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【要約】現代アートにおいては，受容者が作品に美もしくは価値を見出す過程も作品を構成する重要な

要素である．本研究では，作品の価値を記述した「レビュー（review）」とレビュー記述者である「レ
ビュアー」の教育を含めたレビュー環境の提案を行う． 
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1．はじめに	 
現代アートにおいては，受容（鑑賞）者が作品に価値を見出す過程も作品を構成する重要な要素であ

る．三木（2009）は以下のようにと述べている．	 
 
‐実験的で難解な今日の芸術は，かつての芸術が持っていたような有無をいわさぬ説得力を失い，

同時代の人々の経験を一つに束ねる力にはなりえなくなった． 
 
現代アートは広く社会的で共有されるような「わかりやすさ」のパラダイムから外れているのである．

本研究では，現代アートの価値を記述したメタデータを「レビュー（review）」と定義し，レビューの
作成者（以降レビュアーという）の教育を通じた新しい現代アート環境を構築することを目指す． 
従来，（美術）評論・批評は，主に美学，美術史，音楽史，文学史など隣接分野の研究者，専門家が

担ってきた．美術に限らず，評論・批評の多くは，それ自体が文学性や作品性をはらみ，必ずしも「作

品の価値づけ」に特化したものではなかった．ここで提案するレビューという概念は，美術評論や美術

批評とは若干異なる．本研究が提案するレビューとは，作品の受容者が作品を価値づけたメタデータで

ある．作品それ自体の周知や評価の広がりとは別に，作品についての価値づけが知識として，共有・参

照され，作品と相補的もしくは知識共創的な関係として作品の一部となる． 
本研究では，美術作品そのものをデータと考える．作品はそれ自体で様々な情報を含んでいるが，そ

れを読みとるのは鑑賞者である．その作品に説明を加えるものが，メタデータである． 
メタデータには様々な層がある．例えば展覧会の絵画の場合，何という作品名で，誰によっていつに

描かれ，どのような画材が用いられ，大きさが縦横どれくらいあるのか，ということは基本的な層のメ

タデータである．それが売品の場合は価格が，既に誰かに所蔵されているものなら所蔵者が表示される．

作者自身もしくは展示者によって解説が加えられることもあるだろう．そうした解説もまた，基本的な

データの層に重ねられるメタデータである．展覧会を訪れた鑑賞者は，作品（データ）と，同時に表示

されたメタデータを総合して作品に批評を加える．産出されたレビューは，インターネットなどを通じ

て短期間に共有され，その評価が行われる．それはイノベーションの普及過程曲線と似たものとなるこ

とが仮定できよう． 
本研究で提案するレビューという概念が現代アートを取り巻く環境にもたらすだろう可能性につい

て，以下の 5つの視点から考察したい． 
（1）メディアの変化とレビュー様式の変化 
（2）レビューの新しい可能性 
（3）アーティスト輩出システムの変化 
（4）創作と価値づけの共進化 
（5）レビュー行為の共創性 
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2．メディアの変化とレビュー様式の変化	 
一般的に，美術批評は美術作品の価値を判断し，それを通して人間の創造活動の本質を明らかにしよ

うとする営み」であるとされる．ただし，この定義は必ずしも包括的なものではない．川田（1989）に
よると，「今日的な美術批評は 18 世紀のフランスアカデミーの会員を中心にルーブル宮の一室で始ま
った展覧会『サロン』展についてのディドロの批評にさかのぼる」といわれる．この時期のフランスで

は個展や公募展が頻繁に開催されていた．当時台頭してきた新聞や雑誌といったマスメディアは，個展

や公募展の美術批評をこぞって掲載した．このように，マスメディアもしくはメディア環境と美術評論，

批評の関係は密接なものである．ITC が社会に大きな影響を与えるようになって久しいが，このような
大きなメディア環境の変化の中にあって，現代アートのレビューのあり方がそれほど大きく改変される

ような影響を受けていない．メディア環境の変化の中で，本来美術評論，批評のあり方も変化するのが

必然であるといえよう．  
 

3．レビューの新しい可能性	 
作品と受容者の価値づけを明示的に分離し，その上で作品と価値づけを関連付ける形式をとった評

論・批評は，多種多様な思想や様式が混在する現代アートにおいて大きな可能性を持っている． 
美術批評家のロジャー・フライは，「フォーマリズム」と呼ばれる批評のメソッドを提案した．「フ

