
1 

 

瀬戸内哲学研究会「芸術的価値」                              2019年 11月 2６日（火）於：広島大学 

 

芸術的価値をめぐる現代の論争： 

ロバート・ステッカーの議論を中心に 

森功次 

Norihide Mori 

大妻女子大学 

 

０．はじめに 

 

自己紹介 

いちおう公開講座という形をとっているが、今日は半分は宮園さんの授業の履修者に向けてのレク

チャーということになっているので、基本的なところから話を始める。 

履修者の方々には、あらかじめ参考文献を 2つ提示しておいた。 

⚫ ロバート・ステッカー 『分析美学入門』（森功次訳、勁草書房、2013年）第 11章「芸術

的価値」 

⚫ 森功次「芸術的価値とは何か、そしてそれは必要なのか」『現代思想』45(21)（総特集：分

析哲学）、2017年 

 

本日は、この話を補足するかたちでレクチャーをしていく（もちろん、文献を読んできていない人でも

理解できるような話をするつもりではあるが）。 

 

 

１． 議論の前提：参考文献のおさらい 

 

１．１ ステッカー『分析美学入門』（第 11章）の立場 

1. 芸術的価値に寄与する価値性質は複数ある 

  →芸術的価値の多元主義を採るということ。美的価値一元論や認識的価値一元論を拒否。 

2. 芸術作品が芸術として価値を持つ理由はすべての作品で同じであるわけではない。 

  →芸術作品の評価基準は、さまざま。あらゆる作品で評価軸が同じわけではない。価値ある

芸術作品がすべて同じ価値を共有するわけではない。 

3. 芸術作品でないものでも、芸術作品が芸術的価値として評価される価値性質と、同じ価値性

質をもつことができる。 

  →美的価値や認識的価値は、自然物や日常的事物など、他のものでももちうる。 

4. 芸術は、内在的にではなく、道具的に価値をもつ。 
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        →作品は美的経験や認識の向上など、最終的価値（final value）をもつほかメリットを

得させてくれる道具
．．
として評価される。芸術作品であるというだけで、最終的価値をも

つことはない1。 

5. 芸術作品のどの性質が芸術的価値に寄与するかは、芸術家の狙いと観賞者の期待によって

決まる（その内実は一般論として語ることはできないので、ケースバイケースで経験的探求に

よって調査されるべき）。 

      →この考え方は、芸術的価値とは何か、という問題にも関わる。ステッカーは、芸術形式レベ

ルもしくは個別作品のレベルで芸術的価値を説明する際には、この「芸術家の狙いと観

賞者の期待」という要素を重視する。 

 

森功次（２０１７）「芸術的価値とは何か、そしてそれは必要なのか」（の議論の一部） 

・ Dominic Lopesの責任転嫁説（buck-passing theory）を紹介。 

➢ 芸術的価値とは個別芸術種の価値として説明すべき2。 

➢ 大枠の「芸術的価値」というものは必要ないのではないか。 

・ ステッカーが提案している「芸術的価値を識別するためのテスト」を紹介。 

➢ 【芸術的価値】：〈芸術作品ｗは価値 Vをもつ〉ということを知る（もしくは認識する）に

は、ｗを理解しつつ経験するか、もしくはｗの解釈から引き出されるような理解をする必

要があるのだとしたら、ｗの中に発見されるその Vは芸術的価値である。（訳は若干変

更した。該当箇所は一六〇頁） 

(AV+) A value V found in an artwork w is an artistic value if knowing or 

recognizing that w has V requires us either to experience w with 

understanding or to have the kind of understanding of w that is derived 

from interpreting it. (Stecker 2015, 397) 

 

 

