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Acquaintance Principle と美的証言：美学と認識論の結節点 

森 功次 

Norihide Mori
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1. Introduction 

Acquaintance Principle（直面原理、面識原理2）というものがある（以下 AP）。 

この原理の命名者：Richard Wollheim 

「美的価値についての判断は、道徳的知識についての判断と違って、その対象の直接

経験（first-hand experience）に基いていなければならないし、ごく限られた例外を除い

て3、人から人へと伝達可能なものではない。」(Art and its Objects, 1980: 233) 

古典的論考：Immanuel Kant 

「誰かが、ある建築物、ある眺め、ある詩を美しいと認めない場合、そのひとは、そ

れを高く賞賛する百人の声すべてによっても、それに賛同することを内的に強制され

ることはできない。〔……〕多くのひとが同様な仕方で見たものは、それを別様に見た

と信じているかれに対して理論的な、したがって論理的な判断には十分な証明根拠と

して役立ちうるとしても、しかし他のひとびとに満足を与えたものは、美感的判断の

根拠としてけっして役立つことはできない。」（『判断力批判』牧野訳『カント全集 8』

§33） 

 強い主張として：Alan Tormey 

「芸術においては、司法の場面とは違って、判断対象を直接的・無媒介的に経験して

いない判断は容認されない。批評的判断には「目撃的（eye-witness）」な接触に根ざし

ていることが要求されるし、そこでは、その他の場所で許されているような、証拠へ

の認識論的に非直接的経路、すなわち推論や権威は、忌み嫌われている」(“Critical 

judgment” 1973: 35-49) 

 

今日の目標は、この原理をめぐる問題を考察しつつ、美学と心の哲学（主に認識論）との

接点を示すこと。 

・ 学術的な宣伝において大事なのは、「面白いこと」だけでなく「隙を見せること」。 

・ より遠大な目標は、ここにいる人たちを美学分野に参入させる、というところにある。

今日は何らかの主張を完全に論証するというよりも、他の研究者を触発し、何か言い

たくさせることが狙い。論文書いて欲しい&いろいろ教えてほしい。 

                                                   
1
 東京大学文学部 教務補佐員／山形大学 学術研究員。morinorihide@hotmail.com 

2
 Aquaintanceを「面識」と訳すかどうかはちょっと迷ってます。昔は「直面原理」と訳し

ていた。面識でもいいかなという気もするが、ちょっとニュアンスがちがう気もする。 
3
 Wollheimはこの例外については何も説明していない。 
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2. APの眼目を明確にする 

2.1 区別すべきいくつかの問題と諸注意 

まずはこの原理をめぐる議論を整理しつつ、この原理の眼目を明らかにする。 

 これは、Wollheimや Kant の美学を明らかにする作業というよりも、この原理を提出す

るような人が（おおむね）言わんとしていること（そして言わなければならないこと）

は何なのか、を明らかにする作業。 

 

区別すべきいくつかの問題 

A) 美的判断は直接経験（first-hand experience）をその根拠にしていなければならない

のか、という問題。 

B) 証言によって美的知識は伝達できるか、という問題。 

C) 美的判断は内的・主観的感覚に根拠を置いていなければならないのか、という問

題。 

 

Aの問題について：「直接経験」とは 

 これにはすぐさまいくつか反例が寄せられる。写真は4
? 記憶は5

? 抽象的対象は6
?  

 これは結局「直接経験」にどれくらいの経験を含めるか、という問題になる。今

日はこの辺りの問題を避けるため「直接経験」を広い意味でつかう。 

 

Bの問題について：「伝達可能性」 

 近年の論者は AP を証言の問題に結びつける。つまり「直接経験が必要か」という

問題から「証言をつうじて知識を伝達できるか」という問題へと議論をシフトさ

せる7。 

 このシフトは AP から問題をずらしてしまうのではないか、AP 解釈としては不適

                                                   
4
 写真の直接経験性を論じるときに必ず引かれるのは、Walton (1984)に始まる、ウォルトン

の写真の透明性についての一連の論考。 
5
 記憶を根拠にした美的判断を不適切だとしてしまうと、芸術批評のほとんどの実践は不可

能になってしまう、という批判がある(Meskin 2004: 75)。 
6
 ここには、〈理論や虚構的存在などの抽象的対象は知覚可能なのか〉という問題や、〈美的

