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「在来知＆近代科学」（IKMS）2015年度第 3回研究会 2015.7.4. (大阪大学) 

「イメージの人類学」のための理論的コラージュ              箭内 匡 

 

 

1. はじめにーイメージの人類学に向けてー 

「イメージ」という語でわたしが意味しているのは、… 
「事物」と「表象」とのあいだのどこかに位置している
ような実在である。 H・ベルクソン『物質と記憶』
(1896)、「第７版への序言」(1911) 
 

 私は、精神の間での写真撮影のあらゆる刻印(toute 
empreinte de photographie inter-spirituelle)ーそれが意図
的か否か、能動的か受動的であるかを問わずー を模倣と
呼ぶ。 

 二つの生きた存在(êtres vivants)の間に何らかの社会
的関係が存在するようなあらゆる場所に、この意味での
模倣が存在するとしたら (…) 社会学者がこの概念[=模
倣]を強調してもよいことは同意してもらえるだろう。 

G. タルド『模倣の法則』(1890)「第二版への序文」(1895)  
 

イメージについて語ることは微小存在論
(microontologia)について語ることであり、宇宙にあるな
かで最も弱く、壊れやすい存在のレベルについて語るこ
とである。 

Emanuele Coccia, La vita sensibile (2011), p. 58 

 

2. imponderabilia 再訪ー｢文化｣｢社会｣の枠に収
まらないものー 

1. 「部族生活のあらゆる規則的、恒久的なもの、永久的
で不変なものを集め、住民の文化を解剖し、社会の構
成を描く」こと。「社会・文化の骨組み」 

2. 「現実の生の計量しがたいもの」(imponderabilia of 
the actual life)としての、人々の日常の些細な（しか
し反復されることで重みを持つような）行動や態度や
感情のあり方を把握すること。「人々の生活の血肉」。 

3. 「ある社会の制度と文化に対応する典型的な考え方、
感じ方」を捉えること。これは現地語の使用によって
のみ正確に把握できる。 

「(imponderabiliaとは)平日のありふれた出来事、身じた
く、料理や食事の方法、村の焚火の回りでの社交生活や
会話の調子、人々のあいだの強い敵意や友情、共感や嫌
悪、個人的な虚栄と野心とが個人の行動にどのように現
れ、彼の周囲の人々にどのような気持ちの反応を与える
かという、微妙な、しかし、とりちがえようのない現象
—などのこまごまとしたこと」 

マリノフスキ『西太平洋の遠洋航海者』「序論」 

 

 

3. 不安定性の中のフィールドーチリ南部、1990
年代前半ー 

｢文化｣・｢社会｣は、とりわけ今日では、目の粗すぎる篩
のようなものであり、大事なことの大部分は目の間から
すり抜けてしまう。篩をいくつか重ねて「多文化」を考
えてもーーまた「グローバルな文化」の篩を重ねてもー
ー事態が改善されるわけではない。「イメージ」は、マリ
ノフスキやベイトソンを継承しつつ、人類学的思考を続
けるための概念である。 

「イメージ」は、｢文化｣・｢社会｣の篩を通して眺めれば、
ある程度は「物」や「言葉」に結節するかもしれないが、
それが与える効果は不安定なものでありうる。それが「こ
ちら側」（例えばマプーチェ文化）、「あちら側」（例えば
チリ文化）のどちらに現出するかは分からない。 

もちろん「イメージ」が集合性の中にあることは間違い
ない。しかし、｢文化｣・｢社会｣として呼ばれてきたレベ
ルの集合性は、たえず伸縮し、境界を持たない集合性と
して捉え直されるべきだと思われる。 

「自然」はもう一つのキーワードになるが、以下では、
この言葉を、「文化」も「人工物」も含んだ広義の「自然」
として使う。 
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4. カントからカーペンターへーイメージ経験の他
性に向かってー 

• 極北の冬は、太陽が地平線のそばを動いている間を除
くと、大地と空はつながっている。風が立って雪が空
中に舞うと、視界は 30mほどになり、旅は危険である。
しかし、彼らは地形と風についての知識を助けに旅を
する。 

• イヌイトの観察力は、彼らの周囲の事物への参入の力
によっている(they enter into experience, not as an 
observer, but as participant)。 

• 彼らはエンジンや、時計や、あらゆる機械を分解して
は組み立てるのが大好きである。機器の修理のために
極北地方にわざわざ来たアメリカ人の機械工がお手上
げの機械を、彼らは修理してしまう。たいていは手作
りの、極めて単純な道具を使って、金属や歯牙による
代替品を作ってしまうのだ。 

