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発表のアウトライン 
【要約】分析美学において盛んに議論されている「描写の哲学」のうち、「意図ベースの説明」と呼びうる立
場を攻撃し、「性質志向の反意図主義」という代案の可能性を探る。

なにをどのように問うのか？

描写内容の階層性と正誤について

意図ベースの説明

性質志向の反意図主義

描写の哲学概説／主要な問いの共有

先行研究調査／議論に必要な枠組みを整備

論敵の主張および問題点をまとめる

代案の展開



なにをどのように問うのか？

描写内容の階層性と正誤について

意図ベースの説明

性質志向の反意図主義



なにをどのように問うのか？
導入



以下はどれもごくありふれた言葉づかいである 

‣ 「この絵はナポレオンの絵である」 

‣ 「ナポレオンを描いている」 

‣ 「ナポレオンを表している」 

‣ 「なにを見ているの？」「ナポレオンを見ている」 

この画像はナポレオンという特定の人物となんらかの
特別な関係を取り結んでいる。（表象関係） 

当の関係は、例えば「ナポレオン」という文字列がナ
ポレオンと取り結ぶ関係となんらかの点で異なるよう
に思われる。（画像表象の独自性）

画像がなにかを描くとは 
どういうことか？ 
👉「描写の哲学」

Jacques-Louis David,  
Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard, 1801. 5



共有しておきたい用語 
画像（picture） 

‣ 外延的な定義：絵画、写真、ドローイング、版画、映画、アニメなど。 

‣ 内包的な定義：たぶんない。家族的類似。 

表象（representation） 

‣ 外延的な定義：「🚻」という図像がトイレに、「コケコッコー」という音声がニワトリに、「カレー食べ
たい」という心的状態がカレーに、「銭清弘」という文字列が私に対して取り結ぶ一般的な関係。あるい
は、このような関係における起点側の図像や音声や心的状態や文字列を指す。 

‣ 内包的な定義：ドレツキ、ミリカンほか諸説あるが、本発表では気にしない。 

描写（depiction） 

‣ 外延的な定義：冒頭に挙げたナポレオンの絵画が、ナポレオンという人物に対して取り結ぶ特殊な表象関
係。あるいは、そのような関係における起点側の絵画を指す。 

‣ 内包的な定義：画像がそれ特有の仕方でなにかを表象すること。あるいは、このとき表象している側の事
物を指す。「それ特有の仕方」がどのような仕方なのかは、描写の哲学の主要な問い。
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共有しておきたい理論 
「うちに見る（seeing-in）」 

‣ なんらかの事物を描いているもののうちに、当の事物の像を見て取るような経験。画像が典型的に与える
経験として、多くの議論の前提となっている。 

‣ 元ネタはリチャード・ウォルハイム『芸術とその対象』（1980）補論Ⅴより。  

‣ 二重性（twofoldness）：媒体と表象内容が同時に見られているという、seeing-inが持つ独特な性格。画
像の場合は、二次元の画像表面と三次元の描写対象が“同時に”見られていることがポイントらしいが、具
体的にどのような経験なのか多くは語られていない。（のちにWollheim 1987で再定義され、よりいっそ
うミステリアスになっている） 

‣ 「seeing-inを与える」⇒「画像である」とは言えない。岩の割れ目や雲や月のような自然物のうちにも、
なにかを見ることができる。（ex.月のうちにウサギを見る） 

‣ 「画像である」⇒「seeing-inを与える」とも言い切れなさそう。反例として、トロンプ・ルイユ（だまし
絵）がある。トロンプ・ルイユは、適切な仕方で見られている限り、画像表面を意識させない。 

＞＞＞ともかく、画像はなんらかの内容（content）を持つ、ということを大前提とする。
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「xは画像である（x is a picture）」⇔「xは描写である（x is a 
depiction）」とは限らない。 

‣ 描写しない画像（抽象画など）もあるし、描写する非画像（彫刻
など）もある。 

‣ ただし諸説あり。「picture」を狭い意味で理解する論者なら、
描写しない抽象画は画像じゃないと言うはず。また、
「depiction」を狭い意味で理解し、彫刻は描写のうちに入らな
いと述べる論者もいる（Hopkins 2006）。 

「xはyの画像である（x is a picture of y）」⇔「xはyを描写する（x 
depicts y）」は、具象画のみを画像として念頭に置く限り正しい。 

‣ 描写の哲学では、境界事例をはじめに除外するのが一般的であり
無難。本発表でも抽象画や彫刻の話はしない。 

‣ よって、本発表では「Xの画像である」と「Xを描写する」は置
き換えても大丈夫。

8
Pere Borrell del Caso, Escaping Criticism, 1874. 

Jules Olitski, Instant Loveland, 1968.

「描写の哲学」は「画像の哲学」か？



どのような事例を“扱わない”か？



ファン・エイク兄弟《ヘントの祭壇画》 
Jan van Eyck & Hubert van Eyck, Gents altaarstuk, 1432.

ファン・エイクによる絵画はキリストを描写する？



ケヴィン・カーター《ハゲワシと少女》 
Kevin Carter, The vulture and the little girl, The New York Times (26 March, 1993). 

ケヴィン・カーターによる写真は飢えを描写する？



ジャクソン・ポロック《収斂》 
Jackson Pollock, Convergence, 1952. 

ポロックによる絵画は怒りを描写する？



「xはyを描写する」の事例ではない 
ファン・エイク兄弟による絵画はキリストを描写する？ 

‣内容解釈における慣習的取り決めに基づいて「羊＝キリスト」と解釈され
る。人物としてのキリストは描かれていない。 

‣羊の描写を前提としている。キリストは羊によって象徴（symbolize）され
てるが、描写されているわけではない。 

ケヴィン・カーターによる写真は飢えを描写する？ 

‣ある観念を表している。観念そのものはふつう目に見えない。 

‣換喩（metonymy）的な象徴に基づいている。こちらも、ハゲワシと少女
の描写を前提としている。 

ポロックによる絵画は怒りを描写する？ 

‣ポロックによる情動の表現。情動そのものはふつう目に見えない。 

‣情動が表出（express）されていると言うべき。怒りそのものが描写されて
いるわけではない。
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どのような事例を扱うか？



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



Christian Lassen, Dolphins in the Sun, 2005. Jim Medway, Big Dogs, Little Dogs.表紙 伊藤若冲《群鶏図》, 1761-65. 