経験に知覚は必要なのか〉という美的経験の本質をめぐる問題などが絡んでくる。近年は

さらにこの問題が、非知覚的アート（Non-Perceptual Art）をめぐる議論に波及し、コンセプ

チュアル・アートの存在論的位置づけなどについて新たな論争が起こっている。(Goldie and 

Schellekens 2009, Costello 2013, Hanson 2015) 
7 ひとつ注意しておくと、ここで争点になっているのは〈証言を元に美的経験や観賞をする

ことができるか〉という点ではない。これを肯定する者はおそらく誰もいないだろう。

Robsonが"Appreciating the acquaintance principle: a reply to Konigsberg," note 35で述べているよう

に、問題となっているのは「ある対象についての記述がその対象の美的性質についての信念・知

識にとって十分な根拠を与えてくれるか」であって、「ある対象についての記述がその対象の美

的性質を十分に観賞・評価させてくれるか」ではない。 
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当ではないか、という点は検討してもいいポイントかもしれない。が、今日はひ

とまずこの証言の問題、さらにいえば美的証言の認識論的価値をめぐる問題をあ

つかう。 

 

※Cの問題、すなわち内的感覚と判断との関係については、本発表の最後に少し触れる。

本発表であつかうのは基本的に Bの問題。 

 

「美的証言（Aesthetic Testimony）」という概念について、いくつかの注意と問題の限定。 

 今日あつかうのは芸術（Art）についての証言ではなく、美的価値（Aesthetic Value）

や美的性質（Aesthetic Property）についての証言。 

    → このような限定をかけるのは、芸術作品についての証言は、美的価値について

の証言だけではないから。単純な事実の指摘であれば、芸術についての証言は

知識を伝達できる。 

→一方、「芸術的価値についての証言のほうが、より当てにならない」とも言われ

る。これは、考慮すべき要素（美術史、意図、カテゴリー的理解と知覚能力）

が多いから8。Danto “Artworld”, Walton “Categories of Art”の議論を思い出そう。 

 また今日は議論を「裸の美的証言（bare aesthetic testimony）」かつ「薄い（thin）美

的概念による証言」の問題に絞りたい（つまりここで扱うのは、純粋かつ評決的

な美的判断。理由なし、記述的要素なし）。 

 「厚い概念」とは何か、という問題はひとつの問題としてあるのだが、ひと

まずこれを記述的要素を含む概念としてとらえた場合、〈そうした概念を用い

た証言が美的知識を伝えうる〉という点については、認める論者が多い。 

 今日考えたい問題の具体例：「あの景色は良い」という証言は、その景色を観てい

ない者に「あの景色は良い」という知識をもたらすことができるか？  

 

2.2 美的価値についてどのような立場を取るのか 

美的証言をめぐる問題には、そもそも美的価値は実在するのかしないのか、という問題

が絡んでくるので厄介9。 

 エラーセオリー：美的判断は、それを真にする根拠がないので偽である10。 

                                                   
8
 美的証言が伝える知識は、（徳認識論で問題になっているような）High-Grade Knowledge

なのかそれとも Low-Grade Knowledge なのか、というのは難しい問題だが、おそらく場合に

よるだろう。 
9
 以下のいくつかの立場については Meskin (2004)が論じている。さらにMeskin(2006: 116-9)

では、Gibbardの規範的表出主義（ある行為を「悪い」と呼ぶことは、その行為への反応の

なかに罪や憤りを認めるという見た目上の規範を受け入れることを表出することだ、とす

る立場）のようなより洗練された立場が美的証言のパズルにどう応えるか、という問題に

ついても考察されている。 
10

 Meskinによれば、エラーセオリーは、直接知覚する者と証言のみで美的信念をもつ者と
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 表出主義：美的判断は主観的な心情の表出であって、真偽を問えない。 

 相対主義：美的判断は、文化・集団・感受性などの美的フレームワークに相対的にし

か真偽を問えない11。 

 実在論：美的判断を真にする美的価値が存在する。 

 Whiting (2015)はこの種の問題に踏み込まないように、感情の合理性という観点

から議論している。 

 