• イヌイトたちはきわめて観察力に優れているが、それ
だけでなく、空間を時間と分けて考えない習慣がある
ため、物事のメカニズムを動的なプロセスとして把握
する能力に長けている。「彼らは空間を静的なもの、従
って計測可能なものとはみなしていない。だから空間
的計測のきちんとした単位もなければ、時間を均等に
分けることもしない」。 

E. Carpenter, F. Varley, R. Flaherty, Eskimo, 1959. 

※人類学でカントを引き合いに出すことは、必ずしも不
可欠な手続きではないように思われるかもしれない。し
かし、第一に、今日の人類学は、近代的な科学技術、統
治技術との対話のなかで行われる必要があるが、そこで
議論を根本まで遡らせようとすると、カントの超越論的
哲学がどうしても顔を出してくる、という事情がある。
カントは非常に見事に、近代世界における「世界のとら
え方」の構造をえぐり出したからである。第二に、人類
学における「文化」、「社会」といった概念の使用自体が、
西欧近代的な伝統の中から出てきたものであり、その概
念化自体が、カントが『純粋理性批判』で分析した悟性
認識の構造と無関係ではないことである。デュルケーム
の『宗教生活の原初形態』、パースの記号論、レヴィ=ス
トロースの『野生の思考』など、文化や社会の問題を根
底から考えようとすると、カント哲学との対話は避けら
れなくなるのである。ここでも、「イメージ」（＝現象）
という根本的な経験から考え直すなかで、エドマンド／
カーペンターの本の助けを借りてみたい。 

カーペンターによる（暗黙の）カント批判１：イヌイト
にとって物を取り除いた空間は存在しない。空間は媒質
であり、媒質のみである。 

批判２：イヌイトにとって空間と時間は不可分。経験さ
れ記憶されるのは「運動」であり、その「関係」である。 

批判３：イヌイトにとって時空間と概念的なものは切り
離せない（cf. カントにおける受容性と自発性の区別）。 

批判４：こうした経験は、主体が客体に参入する関係で
もある。それは「客体化された自然」とは異なっている。 

5. 脱イメージ化＋再イメージ化ーイメージ概念の
深化ー 

これまで直接的・無媒介的経験としてのイメージを強調
してきたが、すぐにその不十分さにも気がつく。我々は、
交通標識や信号のような純粋な記号も含めて、記号的な
コミュニケーションも行っている。記号の問題はどのよ
うに考えたら良いのだろうか。 

構造主義的考察をヒントとしつつ、本来あったイメージ
性の一部が削ぎ落とされる過程を「脱イメージ化」
(de-imaginization)と呼び、それが別の地平で新たなイメ
ー ジ 性 を 獲 得 す る こ と を 「 再 イ メ ー ジ 化 」
(re-imaginization)と呼ぼうと思う。 

ここで決定的に重要なのは、「脱イメージ化」と「再イメ
ージ化」を表裏一体のプロセスと考える点である（それ
ゆえに「脱イメージ化＋再イメージ化」と書く）。イメー
ジが当初の場所から離陸するのは、必ず別の場所に着地
するためである。 

イメージとはそれ自体がオリジナルな存在なのではな
い。むしろ「脱イメージ化＋再イメージ化」の動きが常
に先行し、その様々な過程の中で、特定の局面において、
我々がイメージとして受け止めるものが同定される、と
考えたほうが良いだろう。 

 

 

6. イメージから力へーＭ・ブランショの思索から
ー 

可能性(possibilité)とは現実(réalité)以上のなにかである。
つまりそれは存在することであり、それに加えて存在の
能力(le pouvoir de l’être)である。可能性こそが現実を打
ち立ているのであり、現実を創立する。 

私が言葉を語るとき、私はつねにある種の権力の関係を
実行している。私は、自分でそうと自覚しているかいな
いかにかかわらず、諸々の能力＝権力(pouvoirs)の網状組
織に所属しており、私はそういう網状組織を利用しつつ、
私に対してはっきりと現れてくる権力(puissance)に対
抗して闘っている。 

可能性 (possibilité)は、pouvoir（「できる」、権力）、
puissance（権能、可能態）と関わっている。世界の諸存
在との関係は、諸存在との可能性の関係であり、それは
とりもなおさず、諸存在との権力関係でもある。 

M・ブランショ「大いなる拒否」（『終わりなき対話』） 

ブランショは「言葉を語る」ことについて述べているが、
当然、身振りや表情、単なる身体的動作、姿そのものな
どについても同じことが言えるだろう。 

そればかりでなく、人間を取り囲む諸物の現れ（＝その
可能性）もまた、権力関係である。例えば、バラの花は
人間にそれを鑑賞させたり、匂いを嗅いだりさせる可能
性＝権力を持っており、蜜蜂に蜜を吸わせる可能性＝権
力を持っている。 