イルカを描写する 犬を描写する ニワトリを描写する



アンリ・マティス 
《緑の筋のあるマティス夫人の肖像》 
Henri Matisse, Green Stripe, 1905. 

ジュゼッペ・アルチンボルド 
《ウェルトゥムヌスとしての皇帝ルドルフ2世像》 
Giuseppe Arcimboldo, Vertumnus, 1590.

パブロ・ピカソ《ゲルニカ》 
Pablo Picasso, Guernica, 1937.

アメリー・パレイルを描写する ルドルフ2世を描写する ゲルニカ爆撃を描写する

緑の筋を持つ女性を描写する 果物男を描写する 歪んだ白黒の情景を描写する



『鬼滅の刃』１巻表紙

『スーパーマリオブラザーズ』1-1

アニメ『ポケットモンスター』のワンシーン 映画『JOKER』のワンシーン

竈門炭治郎を描写する

マリオを描写する

ジョーカーを描写する

サトシを描写する



フランツ・カフカ シャルル・ボードレール 毛沢東マルコムX

カフカを描写する ボードレールを描写する 毛沢東を描写するマルコムXを描写する



「xはyを描写する」の事例 
① ダヴィッドによる肖像画はナポレオンやサン＝ベルナール峠を描写する。 
② ラッセンによる絵画はイルカや海を描写する。 
③ マティスによる肖像画は緑の筋を持つ女性を描写する。 
④ 『鬼滅の刃』１巻の表紙は竈門炭治郎や竈門禰豆子を描写する。 
⑤ カフカを撮影した写真はカフカを描写する。 
＞＞＞いずれも、画像のうちにそれぞれの事物を見るような経験を与えている。
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描写される“内容”には差異がある 
① ナポレオン、サン＝ベルナール峠、カフカは、現実世界に実在する特定の対象。 

② イルカと海は不特定の対象であり、（固有名を持つような）特定のイルカや特定の海ではない。 

③ マティス夫人は実在するが、「緑の筋を持つ」という性質を実際に持つわけではない。 

④ 竈門炭治郎や禰豆子は現実世界には実在しない、特定の虚構的な対象である。 

⑤ カフカの写真だけ、「カフカの描写である」ための条件が異なる？　そもそも「描写」ではない？

これらの事例からわかること 
‣ 「画像である」「描写する」は曖昧。 

‣ 描写される内容にはいろいろな種類のものがある。 

‣ 描写される仕方もひとつではなさそう。

やるべきこと 
曖昧さを払拭し、階層性を体系的に扱えるための枠組みを
提示する。

※初見殺しポイント 
いろんな人がそれぞれ独自の用語で枠組みを提示
しているため、ジャーゴン地獄になっている。

描写される内容には 
階層性がある
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なにをどのように問うのか？

描写内容の階層性と正誤について

意図ベースの説明

性質志向の反意図主義



描写内容の階層性と正誤について
調査



主語述語文における指示と述定

文が指し示す現実の対象a 
〈チャーチル本人〉

指示（reference）

「チャーチルはブルドッグ似である」（Fa）

述定（predication）

文が帰属させる性質F 
［ブルドッグ似である］

※固有名の記述説や性質の内実はひとまず保留
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画像が指し示す対象：〈チャーチル本人〉 
「意味」Bedeutung（フレーゲ） 
「像主題」Bildsujet（フッサール） 
「外延」extension（論理学） 
「肖像」portrayal（Beardsley 1958） 
「Xの絵」picture of X（Goodman 1976） 
「主題」subject（Lopes 1996） 
「描写的内容」depictive content（Hopkins 1998） 
「外的表象」external representation（Dilworth 2004） 
「描写される内容」depicted content（Abell 2005） 
「外的主題」external subject（Hyman 2006） 
「描写対象」（松永 2017） 
「ニツイテ性」（銭 2020c）

画像が帰属させる性質：［ブルドッグ似である］ 
「意義」Sinn（フレーゲ） 
「内包」intension（論理学） 
「描写」depiction（Beardsley 1958） 
「X-絵」X-picture（Goodman 1976） 
「内容」content（Lopes 1996） 
「描写性質」（松永2017） 
「トシテ性」（銭 2020c）

Sidney Strube, Winston Churchill, Daily Express (8 June, 1940) .

画像内にいる奇妙な対象：〔人面ブルドッグ〕 
「像客体」Bildobjekt（フッサール） 
「うちに見る内容」seeing-in content（Hopkins 1998） 
「内的表象」internal representation（Dilworth 2004） 
「視覚的内容」visible content（Abell 2005） 
「内的主題」internal subject（Hyman 2006） 
「分離された対象」（高田 2015）

基礎となる平面上の形式 
「特徴構成的な側面」CCA（Goodman 1976） 
「構図的側面」configurational aspect（Wollheim 1987） 
「統語論関与的な性質」SRP（Kulvicki 2006）

一定の不変項となる事物：しかじかの塊 
「骨ダケ内容」Bare-bones content（Kulvicki 2006）

不変項に概念を適用した三次元の事物 
「再認的側面」recognitional aspect（Wollheim 1987） 
「肉ヅキ内容」Fleshed-out content（Kulvicki 2006）

例化

構成

指示

述定

分離

例化

モデル 
（ Beardsley 1958）

構成

因果

a)「チャーチルの画像である」 
b)「ブルドッグの画像である」 
c)「人面ブルドッグの画像である」

3D2D



画像が指し示す対象（現実） 
ナポレオン・ボナパルト 
サン=ベルナール峠 
アメリー・パレイル 
フランツ・カフカ etc.

画像が帰属させる性質 
イルカである 
海である 
魚である 
青い 
人である 
馬である 
峠である 
女性である 
顔に緑の筋を持つ 
刀を持っている 

画像内にいる奇妙な対象 
顔に緑の筋を持つ女性 
やたらイケメンな将軍 
目が異常にデカい少年 
白黒のカフカ etc.

画像が指し示す対象（虚構） 
竈門炭治郎 
竈門禰豆子 
炭治郎の日輪刀 etc.