幾つかの立場からすれば、美的証言はそもそも問題を抱えていることになる。 

・ 美的知識の非実在論に立つと、AP も「証言によって知識は伝達できない」もトリヴィ

アルなことになる。というのも、伝えるべき知識がそもそも存在しないから。 

・ 表出主義だと、「Xは美しい」によって伝えられるのは単に「私は Xを感性的に賛美す

る」という事実でしかない。それは「X は美しい」という事実の報告とは異なる12。 

 

→ただし、こうした立場にたつと AP の眼目はすくいにくくなる。 

 

2.3 説明を要するいくつかのポイント 

AP をめぐる問題に興味をもつ者たちが着目していることのひとつは、「証言に基づいた

美的主張は（他の領域の証言に基づいた主張と違って）何かおかしいよね」という点。こ

の直観的な「おかしさ」を説明するためには、いくつかの点を説明せねばならない。 

・ 説明を要するポイントのひとつは、(i)直接経験を元に判断する者と、証言のみで判断す

る者との間にある非対称性。 

 〈直接知覚する者ですら正しい判断は全くできない〉とする立場は、この非対称

性をうまく説明できない。 

 また、非対称性は無いとする立場でも、一般に「直感的におかしい」と思われて

いるのはなぜか、は説明しなければならないところ（認識論的には問題ないが、

                                                                                                                                                     

の非対称性 asymmetryを説明できないので、美的証言をめぐるパズルの存在それ自体を説明

できない。 
11

 Meskinによれば、相対主義は美的証言のパズルについては説明力をもつが、真なる不一

致（real disagreement）や、時の試練（test of time）をくぐり抜けかつあらゆる文化において

認められる傑作、といった現象を説明しづらいという、別の問題を抱えている。 
12

 認識論の中には、あらゆる証言はそれだけでは知識を伝達しない、とする立場がある（証

言の認識論的価値をめぐる Reductionism）。この立場は証言を知識の基本的ソースだとみな

さずに、知識には証言にプラスしてさらなる正当化が必要だと考える。そして、その正当

化には何が必要なのか（証言する者の能力・態度・徳や証言の文脈など）、という点でさら

に議論は複雑になる。Hopkinsは非美的な証言については Non-Reductionsim（Hopkinsはこ

れを Fundermentalismと呼ぶ）の立場を採るが、美的証言に関しては Reductionism を採る。 

 なお、Hopkinsの用いている「保証（warrant）」概念については、その意味あいが曖昧だ

としてMeskinは批判している。そこでは、保証はその内容が真であることを含意するのか、

含意しないのか（正当化と同じような意味なのか）、というところが争点になっている。 
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心理的には問題を感じる、という点についての説明）。 

 

・ 説明を要するポイントの 2 つめは、(ii)「とはいえ美的な証言は、実践の上では何らか

の形で役に立っているよね」という点。（Ex. 休日どの展覧会に行くかのアドバイス、

映画レビュー。） 

 美的証言はまったくの無駄だ、というわけではない。 

 

・ ここであわせて、（できれば）説明したいもう一つのポイントは、(iii)ふつうの証言と

美的証言との違い。上で出された非対称性は、（できれば）他のどの領域にも当てはま

るようなものでないほうがよい。 

 しばしば問題となるのは、これは色経験についての議論と同一視してよいのか、

という問題。（知識論証における「マリーの部屋」のようなケースと同じ話なのか、

という問題。単に know-that ではなく know-how もしくは know-what-it-is-like を知

るということではないの？というツッコミ。） 

 だが、この論争に参入する多くのひとは、美的証言のケースをマリーの部屋

のケースと同等には扱わない。 

 とりわけ同等に扱えなさそうなのが〈薄い概念を用いる証言によって知識を

伝えられるのか〉という問題。「うちの車は青い」は知識を伝えてくれそうだ

が、「うちの子はかわいい」をそのまま知識として受け入れてよいかは、少な

くとも直観的に問題がありそう13。 

 

