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なにをどのように問うのか？

“写真は透明である”

透明性テーゼを理論的に評価する

ウォルトン理論を整備し直す



なにをどのように問うのか？
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そもそも写真哲学とはなんなのか（100%私見） 
基本的には写真の「特異性」を記述したい。 
‣ とりわけ、しかじかの性質を持つ写真というメディアは、しかじかの性質を持たない絵画というメディ
アとは、質的に断絶していることを主張したい。 

‣ これは少なからず、メディウム・スペシフィシティの発想を前提とした探求である：非本質的な要素を削
ぎ落とした先に、各メディアの純粋な本性が得られる、という発想。本発表も多かれ少なかれ、これを
受け入れている。＞＞＞「ポスト・メディウム的状況」云々については保留。 

「写真に特異性やら本性はない」という言説に絡まれがち。 
‣ なんらかの根拠があり、実践や直観を説明しうる一説として提示されるぶんには歓迎。 
‣ ちゃぶ台返し的なアンチ本質主義はお断り。 

アジテーション的な「エッセイ」を書くことではなく、「理論」の構築を志向すべし。 
‣ 「仮面」「亡霊」「冒険」「光」「鏡」「悪魔払い」云々といった比喩はなければないほうがいい。 
‣ 理論とは、ある抽象的な問いに対し、特定の立場を支持する諸説である。
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写真はなぜ描写の哲学にとって問題となるのか 
狭義の描写の哲学＝画像の意味論：画像が、いかなる原理に基づいていかなる意味内容を持つのか（記号
作用・表象作用のしくみ）を明らかにする。 

‣ 言語的な問題に落とし込む：特定の絵画Xに関して、「ナポレオンの画像である（X is a picture of 
Napoleon）」「ナポレオンを描いている（X depicts Napoleon）」と記述することは正しく、「ヒ
トラーの画像である」「ヒトラーを描いている」と記述することは誤っているように思われる。こ
のような正誤はなにに由来するのか。 

リチャード・ウォルハイム「うちに見る（seeing-in）」説（cf. Wollheim 1980）： 
‣ 画像が描写するのは、観者がその画像表面のうちに見て取ることのできる内容であり、かつ、画像
作者の意図した内容である。（「XはOを描写する」⇔「1)OはXの可能なseeing-in内容に含まれて
いる」∧「2)Oのseeing-inはXの作者によって意図されている」） 

‣ 「¬(1)そもそもどう見てもナポレオンには見えない」∨「¬(2)ナポレオンを見て取ることは作者に
よって意図されていない」⇒ナポレオンは描写されていない。 

＞＞＞写真画像に関しては、どうもこの限りではないように思われる。
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Jacques-Louis David,  
Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard, 1801.

Leonardo da Vinci,  
Portrait of a Man in Red Chalk, 1512. 朱元璋（洪武帝）の肖像画

ナポレオンを描写する ダヴィンチを描写する 朱元璋を描写する



フランツ・カフカ シャルル・ボードレール アルベルト・アインシュタイン 毛沢東

カフカを描写する ボードレールを描写する アインシュタインを描写する 毛沢東を描写する



分析美学の写真論はなにをどのように論じているのか 
写真の（分析的な）哲学は、比較的最近、1980年代初頭になって登場した。以来、写真に関する哲学的な理論
化は、以下三つの問いが中心を占めてきた。 
(1)写真は透明か？　すなわち、写真（および映画やテレビのような関連する写真的メディア）を見ること
は、撮影された事物を間接的に見る手段だと言えるのか？ 

(2)写真の美的価値に対する懐疑論にどう答えるべきか？ 
(3)写真に特有な認識論的価値はなにに由来するのか？ 

より近年では、以下のような別の問題群も注目されている。 
(4)写真を位置づけるための正確な存在論的カテゴリーはなにか？ 
(5)写真に特有な情動的力はなにに由来するのか？ 
(6)デジタル写真は(1)から(5)の問いに対する既存の答えに、どのように挑戦しているのか？ 

これらの問いに答えるなかで哲学者たちは、絵画的経験と描写の理論、虚構性、正しさの規準と解釈の規範一
般、美的価値、芸術家の意図といった美学における関連研究を活用してきた。しかし、写真哲学に関心を持つ哲
学者たちは、行為の哲学における諸問題、心的内容に関する情報理論、センスデータと間接知覚の可能性、知覚
の必要条件、因果の本性といった問題にも関心を持っている。（PhilPapersの概要より） 8