モデル 
カフカ 
ダヴィッドの息子 
マティス夫人 etc.
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指示対象 
（虚構的な指示対象*） 述定性質 分離した対象 モデル

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.

美化されたナポレオン・
ボナパルト 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. / /

アメリー・パレイル 人である, 女性である, 横に目を向けてい
る, 顔に緑の筋を持つ, etc. 顔に緑の筋を持つ女性 アメリー・パレイル

/ 
（竈門炭治郎*, etc.）

人である, 少年である, 羽織を身に着けて
いる, 刀を持っている, 別の人物を抱えて
いる, 目がかなり大きい, 額に傷がある, 

etc.

目が異常にデカイ少年 /

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. 白黒のフランツ・カフカ フランツ・カフカ
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階層性の整理によってわかること 
描写には「指示」と「述定」というふたつの機能があるらしい（やや留保がいるが、主語述語文と同じ）。 

‣ 特定の事物を描く画像：指示対象を持つ。 

‣ 不特定の事物を描く画像：一連の述定しかしていない（あるいは「something」を指示している）。 

‣ 虚構な事物を描く画像：指示対象を持つが、当の事物は虚構的な身分を持つ。 

‣ 分離した対象を持つ画像：現実の指示対象が持たないような性質を述定している（誤表象）。 

- 不特定の事物を描く画像には正確さの基準となる指示対象がいないため、誤表象が生じない。 

‣ 写真の内容：基本的には因果的モデルがそのまま主要な内容となる。（銭 2020a; 2020b） 

まだわからないこと 
(1)正しさの規準問題：“正しい”指示対象と述定性質は、それぞれなにによって定められるのか？ 

(2)指示機能と述定機能の結びつき問題：指示機能と述定機能は独立しているのか？　結びついているのか？
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描写内容に“正しい”ものがあるとはどういうことか 
特定の絵画Xに関して、「ナポレオンを描いている」「馬に乗った男性を描いている」といった言葉づかいはあ
りふれているだけでなく、当の絵画Xについて“正しい”ことを述べているように思われる。言い換えれば、真な
る言明であるように思われる。 

一方、「ヒトラーを描いている」「回し車に乗ったハムスターを描いている」は、当の絵画Xについて“誤っ
た”ことを述べているように思われる。言い換えれば、偽なる言明であるように思われる。

※注意：誤表象しているかどうかとは別問題 
現実における事物を正確に描いているという意味での「accuracy」の話ではない。

“正しい”内容に関わっていると思しき要因 
類似関係（ナポレオンに似ているから）、作者の意図（作者がナポレオンを意図して
いるから）、再認能力（ナポレオンを再認する能力を使っているから）、因果関係
（ナポレオンと因果的に結びついているから）、慣習（ナポレオンだと解釈される
決まりだから）、など。
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「正しさの規準」Standard of correctness 
seeing-inを与える非画像を排除し、また、複数の可能なseeing-inのうち正しくseeing-inされるべき画像内容
を決定するための規準。元ネタはまたしてもWollheim (1980)。 

‣ “再現に適した〈⾒ること〉の独⾃性はこうである。正しさの規準がそれに適⽤され、この規準は再現の作
者、または普通の呼び⽅では「芸術家」の意図に由来する”（『芸術とその対象』,�211）�

‣ “意図によって設定された正しさの規準に服していることによって、再現に適した〈⾒ること〉は同じ知覚
の類――すなわち再現的な〈⾒ること〉――の他の種から区別される。後者では正しさの規準がないか、
あるいは規準はあるが、意図によって――すなわち意図だけによって――設定されたものではな
い”（ibid.,�213）�

‣ “規準が⾏うことは、再現の可能的知覚から正しい知覚を選ぶことである。……芸術家の無能、無知、不運
によって、与えられた再現の可能的知覚が、芸術家の意図に合う知覚を含まないならば、その再現にとっ
て正しい知覚はない。したがって、いかなるものも、いかなる⼈も再現されない”（ibid.,�212）�

‣ “この規準は、……特定のものの再現と特定の種類のものの再現の双⽅に適⽤される”（ibid.,�212）�
‣ “絵が再現するものを⾒るとき、これが芸術家の意図である、あるいは意図であったとまず認識することに
よってそうする必要はない”（ibid.,�213）
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文学作品における意図と解釈 
分析美学における意図主義は、とりわけ文学作品の意味を巡って展開されてきた。（cf. Irvin 2006） 

‣ ニュークリティシズム：文学作品の理解に関して、作者の意図を中心に据えることを批判。「意図の誤謬
（Intentional Fallacy）」を訴える。（Wimsatt & Beardsley 1946） 

‣ 極端な現実意図主義：文学テキストは曖昧だからこそ、作者の意図が多義性排除の役割を持つ。（Hirsch 
1967） 

‣ 穏健な現実意図主義：まずは言語的慣習による意味の決定から出発し、そこから出てくる複数の解釈に関し
ては、現実の作者が持っていた意図に基づいて正しさを付与する。文学テキストの精読も大事だが、作者の
インタビューや日記など私秘的なテキスト外情報も重視する。（Carroll 2000） 

‣ 仮説意図主義：理想的な読者によって再構成されるような仮想の作者が、合理的に意図するような事柄（最
良の仮説）に、正しさを付与する。仮説的な作者の意図は、現実の作者の意図と一致するとは限らない。
（Levinson 1996） 

‣ 価値最大化説：多義性を排除する場面においては、それによって文学テキストの価値を最大化するような解
釈に正しさを付与する。（Davies 1982）
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なにをどのように問うのか？

描写内容の階層性と正誤について

意図ベースの説明

性質志向の反意図主義



意図ベースの説明
論敵



「意図ベースの説明」IBA: Intention-Based Account 
「作者の意図」を説明に組み込むことで、正しさの規準問題に答えようとする立場。 

Wollheim (1980); Abell (2005; 2009); Blumson (2009; 2014)ほか。 

ウォルハイムのIBA 

‣ 画像のseeing-inには、正しさの規準が適用され、この規準は画像の作者の意図に由来する。 意図に基づく正
しさの規準に従っていることによって、画像のseeing-inは、自然物など非画像の与えるseeing-inから区別
される。後者には正しさの規準がない。 

