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　皆さん、こんにちは。
　ついウイルスの話に聞きいってしまって、あっ、自分の番だと思って出てきました。そ
れぞれの分野のご発表を、スライドも楽しいし、いろいろな学問分野があるのだなあとあ
らためて思いましたが、恐らくこの中で一番マイノリティというか、変わっていると皆さ
んが思うのは僕の分野だと思います。でも、最初の伊勢先生の話にもあったように、生物
界には多様性が必要であるのと同じように、学問にも多様性が必要なので、こんなものも
含んでいる京都大学はすごいなって思います。
　僕の専門は美学芸術学というものなんです。今回のテーマの「フリースタイル」、「スタ
イル」を「風格」と訳すのはなかなか味わいのある訳だと思いますけれども、実はこの「ス
タイル」というのは美学の概念なのです。
　 ビ ュ フ ォ ン（Georges-Louis Leclerc 
Comte de Buff on）という、18 世紀の有名
な科学者がいます。といっても今の意味の科
学者ではないですけどね。その人が言った言
葉で「文は人なり（Le style est lʼhomme 
même」っていう言葉がある。そのように訳
されてきたんですが、その「文」って何かと
いうと、「スタイル」なんですよね。スタイ
ルというのは人間そのものだという意味です
が、このスタイルというのは「文体」ということです。
　僕が属している美学芸術学は、広い意味での人文科学あるいは人文学、その中でも哲学
にいちばん近い。近いというか、ある意味では哲学の一部です。人文学においては、何か
を正しく説明するということだけではなく、それが語られるスタイル、文体というのが非
常に重要になってくるのです。文体が人間だからです。
　それで、僕もきょうはどういう発表をしようかと考えた時、現代美術やメディアアート
のことを研究してきたので、何かみんながびっくりするような、こんなものが芸術なのか
みたいな、そういうものを見せて、あっと驚かせたり、笑わせたり、そういうふうにして、
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芸術とはどんな〈出来事〉なのか？
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エンターテインメント的にやったことも今ま
であるんですけれども、ちょっともう嫌だな
と思った。そういうのはスペクタクル、見世
物で、それはそれでいいんだけど、きょうは
そういう気分じゃないんですね。だから、ガ
チに哲学的な話をします。そこでは、スタイ
ルが大事なんです。多分、聞いただけではわ
からんと思います。それで文章を用意してき
ました。これに沿ってやりますけれども、心
配しなくても、ネットで公開するので頑張って写さなくても大丈夫です。これがブログな
んですけれどもね。最後の「たぬきのひるね」というのだけ覚えて、これで検索したらす
ぐ出てきます。そこにきょうの晩、アップロードします。だから必死でノートをとる必要
はありません。これからの 25 分ぐらいは、ちょっと休憩と思って、気楽に聞いてくれた
らいいと思います。
　僕の専門の美学芸術学、この美学も芸術学も、聞いただけで、ああ、なるほどってわか
る人は少ないと思うんです。高校の科目にありませんから。どちらも日本語ですから、何
となく意味はわかるような気はするんですけれども、実際のところ、どういうことを研究
しているのかということはそれほど知られてはいないというふうに思います。
　こういう場所で話す機会をいただいたので、きょうはまず、美学と芸術学というのはど
ういう学問かということを、僕なりにちょっと語ってみよう思います。
　美学芸術学というのは、二つの要素がくっついているようにみえますね。デカルトも「難
しいことは分けなさい」と言いましたから、

「美学」と「芸術学」をひとつずつ順番に解
説してみようと思います。
　まず美学。
　美学というのは、「何とかの美学」なんて
日常語でも使いますけれども、学問として何
なのか。あるいは、美学を研究する美学者な
んていうのがいるのか。
　夏目漱石の『吾輩は猫である』、あれを読
んだ人は、あの中に美学者というのが出て来
ますね、「迷亭」という、一番いいかげんなやつですけれどもね。あれにはモデルがいて、
東京大学の、そのころは東京帝国大学ですけれども、初代の美学の教授であった大塚保治
という漱石の友人です。でも、三枚目だから、漱石も大塚自身もモデルだとは認めてない
ですけれども。僕も「美学者」という言葉を初めて知ったのは、中学生ぐらいに読んだ漱
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石のこの小説の中でです。まさか自分がそれになるとは夢にも思いませんでしたけれども。
