
科学と呪術の対称的な取り扱いについて 
プレートと神霊をめぐる実在の方法論 

特集：シミュレーションと呪術の構造 

20151003 



要旨 

• 近代人類学において、科学と呪術ないし宗教とは対
照的な概念として捉えられてきた 

• だが近年の科学論・人類学における関係論の展開は、
両者を同一の観点から対称的に捉える可能性を潜在
させている 

• 本発表では 
– 「存在者の実在」をめぐる理論を素描し 

– 発表者の調査する地球物理学において利用されているシ
ミュレーションに深く関連する実践である数理モデリングと 

– 宗教・呪術と関連するブッシュマンの神霊をめぐる儀礼と
いう 

– 「実在の方法論」を対称的に取り扱うことを試みる 



科学・呪術（・宗教）の系譜学 
（タンバイア） 

• 〔近代人類学において〕この三つのカテゴリーないしは領域やそれ
ぞれの領域の範囲、違いや重なり具合などが、実に多くの、しかし
その源をたどれば必ずや人類学の理論家のどこかの系譜につな
がるような、研究者の間で交わされた活発な論争の主題となって
きた[タンバイア 1996] 

• 実際モルガンの時代以来、少なくとも百十年以上にもおよぶこの
ような活発な論争は、次のような二つの点で興味深い  
– a. この論争が呪術、科学、宗教というカテゴリーをほとんどすべての
社会に存在する意味ある領域としてとらえ、それゆえに比較研究に
とって一般的に有効な分析カテゴリーとして受け入れてきたこと  

– b. この長きにわたる論争が、理論家たちがこれら三つの領域にかん
して、すなわちその実質的な内容や領域間の境界、発展段階やそれ
らが示している「合理性」の質などにかんして、異なる立場に立ちな
がらの議論のやり取りから成り立っていること 



科学・呪術（・宗教）の系譜学 
（タンバイア） 

カテゴリー 主要な論者 主張内容 

進化主義 タイラー・フレイザー 呪術を擬似科学pseudo-scienceとして捉え、誤った観

念連合に根差したものと考える。呪術を社会進化にお
ける残存として捉える。呪術を誤った科学として捉え、
比較が可能ではあるが劣ったもの、ないし「科学の私
生児」として呪術を位置づける 

合理主義 マリノフスキー 科学を俗なる領域に、宗教・呪術を聖なる領域に属す
る、異なるものとして区別する。 

科学と呪術をそれぞれ異なる目的のもとに行われる活
動と考える。未開社会にも原始的科学が存在するとい
うテーゼを提唱する。未開社会の合理性を擁護する。
比較の不要なパラレルな領域に存在するふたつの領
域として科学と呪術を扱う 

相対主義 （レヴィ＝ブリュル）、エヴァ
ンズ＝プリチャード 

科学を文明社会としての西欧に、呪術を未開社会とし
ての観察対象に割り当て、それぞれが異なる思考形
態あるいは実践形態を取っていると捉える。科学と呪
術を比較可能なものとして取り扱いながら、同時に一
方を他方より優れたもの、劣ったものとしてア・プリオリ
に位置づけるのではない仕方で扱う 



科学・呪術（・宗教）の系譜学 

• 本発表ではまずエヴァンズ＝プリチャードの妖
術論を批判的に取り上げながら、現代における
科学と呪術の関係を考えてゆく 
– E=P妖術論を取りあげる理由： 

• 後世の人類学への影響 

• E=Pにおいてはじめて、呪術をめぐる実在の問題（妖術物質
は本当に存在するのか？彼らの主張する因果関係をどの
ように理解したら良いのか？等）が、「科学との比較」という
方向から問われており、議論の土台となる詳細な民族誌的
記述を提供しているから 