一言でいえば、イメージとは力、可能性、権力の問題で
ある。 
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7. アニミズムとディナミスムー「自然」の力を感
じることー 

タイラーの『原始文化』(Primitive Culture, 1871)：唯一
神への信仰を前提とするような宗教的思考の枠組みを脱
中心化し、人々の日常的な経験に近い場所での霊的なも
のへの信仰（生と死、呼吸や影、脱魂経験、植物や物体
に籠もった魂など）を拾い上げること 。「根源に遡って、
宗教とは霊的存在者を信ずるという、最少限度の定義」
として、アニミズムの概念を樹立する。 

ファン・ヘネップは、『マダガスカルにおけるタブーとト
ーテミスム』(1904)、『オーストラリアの神話と伝説』
(1906)の中で、マレット以来の前アニミズムに関する議
論を参照しつつ、マダガスカルとオーストラリアの事例
に現れる、呪的ないし神秘的な「力」についての宗教的
思考を、宗教哲学に由来する「ディナミスム」という用
語—「力」を意味するギリシャ語の dynamisに由来する
—を用いて概念化する。 

さらに『通過儀礼』(1909)では、ディナミスムの概念が
儀礼の問題と結びつけられる。儀礼にはアニミスト的儀
礼とディナミスト的儀礼があるのであり、前者は人格的
な信仰対象に向けられるが、後者は必ずしも人格的な形
をとらない、いわば散漫と広がった「力」(dynamis)に対
処するための儀礼である。 

 

 

8. アニミズムと「他性」ーデスコラ、ヴィヴェイ
ロス・デ・カストロー 

 

アニミズム的世界は、本質的に他性を含んだ世界である。
例えば、人間の「社会」とジャガーの「社会」は根本的
に対立しており、まかり間違えば人間とジャガーの戦い
が始まる。 

つまり、異なる身体＝衣装を身にまとった種々の「人々」
が、ある意味で潜在的な戦争状態の中で相互の関係を営
んでいる。 

アニミズム的世界は、自然の中に住まう多種多様の（広
義の）「人々」が、クラストルの意味での「戦争-へと向
かう-社会」を営んでいる世界であると言ってもよいかも
しれない。 

 

 

9. アナロジスムの問題性ーデスコラ『イメージの
作成場』へのコメントー 

＜アナロジスムの概念＞ 
世界を注意深く眺める者は、世界が無数の差異から成っ
ていること、我々の好奇心の前に差し出されるいかなる
存在、物、状況、状態、性質、過程も、他のものに完全
には似ていないことに気づかざるをえない。アナロジス
ム的存在論は、諸存在の特異性を繰り返し経験する中で、
執拗に照応関係を用いることで、多様なものの増殖から

来る無秩序の感覚を和らげようとするものである。それ
ぞれの物は確かに固有だが、それを他の物に結びつけ、
さらにその他のものを別のものに結びつけるような特性
を見出すことはできる。そうやって、世界の経験の諸側
面が、アナロジーの連鎖によって再び織り合わされるの
だ。ある食べ物、体の一部分、ある季節、ある色、ある
動物、それらはすべて特異だが、しかし、それらを暑さ
／寒さ、乾き／湿り、昼／夜、男性／女性といったもの
に連関させることで、結び合わされる。 

Ph. Descola, La fabrique des images (2010) 

 

＜アナロジスムの政治＞ 
「円錐クラン」では、人々は何らかの親族関係によって
結ばれており、そして親族関係にある以上は、相互に類
比的な存在である̶地位の高低がある以上は同一ではな
いが、しかし地位の比較が常にできるという意味で本質
的に類似した存在である̶という意味で、これはまさに
アナロジスム的な人々の束ね方であると言える。 

階層的な社会を志向する傾向は「グムサ」と呼ばれ、円
錐クランに似た親族体系（末子を優先する）、婚姻連帯に
よる「マユ＝ダマ」関係に基づいていた。カチン社会に
は他方、無政府主義的で平等主義的な社会を志向する傾
向（「グムラオ」）もあった。しかし、どちらも不安定な
システムであった。 

リーチの『高地ビルマの政治体系』から汲み取りたいの
はシステムの多重性と連続性である。「グムサ」「グムラ
オ」「シャン」は人々の頭の中に並存している。祖先の系
譜関係の同一のイメージが、ある時は「グムサ」的、あ
る時は「グムラオ」的方向で解釈されうる。リーチの記
述は、アナロジー的秩序化の強度における揺れを見事に
描いている。 