　美学というのは、英語で「エステティックス」というんですね。「エステティック」と
いうのは日本語にもなっていますけれども、
そこからみんな何を連想するかというと、多
分「エステティックサロン」、美容院でしょう。
美容院には「美」という言葉が入っており、
美学も「美」という言葉がついているから、
何となく「エステティックス」とは美を研究
する学問なのかなという感じがするんですけ
れども、そういうわけでもないんです。「エ
ステティックス」の「s」を取ると、「エステ
ティック」という形容詞になりますが、これ
は「アイステシス」というギリシャ語が語源
なんです。右の言葉がギリシャ語「アイステ
シス」ですけれども、午前中のミャンマーの
文字よりずっと簡単ですよ。基本的にアルフ
ァベットですから、英語とかなり対応してい
ますので、ミャンマーの文字を覚えるよりは
ずっと早く皆さん覚えられると思います。さ
てこの「アイステシス」とはどういう意味か
というと、これは直接感じること。あるいは、無媒介的に、媒介なしに感じること。「直感」
というふうに訳したりします。直感の「感」には気をつけてくださいね。「直観」じゃな
くて、感じるほうの感ですね。こういう訳語を使うときがありますが、要点は、媒介がな
い、無媒介ということなんですね。何かを知るときに、感覚以外のもの、概念とか知識が
間に入っていないと、そういう意味です。
　大事なことは、「エステティック」という言葉には、美という観念は入ってないという
ことなんですね。それを知ってほしいわけです。ヨーロッパの言語でも、英語やフランス
語、ドイツ語でも、同じような言葉を使います。
　だから、美学では誤解を招くので、「感性学」と呼ぼうというような研究者もいます。
ぼくは、どっちでもいいという立場です。ただ、感性学はあんまり耳なれないので、言葉
としておさまりが悪いですね。もし美学の教授と感性学の教授がケンカしたら、感性学の
教授は負けそうな感じがするんですよね。
　明治時代に「エステティックス」のいろんな訳語をつくったんですけれども、最後に「美
学」が残ったんですね。ほかのことでもそうですけれども、最後に残るものが最良だとい
う保証はないんです。特に、言葉に関する限りは、たとえ不正確でも、語呂がよかったり
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すると残るわけです。「美学」も、そういうふうにして残ってきた言葉なんです。
　ともかく、美学が「美」ではなくて感性、つまり、直接感じる人間の能力についての研
究だということは知っておいてほしいと思うんです。
　さて直接感じるというのは一体どういう意味なのでしょう。
　高度な知識に到達するためには、勉強したり、修練することが必要ですね。それは、今
はまだ自分が持っていない概念、知識、そういうものを身につけるということでしょう。
それに対して、何かを直接感じるということは、別に努力しなくても、勉強しなくてもい
いように思えます。花を見て美しいと感じたり、海に沈む夕日を見てセンチメンタルな気
持ちになったりするのは、誰でもそうじゃないかと。こうした経験は直接的にみえるんで
すね。それに対して、同じ自然でも、花壇の中にミミズが出てきたら、ぎゃって言うわけ
です。ところが生物学を勉強して、このミミズも実は土の中で非常に大事な働きをしてい
るんだ、なくてはならない存在なんだということを深く知ると、けなげだなと、かわいい
なという、そういう「直感」が生じませんか。すぐには生じないかもしれませんが。さら
に言うと、私たちは、うんちを臭いとか、汚いとか、即座に直接的に反応しますね。だけ
ど、赤ちゃんはそうは感じないし、動物もそ
うは感じません。
　そういうふうに考えてみると、一体何が直
接的なのかということがわからなくなってく
るでしょう。
　私たちが直接何かを感じているかのように
思っているような経験でも、多くの場合、感
じる前に、それが何かということを知ってい
るわけです。この「何か」というのは、その
対象の概念であって、私たちの経験は概念に媒介されているということなんですね。
　私たちがありのままに知覚している世界、知っている世界というのは、実は、多くの場
合、過去に堆積した無数の概念とか価値観とか条件づけとか学習の結果とか、そういうも
のが表面を覆っているわけです。そういう認識が美学という学問の出発点の一つであるわ
けです。
　つまり知ってほしいのは、直接的感覚というのは、決してそんな簡単なものじゃないよ
ということですね。
　さて美学は広い意味での哲学の一分野なんですが、哲学の世界には、新しいもののほう
がより正確で正しいというような前提はありません。そこは自然科学とちょっと違うとこ
