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0 はじめに



本発表でやること
キャサリン・エイベルの本と対戦する。

Abell, Catharine (2020). Fiction: A Philosophical Analysis. 
Oxford University Press.

系譜としてはフィクション論の本だが、扱うトピックは意図論争
とかぶっている。

フィクション作品の虚構的内容がなにによって決定されるのか、
鑑賞者はどうやってその内容にアクセスするのか。

エイベルは、制度に訴えることで反意図主義を掲げている。



本発表でやること
芸術哲学の問題にGualaの制度概念を持ち込むところまでは、発表者の⽅針
と同じだが、使い⽅がかなり違う。 （cf. 銭 2021; forthcoming）

第1節でエイベル説をまとめ、第2節で攻撃を加え、第3節では⾃説を提⽰し
つつ防御する。

発表者はすでにこの本の書評を書いているので、内容的にかぶる部分は⾶
ばし⾶ばしで進める。



1 制度に依拠した解釈観



1.1 問題の所在
【課題】「作者aによって意図的に制作されたテキストxは、pを意味している（内容pを持
つ）」の成⽴条件を探る。

💡意図主義：⇔ xに関連する適切な作者aの意図が、xによってpを意味することを規定し
ている。

これに対し、反意図主義はしばしば慣習に訴えて説明する。 （Beardsley 1982）

反意図主義は必ずしも純粋な形式主義・反⽂脈主義ではない：むしろ、意図による規定を
なしで済ませるため、積極的に意図以外の⽂脈に訴える。

💡慣習主義：⇔ xに関連する適切な慣習が、xによってpを意味することを規定している。



1.1 問題の所在
最近、慣習主義のより精緻化されたバージョンとして、「制度[institution]」概念に訴えた
理論が提⽰されている。（Abell 2020）

💡制度主義：⇔ xに関連する適切な制度が、xによってpを意味することを規定している。

【問い】そもそも制度とはなにか、制度がテキストの内容を規定するとはどういうことか、
あるテキストにとっての「関連する適切な制度」はどう決まるのか、このような内容決定
ルールはどこから⽣じるのか。

ちなみに、テキストの意味や解釈に関する多元主義というオプションもある。（Gaut 
1993）



1.2 『フィクション：哲学的分析』
【主張1】フィクションにおける内容の伝達は、⽇常⽣活における伝
達とは、勝⼿が違う。（Abell 2020: Chap.1）

ふつうの発話：あるタイプの発話xによって内容pを伝達する話者は、
pだと信じており、pを信じてもらおうと意図している。聞き⼿は、話
者の信念や意図を察して、xからpを引き出す。

• ここでは、「話者は⾃分が信じていることを伝達しているはずだ」「伝達さ
れていることは現実世界に即した事実であるはずだ」といった仮定が、解釈
上のリソースとして利⽤されている。



1.2 『フィクション：哲学的分析』
フィクションの発話：あるタイプの発話xによって内容pを伝達するフィクション
の作者は、pを想像しており、pを想像してもらおうと意図している。しかし、鑑
賞者は、なかなかxからpを引き出せない。

• ふつうの発話に対しては利⽤できていた解釈戦略が、フィクション解釈においては利⽤
できない。

• ひろく認められてきた⾒解（Walton 1990; Currie 1990ほか）では、xの内容は「pを想像
してもらおうとする意図」によってpだと決定されるが、鑑賞者から内容へのアクセスが
しんどいのでAbellはこの⾒解に懐疑的。

• まとめとして、ふつうの発話とフィクションの発話では状況や条件に⾮対称性があり、
後者には「想像の伝達」という独特な課題がある。



1.2 『フィクション：哲学的分析』
【主張2】「想像の伝達」は、コーディネーション問題とみなせる。
（Abell 2020: Chap.2）

コーディネーション問題：①複数のエージェントが⼀丸となって達成すべ
きなんらかの⽬的があり、②各エージェントの意思決定は他のエージェン
トの意思決定次第であり、③⽬的を達成する仕⽅が複数あるような状況。