まとめると、 

Acquaintance Principleに端を発する美的証言をめぐる議論の眼目 

 美的証言をつうじた美的真理の伝達にはどこかおかしいところがあるし、かつその一

方で、そのような伝達にはいちおう役に立つところもある。説明を要するのはこの二

面性（とりわけ、この「なにかおかしい」という心理的忌避感は説明されるべき現象14）。 

 そして APは（できれば）通常の証言とは違う、美的領域に特有の事柄を述べていてほ

しい。 

 以上のことをふまえて、あとは美的真理をめぐる各立場がそれぞれどのような説明を

組み立てるか、という問題になる。 

 （美的証言をめぐる議論から美的実在論・非実在論の論争について何か決定的な

主張を出せるのか、という点は難しい問題）。 

                                                   
13

 もちろんここで、美的か倫理的かという違いではなく、裸の証言かどうかが重要なので

はないか、という意見もありうる。根拠なしの価値判断はそもそも合理性を持たない、と

いう考え方もありうるからだ（Whiting (2015)はその問題を扱いつつ、美的な領域に議論を

限定する意義を説明している）。 
14

 Meskinは心理的忌避感と認識論的欠陥について、別の説明を組み立てている。 
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3. 美的証言の問題と利点 

これを踏まえたうえで、ざっと美的証言をめぐる近年の問題を概観していきましょう。 

 

3.1 状況概観 

・証言によって知識を得ることができるよ Optimist 

・できないよ Pessimist 

ホプキンスはここでさらにもう一つの区分を提出している。 

    ホプキンスの区分 

     ・知識は得られないよ unavailability pessimism
15

 

     ・知識として使えないよ unusability pessimism  ←ホプキンスはここ 

 

 Meskinは Optimistの側に立ちつつホプキンスを批判(Meskin 2004, 2015)。 

 Meskinは「美的真理」をかなり狭い意味で理解しつつ16、それについては証言で伝

達できる可能性を認める（Meskinは美的真理の実在論に立つ）。 

 Meskin は Optimist の側に立ちつつ、美的証言がほとんど役に立たないことを「当

てにならなさ（unreliability）」の観点から説明する。によれば、美的証言が当てに

ならないのは、的確な判断ができる人がほとんどいないから（ただしその一方で、

Meskin は「文脈を限定すればわれわれはそれなりに的確な美的判断ができる」と

する立場でもある）。 

 Whiting は美的判断や美的感情の合理性（rationality）という観点から考察を進め、

Pessimist側に立つ。 

 証言を通じた美的感情は非合理的→その元になっている信念が非合理だから→非

合理な信念は知識たりえない→証言は知識を伝えてない（Whitingはここでは最善

の説明論法を用いている）。 

 

どの立場でも、議論を単純に証言一般の問題に落とし込まずに、美的証言の「おかしなと

ころ」と「役に立つところ」の両側面を説明しようとする。 

・ 理由が伴う証言（「服を着た（clothed）」証言）については、知識伝達の可能性を認める

人が多い印象。 

・ 薄い美的概念をもちいた裸の証言については、否定派が多い。 

                                                   
15

 Robson のいうように、Hopkinsの立場は Pessimismとも Optimismとも言えそうなもの。

真理伝達はできるが、その真理は使えない、という立場。Hopkinsはこの Unusabilityを説明

するさいに、アナロジーとして「自分で全く考察せずに受け売りでだけ話す哲学者」とい

うケースを挙げている。そうした哲学者は、知識を持ってはいるものの、知識を使いこな

すことができない。 
16

 Meskinは、われわれは単なる好みの判断と美的判断を混同しがちだとして、民間美学に

ありがちな考え方を戒めている。 
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3. 2 予めの注意：美的領域の特殊性と倫理的領域との違いについて  

先にも見たように、ここではしばしば「それはそもそも美的な領域に特有の問題なのか」

というツッコミが入る。「これは評価的判断にあてはまる一般的な問題ではないのか」と。 

 先に述べたように、これはたしかにひとつの重要な問題である。 

 とりわけよく問題になるのは倫理的判断との違い。美的判断と倫理的判断との間に

明確な線引きは可能なのか、という問題は根深い。 

 「あの映画は面白い。見てないけど」vs「あの人は悪い人だ。何したか知らないけど」 

今日は美的領域の特殊性について決定的な主張は出さないが、以下では、美的証言のおか

しさとメリットについて考察していく中で、その合間合間に、倫理的領域との違いについ

ていくつかの示唆を行う。ひとまずここでは、美的判断の特殊性についての議論と、美的

証言の問題は、無関係ではないということを押さえておこう。 

 