‣ 正しさの規準が行うことは、画像における可能なseeing-inから正しいseeing-inを選ぶことである。作者の
失敗によって、提示された可能なseeing-inのなかに、作者の意図に合う内容のseeing-inが含まれないなら
ば、その画像にとって正しいseeing-inはない。したがって、いかなる正しい内容も持たない。 

- （ちなみに、「可能なseeing-in」についての条件は挙げていない。おそらく観者が任意にとりうるもので
はなく、なんらかの視覚的類似か一定の再認能力の範疇でなされるものだろう） 

‣ この規準は、指示対象と述定性質の両方に適用される。 

‣ 絵の描写対象を見るのに先立ち、これが作者の意図であるという知識を持っておく必要はない。
34



ウォルハイムのIBAはどこまで強い主張なのか？ 
1) ハンプティ・ダンプティ主義ほどなんでもありではない 
‣ 「画像xの作者は対象yの描写を意図して制作した」⇒「xはyを描写する」とは言っていない。 
‣ 可能なseeing-inに含まれない事物は描写させられない。seeing-inも必要条件。 

2) 意図の役割は、もっぱら多義性の排除にある 
‣ 可能なseeing-inが複数あるとき、正しくなされるべきseeing-inは作者の意図によって固定される。 
‣ 多義性の排除に関しては、わりと強めの主張をしている。ある双子兄弟の弟Aを意図し、よく似ている兄B
をモデルに描いた絵画は、弟Aを描写する。（『芸術とその対象』, 214） 

3) 指示機能と述定機能の両方にIBAを適用している 
‣ seeing-in可能であることを前提するならば、ある画像の指示対象が「ナポレオン」であることと、述定性
質が「イルカである」ことは、いずれも作者の意図によって定まる。 

4) 作者の意図に関する知識の所有は必須ではない 
‣ 「⾃分が関与的なスキルと情報をもっていることに合理的な⾃信をもつ観者」であれば、あらかじめ意図
を知らされなくても、自ら推論したり意図を再構成することができる。 

‣ ただし、推論プロセスについてはなにも述べていない。＞＞＞Abell (2005; 2009)がフォローしている。
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類似説に意図を組み込むアプローチ 
意図された類似（Intended Resemblance） 

‣ キャサリン・エイベル（Catharine Abell）、ベン・ブラムソン（Ben Blumson）のIBAも、意図だけで
十分条件とするハンプティ・ダンプティ主義ではない。 

‣ ウォルハイムはseeing-inに意図を組み込むが、ふたりは画像と描写内容の類似に意図を組み込む。「表象
関係にとって不十分」（Goodman 1976）や「曖昧性排除において不十分」といった類似説の欠陥は、意
図によってカバーされる。 

- 実際、「seeing-in可能である」はかなりミステリアスなので、類似を使って進めるのは妥当なアプロ
ーチである。 

‣ ともに数多の反例をはじくためテクニカルな条件を加えているが、ミニマルに整理すれば以下。 

＞＞＞あとは、意図への適切なアクセスの仕方を示すことが課題となる。
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「xはyを描写する」⇔「作者によって意図された仕方でxはyに類似している」



ジャン＝フランソワ・ミレー《落穂拾い》 
Jean-François Millet, Des glaneuses, 1857

クロード・モネ《印象、日の出》 
Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872

パブロ・ピカソ《泣く女》 
Pablo Picasso, The Weeping Woman, 1937

レアリスム 印象派 キュビズム
なるべく多くの点における 
最大限の類似

主観上の色における類似
形状における類似

パーツごとの形状における類似
パーツ同士の位置に関する類似△

○○○
×



Abell (2005);(2009)によるIBA 
キャサリン・エイベルの「慎重な類似説（Canny Resemblance）」 

‣ 類似説なので、大枠としては「画像は類似する対象を描写する」が、類似説には深刻な問題があった。 

‣ 類似説のジレンマ（Lopes 1996）：①ある特定の仕方での類似（輪郭や色）を特権化するならば、線遠近
法やキュビズムや洞窟画といった様式の多様性をカバーできず、②さまざまな仕方での類似を認めるなら
ば、「どこがどう類似しているのか」について画像外の情報に頼らなければならない。ゆえに、類似説は
多様性制約と独立性制約を同時には満たせない。 

‣ エイベルはさまざまな仕方での類似があることを認めるが、ロペスに反し、「どこがどう類似しているの
か」に関しては画像外の情報を参照せずとも特定できると考える。 

‣ Abell (2005)では、ポール・グライス「会話の含み」を援用した「画像の含み（pictorial implicature）」
を推論プロセスの基盤に置いていたが、Abell (2009)では別ルートを付け加え、より一般的な枠組みとして
アップデートしている。 

＞＞＞コミュニケーションツールとしての画像と、語用論的な推論プロセスに訴えるアプローチ。
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A marked surface either depicts a as P, and also as Q, where a as P is Q ; or depicts 
an F as P, and also as Q, where all Fs that are P are Q, if and only if:
1. Either:

a) Its maker M intended both that it resemble a/Fs in a certain visible respect(s) 
(or that it would do so if a/Fs existed) and that it resemble Ps in a certain 
visible respect(s) (or that it would do so if Ps existed) , and intended that it 
thereby both bring a as P/an F as P to viewers' minds and that it do so in part 
because viewers recognize this intention, or

b) M intended that these resemblances obtain (or that they would do so if a/ Fs 
and  Ps  existed)  and  intended  thereby  to  adhere  to  a  communicative 
convention  extant  in  M's  community  which  exploits  (counterfactual) 
resemblances in the given respect(s), and intended thus to bring a as P/an F 
as P to viewers' minds; or

c) M produced it with the intention of responding to a communication problem 
to which a conventional solution is extant in M's community which exploits 
(counterfactual) resemblances in the given respect(s);

2. It resembles a/Fs in the relevant respect (s) (or it would do so if a/Fs existed), and 
it resembles Ps in the relevant respect(s) (or it would do so if Ps existed) ;

3. Condition 2 holds because condition 1 does; and
4. The respect (s) in which it (counterfactually) resembles a/Fs and Ps jointly capture 

the overall appearance of a as P/an F as P, so as to distinguish it from objects for 
which it would not ordinarily be mistaken in appearance. (Abell, 2009, 217)