• 複数の均衡を持ち、均衡選択の問題が⽣じるような状況。

• 例）⾞道の右を⾛るか左を⾛るか、デートの⾏き先はどこにするか、放牧地をどう
棲み分けるか。



1.2 『フィクション：哲学的分析』
⾛⾏ 右⾞線を⾛る 左⾞線を⾛る

右⾞線を⾛る 1, 1 0, 0
左⾞線を⾛る 0, 0 1, 1

デート 表参道に⾏く 浦安に⾏く
表参道に⾏く 3, 2 1, 1
浦安に⾏く 0, 0 2, 3

放牧 放牧する 放牧しない
放牧する 0, 0 2, 1

放牧しない 1, 2 1, 1



1.2 『フィクション：哲学的分析』
Guala (2016)によれば、制度とはコーディネーション問題に対する相
関均衡であり、均衡したルールである。

• 相関均衡：お互いに観察可能な外部装置に基づいて、「〜ならば…せよ」と
いう統制的ルールに従うことが、全体として成すような均衡。

• 例）「道路交通法が右⾞線を定めるなら右⾞線を⾛る、左なら左を⾛る」
「コインを投げて表なら表参道、裏なら浦安に⾏く」「ある川の北側なら放
牧する、南側なら放牧しない」

• お互いがこれに従っており、従い続けることが確信できる限りで、⾃分だけ
別の⾏動をとって得することがない。⇒均衡となる。



1.2 『フィクション：哲学的分析』
放牧 放牧する 放牧しない ルールに従う

放牧する 0, 0 2, 1 1, 1/2

放牧しない 1, 2 1, 1 1, 3/2

ルールに従う 1/2, 1 3/2, 1 3/2, 3/2

川の北側なら放牧する、
南側なら放牧しない

川の南側なら放牧する、
北側なら放牧しない



1.2 『フィクション：哲学的分析』
エイベルによれば、「想像の伝達」という課題は、作者と鑑賞者
の間のコーディネーション問題として理解できる。
• 作者は特定の内容pを想像させたい、鑑賞者は作者が想像させたい通り

の内容を想像したい。しかし、両者はしばしば時間的にも空間的にも
隔たれており、直接的な協⼒が難しい。

• 【アイデア】交通ルールを定める交通制度があるように、フィクショ
ンの想像ルールを定めるフィクション制度があるんじゃないか。



1.2 『フィクション：哲学的分析』
【主張3】フィクション制度のルールが、虚構的発話の内容を決定する。（Abell 2020: 
Chap.3）

フィクションの制度：「あるエージェントがタイプZの発話をしたら、Xを想像せよ」とい
う形式をとる、⼀連の統制的ルールの体系。

• 例）恋愛ものにおける「彼は⼼臓を捧げた」は、（⽂字通り臓器を提供したわけで
はなく）彼は誠実に尽くしたと想像せよ。

• 例）時代劇ものにおける登場⼈物のセリフを現代語で書いていても、（⽂字通りそ
う喋っているわけではなく）設定された時代に適切な⾔語で喋っているものだと想
像せよ。