本発表の構成（修論の章立てに対応） 
［PART1］ケンダル・ウォルトン「透明な画像」（1984）および周辺の議論を紹介。 
‣ 分析写真論にとって出発点となる最重要論文である。 
‣ 前述の(1)透明性と(5)情動的力に答えており、(3)認識論的価値にも答えうると期待されている。 
‣ めちゃめちゃ反論されているが、(1)に限って言えばおおむねウォルトンに分があることを示す。 

［PART2］透明性理論に関する個人的な評価を述べる。 
‣ 本発表の主張によれば、(1)透明性が成り立つとしても、写真の(3)認識論的価値および(5)情動的力には
答えられない。 

‣ そうしようと思えば、(3)(5)については(1)透明性に訴える手前で十分答えられる。 
［PART3］内容の複層性という観点からウォルトン理論全体を整理し直す。 
‣ ところで、(2)芸術的価値に関して、ウォルトンは懐疑的な立場として括られがち。 
‣ しかし、実は強い本質主義ではなく、「穏当かつ妥当な立場」であると主張する。 
‣ このような立場として整理されたウォルトン理論は、(2)芸術的価値の問題や(6)デジタルの問題に対し
て無理なく応答できる。
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なにをどのように問うのか？

“写真は透明である”

透明性テーゼを理論的に評価する

ウォルトン理論を整備し直す



“写真は透明である”
パート1



ケンダル・ウォルトン「透明な画像」(1984) 
(1)写真は、鏡や望遠鏡や眼鏡と同じく、透明（transparent）である。 
‣ 写真を通してカフカを見ることは「文字通りカフカを見ること」である。 

(2)絵画など手製の画像（hand-made picture）は、透明ではない。 
‣ 手製の画像を用いてナポレオンを見ることは「文字通りナポレオンを見ること」ではない。 
‣ 手製の画像を用いてナポレオンを見ることは「虚構的にナポレオンを見ること」である。 

(3)写真が透明であることは、写真的リアリズムの本性を説明する。 
‣ われわれは実践として、恋人の写真を持ち歩いたり、亡くなった人の遺影に写真を用いている。このよ
うな実践は、おそらく、最大限鮮明に描かれた絵画であっても代替不可能であるように思われる。 

‣ 写真を通してOを見る経験には、しばしば即時的（immediate）で、親密（intimate）で、近しい
（close）ような情動的経験が含まれる。このような経験は手製の画像を用いてOを見る場合にはほとん
ど含まれない。

肉眼で見る　　　鏡などを通して見る　　　写真を通して見る　　　絵画を用いて見る　　　想像する
ここに断絶がある！
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反論と応答 - ROUND1（Walton 1984） 
過去を見れるのはおかしい。 
‣ おかしくない。爆発しすでに消滅した天体など、われわれは普段から過去を見ている。 

『魔人ドラキュラ』を通して文字通りドラキュラを見ている、というのはおかしい。 
‣ 写真（映画）が写真として持つ内容と、写真が画像として持つ内容を混同している。（重要！後述） 
‣ 写真を通して見られているのは役者のベラ・ルゴシであり、こちらは文字通り見られている。 

白黒であったり静止していたり、写真を通した見えは肉眼での見えと異なる。同じ括りなのはおかしい。 
‣ おかしくない。水中で対象を見ると歪んで見えたり、眼鏡をかけて対象を見ると鮮明に見えたりする
が、いずれも「文字通り、実際に見ている」ことを否定する理由にはならない。 

‣ 知覚のモード（modes of perception）はいろいろある。そもそも見え方が変わらないのであれば、鏡や
望遠鏡や眼鏡や写真といった視覚の補助（aids to vision）を用いる意義がない。 

‣ また、白黒や静止といった点において「写真は不正確である」という反論も倒せる。ふつうの視知覚も
しばしば不正確であるが、文字通り見ていない理由にはならない。透明性は正確性の問題ではない。
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なぜ写真は「透明」だと言えるのか（Walton 1984） 
正確性の問題でないとすれば、なにが写真を「透明」にしているのか。 
ウォルトンはアンドレ・バザン「写真映像の存在論」（1945）にならい、因果理論にコミットしている。 
すなわち、「文字通り対象Oを見る」⇒「純粋に機械的な仕方でOと因果的に結びついた視覚経験を持つ」。 
自動性条件｜自然的な反事実的依存関係： 
‣ 撮影される被写体が別の見た目であれば、必然的にそれに従い、写真も別の見た目になる。 
‣ 絵画もまた反事実的依存関係を持ちうるが、ここには画家の信念が介在しているという意味で、志向的
（intentional）な依存関係である。画家が変化に気づいていなければ絵画は変化しない。 