ォーム（形式）」と「客観性」を核とするフライの批評は，それまでの伝記を中心とした批評や文学的

な印象批評とは一線を画したものだった．フライは，セザンヌを英国において初めて本格的に紹介した

美術批評家であり，セザンヌの他，マティス，ゴーギャン，ピカソなど，同時期に現れた芸術家群を「ポ

スト印象派」と名付けたことでも知られている．これらポスト印象派と総称された画家たちは各人多様

な理念と作風があったため，彼らの作品を一つのグループもしくは流れとして理解するためには，異質

なものを水平に並べて評価できる「ある種の基準」が必要だった（要，2005）．今日においても，共時
的に生きる現代アーティストたちの作品は，「現代アート」という名の下に，多種多様な理念と作風を

持つ作家が一括りにされている．その一方で，現代アート界の中では細分化と専門化が進んでいる．特に

現代アートは，その価値の理解と共有が困難である．現代アート作品に対し，多様な分野の専門家もしくは

非専門家が協働して検討し，価値付けを行うためには，フライが提案したように，一定のフォーム（形式）

が必要であるという考え方は今日的にも通用するだろう．しかし，フライ自身も彼が提案したようなフォ

ームと客観性に依拠した批評文は残していない．さらに，彼の提案を展開する試みも彼自身では行われ

なかった．そして，現在においてもそのような美術批評のメソッドが確立されているわけではない． 
ここで，フライのフォーマリズムと本研究で提案するレビューの違いを明らかにしておく．フライは，

「公平無私に作品の内的な情報だけを記述しようとし，そして作品の背景となる思想や，物語といった

主題・内容よりも，画面上の構築物に目を向けた」（要，2006）．つまり，フライのフォーマリズムは，
作品の背景の情報を切り落とすことによってより客観的な作品のみの評価を行うというものであった．

それに対し，本研究で提案する知識構築法は，作品の主題など背景となる様々な情報をも包含し，客観

と主観を明確に分け，他者と共有しやすい形で整理することを意図している．このことによって，レビ

ュアーによって記されたレビューもまた，メタデータとして作品の構成要素となり，参照しやすい形で

後世に伝えられていく．ハイコンテクスト，つまり豊富な背景知識がないと理解できないとされる現代

アートの理解と共有を促進するためには，知識構築法が有効であると考える． 
本研究では，レビュー執筆者（レビュアー）の養成およびレビュー記述方式に知識構築法（Knowledge 

Building Method: KBM）の視点を参考とした．KBMでは，メタ認知による思考を，タグを付与し記述す
る．タグの構造は，執筆者の思考過程の中で逐次構造変換・編集することができる．この機能を用いる

ことで，現代アートを解釈する多様な視点・概念をレビューに取り込み，記述することができる． 
本研究では，現代アートのレビューという探索的な思索の過程を記載するフォーマットを作成し，そ

のフォーマットに基づいたレビュアー教育の方策の提案を行う． 
ただし，レビューの記法を定めることやレビュアーの教育を通じてレビューの思考方法を規定するこ

とによって，「型に嵌った思考になるのではないか」「創造・創作を妨げるのではないか」，すなわち，

レビュアーの自由な思考や解釈が阻害されるのではないかという議論もあるかもしれない．確かに，美

術批評にはそれ自体が文学作品として成立しているものもある．構成を予め決めるということで，文学

的な表現は制約を受けるであろう．個人の主観に基づき，読者の感性に訴えかける文学作品としてのレ

ビューの存在も，もちろん重要である． 
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しかし本研究では，批評を一定の形式のレビューとして書き表す方法を教育することによって，2 つ
の効果を期待する． 

1 つ目は，レビュアーに対する思考の支援である．本研究は，視点を転換することを支援する思考支
援研究の 1 つである（図 1）．視点の転換を是とする理由は，より多様な角度からのレビュー生成を促
すためである．美術作品を鑑賞した時に鑑賞者の内部に生じた「感想」を，知識構築法というメソッド

に則って鑑賞者自身が再検討することによって自己内での対話が生まれ，思考が深まると共に様々な角

度からの検討が加えられる．知識構築法による視点の転換は，鑑賞者の直感に基づくオリジナリティを

損なうものではなく，直感からより思考を深め，広げるための支援なのである． 
2 つ目は，レビューの共有の支援である．レビューを一定の形式で共有することにより，レビューの