あるしるし付けされた表面が、Pとしてのa
ないしPとしてのFを描写するのは、以下を

満たすときかつそのときに限る

1-a) aないしFおよびPとの特定の点における類
似が、作者Mによって意図されている＋作者は
意図に気づいてもらおうと意図している。 

（反射的な意図を経由）

1-b) コミュニケーション慣習を介してaないし
FおよびPとの特定の点における類似が成り立

つよう意図されている。（慣習を経由）

1-c) あるコミュニケーション問題に関して、特
定の点における類似をもたらすような慣習的解
決法を通して応答することを意図している。 

（含みを経由）

2) 関与的な点において、aないしFおよびP
との類似関係が成り立っている。

3) 類似は意図のおかげで成り立っている。

4) 類似する点を繋げ合わせることで、Pとし
てのaないしPとしてのFの全体的な見えが得

られる。

ポイントは👇

「a~cいずれかの仕方で、指示対象／述定性質との特定
の点における視覚的類似が画像作者によって意図されて
いること」を描写にとっての必要条件にしている



Blumson (2009); (2014)によるIBA 
“「Xがそれとは別のYを描写する」⇔Xが特定の種類の観者（an�audience�of� a� certain� type）に到達した場合、
以下が成⽴することを⾸尾よく意図されている（successfully�intended）。�

a) Xは特定の点においてYに似ている。�

b) 観者は、当の点においてXはYに類似していることに気づく。�

c) 観者は、当の点においてXがYに類似しているという事実に部分的には基づいて、次のように意図されて
いることを推論する。�

d) Xはその観者にある効果を誘発している（induce�an�effect）。�

e) 当の効果は、なんらかの理由を提⽰する（providing�a�reason）ことによって誘発されている。�

f) 観者は意図(a)-(f)に気づく。”（Blumson�2014,�65,�⼀部改）�

‣ 基本的にはエイベル説の1-a)ルートと同じく、「意図された類似」＋「反射的な意図」に訴える。 

‣ 個別の反例に対する扱いなど、エイベル説とは相違点もあるが、本発表では気にせずまとめて考える。

40



反論 - ROUND 1「写真」 
写真という特殊な性格を持つ画像の内容を説明できない？ 

‣ ごく素朴な直観において、「絵画は人為的な手段によって制作されるが、写真は信念独立な手段によって
制作される」と思われる。  

‣ であるとすれば、写真の内容は作者の意図によってはほとんど決定されない？ 

【ふつうの写真ケース】知人のカフカがいたので、カフカの写真を撮った。雲が浮かんでいたので、雲の写真
を撮った。 
‣ 画像の内容はいずれにせよカフカや雲だが、作者の意図ではなく因果に基づいているように思われる。 

【見間違い写真ケース】知人のカフカがいたので、急いでシャッターを切ったが、実はヘッセだった。ツチノ
コを見つけたと思い、急いでシャッターを切ったが、実はタケノコだった。 
‣ IBAだとカフカやツチノコを写真の内容として持ちかねないが、ふつうにヘッセやタケノコの写真だろうと
思われる。 

【不慮の写真ケース】飼い猫のタマが私のカメラを床に落とし、その拍子にシャッターが切られたとしよう。
保存された写真は、着地時にたまたまレンズの前にあったゴミ箱と私を写している。 
‣ IBAだと無内容になりそうだが、明らかにゴミ箱や私を内容として持っている。
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応答 - ROUND 1「写真」 
IBAからの応答は、大きく分けてみっつ考えられる。 

「弱気のIBA」：写真についてのIBAを諦め、手製の画像のみに主張を絞る。 

‣ “写真を⾒るときに、何をあるいは誰を⾒るのが正しいかは、⼤部分、カメラが実現した因果的過程に誰
が、あるいは何が正しい仕⽅で関与したかの問題である”（『芸術とその対象』,�214）�

‣ 評価：「描写の哲学」の分裂をもたらすため、理論的に望ましくない。（Lopes 1996, 32） 

「強気のIBA」：写真に関しても一貫してIBAが成り立つ道理を示す。（エイベル） 

‣ “写真の被写体への類似性は、撮影者がその被写体にカメラを向けたことに起因する部分もあれば、カメラ
の設計者が、そのカメラで撮影した写真が、撮影時にカメラを向けた被写体に⼀定の類似性を持つよう、
その写真を撮影するカメラを作ったことに起因する部分もある”（Abell�2009,�208）�

‣ 評価：宇宙空間で奇跡的に生じたカメラについては弾けない。（Blumson 2014, 55-56） 

「穏健なIBA」：内容の複層性に基づいて、写真におけるIBAを部分的に維持する。（ブラムソン） 

‣ “写真は絵画のような再現として理解、使⽤されることもある……そういうことになると、……再現と同じ
規準にしたがって⾒ることができる”（『芸術とその対象』,�214）
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画像としての内容 写真としての内容

虚構としての関心 ドラキュラ ベラ・ルゴシ

資料としての関心 ベラ・ルゴシ ベラ・ルゴシ

43

写真的画像における内容の複層性 
‣ 穏健なIBAは、ある水準における写真的な内容については因果的に決定されることを認める。すなわち、写真
の「モデル」である。（Walton 1984; 銭 2020a; 2020b） 

‣ ただし、モデルが常に画像の“正しい”内容となるわけではない。別の関心において写真を用いる際には、モデ
ル以外の内容が「正しさ」を担うことになる。 

‣ 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。

Dracula, 1931.