構造対応条件｜世界における類似構造との対応： 
‣ 現実世界において類似しているペアは、写真において見間違えやすいペアとして反映される。家の写真と
小屋の写真が見間違えやすいのは、現実において家と小屋が似ているから。 

‣ これに対し、「目の前の風景に基づいて文字データを生成する機械」があったとしても、そのアウトプッ
トの見間違えやすさは世界における類似構造と対応していない。文字としてのhouseとhorseは見間違え
やすいが、現実の家と馬は似ていない。
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反論と応答 - ROUND2（Walton 1984） 
写真を通して見られるOは、撮影者の信念によって脚色されているので、信念独立ではない。 
‣ 問題ない。人の信念によって見え方が左右されるのは、ごくありふれた現象である。 
‣ 電気をつけたり消したり、煙で目潰しをしたり、メガネや鏡や望遠鏡を使わせたり、人為はいたるとこ
ろに介入しうるが、いずれも見る人が文字通り見ることを妨げる理由にはならない。 

写真は言語と同じような記号であり、慣習的に解読されるに過ぎない。（cf. Goodman 1976） 
‣ 問題ない。慣習的に読み解かれる記号であるかどうかは、透明であるかどうかと独立している。 
‣ 鏡だって慣習的に読み解かれる側面を持つが、透明である。

透明性は程度の問題？ 
ウォルトンは透明性に関して、程度問題であると認めている。 
白黒写真は形状に関して透明だが、色に関しては透明ではない。また、人為的に操作された加工写真などは、
透明な部分（そのまま使われている部分）と、不透明な部分（加工されている部分）を含む。
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透明性テーゼに反論する 
透明性テーゼは、以下のように論証している。 
1) 自動性条件∧構造対応条件は、真正な見ること（seeing）の十分条件である。 
2) 写真を通して被写体を見ることは、自動性条件∧構造対応条件を満たす。 
3) 写真を通して被写体を見ることは、真正な見ることである。 
4) 手製の画像や自動生成された文字列を見ることは、自動性条件∨構造対応条件を満たさない。 
5) 手製の画像や自動生成された文字列を見ることは、真正な見ることではない。 

透明性テーゼに対する反論は、いくつかのパターンに分類できる。 
(A)「見ること」の定義が不適切である：¬1)自動性条件∧構造対応条件は真正な見ることの十分条件ではな
い。また追加の条件を、写真を通して見ることは満たさない。ゆえに¬3)真正な見ることではない。 

(B)「写真を通して見ること」の定義が不適切である：¬2)写真を通して見ることは、自動性条件あるいは構
造対応条件を満たさない。ゆえに¬3)真正な見ることではない。 

(C)「絵画を用いて見ること」の定義が不適切である：¬4)手製の画像を見ることも自動性条件を満たす。よ
って、¬5)絵画を通して描写対象を見ることもまた真正な見ることである。（cf. Lopes 1996）
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反論と応答 - ROUND3 
反論(A)「見ること」の定義が不適切であるを検討する。 
• Dretske (1984)：真正な見ることは、対象についての情報がメディウムや装置についての情報に埋め込
まれていないことを必要条件としており、写真を通して見ることはこれを満たさない。 

• Martin (1986)：地震計、声紋、湿度計、足跡、煙、クレーターなど、いずれも自動性条件∧構造対応条
件を満たすが、それを通してなにかを見れるとは思われない。 

• Warburton（1988）：真正な見ることは「同時性」「変化の反映」「尺の一致」といった条件を満たし
ており、写真を通して見ることはいずれも満たしていない。 

• Cohen & Meskin（2004）：真正な見ることは、空間的位置に関する自己中心的な情報（egocentric 
information）の伝達を必要条件としており、写真を通して見ることはこれを満たさない。 

‣ Walton (2008)による応答：「肉眼で見ること」と「写真を通して見ること」を含み、「絵画を用いて見る
こと」を排除するような自然種は「真正な見ること」だと言ったが、あれはやっぱりオープンでいい。そう
いう自然種さえあるなら、たとえ真正な知覚でなくとも、写真的リアリズムの本性を説明できる。 