• E=Pの提示した課題は、今日なお現代の科学人類学や科学
哲学の知見に照らして、再考の余地がある 



エヴァンズ＝プリチャード『アザンデに
おける妖術・託宣・呪術』 

• 『アザンデ』の妖術論：概要 
– 妖術は不幸な出来事を説明する：因果的説明 

• 胴枯れ病が落花生の収穫を台無しにすれば、それは妖術のせいである。獲
物を追ってブッシュのなかを駆け回っても徒労に終われば、それは妖術のせ
いである。女が水溜まりから苦労して水をかいだしても小魚しかいなかったと
き、それは妖術のせいである。白蟻が群れをなして飛び立つ時期にそれを待
ちながら無駄に冷たい夜を過ごすことになったのも、妖術のせいである。妻
が不機嫌で夫に不従順なのも、妖術のせいである。王子の態度が冷たく家
来によそよそしいのも、妖術のせいである。呪術儀礼が効力を発揮しないの
も、妖術のせいである。実際、あらゆる個人に、あらゆる状況で、活動のあら
ゆる分野にわたって降りかかる失敗や不運は、妖術のせいである [E=P 2000 
(1937): 76] 

– 妖術師と託宣 
– 妖術物質の存在 

• 妖術とは妖術師の体内に存在する物質であるとアザンデ人は信じている…人
によっては、妖物は赤っぽい色で、内部に妖術師が隣人の畑から盗んで食
べたカボチャやゴマやその他の植物の種が入っているのだという。アザンデ
人が妖物の位置を知っているのは、過去に死体を開腹してそれを取り出して
いたからである [E=P 2000 (1937): 28] 

 
 



• 『アザンデ』：「われわれ」と「彼ら」の葛藤 

– 論理的帰結の非受容 

• アザンデのクランは父系を通じて生物学的につながった
人々の集団であるから、もしある男が妖術師であることが
判明すれば、そのクランの成員は全員が事実上妖術師で
あるのは明らかだとわれわれには思える。アザンデ人もこ
の議論の意味はわかるのだが、その結論は受け入れない 

– 神秘的因果関係の措定 

• アザンデ人の妖術信仰は、現象や出来事の自然の因果関
係を完全に無視した、神秘的な因果関係の信仰ではない
のだろうか？ [E=P 2000: 78] 



エヴァンズ＝プリチャード『アザンデに
おける妖術・託宣・呪術』 

• E=Pにおける「科学」と「神秘」の配分 [E=P 2000 (1937): 13-14] 
– 『アザンデ』における「神秘的概念」「常識的概念」「科学的概念」の定義 

• 神秘的概念mystical notions：現象に対して、観察や論理的推察からは導かれない、あ
るいは部分的にしか導かれない、しかも現象がもたない超感覚的な属性を付与するよ
うな思考形態 

• 常識的概念common-sense notions: 現象に対して、観察されたこと、もしくは観察から論
理的に推察可能なことだけを付与するような思考形態。観察が不完全なために誤って
受けとられていても、観察されていないなにかを主張するのでないかぎり、その概念は
神秘的概念とは分類されない… 

• 科学的概念scientific notions：科学は常識から発達したものではあるがはるかに方法論
的であり、観察や推論のためのより優れた方法をもっている…ここでは科学についてこ
れ以上説明する必要はない。なぜならアザンデ人は、われわれの線引きによるところ
の科学の部分に入るものをまったく、あるいはほんの少ししかもっていないからである…
ここで科学的概念をとりあげたのは、ある概念を神秘的概念として分類するかそれとも
常識的概念として分類するかという問題が生じたとき、その判断を求める審判者が必
要になってくるからである。そのときわれわれのもてる科学的知識と論理学が、神秘的
概念、常識的概念、科学的概念を決める唯一の審判者となる。しかしそれらの判断は
決して絶対というわけではない 

• ただし、E=P自身はこれらのラベルに唯名論的スタンスを取っている： 
– 違った項目のもとに事実を分類することもまた自由である。用語というのは、異なった諸事実、
あるいは部分的に異なった諸事実、のなかから同一の性質をもつ諸事実を拾いだすために役
立ってくれるラベルにすぎない。もしラベルが役に立たないとわかればそれを使わなければよ
い。ラベルがなくとも事実は変わらない [E=P 2000 (1937): 13] 