• 例）写実主義における情景描写は、細部までその通りの情景なのだとして想像せよ。



1.2 『フィクション：哲学的分析』
【補⾜】全フィクションに共通の制度がひとつだけあるのではな
く、ジャンルや伝統ごとに複数の制度がある。

【補⾜】フィクション制度のルールは暗黙的なものでよい。
• 制度には明⽂化されたフォーマルなものもあれば、暗黙に受け⼊れら

れるインフォーマルなものもある。
• フィクションの制度は後者。内容決定ルールは、はっきりと内省する

ことが難しいものだと⾔われている。



2 エイベル説に反論する



2.1 結局意図主義になってしまうのでは？
【問い】どのフィクション制度のルールが適⽤されるのか、なにで決まる
のか。

有効なフィクション制度の内容決定ルールが異なると、内容の付与先とし
て選び出される発話タイプも異なるし、当然、指⽰される想像も異なる。

• 「あるエージェントがタイプZの発話をしたら、Xを想像せよ」のZもXも、フィク
ション制度次第。

• どのルールを適⽤するかが意図で決まると元も⼦もないし、鑑賞者が各々好き勝⼿
にルールを適⽤するのも元も⼦もないはず。



2.1 結局意図主義になってしまうのでは？

あるエージェントが
タイプZの発話をしたら、

X2を想像せよ

あるエージェントが
タイプZの発話をしたら、

X1を想像せよ

フィクション制度A

フィクション制度B

X1を内容として持つ

X2を内容として持つ

Z



2.1 結局意図主義になってしまうのでは？

エイベルははっきりしたことを述べていないが、おそらくふたつ
の考慮事項がある。

1. 作品の制作された⽂脈を踏まえて、関連性が正当化されるような
ルールが適⽤される。

2. 作品の持つ特徴に適合したフィクション制度が有効である。（cf. 
John 2021）



2.1 結局意図主義になってしまうのでは？
上述の例のように、具体的には作品の属するカテゴリー（恋愛もの、時代
劇もの）が適⽤されるルールを左右しているとも⾔えそう。

【懸念】しかし、この解釈でいくと、「正しいカテゴリー」は少なからず
意図依存だというWalton (1970)の指摘に落ち込んでしまいそう。

• Levinson (1996); Davies (2006)など、カテゴリーこそ意図で決まると考えている論
者もいる。

• もちろん、意図によらずに属する「正しいカテゴリー」がいくつかあり、そのもと
で有効なフィクション制度の内容決定ルールが決まるということはできるが、議論
の射程を狭める必要がある。



2.1 結局意図主義になってしまうのでは？

あるエージェントが
タイプZの発話をしたら、

X2を想像せよ

あるエージェントが
タイプZの発話をしたら、

X1を想像せよ

フィクション制度A
＝カテゴリーA

フィクション制度B
＝カテゴリーB

X1を内容として持つ

X2を内容として持つ

Z

カテゴリーA

意図で決まる？



2.1 結局意図主義になってしまうのでは？
つまり、いまの枠組みでは、先に決まる順に

①作者のカテゴリー意図
👉②正しいカテゴリー
👉③有効なフィクション制度
👉④従うべき内容決定ルール
👉⑤指⽰される想像
👉⑥作品の虚構的内容、

という順序にしかなりそうにない。それでいいのか。



2.2 というかふつうに意図主義なのでは？

①虚構的発話の内容[content of fictive utterances]と、②解釈的な虚構的
内容[interpretative fictive content]の区別をしている。（Abell 2020: 
Chap.4）

これらふたつをあわせて、作品の虚構的内容[fictive content]全体をなす。

イメージとしては、字⾯を受け取って想像するレベルが①、それを踏まえ
つつ字⾯を超えた事柄を想像するレベルが②。

• 補論で区別した（5）表象内容の記述と（6）ポイントや⽬的の指摘には合致せず、
（5）の途中に線引きがある。



2.2 というかふつうに意図主義なのでは？

①虚構的発話の内容は理解され、②解釈的な虚構的内容は解釈される。
あるフィクション作品を理解するには、あるフィクション制度の内容決定ルー
ルに訴えて、その作品をもたらした虚構的発話の内容を把握することが必要で
ある。これに対し解釈することとは、それら虚構的発話の内容を把握した上で、
他の背景知識とともに、作品がどのような意図で作られたのかについて、最良
の説明への推論を導き出すことである。(Abell 2020: 88)