＞＞＞「穏健なIBA」をとる限り、写真は反例にならない。



反論 - ROUND 2「誤表象」 
多義的な画像や、誤表象を含む画像を説明できない？ 

‣ 可能なseeing-inのうち、作者によって意図されていないが、正しいと言っても差し支えないだろうと思わ
れるような内容がありうる（こちらは直観がかなり分かれるかもしれない）。 

【絵が下手ケース】私はサッチャーをスケッチしようとしたが、絵を描く能力が足りなかった。結果として出
来上がったスケッチは、糸くずの塊に見える。 

【思い違いケース】私は記憶を頼りに神戸港を描こうとしたが、記憶のなかで神戸港と横浜港を取り違えてい
た。結果として出来上がった絵は、横浜港に見える。 

【メディアの制約ケース】私は目の前にある鮮やかな赤い花を撮影しようとしたが、手元にはモノクロフィルム
しかなかった。結果として出来上がった写真は、黒い花に見える。 

【デフォルメケース】私はジョン・レノン暗殺を図解する際、ジョンを棒人間として簡略化した。それは、眼鏡
をかけた奇形の生物に見える。あるいは、ジョン・レノンに恨みがあるため、醜い翼や角を生やして脚色し
た。結果として出来上がった絵は、眼鏡をかけた怪物に見える。 

＞＞＞いずれも、意図された事物より意図されていない事物のように見える。度合いは異なるが、前者ではな
く後者が正しい内容である、と言ってもよさそうな気がしないでもない。
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応答 - ROUND 2「誤表象」 
エイベルのIBAは、作者の意図に関する一般的な推論能力に訴えることで、一部ケースをIBAに収めうる。 

Grice (1975)による「会話の含み」理論を援用する。 

‣ 皮肉、誇張、脱線、隠喩などの婉曲的な言語表現は、会話の背景となる協調原理とそこからの意図的逸脱
に基づいて、含みとしての意味内容を持つ。 

‣ 一般的なコミュニケーション能力を持った聞き手は、婉曲的な言語表現を字面通りに理解せず、含まれて
いる内容を察することができる。（ex. 空気が読めれば皮肉を言われていることに気づく） 

‣ Abell (2005)によれば、当の枠組みは「画像の含み」においても成り立つ。見た目通りに捉えると不自然
な画像は、含みの水準において“正しい”内容を持つ。 

【メディアの制約ケース】黒さにおける類似は意図されていないため、黒い花を正しい内容として持つことには
ならない。色については不確定なものとして描いている。 

【デフォルメケース】含みをもとに解釈することで引き出せるような類似が適切に意図されているため、ジョ
ン・レノンを正しい内容として持つ。ジョン・レノンとは無関係に眼鏡をかけた奇形の生物や眼鏡をかけた怪
物を描こうと意図したわけではないため、それらは正しい内容ではない。
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「画像の含み」に関する懸念 
否定的な推論はともかく、肯定的な推論の手がかりは与えられていないに等しい。（Davis 1998） 

‣ 棒人間絵の正しい内容が「巨大な頭とガリガリの身体を持つ生物」ではないことまでは分かっても、それ
に替わる正しい内容までは推論できないor正しく推論可能な候補がたくさん出てくる。 

会話の場合と画像の場合で無視しがたい違いがある。 

‣ 言語理解が認知的であるのに対し、画像理解は知覚的だと言える。 

‣ 会話における「字義通りの意味」は表現と恣意的に結びついているに過ぎないが、画像の「視覚的内容」
と画像表面上のデザインは、エイベルにとっても、類似という非恣意的な関係によって結びついている。 

否定的な推論によって排除される「分離した内容」こそが関心の的となることは少なくない。 

‣ とりわけ、芸術的な文脈においては顔に緑の筋を持つ女性という内容がアメリー・パレイルという内容よ
りも肝心である。ゆえに、一概に後者が「画像の正しい内容である」とは言えない。 

‣ コミュニケーション的側面は重要だが、画像実践のすべてがそうであるわけでもない。 

＞＞＞まったく捏造された推論過程であるとは言わないが、少なくとも一般的なものではない。



“正しさ”の文脈依存性 
画像の内容における“正しさ”は文脈依存である。 

‣ 「作者の思想を特定する」「虚構的な物語を楽しむ」「制作の因果的な起源を特定する」「インテリアと
して飾る」「クマを追い払う」「客観的な知識を得る」「目印にする」など、画像へ向けられる関心には
さまざまな物があり、文脈ごとに“正しい”とみなされる内容は変動しうる。 

‣ “作者の意図は、作者が意味した事柄にとって関与的であり、彼らが意味した事柄を理解する上で関与的だ
が、彼らの作品が意味する事柄や、彼らの作品を理解する上では関与的ではない”（Lopes�1996,�159）�

‣ そもそも「正しさの規準」問題は八百長疑惑がある。「画像はコミュニケーション目的の人工物である」
という前提によって、あらかじめ意図に基づく画像内容を念頭に置いており、論点先取になっている。 

プロパーな画像意味論としてはもっと基礎的な内容の水準に着目するべきでは？ 

‣ 広義の画像の哲学においては、使用文脈に依存した内容を検討することも大事（銭 2020c）だが。 

‣ “senseは、⾔語的なものであれ画像的なものであれ、特定の使⽤に依存しない。そして、描写の理論は画
像の使⽤ではなく、画像のsenseについての理論であるはずだ”（Lopes�1996,�89）

﹅ ﹅ ﹅

﹅ ﹅ ﹅
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なにをどのように問うのか？

描写内容の階層性と正誤について

意図ベースの説明

性質志向の反意図主義



性質志向の反意図主義
代案



本発表の仮説 
「性質志向の反意図主義（POAI: Property-Oriented Anti-Intentionalism）」 

［STEP1］指示機能は作者の意図に依存する 

［STEP2］指示は画像にとって一次的な機能ではない 

［STEP3］述定は画像にとって一次的な機能である 

［STEP4］述定機能は作者の意図に依存しない 

【要約】描写について論じられている事柄のうち、ある側面（指示機能）についてはとりあえずIBAの主張を認
めてもよいが、そちらの側面は実は派生的な事柄であり、より基礎的な事柄（述定機能）に絞って言えば、IBA
を使うことなく説明できるはず。 

言語哲学とのアナロジーを使うなら、主張や命令といった語用論的水準に関しては話者の意味が重要な要因と
なることを認めつつ、話者の意味によって文の意味一般を還元しようとするプログラムには反対する立場。 

* 発表者は「このような立場を展開したとして、論理的にどこまで生き延びるのか」に関心がある。ゆえに当
の立場を採った場合の理論的メリットについては一旦保留。当の立場を支持するかどうかもオープン。
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［STEP1］指示機能は作者の意図に依存する 
指示機能に関してはいったんIBAを認めてしまう。 

‣ 表面の視覚的性質においてまったく同一の画像が、異なる指示対象を持ちうる、という直観は正当かもし
れない。例えば、全く同じデザインを持つ棒人間のイラストが、かたやをカフカを指示し、かたやジョ
ン・レノンを指示する。 