エヴァンズ＝プリチャード『アザンデに
おける妖術・託宣・呪術』 

• cf. パレート的観点と、E=Pの科学性と論理性の分離 
– 彼〔パレート〕は思考が実在と対応しているとき、それを論理的と呼んだ…〔し
かし〕妥当でない仮定の上に成立する論理的推論は非科学的でありうる。そ
れゆえ科学と論理を区別することが望ましい [E=P 1934: 4, 19] 

– 科学的概念は、前提の妥当性と命題から導かれる推論の妥当性の双方に
照らして、客観的実在に合致するものであり…論理的概念は仮に前提が正し
ければ思考の規則に照らして推論が正しいというものであり、前提の正しさ
は関係がない [E=P 1934] 

– 壺が火にかけている間に壊れる。これは恐らく砂に原因がある。壺を精査し
砂が原因であるかどうかを調べよう。これは論理的かつ科学的な思考である。
病気は妖術が原因である。ある男は病気である。託宣に伺いを立て、誰かこ
の男に妖術をかけている妖術師であるかを発見しよう。これは論理的かつ非
科学的な思考である [E=P 1934] 

 

妥当な推論（論理的） 妥当でない推論（非論理的） 

妥当な仮定 科学（実在に対応） 非科学的かつ非論理的 

妥当でない仮定 妖術（実在に非対応；神秘
的） 



エヴァンズ＝プリチャード『アザンデに
おける妖術・託宣・呪術』 

• 人類学者が実在を信じられないものが実在するとされる
社会としてのアザンデ 
– 私はあるとき、一人の男がわれわれについて次のように言うの
を聞いたことがある。「おそらくあなたたちの国では、人は妖術
によって死ぬということはないのだろう。でもわれわれの土地で
は、人は妖術で死ぬのだ」 [E=P 2000 (1937): 617-618] 

– アザンデ人によって描かれる妖術概念では、どうしてもそれが
客観的な存在ではないという結論にならざるをえない。妖術が
存在するといわれる生理学的な状態─私自身はそれを食物が
通過中の小腸にすぎないと考えているのだが─はたしかに客観
的な状態ではあるが、アザンデ人が妖術に付与する諸特性や、
妖術に関するその他の信仰はすべて神秘的なものである。妖
術は、アザンデ人が考えるようなかたちでは、実在しえない 
[E=P 2000 (1937): 75] 



エヴァンズ＝プリチャード『アザンデに
おける妖術・託宣・呪術』 

• E=Pの関心は、アザンデ社会における存在や因果関係の実在を認めるこ
とができないがゆえに、E=Pの社会にとって神秘的であるにもかかわらず、
科学性と論理性という概念を区別することによって彼らの論理性を擁護
することにあった 
– 降雨について、野蛮人は神秘的に考えるが、われわれは科学的に考える、と
述べることは馬鹿げている。いずれの場合にも同様の精神的過程が含まれ
ており、もっと言えば、思考の内容は同様の仕方でもたらされている 

– しかし、われわれは降雨についての我々の思考の社会的内容については科
学的であり、客観的事実群に対応しているとは言えるだろう。一方、野蛮人
の降雨についての思考の社会的内容は非科学的であると言えるだろう。な
ぜならそれは実在に対応しておらず、知覚を超えた存在を想定している点で
神秘的とさえ言えるからである 

– 私は読者があるひとつのこと─それはアザンデの諸概念の知的一貫性という
ことであるが─を納得してくれたことを望みたい。アザンデの諸観念は…個人
がそれらを活用しているのをわれわれが見るとき、神秘的ではあるかもしれ
ないが、それらの活用が非論理的であるとか、無批判だとさえも言えない 
[E=P 2000 (1937): 618] 



アザンデまとめ 

科学 妖術 

われわれ（西欧近代）の社会に普及 アザンデ人の社会に普及 

実在に対応（科学的） 実在に非対応（神秘的） 

論理的 論理的 



科学と妖術の実在論 

• あらためて：なぜ『アザンデ』では、科学の「実
在」が問題となるのか？ 
– 呪術がわれわれにとっていかにして理解可能である
か、という問題と密接に結びついているため 
• 妖術が「実在」するならば、私たちの常識ないし科学的知識
とのコンフリクトを何らかの形で説明する必要があり 