2.2 というかふつうに意図主義なのでは？

あるエージェントが
タイプZの発話をしたら、

Xを想像せよ

フィクション制度A

①虚構的発話の内容XZ

②解釈的な虚構的内容Y作者の意図に関する
仮説⽴て＋その他の意図の証拠



2.2 というかふつうに意図主義なのでは？

①虚構的発話の内容には、ここまで論じたような制度による内容決定
ルールがあるが、②解釈的な虚構的内容については⼀般的原理がない
とする。

②に関しては、穏健な現実意図主義をとる。あらゆる証拠を加味して、
作者の意図に接近するべし。

関連して、エイベルはWaltonらが挙げるような内容⽣成原理を退けて
いる。



2.2 というかふつうに意図主義なのでは？

【懸念】実際、解釈の名の下で気になる事柄のほとんどは②に属して
おり、エイベルもこちらにのみ「解釈」の語を当てている。

「『インセプション』のコマは最後に⽌まったのか」みたいな、明⽰
的に描かれていない事柄が、虚構世界においてどうなったのかが、主
な論争ポイントのはず。

• 「この中世の物語において、登場⼈物は筆者が書いている通りの現代語で話
しているのか」などを、解釈の名の下で気にする⼈はほとんどいないんじゃ
ないか。



2.2 というかふつうに意図主義なのでは？

だとすれば、全体としてはごくふつうの穏健な現実意図主義と、ほと
んど変わらない⽴場になる。

• というのも、穏健な現実意図主義者も、無難に意味が確定する場⾯では意図
を持ち出す必要がないと考えうるから。

• エイベルの貢献は、この「無難に意味が確定する場⾯」とは①虚構的発話の
内容を理解する場⾯であり、依拠すべきフィクションの制度がはっきりして
いる場⾯だと語り直した点だけ、ということになる。

• われわれが反意図主義を期待しすぎただけかもしれない。



2.3 その「制度」概念じゃなきゃいかんのか？

①虚構的発話の内容の理解に限って⾔えば、エイベルのセールスポイ
ントはこれを「制度」概念で説明した点にある。

しかし、これも従来の慣習主義をちょっとリッチに説明しただけでは
ないか。

例えばBeardsley (1982)の慣習主義は、その射程が包括的である点さ
え除けば、制度を持ち出してエイベルが⾔っていることとほとんど同
じに読める。



2.3 その「制度」概念じゃなきゃいかんのか？

また、制度に関するGualaの尖った主張はいずれも活かせていない点に⼤きな不満
がある。

Gualaのセールスポイント：①制度とは外部から⾒れば均衡、内部から⾒ればルー
ルであり、②Searleに反して構成的ルールは必要ないし、プレイヤーの特別な⾔語
能⼒もいらない、③相互期待はプレイヤー同⼠のシミュレーションによって成り
⽴つ、④制度は実在的だが改⾰可能である。

Abell (2020)の第三章では、虚構的発話とはその内容を虚構的真にするような宣⾔
であるというかなりSearle寄りの議論も出てくるし、第五章では、虚構的存在者を
考える上でGualaの定義した制度がほとんど役に⽴たないといって退けている。



2.3 その「制度」概念じゃなきゃいかんのか？

これは憶測だが、エイベルがはじめに考えていたのは、①虚構的発話はその内容
に特別な制度的⾝分を授ける宣⾔であり、②それゆえ、⼀連の義務論的な⼒が発
⽣し、③フィクションの理解はこの⼒に従うという、Searleの社会存在論だけを
使った説明ではないか。

• Gualaの本が出るのは2016年。Fiction以前で、Gualaに⾔及しているものは⾒つからな
かった。

• 芸術の定義を扱ったAbell (2011)では、本書と同じ制度説をとっているが、全⾯的に
Searleに依拠している。

• フィクション研究に関しても、2014年や2016年の発表アブストラクトを⾒る限り、
Gualaなしでかなり話を進めていたことがわかる。



2.4 「フィクションとしての価値」？
第⼆章では、フィクション作品のフィクションとしての良し悪しに関して
論じている。

エイベルの考えでは、フィクション作品の良し悪しを説明できない理論は、
フィクションの理論としてダメ。

芸術の定義（Abell 2011）でも同じことを⾔っており、この点でDickieの制
度説を退けている。

なぜダメだと考えているのかは不明だが、少なくともエイベルの理論はさ
ぞよい価値基準として使えるのだろうと期待される。



【主張】フィクションとして良い特徴：想像を伝達するのに効果的な⼿段をとっ
ている。

①虚構的発話の内容の伝達：スムーズに制度に乗っかれる特徴は良い特徴。
• 例）中世の話なのに、現代英語で書かれるセリフ。「字⾯通りに喋っているのではなく、

当時の標準的な⾔葉で喋っていると想像せよ」という制度に乗っかっている。

②解釈的な虚構的内容の伝達：観客が推論しやすいよう、意図の証拠を残してい
る特徴は良い特徴。

• 例）想像してほしいと意図している⼈格に反するような⼈格を想像させてしまうネーミ
ングや描写。意図の推測を困難にする。

2.4 「フィクションとしての価値」？



【補⾜】どちらの場合も、現実世界に対する正確さはただちには⻑所にならず、
不正確さはただちには⽋点にならない。想像を助けたり妨げたりする場合にのみ、
⻑所や短所になる。