ろだと思います。別の言葉で言うと、哲学の世界には、単純な意味での「進歩」というの
は存在しないんです。
　そうすると、進歩しなくていいのか？みたいに思う人もいるかもしれないけれども、そ
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もそも「進歩」というのは、歴史的にはわりと最近つくられた概念の一つです。えっ！と
いうふうに思う人もいるかもしれませんけれども、それは、私たち近代人が、この 200
年ぐらいの間に、進歩という観念で何でも考えてしまう習慣がついているからなんです。
人類の文明の歴史を見てみると、長い間、私たちは進歩という観念なしに文明を築き上げ
てきたわけですね。
　これも詳しく言うと長くなるので、このあたりで美学は切りあげて、次は、芸術学に行
きしょう。

　芸術が何かということは、誰でも大なり小なり知っているわけです。人によって、何が
芸術かというのは変わりますけれども、芸術という観念が理解できないという人はいない
と思うんですね。ただ、「芸術」という漢字語にひっかかる人が、もしかしたらいるかも
しれない。「アート」だったら受け入れるけど、みたいな。でもこれはまた訳語の問題に
入ってくるので、きょうはやりません。今日はアートと芸術の違いは無視して、事柄の本
質だけを単純化して考えていきます。
　さて、芸術とは何か。人間の世界というのは、因果関係や手段－目的の連鎖のように、
説明可能な、意味の網の目によってできているわけです。私たちはたいていのことを説明
してしまうんですが、それと同時に、説明できないがおもしろいというような経験も持つ
んですね。たとえば話の内容ではなくて、それが話される話され方。あの先生の話は、中
身は全くわからんけれども、話し方はおもろいなんていうのがあるんですね。この話し方
の部分が、最も広い意味における芸術の成分です。言葉のあやとか様式、様式というのは
スタイルということですけれどもね、やり方や作法や優雅さ、こういうものが芸術の成分
と言えます。
　何の役に立つのかわからないけれども、そうしたスタイル自体に大きな価値、美的な価
値、エステティックな価値を感じる、そういうのが芸術的成分と考えていいと思います。
　全てが何かの役に立たなければいけない世界というのは、非常に息苦しい世界なんです
ね。私たちは時々、なぜ、全ての存在に意味がなければならないのか？なんてことを考え
る。これは芸術家の直面する一つの大きな問いなんですけれどもね。なぜ意味がなければ
ならないのか。ただ存在しているというだけではどうしていけないのか。あるいは、何か
の役に立っているとしても、たまたま役にたっているのでは何でいけないのか。私たちは
どうして、いかに有意義に生きるかではなくて、ただ生きるということを中心に、世界観
を組みたてようとしないのか？　こういうふうに考えると、私たちがふだん自然で常識的
だと思っている思考のスタイルが実は、非常に偏狭で不自由なものだということがわかっ
てくる。芸術というのは、そういう経験に触れさせてくれるきっかけであると思うんです。
　芸術というのは、あらゆるものがこういう、因果とか目的性の網の目、つまり意味の網
の目によって結びついているようなシステマティックな世界の外部、外にあるわけですが、
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しかし、外といっても、別に、空間的な外部にあるわけじゃないのです。別な言い方をす
ると、芸術というのは、むしろそういうシステムの「破れ目」というか、さらに言うなら、

「事故」のようなものなんですね。芸術とはそういう出来事であるということです。
　なかなか「 深

ディープウォーター
い 水 」の中に入って来ましたね。英語でそういう表現をすることがあり

ますが、大丈夫ですか？　ぼくと一緒なら溺れませんから大丈夫です。
　芸術経験についてよく「言葉では言い表せない」などと言います。しかし、この言い方
自体は非常に陳腐というか、ありふれています。なぜなら、「言葉では言い表せない」と
いう誰でも言えるような言葉、つまりクリシェ、紋切り型によって、芸術が言葉を超えて
いるということを言い表そうとしているから。この言葉自体はだめなんですが、しかし本
来の意味で、芸術が言語を超えているというのはそのとおりであって、これは「言語道断」
というんです。「言語道断」というのは、これは仏教の言葉で、言語を超えているという
意味なんですね。今の日本語では、普通、けしからんという意味になりますけれども。実
際、けしからん芸術もありますけどね。本来の意味での「言語道断」なものが芸術である
と言えます。
　さて、芸術がもしそういうものだとしたら、芸術学とはいったい何なのかということで