• 妖術が「実在」しないならば、彼らがそうしたものを信じてい
る合理性を別の仕方で擁護する必要があり、さもなくば彼ら
の不合理性を断罪することとなるため 
– E=Pの解答：妖術は実在しない。ゆえに彼らの信念は神秘的で
ある。しかし彼らの思考能力がわれわれに劣るというわけでは
ない 



科学と妖術の実在論 

• 科学における存在が実在に対応しているという考えは、
E=Pにとって問われることのない前提だった 

• しかしE=Pが「実在との対応」について述べるとき、ど
のようなモデルを想定していたかはそれほど明らかで
はない 
– 科学の認識論に関するE=Pの言及からの推察 

• 科学はマッハやピアソン、ポアンカレといった最も科学的な著者
たちの言葉によって与えられた意味で理解される [E=P 1934: 19] 

• マッハやポアンカレは現象主義や規約主義の代表的論者。彼ら
はE=P同様観察不能な対象についての反実在論的見解を持つ。
しかし観察不能な対象をそれ自体を「神秘的な」概念と捉えてし
まえば、科学においても「神秘的な」概念は存在するのであり、科
学と神秘は排他的なカテゴリーにならない 

• マッハやポアンカレへの言及、また神秘性を観察不能性と定義し
ている点に鑑みると、E=Pは経験主義的科学論（論理実証主義な
ど）の系譜を忠実に受け継いでいるように見える 



科学と妖術の実在論 

• 経験主義的科学論の特徴 [野内2012 8-9; 内井1995; 戸田山 
2005] 
• 論理経験主義：経験主義を推し進め、観察という人間の行為を超え
た実在を否定しようとする立場 

• 理論から観察への還元:科学理論に含まれる理論的語彙や言明を、
観察によって直接に形作られる観察的語彙や言明へと翻訳的に還
元する。ここでの理論的語彙とは、電子やクォークといったわれわれ
の眼では見ることのできないものであり、観察的語彙とは、温度計の
目盛りやオシロスコープの波形などわれわれの眼で直接に観察でき
るものである。つまり、われわれに直接的な経験として与えられるも
のだけを知識の基盤とする 
– 経験主義といっても、観察不能な対象を一律に否定するわけではない。たと
えば論理経験主義の立場からは、現実に観察可能な言明へと還元可能な
場合、対象についての言明は有意味なものとして取り扱われる 

– 妖術は因果論的に観察可能な現象と結び付けられているので、妖術をこの
観点から非科学的なものとして取り扱うにはもう一歩説明が必要 



科学と妖術の実在論 

• 「客観的事実に照らして」「仮定の妥当性」といった文が何を意味
するのかについてのモデルをE=P自身は提供していない 
– E=P-パレートの「非実在」の例[E=P 1934: 4] 

• もし実在的目標（物）が存在しない場合、ある行為や命題はうまく科学的な価
値を参照して判断することはできない。というのは、そうした行為や命題は科
学が遂行可能な論理的-実験的場の外に位置づけられるからである…〔パ
レートの引用〕「トマス・アクィナスが天使が天使に話しかけると主張するとき、
彼は経験に厳密に従う人がそれについて何も言うことができないような仕方
で対象間の関係を設定しているのである…」  

• トマス・アクィナスの天使の例は、思考実験上「観察不能かつ存在しないこと
がア・プリオリに知られている存在の例」を持ちだしている。しかし観察不能な
対象の言及自体は科学においても実際見られるのであり、E=Pの神秘性の定
義はこうした対象をも「神秘的な存在」として取り扱ってしまう可能性がある。
この場合、E=Pが考えていたような形で科学と妖術は切り分けられない 

– 仮にマッハ・ピアソン・ポアンカレといった論者への言及が、E=Pの時
代における最新の科学哲学への言及のつもりであるのなら、現代の
科学哲学における観察不能な対象の実在をめぐる論争を理解するこ
とで、E=Pの実在についての想定の現代的妥当性を検討できるだろう 