• ノンフィクションとは異なり、フィクションでは表象の正確さが良し悪しに直結しない。
• 例）ある⽗親は同情されるような⼈物として意図されているが、当時の平均的な⽗親が

そうであったように、頻繁に息⼦を殴る描写が含まれている。時代的には正確な描写で
も、意図された想像を妨げており、⽋点になっている。

• 例）『蝿の王』の主⼈公ラルフは知性・理性のある⼈物として意図されており、メガネ
を使って⽕をおこすが、現実には近視⽤の凹レンズでは⽕は起こせない。不正確さが、
意図された想像を妨げており、⽋点になっている。

2.4 「フィクションとしての価値」？



【反論】その価値基準は、批評実践の実態に沿ってないのではないか。

スムーズに制度に乗っかれる特徴が、無難に慣習的なあるあるに沿っ
た特徴なのだとすれば、「型にはまっていてつまらない」というのが
ふつうの反応ではないか。

中世の物語を現代英語で書くことは、ケチを付けられることはあって
も、褒められることはまったくないだろう。

2.4 「フィクションとしての価値」？



観客が推論しやすいよう意図の証拠を残す特徴は、あればあるだけ露⾻であり、
「芸術家は意図の痕跡をなるべく隠すべきだ」という創作規範に反するのではな
いか。

想像が困難なほど複雑で⼤規模な別世界を、事細かく記述している作品も褒めら
れたりする。「これは素晴らしいフィクション作品だ。並⼤抵の想像⼒では追い
つかない」。

総じて、エイベルが「フィクションとして良い」の基準として挙げる特徴は、そ
んなに良いものとは思われないし、実際に批評家が注⽬している／するべき特徴
とは思われない。

2.4 「フィクションとしての価値」？



2.5 想像の伝達はそんなにも重要なのか？

エイベルの⼤前提とは、フィクション実践の中⼼は想像の伝達だ、というもの。

ほんとうにそうか。これに関して、エイベルはとくに論証していない。

作者側はともかく、鑑賞者は作者と想像を共有したがっている、というのは無条
件に前提できるほど明らかなことなのか。

• John (2021)の指摘によれば、鑑賞者はむしろ⽇常⽣活とは異なり、発話者の信念やら想
像を共有しなくていい気楽さから、フィクションに快を求めることもあるのではないか。

• 妥当かどうかはともかく、「フィクション作品は⾃由に読んで⾃由に想像して楽しめば
いい」という、それなりに広く受け⼊れられている規範とエイベルの前提は⼤きく異な
る。



2.5 想像の伝達はそんなにも重要なのか？

もちろん、「鑑賞者は作者と想像を共有すべきだ」という規範的主張にし
てしまうオプションはある。

しかしその場合、鑑賞者にとって作者と想像を共有することは、そうせず
⾃由に想像することに⽐べてなにがよりうれしいのか、説明する必要があ
るだろう。

• ゲーム理論に依拠する限り、利得最⼤化のために合理的に意思決定を⾏う主体を想
定することになる。

• おそらく、他者理解への欲求や天才への憧れを持ち出せば、⼀部の⼈が想像の伝達
問題に取り組んでいるとは⾔えそう。



2.5 想像の伝達はそんなにも重要なのか？

しかし、エイベルのようにフィクション実践の絶対的中⼼に「想
像の伝達」課題を⾒て取るのはしんどいだろう。
• 選好は⼈それぞれだろうし、ケースバイケースでもある。

• 例）カート・ヴォネガットは作者が想像していた通りのことを正確に
想像したいが、リチャード・ブローティガンは⾃由にテキストと戯れ
たい。



2.5 想像の伝達はそんなにも重要なのか？

また、仮に「想像の伝達」が解決を要する課題だと認められるにしても、
それがエイベルの考えている通りのコーディネーション問題なのか定かで
はない。

「想像を発話にエンコードし、それをデコードして想像してもらう」とい
う課題が、「道路の右⾞線と左⾞線、どちらを⾛るか」という課題と類⽐
的なゲームだというのは、それだけではピンとこない。