読者にレビュアーの意図する内容を正確に伝えることができる．レビューの上に重なるレビューの生成

を促すことになる．一定の形式に沿った形で文書を作成し，共有するということは研究論文とも共通す

る．研究論文の場合も，形式の存在は著者の思考を促し，読者による参照を容易にするものであり，論

文自体のオリジナリティを阻害するものではない．他者に参照しやすくすることにより，元の論文を下

敷きに更に論文が生成されるという点も，今回提案するレビュアー教育と共通する．知識構築法は他の

分野の文書構築教育にも活用できる．分野ごとの構成や扱うエビデンス，リーズンの共通性と差異を意

識して議論をすることで，より知識の共創が活性化されるものと考える． 
 

 
図 1：内的な探索の支援を意図した KBM 

 
伊藤（2009）は，学習方略としての言語化の効果について，教える側の学習効果に着目した Tutoring, 

自己説明，協調学習の学習メカニズムを統合した言語化による学習の目標達成モデルを提案している． 
学習方略としての言語化の目標達成モデルは，3 つのプロセス，「知識陳述」「認知的葛藤」「知識

構築」からなると指摘している．知識陳述サイクルは自らの知識を外化する言語化目標を達成するため
に内的な活動を繰り返すサイクルである．認知的葛藤は，言語化の成果物を他者とのインタラクション
を通じて吟味するなかで葛藤状態（メンタルモデルのずれの認知，他者との違いの認知，誤りの認知な
ど）に直面し，その葛藤状態の解消を目標とした知識構築サイクルへとつなげるプロセスである． 
知識構築サイクルでの言語化目標は葛藤の解消であり，知識陳述サイクルの自分の考えを外化すると

いう言語化目標とは質的に異なっている． 
	 この学習方略としての言語化の目標達成モデルを基にして，池田らは知識構築法（Knowledge Building 
Method）としてリフレクティブな教育方法論として展開した（藤井ら，2010）（崔ら，2011)． 
本研究では，知識構築法の言語化を通じた目標達成モデルの枠組みを基に，現代アートのレビューを

「事実」「価値」「主張」という構成で記載することを提案する．	 

アート評論（批評）には長い歴史があり，その理論・枠組みの蓄積がある．そのため，リーズンをど

のように記載していくべきかが重要な問題であるとともに，既出の批評理論・枠組みを活用するのみな

らず，自らが思考することを通じて，新たな価値観を創出することも重要である．リーズンの記載のタ

グをレビュアーが構築していくことを可能とすることで，思考の枠組みを常に変容させ，視点を転換す

ることを促す思考支援を実現する．その点でいえば，池田らの知識構築法が複数の思考（自己内思考，

他者思考）を前提としているのに対して，レビュー教育においては他者性を必ずしも要求しないという

ことで異なる．レビュー作成はあくまで内的な行為に依拠するものであり，自己内での探索的な行為を

支援するものである．	 
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さらに，レビューにおいては客観と主観の区分を明示的に行うため，記法としてもその区分を明示化

するとともに，レビュー行為そのもの，レビュアー教育自体がプロセスとして重要となる．レビューと

いった場合，電化製品，自動車や飲食店のレビューが一般的に連想されるだろう．現代アートのレビュ

ーはこれらのレビューとは質的に異なる．電化製品や自動車のように，より客観的な情報（スペックや

使用感）が現代アートにあるわけではない．現代アートのレビューはあくまでレビュアーの「主観」に

フォーカスしなければならない．飲食店のレビューは味覚や感性といったレビュアーの主観がより重き

をなす．しかし，味覚や感性は人間として共有される一定の部分があり，記述された主観の客観的な検

討が厳密にされる必要はないだろう．レビュアーの主観があくまで主観のまま，客観的に説明されてい

ないとしても，飲食店のレビューが毀損されることはない．しかし，現代アートの鑑賞においては，も

はや人間として共有される一定の部分もないことがある．いわば厳密に定義されたコンテクストを理解

し，そのコンテクストを踏まえた上で，レビュアーの主観を客観的に検討し，コンテクストとして提示

することが現代アートのレビューには求められるのである． 
その意味で，現代アートのレビューは眼前の事象を一定の規則で分節化し，それを記述するといった

作法が必要となり，このような規則を理解したレビュアーが作成したレビューが他者から参照される作

品のデータとなるのである． 
 

4．近代日本のアーティスト輩出システムの変化	 
近代以降の日本におけるアーティスト輩出ルートは 2 つに大別できる．1 つは団体展システムで，も

う一つは師弟システムである．団体展システムは，公募展覧会などで評価されることによってアーティ

ストとして社会的（業界的）認証を得ていくものである．師弟システムは，工房や研究室の師弟関係の

中において一定の要件を満たした者を工房や研究室の認証を通じてアーティストとして独り立ちして

いくものである．この 2 つのアーティスト輩出システムは，1990 年代以降，衰退の一途を辿っている．
近年の若手アーティストにおいては，団体展／師弟システムを経て業界にエントリーしてきた者は少数