‣ 「現実の事物を指し示す」という文脈に限って言えば、作者の意図が“正しい”指示対象を左右している、
と考えるのが穏当である。 

もちろん認めなくてもよいが、その場合はこちらに説明コストがかかる。 

‣ 上述の事態について、なんらかの説明をしなければならない。具体的には、①「表面の視覚的性質におい
てまったく同一の画像が、異なる指示対象を持ちうる」ことを否定するか、②指示対象の差異を説明する
原理が別にあることを主張しなければならない。 

‣ Lopes (1996)は②を引き受けるが、その因果的説明がうまくいっているのかは定かではない。 

＞＞＞前パートで提示した問題点に答える必要はあるものの、さしあたり指示機能に関してIBAを保持すること
は、描写機能一般に関してIBAをとることほど問題含みではない。
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［STEP2］指示は画像にとって一次的な機能ではない 
外在的な要因に依存しているからこそ、“画像的な”機能ではないと考えられる。 

‣ モナ・リザの画像がモナ・リザを指示するのは、画像自体によるものではなく、「画像＋タイトルなどの
外在的な情報」による。これは、すでに成り立っている画像的な機能を前提とした二次的機能である。 

‣ 「画像だけでは指示機能を持たない」という立場は（地味に）結構ある。 

- “画像は述定と類⽐的であり、ラベルは固有名と類⽐的である”（Bennett�1974,�260）�
- “画像は、なにかを指し⽰すために使⽤されない限りなにも指し⽰さない”（Novitz�1975,�147）�

画像がまったく指示機能を担わないような架空の共同体が、想像可能である。 

‣ ウォルトピアの思考実験（Walton 1974）：不特定の水牛を描いた絵を水牛の代用品として用いる慣習が
あるが、特定の水牛を肖像する慣習を持たないような共同体。 

‣ 逆ウォルトピアの思考実験（Lopes 1996）は刺さらない：特定の水牛だけを描き、不特定の水牛は描かな
い共同体。ロペスはウォルトンのmake-believe説を叩こうとしているが、本発表の目的にとって不都合は
ない。
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［STEP3］述定は画像にとって一次的な機能である 
指示機能は述定機能を前提としている。 

‣ ビアズリーは不特定のなにかを描くことに「描写（depiction）」、特定の事物を描くことに「肖像
（portrayal）」の語を当てている。それぞれ、述定機能と指示機能に相当。 

‣ “何かを肖像するためには、絵画はなんらかのものを描写しなくてはならないことに注⽬していただきた
い。それが特定の⼭ではない、単に⼭の絵であるなら、その絵が肖像せずに描写するということは可能で
ある。しかし、描写せずに肖像することはできない”（Beardsley�1958,�訳197）�

‣ 「描写」は便宜的に当てられている語であり、現代の用法とは一致しないが、ビアズリーの区別は指示機
能のほうが二次的であることを示唆している。POAIは、描写の哲学に関してビアズリー的な「描写」を中
心に据える点で、いわば新ビアズリー主義的な立場だと言える。 

‣ ロペスによれば、画像における「内容（content）」と「主題（subject）」は独立ではなく、基本的には
内容に基づいて主題が伝達／理解される。前者は述定性質、後者は指示対象におよそ相当。（Lopes 
1996, 107） 

‣ また、ロペスもビアズリーと同じく「標準的描写」「標準的肖像」を区別し、不特定のものを描くケース
に前者の語を当てている。（ビアズリーは引かれていないが…）
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［STEP4］述定機能は作者の意図に依存しない 
画像が、F性を例化する不特定のなにかを描くかどうかは、そのようなものとして見えるかどうかの問題として
扱える。 
‣ “再現されるものは常に⼈々を含む物質的対象のあるクラスに属する――個体としては確定できず、特定さ
れない――いずれかのメンバーである。こうして我々は、この絵画はある⾺の絵だとか、ある⾚ちゃんの
絵、ある⼗字架の絵、ある⽬の絵だというふうに⾔う。しかし、この時、画家の意図が問われるわけでは
ない――じっさいそれとまったく同じ意味で、グレート・ストーン・フェイスはある男を再現していると
いえるし、同様に窓ガラスの霜や乾燥し捻れた根っこがある男を再現することも可能である”（Beardsley�
1958,�訳179,�発表者強調）�

‣ ビアズリーやノーヴィッツは、述定機能に関して素朴な類似説をとっている。 
‣ 「表面の視覚的性質においてまったく同一の画像が、異なる描写性質を持ちうる」という直観について
は、両者を包括するより基礎的な性質を用いて説明される。犬の足跡にも猫の足跡にも見える画像は、単
に獣の足跡の画像である。指示対象に関してはこのような解決ができない。 

＞＞＞ただし、現段階で［STEP4］は予想でしかない。
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Lopes (1996)とPOAIの比較 
POAIの中心的な態度である内容志向および反意図主義は、Lopes (1996)に倣っている。 
【共通点】 
‣ 内容の先行：画像のデザインは一連の性質を提示しており、（標準的には）そこから指示対象が解読され
る。デザイン＞内容＞主題という順序。 

‣ 意図ベースではない意味論：画像の意味は、作者の意味に還元できない。 
【相違点】 
‣ 情報ベースの意味論：ロペスはEvans (1982)を引き、「信念独立の情報伝達」を描写理論の基盤にしてい
る。［STEP4］に関して、当の枠組みをどこまで引き継ぐべきかは評価できていない。 

‣ ソース志向：POAIとは異なり、ロペス説において主題の伝達は（二次的になされるのだとしても）中心的
な位置を占めている。ゆえに、［STEP2］をもう少し強めに主張するならばロペスとも戦うことになる。 

‣ 因果包括説：写真における因果的な正しさの規準が、手製の画像においても成り立つことを示している点
で、エイベルとは真逆の因果説タカ派と言える。また、写真画像における内容の複層性も認めていない。
ゆえに、［STEP1］のような譲歩はしないと思われる。



「性質を描く」ことに関する懸念 
画像がなんらかの性質を述定するというのは、そもそもどういうことか 
‣ 言語による性質述定は、もっぱら慣習的であるのに対し、画像はそうではない。また、言語においては述
語に相当する部分が統語論的に確認できるが、画像はそうではない。なので難しい。 