想像の伝達ゲームがどういう利得表になるのか、明らかでない。次のよう
な感じになるか定かでない。



想像の伝達 Xを想像する Yを想像する ルールに従う

Xを想像してもらう 1, 1 0, 0 1/2, 1/2

Yを想像してもらう 0, 0 1, 1 1/2, 1/2

ルールに従う 1/2, 1/2 1/2, 1/2 1, 1

Z1ならばXを想像し、
Z2ならばYを想像する

Z1ならばXを想像し、
Z2ならばYを想像する

2.5 想像の伝達はそんなにも重要なのか？



3 もうひとつの制度主義



もうひとつの制度主義
【提案】コーディネーション問題が⽣じているのは、作者-鑑賞者間ではなく、鑑賞者-鑑賞者
間なのではないか。

• エイベルとは別の仕⽅で、制度的アプローチを組み⽴ててみる。

前に別の場所で、作品にとっての正しいカテゴリーが、批評的ふるまいの均衡から事後的に説
明されることを論じたことがある。（cf. 銭 2021; forthcoming）

• (1)性質Xを持つならば、作品のカテゴリーはYである、(2)Yならば批評的ふるまいZをする（特定の解釈や評価を
する）という順序ではない。

• (1)複数の「性質Xを持つならば批評的ふるまいZをする」がトライアルアンドエラーや交渉を経て均衡に⾄ったな
らば、(2)しかじかの統制的ルールの束が作品の正しいカテゴリーとして定着する、という順序で説明されるべき。