派となっている．アーティスト輩出システムのこのような変化は，現代アート（アーティスト）の評論・

批評システムにも大きな影響を与えることになった．それは，団体展システムと師弟システムでは，ア

ーティストの輩出主体であり，同時に評価主体であった大学等のアカデミアが緊密な関係にあった．い

わば，新出アーティストの輩出システムに評価システムが有機的に関連付けられて構築されていたとい

える．そこでは，アーティストと作品の評価指針をアカデミアが提供するとともに，その評価指針に適

合する人材の育成を行ってきたのである． 
これら伝統的輩出ルートに代わり，現在，新出アーティストのほとんどはフリー・エージェント制（独

立型）で業界にエントリーしている．彼らは作品発表の場や販売の場を自ら探し求めているのである．

このような新出アーティスト輩出システムの変化の中にあって，フリー・エージェント制に対応した環

境が十分に整備されているとはいえない． 
何よりも発表や販売の場を提供する画廊（ギャラリー）を「企画画廊」という．企画画廊はアーティ

スト，作品のプロモーション・販売業務を行うが，企画画廊の質・量はとも不足しているのである．企

画画廊は 1990 年代から台頭してきたが，毎年約数千人を超えるといわれる，美術系大学，短大，専門
学校の卒業生を受容する商業的受け皿としてはまだ不足している．さらに，新出アーティストは必ずし

も「美術系学校」からのみ輩出されるわけではないため，実際にはさらに不足感は強いといえよう． 
このようにアーティスト輩出システムのフリー・エージェント化によって，アカデミアによるアーテ

ィスト輩出システム評価システムの緊密構造も弱体化し，現代アートの評価はある意味，新しいパラダ

イムを求めているといえる． 
 
5．創作と価値づけの共進化	 
村上（2006）によれば，現代アートには「ハイコンテクストかつローインパクト」な作品も多いとい
う．ここでいう「インパクト」とは，作品のオーラ，誰もがわかる美しさ，つくりこみのすごさという

ことができるだろう．ベンヤミンは「アウラ」を「空間と時間から織りなされた不可思議な織物」で「ど

れほど近くにあれ，遠さが一回的に現われているもの」と定義し，複製できない芸術作品を議論した．

村上の言を受ければ，現代アートは，文脈に同調することを求める傾向にあり，同時に誰もが分かる美

しさや複製できないようなつくりこみを求めない傾向がある． 
さらに，アート表現の形式・手段の多様化も加わり，作品それ自体で評価が決定できないものも多く
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なっている．作品それ自体が明示的な価値づけを促しにくく，作品の受容者の受容・評価（観賞）の参

照となる，明示的な「作品（対象）」と「レビュー（価値づけ）」のカップリングが求められていると

いえよう．しかしながら，世界的に見れば，概して日本のアーティストの作品はハイインパクトである

と評価されている．その意味で，日本の現代アートは村上の言ほどは「ローインパクト」ではないとい

えよう．比較的高いインパクト性は日本の現代アートの特質であり，それが海外からの日本の現代アー

トに対する高い評価の原因であるともいえよう．細やかなつくり込みの美しさが評価されているのは，

必ずしも現代アートの評価・批評の質向上にとっては好ましいとはいえない．「ローインパクト」な作

品をいかに評価し，どのように価値づけるべきかという評論・批評能力は，比較的高いインパクト性を

持つ場合には，それほど厳密な論理的展開を求められないだろう．このように考えるならば，日本の現

代アートシーンは新たな価値づけを創出する努力を意図的に行う必要があるのだ（図 2）． 
日本がアートという，グローバルに広がる創造活動の領域において，一定の地位を保持していくため

には，ただよりよい「制作」をつづけるのみならず，それを「評価」「価値づけ（価値を見出す）」と

いう，別の「創造活動」を強化していくことが不可欠である．アーティストの創造活動は価値づけによ

って経済活動に連関され，その経済活動からアーティストはその報酬を得る．良質な創造活動には適切

な報酬が保証されるべきであり，そのためにも創造活動と経済活動を連関させる価値づけ活動が「創造

的」でなければならないのである． 
 

 

 
 