二つの集団の関係が「グムサ」に転じるか「グムラオ」
に転じるかには、根本的な未決定性（不確定性？）があ
る。同じように、自然の諸事物は人間に対して、ある場
合にはアニミズムの相のもとで、別の場合にはアナロジ
スムの相のもとで、さらにはディナミスムの相のもとで、
現出してくるかもしれない。 

 

＜アナロジスムの経済＞ 
• 経済活動の源泉は「土地」が彼らに与えてくれる「力」
である。 

• この「力」は究極的には神に由来する。 

• この「力」が作物に蓄えられ、そしてその作物を食べ
る人の中に蓄えられる。それがまた、人々が農作業を
行う「力」になる。 

• この経済の基本単位は「家」であり、彼らにとっての
経済(economy)とは、「家」が「土地」から直接受け取
る「力」を全体として管理する「家政」(oikonomia)の
ことであった。 

• 家政において大事な技術は「節約する」—economy の
もう一つの意味—こと。彼らはガラクタも決して捨て
ず、つねに何かの再利用の方法を見つけた。 
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• 彼らは貨幣による売買も行っていた。しかし現金で購
入するものは「贅沢品」で、それにこだわるのは「悪
徳」だった。 

• 都市の人々が利潤を生み出すのは人々にとって神秘だ
った。彼らにとって、本当に「力」を与えてくれるの
は、「家」の中で生み出されたものだけであった。 

S. Gudeman, Economics as Culture (1986); Gudeman & 
Rivera, Conversations in Colombia, 1990. 

中南米農民の「家」の経済は、古代ギリシャから中世ヨ
ーロッパを支配した、アリストテレスのアナロジー的哲
学、トマス・アクィナスのアナロジー的神学の経済観が、
スペイン植民地時代に中南米で定着したものとグードマ
ンは考える。 

アナロジスム的経済における「家」という単位は、経済
的な意味とともに、政治的、倫理的、さらには医学的な
意味を持つものであった。アクィナス神学では、神の「力」
と被造物の「力」は類比的なものー似ているが異なるも
のーと見なされる。 

アリストテレスがトマス・アキナスを通じて中世の都市
経済に及ぼした影響は、後代のアダム・スミスやディヴ
ィッド・リカードゥが十九世紀の世界経済に及ぼした影
響にも比較できるほど大きなものであった。 

カール・ポランニー『経済の文明史』 

パナマやコロンビアの農村経済では、「土地」から引き出
された「力」は、家の経済の中を流れていく様々な事物
の中に蓄えられていくが、それらの様々な事物の中の
「力」は、異なった尺度の中にあるのであり、それらの
力はあくまでも、緩いアナロジーの関係の中にある。 

私は、人々が力の数量について語ったり、収穫を力の量
と比べたり、他の物を測るのに力の量を用いることを聞
いたことはなかった。もちろん彼らも数えることはする。
収穫高、必要な種子、労働日数、今後必要な労働日数、
歩幅単位や身長単位による仕事量、仕事を終えるための
作業数、貯蔵した食物が何日持つか、家畜の数が何頭か、
等々を彼らは計算する。それぞれは別々の尺度で測られ
る […]。農村地域では、（貨幣のような）最終的な物差し
もなければ、（利潤のような）収支決算もない。ある家の
富とは、力が様々な形で具体化したもの (different 
embodiments of strength)の総体であり、それ自体が多様
なものなのである。 

S. Gudeman, “Vital Energy: The Current of Relations,” 
Social Analysis 56(1): 57-73. 

 
＜まとめ／客体化された自然について＞ 
ディナミスム、アニミズム、アナロジスム、客体化され
た自然は、デスコラのように、現実の「社会」ないし「文
化」と結びついたものと考えるべきではない。 

ディナミスムとアニミズム、アニミズムとアナロジスム、
アナロジスムと客体化された自然は、人間の思考の中で、
必ずしも明確に分離できるものではない。物事は本来、
「イメージ」の状態においては、四つのどの方向にも向
かいうるのかもしれない。 

フーコーは『言葉と物』で、十七世紀以降、ルネサンス
の類似の宇宙が失われ、自然と人間に関する知の形式が
支配的になってゆくことを論じた。この新しい知の形式
を指し示す最も先鋭的テクストの一つが、デカルトの『精
神指導の規則』(1628-29)である。そこでは類似性を排除
し、厳密な同一性と演繹によって、一歩一歩着実に真理
に到達していく、「マテシス」（普遍数学  mathesis 
universalis）の方法が主張される。 