ウィンチのE=P批判との関係 

• その前に：ピーター・ウィンチのE=P批判との比較 
[Winch 1964] 
– 実在とは言語に意味を与えるものではない…何が実在的
であり何が非実在的であるかは、それ自体を言語が持つ
意味senseの中に示す。さらに言えば、何が実在的であり
何が非実在的であるかの区別や実在との対応の概念は、
それ自体われわれの言語に依存している 
• ウィンチの「意味sense」の用法：信念の集合が矛盾を導かないか
ぎりにおいて有意味  
– 信念体系という概念をベースとした議論 

• 実在の確認〔という行い〕が、科学に特有のことではないことに注
意を促すべきである…〔神の実在〕は科学的概念の用法、たとえ
ば理論的対象についてのそれとはまるで似ていない  



ウィンチのE=P批判との関係 

• ウィンチは非メタ的に与えられる実在の概念
をメタ的な規定として採用する見方を採る 

– メタ的な規定が実践の中に折り込まれていると考
え、外部に比較の基準を設定しない 

• E=Pの実在論の再構成 

• アザンデの呪術の側にはメタ的な認識論的諸仮定が
存在しないことを根拠に、両者のメタ的な比較可能性
を否定する 

• 共約不可能性（マリノフスキーとの類似？） 



ウィンチの帰結 

• 研究分野の分離：「科学」と「呪術」を対概念として提示する研究動
向は、近年の民族誌研究における支配的な潮流とはなっていない 
– 非対称な関係から無関係なふたつの実践へ 

• Winch的な共約不可能性の帰結？ 

– 1970年代末以降現れた科学の民族誌 e.g. [Latour and Woolgar 1979; 
Lynch 1986; Knorr-Cetina 1979]は、必ずしも呪術との関係を問題とす
るものではなかった。呪術の民族誌も多くの場合、科学との関係を議
論してきたわけではない 

– 今日このふたつの概念を並べることは、どのような意義を持ちうるの
だろう？ 
• 本発表は、実在を基準として両者を区別しないなら、むしろこのふたつの概
念を分けて考える道理はないと答えるものである 

– ウィンチとは対照的に、本論はE=P（およびウィンチ）が科学に帰属さ
せていた実在論を懐疑に晒す 
• 科学においては観察不能な対象も言及される 
• 科学的対象がいかにして「本当に在る」と考えられうるのかは、E=Pが説明不
要と考えたほど自明ではない 

 



科学の認識論からの掘り崩し 

• 観察不能な存在についての実在は今日も科
学哲学的論争の的である 

–科学的実在論論争 



科学と妖術の実在論 

• 現代分析哲学における科学的実在論論争：科学にお
いて措定される観察不能な対象や因果関係が、人間
の認識と独立に存在するのかどうかについての論争 

• 観察可能な対象は関心の外であるが、E=Pはアザンデの妖術観
念の神秘性の根拠を「知覚不能な存在を想定」していることに求
めており、科学におけるそうした存在を考えることは、E=P流の科
学性と神秘性の線引きを再考する上で有効 
– ふつう妖術は夢のなかだけで見えるものである。それは目に見える概
念ではなく、知覚を越えたものである [E=P 2000: 94] 

– 「知覚不能な存在を認める＝神秘的」という命題を認めるならば、科学
にも「神秘的」な点が存在するのであり、E=Pの素朴な線引きはそもそも
この点から再考される必要がある 

• 科学的実在論とE=Pの科学-妖術の線引き問題とは 
– 1. それが科学に関する最新の科学哲学の議論であること 
– 2. 知覚不能な対象についての実在を問題としていること 

• の2点において関わりがある 



科学と妖術の実在論 

• 「科学における観察不能な諸対象は実在に対応している」派（実在論者
（科学主義）） cf. [野内 2012] 
– 奇跡論法による科学的諸対象の実在の擁護 

• 奇跡論法は、一言で言えば、もし科学的実在論が偽であるならば科学の成功は奇跡と
なってしまう、と論じることで科学的実在論を擁護しようとする議論である…通常のパ
ターンはその理論を使った技術の成功に訴える。たとえば、テレビジョンの技術は光電
効果に基礎をおいている。したがってテレビの原理を説明しようとすればどうしても光子
の振る舞いに触れざるをえない。では、もし光子というものがないなら、なぜテレビは映
るのか [伊勢田 2005] 