1 近年の論者は「内在的価値（intrinsic value）」という言葉を避けて、「最終的価値（final 

value）」という言葉を好む傾向にある。これは、一部の哲学者（有名なのはムーア）が intrinsic 

valueを「そのものがもつ内在的性質のおかげでもつ価値」という意味で使っているので、それと

の混同を避けるためである。〈どの性質が元になって価値が出てくるか〉という因果的な問題と、価

値の規範がどこから来るか、という規範問題は分けて考えなければならない。 

2 責任転嫁説の説明は、以下のようにまとめられる。 

Vはある芸術作品の芸術的価値である＝Vは K としての作品の価値であり、そこでは Kは

芸術形式のひとつである。 

V is an artistic value of an artwork = V is a value of the work as a K, where K 

is one of the arts (Lopes 2014, 102) 
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本日のレクチャーでは、以下のことをやる。 

 １．ステッカーの「芸術的価値の識別テスト」の細かい背景説明。 

 ２．さらに（時間に余裕があれば）、芸術的価値の定義に関してステッカーが提出している

Composite viewを見る。 

 

 

２．ステッカーの「芸術的価値の識別テスト」を検討する。 

 

２．１ テスト提案の背景と最初のアイデア 

【芸術的価値論の課題】 

芸術作品の価値を一種類の価値（たとえば美的価値や認識的価値）に限定しない（つまり芸

術的価値の多元主義をとる）のであれば、芸術作品が持つ各種の価値から「芸術的価値」と

なるものを選り分ける必要がある。 

   例１：彫刻作品が「ドアストッパーとして有用」だからといって、それは彫刻作品としての価

値ではない。 

   例２：「高値で売れる」という経済的価値も芸術的価値には（ふつう）入らない。 

芸術作品のもつさまざまな価値性質は、どういう条件を満たせば芸術的価値に組み込まれる

のだろうか？ 

 

  『分析美学入門』では、この問いに答えるための手法として、テストの素案が提示されていた。 

 「芸術的価値とそうでない価値とをどう区別するのか？［……］この問題には一つの解決策

がある。次のように答えればよいのだ。作品がもつ価値特徴のなかで、その作品にその価値が

あることを適切に把握（grasp）するにはその作品を理解（understanding）せねばならない

ような価値は、その作品の芸術的価値の一部をなす、と。」（訳は多少改変した。該当箇所は三八五

頁） 

a solution is needed to the problem of distinguishing artistic from 

nonartistic value, […] One can say that a valuable feature of a work is 

part of the work's artistic value if the work's possession of the value can 

only properly be grasped by understanding the work. 

 

【いくつかの確認：テストの使い途は？】 

・ このテストはあくまで、候補となる価値性質のなかから芸術的価値になるものを発見・識別す

るためのもの。芸術的価値の定義ではない3。 

 

3 該当箇所の注９には次のようにある。「これはたんに、価値あるひとつの特徴がその作品の芸術

的価値となるための、必要条件でしかない。十分条件を得るには、わたしたちはさらに〈その価値あ
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・ このテストは、なぜそれが価値
．．
になるのか、という「規範問題」を説明するためのものでもな

い。 

・ さらに、このテストは、なぜそれが芸術に関わる識別なのか、という「芸術問題」も説明しない。 

 

 

２．２ テストの洗練 

  だがここで提示されていたのはあくまでアイデアであり、先に見たテストとはやや異なったものに

なっている。最終的に提示されたテストでは、主に以下の 2点が変更された。 

A:「理解」から「解釈によって出てくる理解」へと語句が変更されている。 

B:「ｗを理解しつつ経験するか」という条件が加わっている。 

※ここで行われているのは、反例を考察することによる定義や条件の改訂という、 

言ってみれば「分析哲学らしい」手法。 

 

それぞれ説明しよう。 

A：「理解」から「解釈によって出てくる理解」へ 

・ この点は実例を見ればわかりやすい。「理解」という語句だけだと、「ｗの重さや形などの物理

的性質を理解することで、ｗがドアストッパーとして役立つことを知る」といったケースもこのテ

ストをクリアしてしまう。これは「芸術的価値を特定する」という目的にとってマズい。 

・ そこで「解釈」という言葉を入れる。もっと限定したければ「意味解釈」という言葉でもいいかも

しれない。つまりここでのポイントになるのは、〈その作品で作家は何をやっているのか〉を発見

すること、である。 

➢ ただし「意味解釈」という言葉をここで全面的に押し出すのもマズい。芸術観賞の意義は、

意味解釈という点で汲み尽くされるわけではないからだ（文学の場合はやや微妙だが、音

楽や絵画観賞を考えるとわかりやすいだろう）。 

➢ 芸術経験を「意味解釈」に限定することの問題は、次の Bの点にも関わる。 

 