十七世紀以降のこの知の形式においては、主体としての
人間が世界から分離される。自然と人間の共鳴関係のな
かで自然を読み解くのではなく、自らを自然の外に置い
たうえで（「方法的懐疑」によって「私」を世界から一度、
完全に切り離した上で）、自然を、また自然を眺める自分
自身を、記述し分析するようになる。 

ここにおいて「自然」は、もはやディナミスムでもアニ
ミズムでもアナロジスムでもない、「客体化された自然」
となり、そこでの「力」もまた、客体化された形で分析
可能なものである場合にのみ、有効であると見なされる
ことになる。（≒デスコラの「自然主義」） 

これまでアナロジスムが張り巡らせていた類似性の鎖は
ここで断ち切られ、見えなくなるのである。（やがて、ロ
マンティシズムを端緒とする一連の芸術運動が、この失
われた類似性を再発見していくのだが。） 

 

 

10. 漏れ出る「自然の力」  
人類学という学問はもちろん、この「客体化された自然」
の内部には位置しない。フーコーも示唆していた通り、
むしろ、そうした自然観における「人間」の概念のその
ものを壊していく「反＝科学」でありうる。 

「イメージの人類学」の観点からいえば、「客体化された
自然」は、自然を特定のメディア平面に向けて「脱イメ
ージ化＋再イメージ化」する一つの仕方（そこでの権力
関係の網の目を含め）である。しかし、イメージ経験（イ
メージ化の経験）は本来的に、もっと多様な広がりを持
ちうるであり、それゆえに、「自然の力」は、「客体化さ
れた自然」から常に漏れ出てゆくはずである。 

このように考えたとき、最初の問いとして、「客体化され
た自然」のただ中に、それが建前上は排除したかのよう
な、残る三つの自然観（ディナミスム、アニミズム、ア
ナロジスム）が漏れ出していないか、と考えてみること
は、意味のあることだろう。 

 

事例１：神話としての音楽（レヴィ=ストロース）  

レヴィ=ストロースは『裸の人』の「終曲」で、フーガの
発明に代表される近代西洋音楽の諸形式の飛躍的発展
が、一六世紀から一七世紀、ちょうど西洋において科学
的思考の興隆に伴って神話的思考が死滅した時期に生起
していることに注目し、近代西洋音楽は、死滅しつつあ
る神話的思考を、神話素の連鎖ではなくて、楽音の連鎖
として受け継いだものだと考える。つまりレヴィ=ストロ
ースによれば、神話的思考は、科学的思考の現出に抵抗
するようにして、言葉による語りの領域ではなくて、音
楽の領域に漏れ出したわけである。 
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事例２：臓器移植における「アニミズム」  

「客体化された自然」が公式の言説であっても、イメー
ジは様々な形で我々に直接的に働きかけ、また我々もイ
メージに参入する。そうした中で、様々な「力」の関係
（ディナミスム、アニミズム、アナロジスムの連続性、
重なり合い）が現れることは、むしろ自然なことである。 

… この医師は、死刑囚が臓器を提供するという考えを受
け入れられなかった。それは […] 倫理問題のためではな
く、殺人者の心臓をもらうということに抵抗があるため
であった。彼は当惑しながら、「ぽくは殺人者の心臓を体
内に埋め込むのはいやだなあ」と言い、[…]「人格が変わ
ってしまうかも知れませんからね」とつけ加えた。[北米
の心臓移植医] 

私はチーズとかそういったものが以前は嫌いでした。と
ころが突然、これは冗談なのだと思う人もいるのですが、
私はスライスチーズをやたらに食べるようになったので
す。最初の腎移植を受けたあとのことです。今度的手術
後にまず私がしたのは、チョコレートを食べることでし
た。今はチョコレートが大好きで、毎日食べています。
以前はチョコレートはそれほど好きじゃなかったので、
とても変な気がします。肝臓をくれた人がものすごいチ
ョコ好きだったのではないでしょうか。妙な気分です。
[...] 今の自分が以前と同じ人間だとはどうしても思えま
せん。[腎臓・肝臓の移植を受けた北米のレシピエント] 

マーガレット・ロック『脳死と臓器移植の医療人類学』 

 

事例３：「枠」の中の生  (I)、スポーツ  

「客体化された自然」の世界では、しかし、それを枠の
中に入れて、その内部でいわば as if の世界として「自
然の力」を許容したり（観光、消費の対象としてのアー
ト、ゲーム）、またそうでなくても、「自然の力」が漏れ
出てきたりする（スポーツ）。 

スポーツの試合での、ディナミスム的な力の出現やアナ
ロジスム的な力の組織の現れーと同時に、他方で、枠の
中での「客体化された自然」の働きーは興味深い（スポ
ーツは身体という自然に拠っている）。 