• カテゴリーのなかには、批評実践の後でしか作品にとって「正しい」と⾔えないようなものがたくさんある。



3.1 カテゴライズに関する制度説
【主張1】鑑賞の⽬的は、経験の価値最⼤化。

経験の価値最⼤化：整合的で興味深い解釈や評価に⾄ることで、各々が⾃
⾝にとって最も価値ある作品経験をすること。

「価値のある経験」についてはオープン：快楽をもたらすかもしれないし、
認知的な洞察を与えるかもしれない。



3.1 カテゴライズに関する制度説
【主張2】鑑賞者には、ふたつの相反するインセンティブがある。

⾃分好みの鑑賞的ふるまいをするインセンティブαと、他の鑑賞者と同じ
鑑賞的ふるまいを選ぶインセンティブβがある。

鑑賞的ふるまい：補論で整理したような作業全般。ただし、批評と違って、
⽂章や発⾔によって公的に発信する必要はない。

各インセンティブがインセンティブたる理由は、⼈それぞれケースバイ
ケースであり、原理についてはオープン。



3.1 カテゴライズに関する制度説
問題は、ふたつのインセンティブの⼤⼩関係であり、それ次第で批評ゲー
ムの利得表を場合分けしなければならない。

1. αがかなり⼤きく、βがかなり⼩さい場合：各々⾃由に振る舞うことが均衡になる。

2. αが控えめであり、βがそれなりに⼤きい場合：ある種のふるまいに揃えることが
均衡となるが、均衡解が複数があり、コーディネーション問題が⽣じる。

時代地域やコミュニティを限定するならば、基本的には第⼆の場合になる
ものと予想している。



3.1 カテゴライズに関する制度説

作品解釈 解釈A 解釈B

解釈A αβ, β α, α

解釈B 1, 1 β, αβ



3.1 カテゴライズに関する制度説
【主張3】批評的ふるまいのトライアルアンドエラーや、批評的交渉は、コミュニティ相対
的に制度＝均衡したルールをもたらす。

形式的には、「性質Xを持つならば批評的ふるまいZをする」という統制的ルールの束。

批評において、⼀部のカテゴリーは、このような統制的ルールの束として理解できる。

例）ホラー ⇔ 「効果的に恐怖を喚起するならば、肯定的に評価する」「半透明の⼈間は、
幽霊として理解する」などのルールの束。

個別作品をめぐって、その性質に対する批評的振る舞いが均衡に⾄っている場合、問題と
なっている統制的ルールの束こそが、作品の「正しいカテゴリー」である。



3.1 カテゴライズに関する制度説
【留保】作品に帰属すべき“正しい”意味や価値は、そのような均衡状態に伴う（⽐
較的弱い）規範性しか持たない。

内的な規範性：インセンティブαが⼩さい個⼈にとっては従うことが合理的であ
り、別の鑑賞的ふるまいをすることでより得をすることがない。

インセンティブαが⼤きい個⼈は従わない（逆張りする）だろうし、従わないこ
とによるコストも限定的。

外的な規範性の源泉はオープンでいい。懲罰や制裁が伴う法制度などに⽐べて、
弱い規範性しかない。



3.2 エイベル説との相違点
エイベル説への懸念として、①意図主義との差別化、②「制度」概念の使い⽅、③フィク
ションとしての価値、④想像の伝達に触れてきた。

【相違点1】鑑賞者の⽬的を、想像の伝達に限定しない。

エイベル説における制度的ルールは想像を統制するが、発表者の枠組みにおける制度的
ルールは鑑賞的ふるまい⼀般を統制する。

コーディネーション問題をもたらすのは、個⼈的かつ共同体的な価値最⼤化の試み。

「想像の伝達」を気にするのは、それが鑑賞者の経験の価値を最⼤化する場合のみ。

少なくとも、「フィクション⼀般の課題は想像の伝達である」というエイベルの前提より
は無難だと思っている。



3.2 エイベル説との相違点
【相違点2】「フィクションのフィクションとしての価値」にはコミットしない。

たしかに、資産の貯蔵や⽀払⼿段といった⽬的に適している貨幣（軽い、持ち運
びやすい、丈夫など）は、貨幣としてよい貨幣である。

しかし、同じような理屈でフィクションの価値基準を得るのはしんどい。実際に
なされている批評的評価の切り⼝はあまりにも多様である。

【相違点3】正しいカテゴリーやそのもとでの正しい解釈や評価が均衡したルール
由来であることは、その偶然性、安定性、改⾰可能性を説明する。

銭 (forthcoming)を参照。



3.2 エイベル説との相違点
【相違点4】よりラディカルに反意図主義である。

価値最⼤化のコーディネーションゲームは鑑賞者間のものであり、作者が特別重
要というわけではない。

• エイベルが実際のところ意図主義をとっていた②解釈的な虚構的内容に関しても、均衡
したルール由来の「正しい解釈」を認めたい。

• あるコミュニティが、「しかじかの理由により、『インセプション』のコマは最後に⽌
まったのだ」という解釈を集団的に⾏っており、それが均衡となっている場合、当のコ
ミュニティにおいては当の解釈が正しいことになる。

• 芸術批評における正しい解釈や評価は、そういったコミュニティ相対的なものにしかな
りようがないと思うのだが、これはそんなに不都合な帰結でもないだろう。



3.2 エイベル説との相違点
ただし、作者にまったく特権がないわけではない。

• 作者は、⾃⾝の作品の最初の批評家として、後に続く鑑賞的ふるまいを導くような、フォーカルポ
イントをもたらしうる。

• フォーカルポイント：均衡選択の問題を解決する、なんらかの仕⽅で⽬を引く戦略ないし均衡点。

• 理論家気質の芸術家がいた運動やジャンル、具体的にはレディメイドやヌーベルヴァーグは、この
意味で作家の⾃⼰批評がそのまま均衡したルールになったと⾔えるかもしれない。

• この場合も、意図に反して別の均衡したルールに⾄る可能性はつねにある。

• 作者は、⾃分の作品のカテゴリーも意味も価値もなんにも決定できないが、その決定に際して間接
的だが⼤きな影響⼒を持ちうる。



3.3 結論
Abell (2020)の制度に訴えたフィクション論は斬新だが、無茶な前提と帰結を伴っている。

とくに、解釈と意図の論争に対して新たな反意図主義を提⽰する⽴場としては望めない。

作者-鑑賞者間ではなく鑑賞者同⼠の協調に基づく、新たな制度説を提案した。

「想像の伝達」という課題のなかから内容決定ルールが⽣じるのではなく、「経験の価値
最⼤化」という課題のなかから⽣じる。

「正しい」解釈とは、あるコミュニティにおいて均衡したルールに従い、内容を導出する
ような解釈。

正しい解釈を⽬指して批評がなされるのではなく、批評実践のなかで暫定的な正しい解釈
が定着するという順序で考えるのがよい。
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