‣ ウォルトンによる応答に対するセンの評価：妙に弱腰だが、それはそれでいっか。
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なにをどのように問うのか？

“写真は透明である”

透明性テーゼを理論的に評価する

ウォルトン理論を整備し直す



透明性テーゼを理論的に評価する
パート2



透明性テーゼに関して私のとる立場 
(1)「写真は透明である」という論理的主張に関しては、ひとまずウォルトンに分があると認める。 
‣ 反論者はしばしば概念分析を通して条件の追加を試みるが、ウォルトンの意図は理論構築にあり、直観
や実践との齟齬はさしあたり問題にならない。＞＞＞概念分析的に相手取ってはいけない！ 

(2)反論(C)に関連して、「絵画は不透明である」という論理的主張に関してはオープン。 
‣ Walton (2008)においては「副次的な主張でしかない」と述べられている。 
‣ Lopes (1996)はかなり気合を入れて「絵画もまた透明である」ことを論証している。あまりこちらを敵
には回したくない。 

(3)「写真は透明である」という事実が、写真的リアリズムの本性を説明するというウォルトンの見解には反
対。写真は透明だが、透明であることは写真の現象学的特権の説明として不適切である。 
‣ また、関連して写真の認識論的価値（信用に足る情報を提供する価値）についても、透明性は不適切だ
と考える。こちらはウォルトンも認めているので割愛。 

現象学的価値に対する説明力から透明性テーゼが理論的に支持されるのだとすれば、その説明にとって不適切
である限り、「写真は透明である」と考えるべきメリットがなくなる、と評価する。
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スーパーリアリズム絵画の問題
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スーパーリアリズム絵画の問題 
以下、写真が典型的に与えると主張されている「即時的で親密で近しい経験」のことを「結びつきの感覚
（SOC: sense of contact）」と呼ぶ。（cf. Walden 2016） 
透明性テーゼにとってネックとなるのが、スーパーリアリズム絵画。超写実的に描かれた絵画は、自動性条件
を満たさないことから（ウォルトンの定義上）透明ではないが、写真と同じようなSOCを与える。＞＞＞透明
性はSOCの必要条件ではない？ 
Walton (1984)による応答： 
(1)スーパーリアリズム絵画が与えるのは、錯覚としてのSOC。絵画だと知らずに見ている分には、本物
の写真が与えるSOCと現象学的に区別できない。 

(2)前者が錯覚だと言えるのは、実は絵画だとわかったときに、ある種の衝撃（jolt）とともにSOCが毀損
されるから。写真を通して文字通り見ていたつもりが、実は見ていなかったと気づくから。 

(3)絵画だとわかった後でも、SOCが完全には消えないのは、写実性に由来する錯覚が継続するため。 
Walden (2016)によるコメント： 
‣ (1)錯覚を持ち出すのはずるい。両者が与えるSOCになんら差異はない。(2)絵画だとわかるとSOCは毀損
される、という記述はおかしい。強度は変わらない。(3)SOCは一貫して写実性に由来する。
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SOCはなにに由来するのか？ 
写真が典型的に与えると主張されている「結びつきの感覚」はなにに由来するのか。 
【①知覚即SOC仮説】Walton (1984)は、真正な仕方で「見ること」に由来する、と暗に主張している。すな
わち、真正な知覚がSOCの必要条件あるいは十分条件である。 
‣ しかし、必要条件だとする見解には、すでにスーパーリアリズム絵画の反例がある。 
‣ また、Walton (2008)では「真正な知覚」説をなかばあきらめているので、そこも気がかり。 

【②信念＋認知仮説】Pettersson (2011)によれば、写真を通して見る経験に伴う特別な信念の所有がSOCの
必要条件ないし十分条件である。 
‣ 透明性テーゼの場合、「写真を通して見ることは、文字通り被写体を見ることだ」という背景信念とと
もに、「私はいま写真を通して、文字通り被写体を見ているのだ」と認知していることが、当の経験に
SOCを付与している。 

‣ しかし、ペテルソンによれば、「写真を通して見ることは、文字通り被写体を見ることだ」というのは
デフォルトの背景信念ではない。ふつう、多くの人はそういう信念を所有していない。 

‣ ペテルソンは、「写真を通して見ることは、被写体の痕跡（trace）を見ることだ」という別の背景信念
がこの役割を果たしていると考える。
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【仮説①】だとしたら透明性は的外れ 
もう少し認知科学的な視点からSOCにアプローチする。 
Dokic & Martin (2017)： 