枠の内と外の間のイメージの相互浸透にも注意を払う必
要がある。 

 

事例４：「枠」の中の生  (II) 、“Second Life”の仮想
現実  

Second Life では自らの身体をいかに作るかが決定的に
重要である。その身体は、肉体から自由な次元で構築さ
れるものである（男性が女性になったり、皮膚の色を変
えたり、動物になったり、何でもできる）。 

ユーザーはまた自らのアバターの代替アバター(alt)を作
ることもでき、それらに異なった人格を演じさせること
もできる。しかし、それらが現実世界の自己からまった
く遊離したものになるわけでもない。 

時には、自分の中に潜んでいた別の自己が現出する場合
もある（トランスセクシュアルである自分を発見した
例）。 

 複数のアバターを持っている場合でも、それが一定の時
間的連続性をもつ社会的に安定なものであるなら、それ
らの各々がユーザーの自己の一部分を表現していること
は間違いない。意外にも、このような多元的な自己のあ
り方は、多くの人にとって自然と思われるものだった。 

多くの人は、Second Lifeの中の人間関係を、お互いの内
面に直接に入っていくような濃密な関係として経験し
た。そこでの人間関係は、現実世界よりもずっと「速く」
進むものだった。 

自分が現実世界では実現できなかったことが、仮想世界
でできるようになることもある。 

もちろん恋愛関係もあるが、多くは友人関係であった。
Second Life で出会う人々のほとんどは親切で、無償で
勉強を教えたりという愛他的行為もしばしば見出され
た。 

Tom Boellstorff, Coming of Age in Second Life (2008) 

 

事例５：昭和天皇の崩御 (1988.9-1989.1） 

1988年 9月 20日の新聞各紙朝刊で昭和天皇の「ご容態
急変」、夕刊で「ご病状深刻」「ご重体」が伝えられる。
以降、容態の悪化が連日、新聞の第一面で詳細に報道さ
れる。 

最初に生じたのは「記帳ブーム」。天皇の回復を願い、皇
居ほか全国数カ所の記帳所に多数の人々が駆けつけた。
天皇に特に愛着を持っていなかった人々、ほとんど意識
すらしていなかった人々が多数、記帳所に馳せ参じた。 

最初の二週間ほどの興奮状態が過ぎ、10月に入って顕著
になっていったのは「自粛ブーム」。派手な祝賀行事はす
べて控えられ、国全体にタブーがかかったような重苦し
い雰囲気が続いた。 

不安の中で 1989 年の正月が明け、1 月 7 日についに崩
御が伝えられ（右写真）、同時に「平成」への改元が告知
される。翌 1月 8日以降、新しい元号とともに「自粛ブ
ーム」のタブーは次第に解け、天皇制をめぐる論議もマ
スコミで活発に行われるようになった。 

「記帳ブーム」と「自粛ブーム」という出来事は、明ら
かに元号制度と表裏一体のものだったはずである。「ご重
体」の報道まで、63年間続いていた「昭和」の暦は、日
本の大多数の人々にとって西暦と同じくらい不動のもの
だった。9 月下旬に人々の頭の中で生起したのは、何に
も増して、この「昭和という名の社会」が死につつある
ということだったと考えられる。そして、この「昭和と
いう名の社会」は、10月ごろの段階で、おそらく天皇の
崩御を待たずに死んだのである。 

1月 7日の崩御の後ーとりわけ 1月 8日の改元後ー、個
人の死であればこの日から服喪期間に入るはずなのに、
崩御は喪明けに似たものとして経験された。実際人々は
すでに、服喪期間に酷似した「自粛ブーム」の長いタブ
ーの期間を過ごしたあとであった。このように考えると、
昭和天皇の崩御に際して起こった出来事は、何よりも、
ファン・ヘネップ的な「ディナミスム」の表出であった
と考えられる。日本という社会が経験する時間の流れ、
その未知性、不安、力(dynamis)、といったものが、おそ
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らく、元号制度との結合のもとで一気に吹き出したのだ。 

とはいえ、もちろん「単なる」ディナミスムと言い切る
ことはできない。天皇制ーそして王権ないし国家ーのア
ナロジスムは、そうした力(dynamis)を自らの身に纏うこ
とで機能するからである。そこでは、客体化された自然
と、アナロジスムと、ディナミスムの様々な度合いにお
ける連動を考えねばならないだろう。 

 

G ・アガンベン『ホモ・サケル』へのコメント  

ジョルジョ・アガンベンの『ホモ・サケル』(1995)は、
現代国家の全体に、ある種のアナロジスムの影が覆い被
さっていることを論じたものと考えることができる。 

「ホモ・サケル」とは、ローマの古い法に現れる形象で
あり、「誰もが穢れることなく殺害できるが、犠牲の対象
にはなりえない」という特性を持った「聖なる人」であ
る(106)。これは、世俗的領域からの例外化であるととも
に、宗教的領域からの例外化である(118)。 

