帰属とはまた別の観点から考えられ

                                                   
11 残りのひとつは「善良な性的道義観念に反すること」。 
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ねばならない12。わいせつ性が解消されうるかどうかは、たんに芸術的価値の判定

だけでは済まない問題なのである。 

・ また、不道徳性の判断は、芸術かどうかの判断（また芸術的価値の判断）に、再度影

響を与えるかもしれない。じっさい、3章 4章で議論されている事柄には、そうした問

題が関わってくる側面がある13。 

・ 本研究は、「芸術性の判断→不道徳性の判断」という方向の分析を主眼としていたが、

今後は、「不道徳性の判断→芸術性の判断」という影響関係についても考察する必要が

あるだろう。 

 

その他、おまけの指摘 

・ p.10の一つ目の引用(Dickie 1974: 29)を岡沢はディッキーによるアートワールドの「定

義」として紹介しているが、これは単なる特徴付け characterization だろう。この時

期の分析美学者たち（とりわけ定議論をやっている人たち）が「定義 definition」とい

うとき、そこで意味されているのはまずもって、概念の必要十分条件
．．．．．．

である。これは

特徴付けとは区別せねばならない。 

・ p.24の例は、「非難」と「釈明」と解釈されているが、その「釈明」の内実はこれだけ

だとまだ明らかではない。〈倫理的非難を妥当なものとして受け止めつつ、それでも目

の前の作品を重要な芸術として評価する〉というケースと、〈芸術なので倫理的非難は

まったく当てはまらない〉とするケースは、区別すべき。 

・ p.40 のチャタレー事件高裁判決は、翻訳者のあとがきを参照している。岡沢はこの判

決を、裁判官が自分に能力帰属する例としてしか解釈していないが、翻訳者への言及

は「専門家への能力帰属」として解釈することもできるのではないか？  

・ また、p.41に引かれるチャタレー裁判最高裁判決でも、「その他の著書およびロレンス

の書簡」に言及がなされているが、岡沢はこれを無視し、「裁判官たちが自分自身で『チ

ャタレー夫人の恋人』に書かれた内容を解釈し、芸術であるとの判断をおこなってい

る」と分析している。だがここでなされているのは春本と『チャタレー』との区別で

あって、ここでやられている判断は、おそらく芸術的価値の査定というよりは、対象

のジャンル分けに近い。この程度の判断なら専門家を招く必要は特にないし、裁判官

自身が判断することにさほど問題はない。一方、同箇所で岡沢が引いている「大胆、

                                                   
12 ちなみに松文館裁判では精神科医の斎藤環が、この『密室』は「オタクと呼ばれる青少

年」向けのファンタジーであり、こうした作品の観賞から実際の性犯罪に向かう事例はほ

とんどない、と述べ、さらに「オタク的な嗜好をもたない青年が、こういったマンガによ

って性欲処理をしているという事実は、臨床上はありません」（長岡 2004: 209）とも証言

している。こうした証言は、芸術的価値の評価というよりも、表現の不道徳さをめぐって

のものだろう。 
13 PAPS側の〈たとえ批判性があったとしても、このような不道徳な作品を芸術として評

価する社会を変えていかねばならない〉という主張は、こうした側面をもっているだろう。 
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微細、写実的」といった判断は、芸術的価値についてではなく、わいせつ性をめぐる

判断だろう。こちらの判断を裁判官がひとりでやっているのであれば問題である。よ

ってこの判決文で問題なのは、〈裁判官が芸術的価値を自分ひとりで判定している〉と

いう点ではなく、〈裁判官が自分ひとりで作品の不道徳性（つまり性欲を喚起させるか

どうか）を判断している〉という点にあるのでは？  
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