‣ 知覚などの経験における、対象の「存在感」（「現実感」と「結合感」が含まれる）について論じてい
る。結合感はおおむねSOCと対応。 

‣ ドキッチ＆マーティンによれば現実感は、生得的な能力によってモニターされるメタ認知的な「感じ 
(feeling)」という身分を持つ。こちらの詳細には踏み込まない。 

‣ いずれにせよ、このような特徴づけが正しければ、真正な知覚は現実感にとっての必要条件でもなけれ
ば十分条件でもないことになる。明示はされていないが、結合感についても同じであると考えられる。 

• ［例1］離人症などの解離性障害による現実感喪失＞＞＞真に知覚しているのにSOCが生じない。 
• ［例2］パーキンソン病、VR、幻覚、（スーパーリアリズム絵画）＞＞＞真に知覚していないのに
SOCが生じる。 

以上のことから、【仮説①】をとって、写真を通して見ることは真正な知覚だと主張したとしても、それは
SOCにとっての必要条件でも十分条件でもない。＞＞＞透明性は写真の現象学的特権を説明できていない！
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【仮説②】だとしたら透明性はオーバーキル 
背景信念および認知がなんらかの役割を果たしていたとしても、ペテルソンが述べるように、「写真を通して
見ることは文字通り被写体を見ることだ」というのはデフォルトの背景信念ではないので役に立たない。 
「写真を通して見ることは、被写体の痕跡（trace）を見ることだ」という背景信念が役割を果たしている、
というペテルソンの提案はともかく、【仮説②】で行くならばもっとイージーなアプローチがとれる。 

‣ 前述の通り、写真は(1)自動性条件を満たすメディアであった。「写真は客観的な仕方で対象を捉える」
というのはごく直観的な背景信念であり、これがSOCの源泉になっていると考えるのは妥当である。 

‣ すなわち、【仮説②】で行くなら、ウォルトンは(1)自動性条件だけ指摘できれば十分だったのであり、
さらに踏み込んで「写真を通して見ることは、文字通り被写体を見ることだ」という透明性テーゼまで
持ち出す必要はなかったことになる。

結局SOCはなに由来なのか？ 
なんとも言えない。画像の写実性（Walden 2016）、背景信念と認知（Pettersson 2011）、生得的能力
（Dokic & Martin 2017）など、さまざまな要因が関わっている。
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なにをどのように問うのか？

“写真は透明である”

透明性テーゼを理論的に評価する

ウォルトン理論を整備し直す



ウォルトン理論を整備し直す
パート3



目標を設定し直す 
前パートにおいて、理論構築としての透明性テーゼは退けられた。では、Walton (1984)は失敗した理論とし
て棄却されるだけなのか。そうではない！というのが私の見解。 

‣ ウォルトンは写真の現象学的価値（写真的リアリズム）を説明しようとしていたが、これに失敗している
ことを示した。 

‣ また、写真の現象学的価値については、そもそもなんとも言えない問題設定であることを確認した。 
あえて透明性テーゼを脇に置き、(1)透明性と(5)現象学的価値以外の問題について考える。 
(3)認識論的価値：写真に基づいた信用実践は現に存在する一方で、写真はしばしば観者を欺く。このよ
うなあり方に枠組みを与える必要がある。 

(2)芸術的価値：写真は芸術たりえない、という懐疑主義に答える。写真を用いた芸術実践は現に存在し
ている。写真ならではの芸術性を擁護する必要がある。 

(6)デジタル・イメージ：デジタル・イメージの登場は「写真の死」をもたらした云々のアジテーション
が極めて盛んである。消火し、無難なところに落とし込む必要がある。 

＞＞＞ウォルトン理論が、穏当かつ妥当な仕方で、これらの問いに答えられることを示す。
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芸術的価値の問題に関する穏当でない立場 
Scruton (1981) ‘Photography and Representation’ 
1) 信念独立の特徴追跡：写真の本質を体現した「理想的な写真（ideal photographs）」は、被写体を見
た目を客観的に伝達するだけである。 

2) 非表象性：「表象」とは作者の思想や観念を伝達する手段であり、この定義において、信念独立の特
徴追跡のみを行う写真は「表象」ではない。 

3) 非芸術性：写真は表象的芸術たりえず、その他の仕方で芸術たりうるとしてもそれは「写真ゆえの
（via photographs）」芸術性ではないため、実質的に写真は芸術たりえない。 

