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講師自己紹介

森功次（もり のりひで）

•専門は美学・芸術哲学

• 現在は、「美的価値aesthetic value」という概念をどの
ように理解すべきか、というテーマで研究を進めています

• https://researchmap.jp/morinorihide/

https://researchmap.jp/morinorihide/


自己紹介
• ロバート・ステッカー『分析美学入門』(2013)

• 西村清和編訳『分析美学基本論文集』(2015)

• ノエル・キャロル『批評について：芸術批評の哲学』(2017)

• 『サルトル読本』(2015)

• 『ワードマップ現代現象学』(2017)





１． 宇宙開発に芸術は役立つ？



宇宙開発に芸術は役立つ？

問題を分けて考えよう

A．宇宙開発の推進にアートは利用できるか

B．宇宙開発を実際に行う人々にとってアート
は役に立つのか



A．宇宙開発を進めるために
アートは利用できるか



宇宙開発の魅力を伝えるのに
アートは役立つ
•物語作品は典型例

•近年はマンガや映画の領域で「宇宙もの」は一つ
のジャンルを形成している。



• とはいえ、宇宙の魅力を伝える媒体が「アート」で
ある必要はない。

•宇宙それ自体が魅力的なので。

宇宙開発の記録写真だけでも十分に魅力的。

• もちろん、アートは宇宙の魅力
をさまざまな角度から際立たせ
るのに役立つ。

• いわば宇宙の美化。

→ではその「宇宙の美化」
は「宇宙開発」推進に役
立つのか？



「宇宙の美化」は「宇宙開発」推
進の役に立つのか？

→これこそ「アート」が、ある種のプロパガンダとして
役立つところ



「アート」は、ある種のプロパガンダとして
役立つかもしれない

•宇宙開発には、どれだけ資金を投入すべきか、とい
う問題がつねにつきまとう。

•近年は、宇宙倫理学という分野も登場。

• この分野では「宇宙開発は倫理的に正当化されう
るのか」というのが大きな問題になっている

→公的資金投入のため
には「世論教化」「説得」
が必要。



プロパガンダは歴史的に芸術が
得意としてきた分野
•宗教から政治、ビジネスに至るまで。

• ある種の思想・価値観を宣伝し、人々を動かすこと



プロパガンダは歴史的に芸術が
得意としてきた分野

辻田真佐憲

『たのしいプロパガンダ』
（イースト・プレス、2015年）

デイヴィッド・ミーアマン・スコット＆

リチャード・ジュレック

『Markething the Moon』
（イースト・プレス、2015年）



ただしここでも、芸術は万能では
ない
• プロパガンダの失敗も、もちろんありうる。

• 宇宙をテーマにした芸術が、すべて美しいわけでもないし、すべてができ
がいいわけでもない。

ex.磯部洋明は「宇宙をテーマにしたアートは本当に面白いの
か？」と問い、いくつかの不満を提示している。

（「「宇宙とアート」の何が面白いのか」『美術手帖』2019年10月号）

• 自然を材料とする環境アート（environmental art）が美的な面で出
来が悪い場合、それは自然の美しさを損なうことになるし、その結果、そ
の行いは倫理的に悪いことにもなるだろう

Ted Nannicelli (2018) “The Interaction of Ethics and Aesthetics in Environmental Art”

Journal of Aesthetic and Art Criticism 76(4)



「考えさせる」芸術は現代芸術の
大きな（伝統ある）潮流



では、ワークショップへ、、、
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B．宇宙開発を行う人にとって
アートは役立つか