3.3 美的証言のおかしいところ 

美的証言の「おかしさ」の論拠として出される論点であり、かつ倫理的領域との違いを考

える上での示唆的なポイントとなるのは、「個人的好みの許容」という事実。 

 （ある立場からすれば）美的判断は違いを許容する。「蓼食う虫も好き好き（there's no 

accounting for taste; De gustibus non est disputandum）」という言葉もある（ただし、味の

判断を美的判断に含めない人もいるのでまた厄介なのだが）。 

 またある人は、美的判断には倫理的判断にあるような規範的主張が少ない、と規範性

の点からこの違いを説明する。 

 

こうした点は、とりわけ民間美学（folk aesthetics）においては主流と言ってもいいような立

場。民間美学では、主観主義的・相対主義的な考え方は（倫理の領域以上に）根強い17。 

・ 倫理的判断については相対主義を採らないが美的判断については相対主義を採る、と

いう人はおそらく結構いる。 

 

この立場からすれば、美的判断はそれぞれ異なるものなので、したがって証言も役に立た

ない。 

・ 相対主義者は、「フレームワークを共有していれば証言は役に立つ」というかもしれな

いが、フレームワークの共有を証明するのは、それはそれで困難な作業。 

・ また相対主義は、美的証言がもつ規範性について説明が困難になるかもしれない。 

 とはいえじっさいのところ、われわれは同じ社会に住んである程度近しい文化生

活をおくっているのだから、逆に「まったく感受性が異なる人」はいないとも言

えるかもしれない。 

                                                   
17

 Meskin (2004)は美的証言が知識を伝達する可能性を認めつつも、美的証言への心理的不

信を、この〈民間美学に相対主義的思考が強く根付いている〉という点から説明する。 
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 むしろ相対主義者が日常的に気を払っているのは、相手のフレームワークが自分

のそれとどれくらい近いか、だろう。この見方は、友達・恋人に「味の好みが合

う人」「趣味が合う人」が求めるという、われわれの日常実践にうまく合致する。 

 

とはいえ、美的真理の客観性を認める立場からでも、判断の多様性は説明できる。 

例：ディドロのいう美的判断を多様化する要素 

『百科全書』「美」の項目において、ディドロは美についての判断を多様化させる原因を

12挙げている18。 

1. 「知識や経験や、判断し熟慮しものを見る習慣の多寡、生来の精神の広がりの大

小」といった能力的個人差 

2. 「関係をすべて理解するか、その一部分しか理解しないか」 

3. 対象に適した大きさについて、われわれは精確な尺度を備えていない 

4. 「利害、情念、無知、偏見、習慣、習俗、風土、慣行、政府、宗教、出来事」の

影響。 

5. 知ったかぶりするやつがいる。 

6. 実体を構成する単純観念を持っていなかったり、単純観念を知覚するのに必要な

感覚を欠いていたりする者がいる。 

7. 悟性の対象になる存在の美についていえば、それを示す記号が十分精確に定義さ

れていない。 

8. 学習、教育、偏見などによる好みと嫌悪。 

9. われわれの感覚自体が日々変化している。老化も？ 

10. 偶然的出来事によって、美しい対象に不快な思い出が結びついたりする。 

11. 世論による影響 

12. 作者名に引きずられた誤判断 

 

このような違いをもたらす要素（の多さ）は、単純な価値判断（たとえば「頭がいい」「勇

気がある」とか）にはないところかもしれない。また、倫理的判断にこうした違いをどこ

まで言えるかは要検討。 

 

上記のような諸ファクターは、美的証言の「何かがおかしい」という点を説明する。 

・ 証言者がどれほど誠実であっても、その人が本当に能力を備えているのか、また、そ

の能力をほんとうに発揮しているのか、といった点はわからない。（疑おうと思えば疑

える、という点では他領域の証言と同じだが、疑いが生じるポイントが他領域の証言

                                                   
18

 注意が必要なのは、そこでの議論では、「美は関係の知覚に存する」というディドロ美学

がベースになっている、という点。そして、ディドロの立場が美的真理の実在論なのかど

うかは研究者間でも解釈が分かれている模様。 
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よりもかなり多い、とは言えそう19。） 