写真の「ニューセオリー」（cf. Phillips 2009; Lopes 2016; Costello 2017) 
‣ スクルートンの懐疑主義に対する応答。論証1)を否定する。 
‣ 写真は、撮影・現像・印刷といった諸プロセスを本質的に含む。前半のプロセスは信念独立かもしれな
いが、後半のプロセスは信念依存である。これらのプロセスはいずれも写真的なものである。 

‣ ¬3)信念依存なプロセスにおいて作者が創意を発揮させることで、写真は表象的芸術たりうる。 
＞＞＞前者は芸術性を諦め、後者は信念独立性を諦めている。

29



デジタルの問題に関する穏当でない立場 
90年代写真論におけるデジタル断絶説（cf. Mitchell 1994; Savedoff 1997） 
‣ 本質的な操作可能性や非劣化性によって特徴づけられるデジタル・イメージは、それ以前のアナログ写
真とは質的に断絶している。 

‣ また、両者がしばしば視覚的に区別できないという事実によって、デジタル・イメージに対する認識論
的不審がアナログ写真にまで拡張される。結果として、写真一般の認識論的価値が引き下げられる。 

‣ “ࣸਅͱֆըʹ͓͚Δ֓೦্ͷओཁͳࠩҟͷͻͱͭʤ৴༻ੑʥɺ΄ͱΜͲফ໓͢ΔͩΖ͏”（Savedoff 
1997, 212） 

寛容的な「ニューセオリー」（cf. Lopes 2016) 
‣ 写真的なプロセスのうち、ポスト・プロダクションにおける人為的操作をひろく認める。 
‣ かなり広範なデジタル・イメージを「写真」として許容するかわりに、認識論的問題に答えなければなら
ない。多くの場合、外的な規範や制度の存在に訴える。 

＞＞＞デジタル・イメージの登場に関して、前者はアナログ写真との断絶を、後者は連続を訴えるが、いずれ
も「証言としての写真」観を諦めている。
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ウォルトン理論におけるふたつの「見ること」 
Walton (1984)の見どころは、写真経験と絵画経験を区別した第3節と、ポール・グライスを援用し自然的意味と
非自然的意味の区別について論じた第6節。 

‣ ウォルトンによれば、写真を通してカフカを見ることは「文字通りカフカを見ること」であるのに対し、手
製の画像を用いてナポレオンを見ることは「虚構的にナポレオンを見ること」であった。 

‣ また、『魔人ドラキュラ』のような虚構的題材を含む写真においては、写真を通して役者を見る経験と、画
像としての写真を用いてキャラクターを見る経験が含まれていた。 

‣ ウォルトンによれば、虚構写真に典型的な二面性はあらゆる写真に一般化できる。カフカを撮影した写真
は、かつてそこに存在したカフカを文字通り見る経験を与える一方、いまここに存在するカフカを虚構的に
見る経験をも与える。 

＞＞＞Maynard (1997)の区別における「探知（detection）」機能と「描写（depiction）」機能。

絵画 虚構的にOを見る 写真
虚構的にO2を見る
文字通りO1を見る
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Dracula, 1931.



画像内容の複層性に注目する 
写真における画像内容の複層性を強調する立場として、ウォルトン理論を読み替える。 
Grice (1957) ‘Meaning’ 
‣ 自然的意味：「斑点＞麻疹」「煙＞炎」。後者は必然的に成り立っている（事実性を伴う）。 
‣ 非自然的意味：「ベルの音＞バスは満員である」。後者は偶然的・慣習的に成り立っている。 

手製の画像は、非自然的な仕方で（≒作者の意図や慣習に基づいて）なにかを意味する。写真は、自然的な仕
方で（≒因果関係に基づいて）なにかを意味するのに加え、非自然的な仕方で別のなにかを意味するようなメ
ディアである。＞＞＞写真における意味作用の二面性を本質的なものとみなす。 

‣ これは、「絵画は一貫して意図的で、写真は一貫して因果的である」「写真も絵画も意図的である」
「写真も絵画も因果的である」といった言説に比べ、だいぶ穏当な主張である。 

‣ 写真の自然的意味内容にアクセスすることが、文字通り被写体を見ることである（透明性）かどうかは
ひとまずオープンでよい。 

‣ 写真の非自然的意味内容にアクセスすることが、ウォルトンの理論における想像的な営み（「ごっこ遊
び」）であるかどうかもオープンでよい。
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写真
虚構的にO2を見る
文字通りO1を見るO1を自然的に意味する