B：「ｗを理解しつつ経験するか」という条件の追加 

・ ここでは「経験する」と表現がポイントになる。 

・ この改訂は、解釈抜きに経験されるような価値、を芸術的価値に入れるためのもの。そのよう

な価値の典型例は、ある種の美的価値
．．．．

である。 

➢ 美的価値の経験はふつう作品解釈を通じてもたらされるが、ある種の作品では、解釈作

業を積極的に行わずとも、美的経験をすることができる。所見での驚き・感動はそのような

 

る特徴は、作品の芸術的価値に関わる特徴として、作家によって意図されているか、もしくは観賞者

によって期待されている〉という条件をつけ加える必要がある。」 
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ケースだろう（色が鮮やか！とか、デカい！みたいな）。この種の経験の価値を芸術的価値

に入れたいのであれば、「意味解釈」という条件を強く押しすぎるのもマズい。 

➢ とはいえ、観賞者の心が動けば何でも芸術的価値になるというわけではない。経験されう

る価値が何でも芸術的価値になるわけでもない。よってステッカーは「ｗを理解しつつ経

験する（to experience w with understanding）」という表現をここに入れるのであ

る。 

 

あらためて、最終的なテストの提示 

➢   【芸術的価値】：〈芸術作品ｗは価値 Vをもつ〉ということを知る（もしくは認識する）

には、ｗを理解しつつ経験するか、もしくはｗの解釈から引き出されるような理解をする必

要があるのだとしたら、ｗの中に発見されるその Vは芸術的価値である。（訳は若干変

更した。該当箇所は一六〇頁） 

(AV+) A value V found in an artwork w is an artistic value if knowing or 

recognizing that w has V requires us either to experience w with 

understanding or to have the kind of understanding of w that is derived 

from interpreting it. (Stecker 2015, 397、この定式化は、Stecker (2019, 56)

でも同じ形で受け継がれている。) 

 

２．３ さらなる反例：オリジナリティ、美術史的価値 

 

だがこのように改定されたテストにも、まだ反例になりそうなものがある。 

・ オリジナリティなどの、他の作品との関係から出てくる価値はどうだろうか？ 

・ また、「○○という動向の最初期の作品」という芸術史的価値はどうだろうか。 

こうした価値は、芸術的価値に入れても良さそうなものだが、その一方でこれらは、作品を経験せず

とも特定できるような価値だと思われるかもしれない。もしこの種の価値が芸術的価値の一角を占

めるにもかかわらず、例のテストでは弾かれるのだとしたら、それはこのテストにとっては問題だ。 

 

ステッカーの対応 

・ オリジナリティというのが価値になるには、「単に新しい」というだけでは足りない4。その新

しさが、当該の分野で価値あるものとして評価されなければならない。 

 

4 originalityの価値については Sibley(2001)に所収の論文“Originality and Value”がひと

つの古典となっている。 
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➢ オリジナリティをきちんと評価するためには、その新しさが作品に何をもたらしているか

を、経験する必要がある5。 

➢ よって、オリジナリティは例のテストでは問題なく芸術的価値に組み込むことができる。 

・ ステッカーは、芸術史的価値もこれと類否的に「作品を経験し、解釈しなければその意義

が把握できないもの」と考えているようだ。 

 