アガンベンはこれが、主権的締め出しの内に捉えられた
生の原初的形象を提示するのではないか、と推論する
(120)。そのような視野のもとで、彼は「主権とは、法権
利が生を参照し、法権利自体を宙吊りにすることによっ
て生を法権利に包含する場としての、原初的な構造のこ
と」と論じる(44)。 

そして彼は、現代の生政治の展開のもとでは「すべての
市民が、ある特殊な、だが現実的きわまる意味で、潜在
的にはホモ・サケルの姿を呈している。このようなこと
が可能なのは、はじめから締め出し関係が主権権力の構
造そのものを構成するものであるからにほかならない」
(157)ことを指摘する。我々は「皆、潜在的にはホモ・サ
ケルであるかもしれない」(161-2)。 

アガンベンのアナロジスム的政治論が、今日の世界で大
きな反響を呼んだ点は興味深い。政治とは結局は力の整
序である以上、現代国家が「客体化された自然」とアナ
ロジスムを最もたちの悪い形で連動させうるということ
は、現実味のあることだと考えられる。 

しかし、アガンベンには、アナロジスムよりも脱中心化
された世界（ディナミスム、アニミズム）は見えていな
い。人類学的思考は、そうした「他の思考」に向かうこ
とで、アガンベンが示唆する閉塞性的状況の外に出るこ
とができるだろう。例えば田辺明生は、現代インドにお
ける低カースト民が、カーストによる差別と近代的政治
との連動に対しての彼らの戦いにおいて、カーストによ
る区別を否定するのではなくて、カーストの存在論の根
底に遡って（そこにあるのは、自己犠牲としての供犠の
論理である）、そこから平等的な倫理と政治を引き出して
きたことを論じている。 

 

 

11.（イメージの）人類学とは何か 

人類学は民族学(ethnology)、つまり他民族および民族間
の差異の研究から出発した学問である。この差異を通し
て考えるという姿勢が、人類学の人類学たる所以である。 

デスコラから想を得つつここで展開した、ディナミス
ム・アニミズム・アナロジスム・客体化された自然、と
いうラベルは、「イメージの他性」を確実に見出してゆく
ためのいわば補助線である。 

デスコラから想を得つつここで展開した、ディナミス
ム・アニミズム・アナロジスム・客体化された自然、と
いうラベルは、この「イメージの他性」を確実に見出し
てゆくためのいわば補助線である。 

我々が人類学的記述に用いる言語は、基本的に、「客体化
された自然」観の中で鋳造されたものであり、そこから
自由になることは容易ではない（日常生活においては、
我々は必ずしも「客体化された自然」の中で暮らしてい
るわけではないが）。 

 

ところで、この四つの自然観の彼方には何があるのか。
それを考えるためには、単純化の恐れは覚悟のうえで、
それらが各々生み出しうる仮象について考えてみてもよ
いかもしれない。 

1. ディナミスムと「名」： 「自然の力」のもっとも直
接的な経験としてのディナミスムが、ある名（マナ、
タブーをはじめ）で呼ばれるとき、力は「名」の上に
「脱イメージ化＋再イメージ化」してしまう。 

2. アニミズムと「多」： ヴィヴェイロス・デ・カスト
ロの「多自然主義」の概念のように、アニミズムにお
ける「多」を強調すると、アニミズムが否定的な形で
（「一」に対する「多」として）捉えられる可能性が
出てくる（ピエール・クラストルの『暴力の考古学』
における「多」の肯定はこの傾向を直裁に表現してい
る）。これは民族誌的事実に合致する場合もあるが、
「多」を「一」に向けて共鳴させるような思考が不可
能なわけではない（→後述）。 

3. アナロジスムと「形」： アナロジスムは差異を許容
しつつ、全体をまとめあげる。しかしそうした統合は、
イメージを一定の形に変形させたうえで行われる危
険を孕みうる。このことの問題性は、首長制や王権の
ような政治的次元で考えるとより明瞭になる。 

4. 客体化された自然と「次元」：（→次） 

5.  