図 2：創造活動と価値づけ活動，経済活動の連関 
 
6．レビュー行為の共創性	 
レビュー行為は 2つの意味で知識共創性を孕んでいる．第一には，レビューは作品との相補的な関係

にあり，作品もしくはアーティストとレビューもしくはレビュアーとの間で共創される知識なのである．

第二に，あるレビューはある個人が見出した価値を記述したものに過ぎず，受容者の数だけ価値のバリ

エーションは存在する．ゆえに，レビュー間，レビュアー間の参照や影響は知識共創的に広がりを持つ

ものとなる． 
小林（1964）は，批評行為を「学問の援用」という表現を使い，机上の空論では「死んでしまう」と

述べた．批評行為は常に「生きた教養」としてあるべきだとしている． 
 
‐批評は，非難でも主張でもないが，また決して学問でも研究でもないだろう．それはむしろ生活

的教養に属するものだ．学問の援用を必要とはしているが，悪く援用すればたちまち死んでしまう．

そのような生きた教養に属するものだ．従って，それは，いつも，人間の現に生きている個性的な

印しをつかみ，これとの直接的な取引に関する一種の発言を基盤としている．そういう風に，批評

そのものと呼んでいいような，批評の純粋な形式というものを，心に描いてみるのは大事な事であ

る．これは観念論ではない．批評家各自が，自分のうちに，批評の具体的な動機を探し求め，これ

を明瞭化しようと努力するという，その事にほかならないからだ．（小林，1964） 
 
さらに，三木（2009）は下記のように述べ，「自己の直接的な経験の限度を超えた外側にある他者の

思いに感応」することの重要性を指摘している． 

＜報酬＞	 

＜リリース＞ 	 	 	 ＜評価情報

＞	 

＜プロモーション＞＜販売＞	 
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‐多様化し複雑化する現代社会のなかで，自己の直接的な経験の限度を超え，その外側にある他者

の思いに感応し，それを自己の内部に深く刻み込むことは，ますます重要になっている． 
 
このような感応こそがレビュアーの経験であり，生み出されたレビューは作品との相補的な関係におか

れる． 
さらに，作成されたレビューはレビューを共有する環境において，参照されることで知識の普及に類

似した現象を示すことになると想定される．図 3にレビューの普及過程の曲線を仮説する．これは Rogers
（1983）が提唱した S字曲線（S-curve）モデルをレビューの普及過程に応用し，仮説したものである．Rogers
の S字曲線はイノベーションの普及過程を表しているものであるが，新たに提出されたレビューは，イ
ノベーションと同じように捉えることができるだろう． 
 

 
図 3：レビューの普及過程曲線	 

 
批評には，個人が頭の中で考えたことも，それを口から発した言葉も，書き表したものも含まれる．

また，書き表した批評を公開するメディアも様々である．それらの批評もまた，メタデータである．そ

の後の鑑賞者は，公開された批評というメタデータ込みで作品を鑑賞し，さらに批評を加えていく． 
メタデータは時を経るごとに何層にも形成され，作品の価値を変化させる．例えば，影響力のある人物

によって加えられた批評によって，歴史上の作品の評価が大きく変わることもある．作品に美もしくは

価値を見出す過程も作品を構成する重要な要素であり，鑑賞者も含めて美術作品の創造に参加している

のである． 
 
7．まとめ―知識科学的な展開へ	 
以上，レビューおよびレビュアー教育を取り巻く状況について考察してきた．簡単にまとめると，現

代アートのレビューは作品との相補関係にあり，現代アートにとって欠くことができない要素である．

また現代アート作品という評価，特に経済的評価が定まっていない知識をアーティストの創作活動から

経済活動へとリンクさせる機能をレビュー活動が担っており，レビュー活動の質こそが，現代アートの

パラダイムの趨勢を決定するのである．さらに，レビューという知識は流通・参照を経て，普及現象と

してとらえることが可能であり，新しい知識流通の現象となることが想定される．そして，ハイコンテ

クストを理解した上でなければレビューを作成できない現代アートの特性から，レビュアー教育もレビ

ュー活動に内包されるプロセスである． 
これらを総合すると，レビュー活動は知識創造もしくは知識共創の活動であるといえる．本研究の意

義は，現代アートのレビューおよびレビュアー教育を含めた環境を，知識科学の対象とすることにある．

レビューという知識の介在によって，現代アート作品という知識が流通し，その流通によって知識創造

のサイクルが作動し続けるのである．また，レビューの産出，レビューと作品，レビュアー，とアーテ

ィスト，ギャラリストといった関連アクターとの関係も知識共創の枠組みで捉え直すことができる． 
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