O2を非自然的に意味する
O1を探知（detect）する
O2を描写（depict）する＝

＝
Grice (1957) Maynard (1997) Walton (1984)

写真における意味作用の二面性

わかること 
① 写真はインデックス的性格を持つが、同時に、イコン的・シンボル的な性格も持つ。 
‣ 自然的な内容に関しては一貫して因果に基づくが、非自然的な内容に関しては描写の一般原理に従う。 

② 「コードなきメッセージ」ではない。 
‣ 自然的に意味されている内容と非自然的に意味されている内容は、一見したところでは区別しがたいた
め、写真はしばしばミスリーディングとなる。認識論的危機は写真に内在的なものである。 

‣ “ʤࣸਅʹؚ·Ε͍ͯΔʥ࣮ࣄΛखʹ͢Δ͜ͱͱɺࣸਅΛదʹղऍ͢Δ͜ͱͰ͋Δ。”（Walton 
1984, 266）
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自然的内容と非自然的内容を厳密に区別する 
写真が持つ内容には、自然的内容（N内容）と非自然的内容（NN内容）がある。 
ここで、画像一般が持つ内容には別の階層性があることに注意したい。 
理論的には、「指示対象」「述定性質」「モデル」といった用語で区別される。（松永 2017）

指示対象 
画像が指し示す特定の事物

述定性質 
画像が事物に帰属させる属性

モデル 
因果的に制作に関わる事物

ナポレオン・ボナパルト, etc.
人である, 男性である, 馬に乗っている, 帽子を
かぶっている, マントを身につけている, イケ

メンである, etc.
ダヴィッドの息子

/ イルカである, 泳いでいる, 海面から飛び出し
ている, etc. /

フランツ・カフカ 人である, 男性である, 腕を組んでいる, 白黒で
ある, etc. フランツ・カフカ

補論
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自然的内容と非自然的内容を厳密に区別する 
N内容は「モデル」のサブセットである。 
‣ 写真は、(1)自動性条件を満たすモデル（＝N内容）を必然的な仕方で持つ。 
‣ 絵画の場合、モデルはいたとしても(1)自動性条件を満たさず、またモデルなしの絵画も多い。 

N内容がつねに「指示対象」であるとは限らない。 
‣ 写真のモデルがカフカであるとき、写真の指示対象はもっぱらカフカだが、そうでないこともある。 
‣ ［例］フィクション作品としての『魔人ドラキュラ』はベラ・ルゴシを「モデル」として持ち、ドラキュ
ラを「指示対象」として持つ。これがベラ・ルゴシのドキュメンタリー映画において引用されるなら
ば、同じ映像がベラ・ルゴシを「モデル」かつ「指示対象」として持つことになる。 

NN内容は「指示対象」および「述定性質」に関する内容だが、こちらはもう少し慎重に扱いたい。 
‣ さしあたり「指示対象」は、作者の意図や提示の文脈や共同体の慣習によって左右される内容であり、
非自然的な意味というグライスの定義に沿っている。「述定性質」の扱いはもう少し込み入っているの
で踏み込まない。（＞＞＞哲学若手研究者フォーラム2020にて発表予定）

補論
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Edward Weston, Pepper No. 30, 1930.

指示対象 述定性質 モデル
（特定のヌード） 野菜である, 曲線である, 白黒

である, ヌードである, etc. 特定のペッパー

N内容NN内容

因果的に決定される
作者の意図、提示の文脈、共同体の
慣習などによって決定される

エドワード・ウェストン 
《ペッパーNo.30》 
‣ 撮影に因果的に関わった特定のペ
ッパーをN内容として持つ。 

‣ 不特定のヌード性（ないし特定の
ヌード）をNN内容として持つ。 

‣ NN内容の解釈根拠は、他作品と
の連続性。 

‣ このような二面性は、芸術性のリ
ソースとして活用されている。

Edward Weston, Nude, 1936.
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二面性説はなにゆえ「穏当かつ妥当」なのか 
芸術的価値の問題に関して穏当かつ妥当である。 
- スクルートン説との相違点 
‣ NN内容の伝達を「理想的な写真」の本質的機能から除外しない。＞＞＞信念独立の特徴追跡のみが本分
ではない。 