次元の問題は「客体化された自然」に最初から付きまと
っている。デカルトが物質（実体）を「延長」として捉
えたとき、それは三次元空間と不可分のものだった。「客
体化された自然」では常に、あらかじめ現象が生起する
場としての「ｎ次元空間」が定められ、その中に現象が
マッピングされる。 

しかし、実際には現象は何次元で展開しているのか分か
らないし、また自然においては、フラクタル的な次元の
縮約によって、非整数次元の空間で現象が生起している
ことが非常に多い。 

「幾何学 geo-metrie とは本来、「土地を測る」ことであ
ったが、すぐにそこから離れて、球や円錐や四角形など
の想像上の形の研究にとって代わられていった。そうし
た「幾何学」の延長線上で、通常のデジタル画像は、自
動車ならば理想的な自動車の形を、建物ならば、割れ目
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や汚れのある現実の建物ではなく、建築家の図面の形を
描いてきた。これに対し、私が作り出すイメージ[フラク
タル図形]は、現実の山や雲や川と同様の複雑さを持った
ものである」（Ｂ・マンデルブロ）。 

マンデルブロ自身の思想とは裏腹に、フラクタル幾何学
やカオス理論の応用はそれ自体、（現実に極めて似ている
が）「想像上の形」に陥る場合が少なくないことも指摘で
きるように思われる。これはやはり、出発点において空
間の次元を限定する手続きから来ているだろう。 

 

デスコラはこのウィチョールの儀礼用具をアナロジスム
の中に分類している。しかし、アナロジーに関しては、
(1)差異の間の外的な類似、(2)差異の内奥における同一的
な働き、二つの意味を区別する必要がある。 

アナロジスムは「多」に基づく形而上学的・宗教的アイ
デアであり(1)、フラクタル的な世界の把握は「同一的な
働きの経験」であるがゆえに(2)、（デスコラの意味での）
アナロジスムとは区別されるべきだと考える。実際、(1)
と(2)は哲学史上、「存在のアナロジー」（神の声と人間の
声は似ているが異なること）と「存在の一義性」（存在は
ただ一つの声で自らを表現すること）という二つの考え
方の対立そのものである。 

… 一義性(l’univocité)の本質的な点は、｢存在｣(l’Être)がた
だ一つの同じ意味において言われるということにあるの
ではない。その本質的な点は、｢存在｣が、ただひとつの
同じ意味において、おのれの個体化の諸差異つまり本質
的な諸様相について、言われるということにあるのだ(il 
se dise, en un seul et même sens, de toutes ses 
différences individuantes ou modalités intrinsèques)。 

Ｇ・ドゥルーズ『差異と反復』、68-69頁 

（一種のスピノザ主義の中で）これまで見てきた四つの
世界観を、このような、人々の自然（＝自らを取り巻く
世界、人工物も含む）についての経験におけるそうした
「一つの同じ意味」の発見の周辺における振幅と考える
ことはできないだろうか1。 

 

人類学が民族学から、つまり ethnosの差異から出発した
学問的実践である。ethnosとはそのギリシャ語の語源に
おいて「群れ」という意味であり、それに基づいていえ
ば、「人々が群れるなかで形成された経験の重み」に向か
ってゆく学問である、といえるかもしれない。そして、
自らを取り巻く世界をめぐる経験の中で人々が発見した
「一つの声」は（個人も集合的なものの中にいるのだか
ら、この発見は必ずしも「伝統的な知」のようなもので
はなくて、個人的な「気づき」のようなものでもよい）、
「ethnosの知」という意味で、ethnoscienceと呼ぶこと
ができるだろう。 

「ethnos の知」は、「客体化された自然」と、次元の問

                                       
1 ここで「スピノザ主義」というのは、差異の中の「同じ声」
の発見を、スピノザの「共通概念」と重ねて考えているからで
ある。おそらくここで大事なのは、フラクタルがそれ自体増殖
していく図形であるように、この「同じ声」は生成的なもので
あることである。 

題をめぐって鋭く対立する。本質的な点は、カーペンタ
ーが述べていた「参加」の問題にあるだろう。「人間が自
然（現実）に参加する」とき（「客体化」によって自然か
ら切り離されないとき）、経験の次元の未規定性は失われ
ない。未規定であっても、そこで発見される「一つの声」
は、あるひとまとまりの｢経験の群れ」の重みによって支
えられたものである。人類学の手続きは、この「一つの
声」の発見を信頼することにかかっているだろう。（もち
ろん、この「一つの声」の周りには様々な振幅があり、
おそらく仮象がある。） 

もちろんここで、「人類学者がフィールドの現実に参加す
る」ことは決定的なポイントである。つまりそこで人類
学者は、「客体化された自然」の手続きとは異なった形で、
つまり、人々の「経験の群れ」に直接近づいてゆく形で、
「一つの声」を聴こうとするからである。まさにこのよ
うな手続きによって、人類学そのものが、ethnoscience
として自らを樹立することになるのだと考えられる。 