‣ 性質の本性に関する問いにも、ある程度答えなければならない。（ex. Goodman 1976のクラス唯名論） 
個別者を描くことと、実はそんなに違わないんじゃないか 
‣ 物体としての画像はつまるところ、しかじかの色や形が乗せられた二次元の表面である。 
‣ カフカを知らない観者は、画像からカフカという内容を引き出せない。同様に、人について知らない宇宙
人は画像から人という内容を引き出せない。いずれの画像理解も描写される内容に関する概念の所有を前
提とするならば、カフカを引き出すことと人を引き出すことは、内容のきめ細かさ以外に違いはないので
はないか。Lopes (1996)はこのような概念主義にも立ち向かっているが評価不十分。 

‣ Kulvicki (2006)の枠組みでも、画像はそれが提示する一連の不変項（不特定の〇〇よりさらに手前）に対
し、概念を適用することで描写内容が引き出される。ここに、指示対象と述定性質の区別はない。 

＞＞＞POAIは、画像と性質の結びつきについて精緻化しなければならない。
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「性質を描く」ことに関する懸念 
「暗示（suggestion）」（Beardsley 1958） 
‣ ある事物を描写しているとまでは言えないが、見る者にその事物を連想させる＝「暗示」するようなデザ
インがある。 

‣ 「F性を描写する」⇔「F性を暗示する」ではゆるすぎるのは明らかだが、暗示になにを加えれば「描写」
が成り立つのかは定かではない。作者の意図は手っ取り早い解決だったが、POAIはこれを棄却している。 

「例示（exemplification）」（Goodman 1976） 
‣ 三角形であるなにかを描く画像や、赤いなにかを描く画像は、デザイン自体が三角形だったり赤かったり
する。デザインはサンプルとしてそれらの性質を所有しており、自己言及的に例示している。 

‣ しかし、「F性を描写する」⇔「F性を例示する」では厳しすぎる。斜めから見た台形によって正方形を描
くケースなど、描写するのに例示は必ずしも必要ではないし、単純な幾何学的図像しか扱えない。 

‣ 「表象システムR-において-特定の視点Pから見られた-正方形である」という仕方で性質を相対化させる
手があるが、あまり倹約的ではない。 

＞＞＞画像とそれが描く性質の関係は、例示よりもゆるく、暗示よりも制限的なものとしか言えない。
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葛飾北斎《神奈川沖浪裏》(1831-33)Alfred Stieglitz, Equivalent, 1930.
Yves Klein,  
Blue Monochrome, 1961



POAIに残された課題 
述定機能を基礎づける要因については十分に定式化できないまま終わった。 

作者の意図に訴えないPOAIが、代わりに参照できる概念として「類似」「慣習」「因果」「再認能力」など。 

‣ （意図ベースでない）類似説をとる場合、改めて多様性制約をカバーできるような類似関係を理論化しな
ければならない。 

‣ 慣習説をとる場合、なんでもありにならない程度にまで、慣習の役割を理論化しなければならない。 

‣ 因果説をとる場合、多様性制約をカバーできるぐらい多様な因果関係を理論化しなければならないし、明
らかに因果的ではない画像内容があるケースについて説明しなければならない。 

‣ 再認説をとる場合、意図や類似に訴えることなく「画像xは対象yと同じ再認能力を行使させる」という事
態について説明しなければならない。 

現段階では、POAIを維持する場合どこかで再認能力に訴えるしかないと考えている。 

‣ 再認説のバリエーションについてはまた別の機会に評価したい。 

＞＞＞「性質を描く」ことについて精緻化できれば、POAIはIBAに対する有効な代替案となりうる。
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POAIに関するその他の懸念 
画像におけるseeing-inと非画像におけるseeing-inの区別 

‣ POAIは、竜に見える雲を「竜を描いている」事例クラスから排除できていない。ゆえに、自然物における
seeing-inと画像におけるseeing-inを区別できていない。 

‣ むしろ、「描く（depict）」の内実において積極的に同一視しようとしている。それでいいのか。 

言葉づかいに対するコスト 

‣ 「これは馬に乗った男性を描いている」を「これはナポレオンを描いている」よりも望ましい言葉づかい
だとみなすだけの規範性を持っているのか定かではない。  

‣ 「作者がこの画像によって意図した現実の指示対象は誰か」はわれわれが画像に向ける関心のうちかなり
主要な部分を占めていることを踏まえれば、「これはナポレオンを描いている」は「これは馬に乗った男
性を描いている」よりも重視されがち。多くの場合、「これはなんの絵ですか？」という質問をする人は
少なからず前者の答えを期待しており、後者を伝えられるのはどうも煙に巻かれた気がするだろう。 

‣ いちいち「画像が描いているのは単に馬に乗った男性であり、ナポレオンを主題としていることは、あく
までタイトルや作者の意図から推定される外的な事実である」という人がいたら、ちょっと嫌だ。
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結論

画像の内容はつまるところ作者の意図によって決定されるのか 
＞＞＞「決定される」とする意図ベースの説明は有力だが、いくらかの懸念にさえ答えることができれば、
「決定されない」とする性質志向の反意図主義が有効な代替案となりうる。

「なにかを描く」という画像の描写機能には階層性があり、それは言語とのアナロジーにおいて「指示」機能
と「述定」機能に整理できる。
描写に関する「意図ベースの説明（IBA）」は、画像作者の意図を説明に組み込むことで、正しさの規準問題に
答えようとする立場であった。IBAは描写の哲学において強く支持されている一派であるが、誤表象に関わる推
論プロセスに関して定式化不十分である、正しさの文脈相対性を見逃している、八百長疑惑があるなど、懸念の
残る立場であった。
描写に関する仮説「性質志向の反意図主義（POAI）」は、描写機能に関してIBAよりも基礎的な水準にフォー
カスする。POAIは、①指示機能は作者の意図に依存する、②指示は画像にとって一次的な機能ではない、③述
定は画像にとって一次的な機能である、④述定機能は作者の意図に依存しない、という論証を経てIBAに対する
オルタナティヴとして展開されうる。しかし、述定機能や性質の本性に関して細かい説明が求められる。
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