・ また他人に対する疑いだけでなく、自分に対する疑いもある。unusabilityの点からすれ

ば、証言 p が正しいことを述べていたとしても、いざ自分が対象を見たときにその証

言 p に整合的な（感情的）経験をできる保証はまったくない。そうなるとやはり、作

品を観賞せずにただ証言だけから p と主張することは、いくらそれが正しいとしても

問題がありそう（この問題についてはまたあとで）。 

 

3.4 美的証言のメリット、役に立つところ 

では、逆に美的証言の何が役に立つのか？メリットを考えてみよう。 

① アートレビューによる行動選択 

・ 事実として、批評家の証言はわれわれの行動選択の役に立つ。われわれは、アート

レビューを読んで、観にいく展覧会・映画を決める。よって美的証言は、一見する

ところ、全く役に立たないわけではないように思われる。 

・ だが、この「行動選択の役に立つ」という点自体は、おそらくどの立場をとってい

ても説明できる。表出主義ですらも「自分が見た時に感動しそうだ」という点から

説明できるだろうし、相対主義でも「ある種の近しいフレームワークを持つ者の意

見は自分の美的判断に近いことをいっているだろう」という予測として役立つ。（じ

っさい、批評家オススメの映画がおもしろくなかったとき、われわれは「あいつは

ウソをついていた！」とはあまり考えない。むしろふつう「あいつとは感性が合わ

ない」とか言うのでは。） 

・ Whiting (2015)が指摘しているように、われわれは「どうしてその映画を見に行こう

と思ったの？」と聞かれたときに、「A 氏が良いと言っていたから」とか「面白そう
．．

だったから」とは答えるが、「この映画は良いから」とは言わない。 

 美的証言の機能は、あくまで「A氏は Xを良いと言っている」「X は面白い可能

性がある」といったことを伝えるところにあるのであって、「X は良い」を伝え

るところにはない、ともいえる。 

 

また今日は裸の美的証言に話を限定しているが、実際には、アートレビューが裸の美的証

言だけをすることは、まず無い。ふつうアートレビューには「良い」「美しい」といった薄

い美的概念だけでなく、厚い美的概念も数多く用いられているし、それ以上に、アートレ

ビューには美的判断を支える非美的な特徴についての記述が多く含まれている。 

・ Carroll (2009)によれば、批評とは、記述、分類、文脈化、解明、解釈、分析といった基

                                                   
19

 Meskinも、証人への非信頼性（unreliability）という点から、美的証言の認識論的弱点を

説明する。一方、〈当の判断がどれくらい信頼できるものか〉の度合いの判別しやすさとい

う点では、自分が行う判断と証人による判断との間で対称性があるので、美的証言の問題

を信頼性から説明する立場には、直接経験による判断と証言に基づいた判断との違いを説

明できるという利点もある、と Meskinはいう。 
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礎作業に基づいた、理にかなった価値づけ。その基礎作業のところでは客観的な話が

十分にできる。 

 

②余談１：「面白そうではないが良い作品」という信念を生む証言はありうる？ 

どんなに好みの違う人が発言していても――また、美的フレームワークが極端に異なる人

が発言していたとしても――、「あの映画は良かった」という発言は、何らかの意味を持ち

うる。「私とは全く好みのちがう人が p と言っていた」というのはひとつの情報だからだ。 

 フレームワークを共有していなさそうな人の発言でも、社会的立場などを考慮すれば、

情報のある発言になりうる。「松尾芭蕉が好きだった蕎麦」とか。（落語『はてなの茶

碗』は目利きの「はてな？」という一言をめぐって起きる騒動の話）。 

 「この民族ではこれが美しいとされています」という人類学者の証言はひとつの学術

的情報だし、その証言はわれわれに美的経験を期待させるものではないかもしれない

が、別の意味で行動選択に繋がる可能性は十分にある。 

 別時代、別文化のアートレビューは、われわれの行動選択には直結しないかもし

れないが、とはいえ、作品の非美的部分や、周辺状況、時代状況などの点で有益

な情報を与えてくれるし、さらには当該文化の価値基準も教えてくれる。その意

味でも、全く好みの違う批評家の発言は全く役に立たない、ということにはなら

ない。 

 