B．宇宙開発を行う人にとって
アートは役立つか

2018 2018 201７

比較として、、、
「アートはビジネスに役立つよ！」という本は多い



世界のエリートは忙しい



ただし、ビジネスアート本のかなり
の部分は眉唾
「芸術（アート）」という言葉を融通無碍に使いがち

ビジネスアート本の典型論法
• 有名企業の誰かがアート業界に関わりをもっていた例を
出す。
例：「美大に行っていた」「絵画教室に通っていた」

• 以下のようなニュアンスを出して結論。
例：「自由な発想」

「形にとらわれない」

「理性（や論理）ではなく感情orインスピレーションで判断」



巷の「ビジネスアート本」の語り方をすれば、
「アート」が役に立つのは当然

だって、その分野の中にある「役立ちそうな特徴」を
取り上げて結びつけている（だけな）んだから

• クリエイティビティ

• 発想力

• 感情に訴える力

• 問題解決能力

• 新たなものを生み出す

「アート」って便利ですね！



でも、よく考えると

「アート」にもさまざまなものがある
• あらゆる芸術作品がクリエイティブなわけでもない

• あらゆる芸術作品が問題解決をしているわけではない

• どの芸術形式に手を出すべきかもよくわからない。

絵画？ 小説？ 音楽？

アートから得られるメリットは確約されたものではない
• 絵を描けば発想力が伸びる、というわけではない

• 芸術に手を出すことが、本当にコスパがいいのかどうかは
謎。



「芸術」のもう一つの利点として、「会話のネタ
（教養）を提供」という点もよく挙げられる

•世界のエリートはよくアートのことを話題に出すから、
教養として知っとけよ、と。



でも、話題提供の素材なら、文学

でもワインでもスポーツでも海外

ドラマでも時事問題でも、なんで

もいい

あと、ビジネスあまり関係ない



ちなみに

•基本的にアーティストは貧乏

ハンス・アビング

『金と芸術：なぜアーティストは
貧乏なのか』（山本和弘訳、2007年）



B-２．

「芸術はクリエイティブ」を
どう考えるか



「芸術はクリエイティブ」をどう考えるか

• 「芸術」と「創造性（creativity）」はよく結び付け
られがち

• とはいえ、創造性は芸術に必須の特徴でもないし、
最重要の評価軸というわけでもない

• また、クリエイティビティを得意とする営みは、芸術
のみではない



創造性とはなにか

「創造的であるためには理性が必要である」

vs

「創造的であるためには不合理性が必要である」

Berys Gaut (2012)“Creativity and Rationality” 

in The Journal of Aesthetics and Art Criticism 70(3).



創造性を獲得するための
「開放戦略（Strategy of Openness）」

• アイデアの自由性を保つ
ex. シュルレアリスムの自動筆記、

A. E. Housmanはランチ後酔っ払って散歩した

ここにはある種の不合理性（irrationality）をあえて
呼び込もうとする戦略がある



※「自動筆記」はゴーストラ
イティングではない



創造性には評価能力が必要

• だが、創造的という評価を受けるためには、たんに「創造的と評
価されうるもの」を生み出すだけでは、不十分。

• ランダムなプログラムから偶然何かを生み出すことは、べつに創
造的なことではない。

• その創作プロセスの意義や価値を適切に評価できなければなら
ない。

• 必要なのは、産物や行為の長所を適切に把握し、「創造的なもの
（こと）」として評価すること。この評価自体は合理的な営み。



結論：宇宙開発に芸術は役立つか

• 宇宙開発にとって芸術は、プロパガンダの点で役立つ。宇宙の魅
力を宣伝することは、（宇宙開発の道徳的な正当化に役立つか
どうかはさておき）、世論の後押しに役立つ。

• 芸術のもつある種の特徴（創造性、発想力など）はもちろん宇宙
開発に役立つ（というか、どの分野でも役立つ）。

• ただし、「芸術を素材にして出てくるアイデアが、宇宙開発にとっ
てどういう意義があるかどうか」を適切に評価できるためには、宇
宙開発の抱える問題をきちんと理解していなくてはならない。



以下、ディスカッション用スライド



ars=techne=術
（人間の技術・学術）

natura=physis=自然

ARTとは何か



liberal arts（自由学芸―精神・教養）
・詩、音楽、天文、算術、医術、法律など

mechanical arts
（機械的な術―手技・労働）

•大工のアルス（術）

•石工のアルス 職人

•画工のアルス



liberal arts（自由学芸―精神・教養）
・詩、音楽、天文、算術、医術、法律など

mechanical arts
（機械的な術―手技・労働）

•大工のアルス（術）

•石工のアルス 職人

•画工のアルス

詩、音楽をリベラルアーツから分離させ、かつ、画工や石工など
の職人的技術の地位を向上させることが必要！



• 18世紀以前にはまだ「美術fine arts/beaux 
arts」という考え方は成立していない。

「術」から「芸術」への用語上の変遷

arts → fine arts → fine art 
→ Art