す。学、学問というのは、どんな対象であれ何かよくわからないものを言葉によって、そ
の言葉が普通の言葉であれ、数学の言葉であれ、そういう記号によって説明する、わかる
ようになるということを目指しているのではなかったんでしょうか。言葉に置き換え不可
能なこと、原理的にわからないことを本質とする芸術という存在に対して、学とか、学問
的認識というのは果たして可能なのかということです。
　さて、僕は芸術学者ですから、芸術学という学問は現実に存在しているわけです。じゃ
あ、芸術学が、今述べたような芸術の本来のあり方、存在様態、芸術というものの本質的
なあり方に対して、実際にどういう態度で臨んでいるのでしょうか。私たち芸術学者は、
芸術とどうつき合っているのかというと、いわば「まあそんなにかたいこと言わないで
……」という感じなんですね。何かいいかげんに聞こえるかもしれませんが、いいかげん
というの「良い加減」なんですね。要するに適度な距離をとって見ているわけです。芸術
というのは、この世界の中にあらわれる出来事ですから、そこにはもちろん言葉によって
説明可能な側面も存在しています。作品にまつわる謎を解いたり、作者の意図を推測した
り再構成したり、似たものを集めてグループ化したり、あるいは影響関係とか、年代によ
る変化とか、系統を整理したり、そういうことはできるんです。芸術研究者のやっている
仕事の 9 割はそういう作業です。しかし、そういう作業は楽しく他の学問研究と共通す
る方法論でもあるんですけれども、一方では難病治療をしたり、便利な機械を発明したり、
よりよい社会の仕組みを考えたりすることが学問の意味だとしたら、芸術なんて研究して
何になるのかという問いが、どうしても生まれてくるんですね。何になるのかというのは、
つまり、すぐれた芸術があれば十分じゃないかということですね。芸術はすばらしいけど、
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それを批評したり、研究したりすることは無駄じゃないかと。
　しかし、こういう考え方は間違っている、問題を本気で考えてないと僕は思うわけです。
すぐれた芸術があればいいじゃないかって言うけど、じゃあ、そのすぐれた芸術というの
は何かということなんですね。ある芸術作品が認められ、共有され、すぐれていると言え
るのは、それについて語られてきた言葉の集積の結果なんです。これは、必ずしも学問だ
けじゃないです。批評とか、いろんな言語的な蓄積の結果なんです。だから、作品という
のは、言葉と無関係に存在することはない。「いわく言いがたい」なんて言っても、それ
も言葉なんです。つまり芸術の本質は言葉を超えているけれども、芸術は言語とは不可分
なんです。それがきょう言いたいことの中心なんです。
　芸術の話なのにぼくのスライドは言葉ばっかりなので、ちょっとはイメージも見せろよ
と思ってるでしょ？ ちゃんと用意してきたんです。ただ、時間があと 10 分切ってしま
ったので、駆け足で幾つか見せてゆきます。今まで話したことを頭に置きながら見てくれ
たらいいかな。
　これ、見たことありますかね。2 年ぐらい前かな、インドネシアのスラウェシ島という
ところで発見された洞窟絵画の一部なんですけれども、たぶん手の上から染料を吹き付け
て手形を描いたもので、現在知られている中で、放射性元素の年代測定によって、一番古
いのではないかと言われている、4 万年ぐらい前のものです。なぜこんなものを出してく
るかというと、こういう洞窟絵画のようなも
のを、芸術の起源のように我々は考え始めた
という歴史があるんですね。こうしたものま
で「芸術」と呼び始めたのは古くはないです。
200 年前だったら、誰もこんなもの芸術と
は言いません。こうした芸術観が広がったの
は明らかに、20 世紀の後半以降です。私た
ちはそういうふうに芸術を見るようになった
んです。
　さらにはこれはどうでしょうか。これは
19 世紀の後半に、シュヴァルというフラン
ス人がつくった「パレ・イデアル」、「理想宮」
と呼ばれている建造物です。このシュヴァル
という人はどういう人かというと、アーティ
ストじゃなくて、郵便配達のおじさんなんで
すね。このおじさんが 40 歳も過ぎたあると
き、道を歩いていたら石につまずくわけです。
その石を見てみると、いかにも奇妙な形をし
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ているので、家に持って帰って、それから石にとりつかれるんですね。それで、いろんな
ところから同じような石を持ってきて、それを 33 年間かかって積み上げて、自分の理想
の建造物を自宅の庭につくるんですね。これがシュヴァルの理想宮と言われているもので
す。
　何それ？って思う人もいるでしょう。これはいわゆる「ナイーブアート」とか、今だっ