③余談２：理論・証明の美についての証言は特別か？ 

 Meskin (2004)が少し興味ぶかいことを言っているので紹介しておこう。 

・ Meskin が言うには、理論の美・証明の美は専門家にしかわからないが、そうした美が

分かる人はほぼ有能・適格（competent）な判定者であるから、そうした美についての

証言は保証されている（warranted）と見てよい。 

・ このように「分かる人は皆同意する美」というものがあるのかもしれない。そしてこ

うした美の証言は、素人はただ受け入れるしかない。 

・ もしこういう美があるとすれば、それについて証言は〈われわれの美的経験にはつな

がらないが、美的真理を伝えてくれる証言〉ということになる。 

 

 

4. 徳認識論との接点 

・ 「美的証言をする者にはどのような能力・徳が要求されるか」という問題は、徳認識

論における「真理を把握するためにはどのような徳が必要か」という議論に近い。 

・ 最後に、美的証言をめぐる議論と徳認識論（virtue epistemology）との接点について、ア

イデア提示的にいくつか述べておきたい。 
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4.1徳美学（virtue aesthetics）という領域の登場 

・ 有能な批評家のもつべき能力とは何か。これについて考察した古典的論考は、ヒュー

ムの「趣味の標準について」(1757)。そこでは繊細さ（delicacy）、実践をつうじた熟練

（practice）、比較能力（comparison）、偏見からの自由（free from prejudice）、良識（good 

sense）などが理想的批評家のもつべき能力として挙げられていた。 

・ 近年、徳美学とでも呼べるような議論をしている論文が――まだ数としてはあまり多

くはないものの――出てきている20。美的証言をめぐる論争と徳美学との接続可能性は、

Robson (2013: note32)でも指摘されている。ここは、今後議論の進展が見込める領域。 

 

4.2 美的判断
．．
の中で発揮される徳 

・ 美学の領域で問題となるのは「美的真理を把握するためにはどのような徳が必要か」

という問題だけではない。 

・ 個人的に着目したいのは「美的判断
．．

の中では、われわれはそもそもどのような能力を

発揮しているのか（、またどのような能力を発揮しているべきなのか）」という問題。 

 この議論は、われわれは批評家に何を期待しているのか、という実践的な議論に

も結びつく。 

・ たとえば Kieran (2010)は「スノッブ」な判断について考察している。スノッブな人は、

自身の主観的感覚に根拠をおかずに、社会的立場などを考慮しつつ美的主張を述べる

（われわれはこうした態度をふつう良しとしないのであるが、われわれは自分がスノ

ッブに陥っていないことを証明することはできない）。スノッブ的態度への批難は、わ

れわれが美的主張の裏側に「真摯さ」を求めていることの現れともいえる。 

・ また Durà-Vilà (2014)が言うように、美的判断を公に述べるさいには「勇気」が要る21。

判断根拠の中に、通常の判断には入り込まない主観的要素が入り込んでくるから。 

 

4.3 批評家との様々な関係：有能な批評家と、自分にとって役に立つ批評家 

・ われわれは批評家に、単に美的真理の伝達だけを求めているわけではない。 

・ 先に見たように、たんに週末の行動選択の指針を求める、というような場合もある。 

 その場合重要なのは、「その人の判断が正しいかどうか」ではなく、「その人はわ

たしと同じような美的センス、美的フレームワークをもっているか」「わたしが楽

しめる作品を教えてくれるか」だったりする。これは「美的に正しい判断」とイ

コールではない。 

 有能な批評家、尊敬できる批評家、信頼できる批評家、自分にとって役に立つ批

評家、などなど。これらはそれぞれ異なる能力が求められるだろう。 

 結局この議論は、われわれは批評に何を求めているのか、という話と切り離せな

                                                   
20

 たとえば Goldie (2007, 2008), Gomes (2009), Kieran (2010), Durà-Vilà (2014)など。 
21

 Durà-Vilà (2014)はヒュームの理想的観賞者の議論を元にこの「勇気」という徳について

議論している。 
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い。 

 たんに「正しい美的真理」についての判断であれば、神経美学が完成した暁には

脳状態シミュレーションによって可能になるかもしれないが、われわれはそのよ

うな判定マシーンに基づいた批評を必ずしも求めるわけではない。 
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