・ ステッカーはここで価値と価値との間にある「絡み合い entanglement」という関係を導

入している（Stecker 2015）。ステッカーこの絡み合い関係を、〈一方の価値を十全に説

明するには、もう片方の価値に言及しなければならない、という関係〉、〈一方の価値が増

すと、もう一方の価値も増す、という双方向的関係〉、などと説明している6。 

・ ステッカー曰く、芸術史的価値とは、〈他の作品との関係的性質〉と〈その作品の内在的な

価値〉とが絡み合い関係にあるような価値なのである。 

 

 

２．４ テストへのその他の批判 

 

批判１：証言（testimony）について 

・ だが、ここでやはり次のような懸念も出てくるかもしれない。われわれ凡人は、専門家が影

響関係を指摘していることだけから、その作品が芸術史的価値をもっていることを知ること

ができるのではないか（というのも、「影響関係がある」も「それが芸術業界で価値あるこ

とだとされている」ということも、端的な歴史的事実だからである）。 

➢ つまり、専門家の知見を当てにすれば、「その作品が芸術史的価値をもっている」という

ことをわれわれは作品経験なしに知る
．．
ことができるのではないか（Doddによる批

判）。 

➢ ここには証言と知識との関係をめぐる厄介な問題、すなわち、われわれは他人からの証

言をつうじて知識を得ることができるのではないか、という別トピックの問題が絡んでく

る7。 

 

 

5 Grant(2018)は似たような議論を用いて、creativity（彼は creativity と言い換え可能な語と

して”imaginativeness”を使う）はなぜ芸術的価値になるのか、という問題を検討している（彼は

その検討のなかで、originalityの価値をめぐる既存の議論を参考にしている）。 

6 この双方向性が一方向だけ
．．
になった限定的な関係を、ステッカーは interaction と呼ぶ。 

7 美的証言の問題については、2015年に科学哲学会で発表した。森功次「Acquaintance 

Principle と美的証言：美学と認識論の結節点」 

資料はこちら→ https://researchmap.jp/muttiomnq-1833297/#_1833297 

https://researchmap.jp/muttiomnq-1833297/#_1833297
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・ これに対して、ステッカーは、wが vをもつことを認識するためには、誰かが（この場合、さし

あたって信頼できる批評家が）解釈しなければならないのだから、AV*の精神は保たれる、

という仕方で Doddに応答している8。 

 

・ だが、このように条件を緩めてしまうと、こんどは経済的価値などもここに入ってくるのでは

ないか、という懸念もある。ステッカーは大丈夫だというが、、、【要検討】 

 

批判２：「観賞する」を「知る」「認識する」に置き換えていいのか？  

・ 美的証言をめぐる厄介な問題を避けるためにも、「知る」「認識する」という動詞はここでは

避けたほうがよいのではないか。あくまで「観賞評価する（appreciate）」という動詞でい

くべきでは？ そうすれば、その価値は他人からの証言によっても知ることができるのではな

いか、というやっかいな問題を避けることができる。 

➢ ドッドはさらにここから、appreciateを knowや recognizeに置き換えようとするあた

り、ステッカーは観賞というものを適切に理解していないのではないか、と強い批判をし

ている。 

・ ステッカーは「観賞」という多様なニュアンスのある言葉を、より内実のはっきりした別の言

葉で置き換えて、より使いやすいテストを作りたいと考えているようにも見える。 

・ だが私の見るところ、ステッカーのこのこだわりは、不要だと思う。このテストはあくまで「規

範問題」や「芸術問題」を説明するためのものではないのだから――つまりこれはあくまで

いくつかある価値の中から芸術的価値に入るものを識別するためのテストなので――「観

賞」でいいのではないか。【要検討】 

 

 

 

  

 

8 ステッカーのこの対応は、いくつかの解釈がありうる。１，「知る」「認識する」と「経験する」の主体

が別になることを許容し、「私が〈その作品は Vを持っている〉ということを知るためには誰かがそ

の作品を経験する必要がある」という形で条件を緩めるというアプローチ。２、知識獲得者と観賞者

が別の主体になることは許さず、「批評家が知るには、批評家が経験しないといけない」と解釈する

か。後者の読み方のほうが適切かもしれない。 
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