たら「アウトサイダーアート」とか、そういうふうに分類はできるでしょうけれども、そ
ういった活動というのも、現在の芸術学の対象の中には入ってきているんですね。
　これはわかる？　ゴッホですね。一般にはあんまり有名な作品じゃないですけれども、
美学芸術学や哲学業界では有名な作品なんで
すよ。「農婦の靴」、つまりお百姓のおかみさ
んの履いていたような靴だっていうふうに呼
ばれている、でもタイトルはついてなかった
んですよ。
　これもちょっと言っておかないとあかんの
は、皆さん、芸術作品を見ると、たいていタ
イトルがついているから、タイトルから意味
を探ろうとするでしょう。タイトルというの
は、大抵、作者がつけてないことも多いんですよ。新しいものは作者がつけますけれども、
古い作品にはタイトルがついていません。作品にはタイトルがあるという考え方がなかっ
たからです。何で、じゃあ、我々は作品をあたりまえのようにタイトルで見るようになっ
たかというと、美術館に飾るようになったからです。美術館の壁に飾ると、タイトルを書
かなきゃいけないので、書くんです。だから、タイトルを素直に信用しちゃいけません。
タイトルとは、ただそういうふうに呼ばれているという程度のものです。
　これは「農婦の靴」って呼ばれているんですけれども、これについて、20 世紀ドイツ
のマルティン・ハイデガーという有名な哲学者が、これを論じて有名な『芸術作品の根源』
という本を書いたんです。その議論はややこしいので省略しますが、ようするにそれが「農
婦の靴」であることが重要だった。ところが、その本が出た後、メイヤー・シャピロとい
う美術史の先生が、これを詳細に調べあげて、これは農婦の靴ではないって証明したんで
す。では誰の靴か。これは当時の都会人の履く靴で、たぶんゴッホ自身の靴だと説明した
んです。普通、科学の世界で前提がそもそも間違っていることが証明されたら、それ以後
の議論は価値がなくなるでしょう？　ところが、ハイデガーのこの本は今も読まれ続けて
いるんですね。芸術というのは、それに対して、客観的な意味で解釈が間違っていても、
その解釈に価値がある場合があるんですね。事実として、明らかに誤った前提に立ってい
ても、その批評性の価値は必ずしも損なわれないのです。
　これは何か。ウォルター・デ・マリアというアーティストがつくった、ニューメキシコ
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州の平原に金属のポールをたくさん建てて、
そこに落雷させるという「作品」です。これ
を見に行くのは大変ですよ。ものすごく辺鄙
なところだから、そこに行って泊まらなきゃ
いけないようです。小屋の中に。で、せっか
く行っても落雷が見られるかどうかもわから
ないですよね。オーロラ見に行くよりももっ
と大変かもしれません。
　こういうものを「作品」として 20 世紀の
作家はつくっているんですが、そういうふう
に考えると、これも何だか作品に見えてきま
せんか。これチリのアタカマ砂漠っていう標
高 5000 メートルぐらいのところにある、巨
大なミリ波望遠鏡の施設です。
　つまり、何が言いたいかというと、芸術学
というのは別に、「芸術」と呼ばれている特
定の領域だけを対象としてるんじゃなくて、芸術学の視点をとることによって、我々がや
っているいろんな活動、科学の研究から政治経済、我々の日常生活までも、芸術的観点か
ら見ることは可能だということなんです。そ
ういうことが言いたかったわけです。
　さて、最後にこれはどうでしょう。
　ジョン・ケージという音楽家の作曲したオ
ルガン曲が、今も演奏され続けている教会で
す。「 で き る だ け 遅 く 」、「AS SLOW AS 
POSSIBLE」と題された作品で、2001 年に
演奏がスタートして、終わるのが 2640 年に
なる、世界でいちばん長い演奏です。詳しく
知りたい人はこのウェブに行けば、現在演奏
されている音も聞くことができます。
　最後に、僕は研究だけではなくて美術企画
などの仕事もしているんですけど、現在、末
冨綾子さんという眼の見えない画家のことを
取りあげて、この人の公開制作と連続トーク
の企画を、2017 年、今年、来月 4 月 20 日
から 30 日まで、京都芸術センターで行いま
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す。このスライドは彼女が最近制作したレリーフで、山口県宇部市のときわ公園に設置さ
れているものですね。もしこの期間に京都に来る人はぜひ訪ねてくれたら。それでは、ぼ
くの話はこれでおしまいにします。
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