‣ 写真は同時につねに画像表象であるため、必然的にNN内容を持つ。＞＞＞芸術性のためのリソース。
- ニューセオリーとの相違点 
‣ ポスト・プロダクションにおける人為的な操作を写真的なプロセスとして認
めない。自動性条件に基づいたN内容の伝達を「写真である」ための必要条
件とする。＞＞＞内在的な認識論的価値を保存。 

‣ ロペスが「写真芸術である」として擁護しようとしているゲルハルト・リヒ
ター《ベティ》を写真とは認めない。フォトペインティングまで「写真」を
拡張しようとする動機を共有しないため。 

‣ 写真ならではの芸術的価値については、N内容とNN内容の混在と絡み合い
に重点を置く。 Gerhard Richter, Betty, 1988.
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二面性説はなにゆえ「穏当かつ妥当」なのか 
デジタルの問題に関して穏当かつ妥当である。 
- デジタル断絶派との相違点 
‣ 二面性の所有において、アナログ写真とデジタル写真に連続性を認める。 
‣ 認識論的価値の相対的毀損については認めるが、将来的な消滅については懐疑的。＞＞＞「証言として
の写真」観を保存。 

‣ 認識論的危機に関しては、デジタル・イメージの有無とは別に、写真に内在的なものだとする。 
‣ N内容およびNN内容に関わる「解釈」に、穏当かつ妥当な必要性を認める。 

- 寛容なニューセオリーとの相違点 
‣ ポスト・プロダクションにおける操作については制限的。ただし、厳密にどこまで制限的であるべきか
は考えていない。（被写体に関する重要な性質の保存、とか？） 

‣ 認識論的価値については、外的な規範による保存を認めつつ、写真に内在的な性質（N内容の所有）に
重点を置く。
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Keanu Reeves Stops A ROBBERY! - YouTube

フェイク画像の倫理 
‣ フェイク画像は、特定の事物を指
示し、そこに現実に則さない性質
を帰属させる。 

‣ かつ、虚偽の性質帰属が虚偽であ
ることを、気づかれないよう意図
している。 

‣ 前述の通り、写真におけるN内容
とNN内容は視覚的に区別しがた
いため、写真は内在的に認識論的
危機を抱えている。

AI生成のフェイクスナップ

画像の意味と使用の意味 
‣ 「画像はそれ自体としては指示を
せず、言語的ラベルによって指示
を行う」説。（cf. Bennet 1974; 
Novitz 1975） 
＞＞＞画像の語用論分野
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二次的使用における虚偽 
写真は、必然的なN内容と潜在的なNN内容を持つが、別文脈において使用されるときにはさらに別の非自然的
意味を担いうる。（cf. 銭 2020b） 
二面性を悪用した虚偽の写真使用は、およそ以下の３パターンに分類できる。 

‣ ［パターン1］画像＋キャプション：ネッシーの写真や、キャパの兵士など。 
‣ ［パターン2］画像＋使用状況：「今どこにいるの？」というLINEに、昨日いた場所の写真を送る。 
‣ ［パターン3］画像＋別の画像：スターリン時代のソ連や、コティングリー妖精など。 

＞＞＞いずれのケースも、「写真であるからにはN内容が前景化しているはずだ」という背景信念が、誤った信
念形成を助長している。二面性説は、適切な写真解釈の重要性を再確認させる。
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結論 
［PART1］「写真は透明である」とするWalton (1984)の主張には一定の分がある。 
‣ 論理的パズルとしては、ひとまず「写真は透明である」と認めてもよさそう。 
‣ 概念分析ではなく理論構築志向なので、前者ベースの反論ではうまくいかない。 

［PART2］透明性テーゼは、写真の諸価値を説明するのに適切ではない。 
‣ 情動的特権について、知覚即SOC仮説をとるなら的外れ、信念＋認知仮説をとるならオーバーキル。 
‣ 理論構築としての目的を満たしていないので、「写真は透明である」と述べるメリットがない。 

［PART3］内容の複層性を踏まえると、ウォルトン理論は穏当かつ妥当な立場だと言える。 
‣ 写真に関して、「視覚の補助」と「画像表象」というふたつの役割を認めている。 
‣ 写真が持つ機能の二面性を重視する立場は、認識論的価値、芸術的価値、デジタルの問題のいずれにも
無理なく答えられる。

写真のなにがそんなにもスペシャルなのか 
＞＞＞二面性によって、それ特有の認識論的価値や芸術的価値を持つ点がスペシャルである。
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