– 科学的実在論における、科学についての認識論的モデルの例 [Psillos 1999] 
• 形而上学的テーゼ:世界は確固とした、心と独立した自然種構造をしている 
• 意味論的テーゼ:科学理論を額面どおり受け取る。科学理論を、それが意図した領域、
つまり観察可能なものと観察不可能なもの双方についての真理条件的な記述としてみ
る。よって、科学理論は真か偽であることができる。理論的主張は観察可能なものの振
る舞いについての主張に還元することはできないし、観察可能なものの間の結びつきを
確立するための単なる道具的な装置でもない。理論において特徴的な理論的語彙は、
事実的な指示対象をもつとみなされている。したがって、もし科学理論が真ならば、そ
れらが措定する観察不可能な実体は世界に居住している 

• 認識的テーゼ:予言が成功するとみなされる成熟した科学理論はしっかりと裏づけがな
されており、世界について近似的に真だとみなす。よって、理論によって措定された実
体および、どんな程度にせよ、そのように措定されたものに非常によく類似した実体は
世界に居住している 

 



科学と妖術の実在論 

• 反実在論（歴史主義）：悲観的帰納法による奇跡論法の反駁 
– 悲観的帰納法の基本的な構造は、以下のようにまとめることができ
る。科学は蓄積的な進歩を遂げているように見えるが…観察不能な
実体についての理論のレベルでは前の理論を根本的に否定するよう
な変化が繰り返し生じている。つまり、これまでの科学の歴史で現象
的なレベルで非常に成功を収めた科学理論はいずれも文字通りには
誤りであることが後になって判明してきている。そうであるならば現在
非常に成功している理論もまた遠くない将来誤りであることが判明す
るであろう [伊勢田 2005] 
• 悲観的帰納の代表的な例として、ラリー・ラウダン(Laudan 1981)の、科学史
からの豊富な実例を使った議論がある…過去に成功を収めたが現在では否
定されているさまざまな理論的概念の長いリストを作ることができる。ラウダ
ンが名前をあげるのは、１９世紀のさまざまなタイプのエーテル理論、天文学
における天球概念、熱に関するカロリック説、「天変地異」地質学、フロギスト
ン説、自然発生説などである。つまり、「経験的成功」と「近似的真」の間には
たいした相関関係は見いだせないのである [伊勢田 2005] 



E=Pの提示する「科学的概念」と「神秘
的概念」の区別の再考 

• 悲観的帰納法を踏まえるならば、近代科学の概念が実在
に対応すると考える根拠はない 
– （悲観的帰納法のような）歴史主義的立場を取る場合、現在措
定されている不可視の対象が本当に存在するかどうかは分か
らない 

– 科学を基準としてア・プリオリに対象や因果関係の実在を判断
しないとするならば、E=Pがア・プリオリに妖術を非実在的と捉
える根拠もまた失われる 

• 帰結：観察不能な対象の実在についての不可知論 

科学 妖術 

われわれ（西欧近代）の社会に普及 アザンデ人の社会に普及 

実在との対応は不明 実在との対応は不明 

論理的 論理的 



• 反実在論を超えて：反実在論anti-realismという
呼称は、実在論的科学観に照らして、科学が
「歴史的に不可視の対象についての認識を進歩
させてこなかった（し、今も進歩させているかどう
かは結局のところ分からない）」というネガティヴ
な認識を表している 
– このことは、少なくとも「不可視の存在」に関して、科
学を実在論的に捉えるモデルを用いた考察は興味
深い帰結をもたらさない（＝不可知論を帰結する）、と
いうことを意味している 

– 反実在論的ではなく、かつネガティヴでもない仕方で、
科学と妖術における「不可視の存在」を比較するやり
方はないか？ 



以上を踏まえて：「科学と妖術」再考 

• 妖術は「神秘的」という偏見が取り払われてもなお「謎」を
有しているのか？科学と妖術を並行に論じることに意味は
あるのか？ 
– 本論での答え：科学も妖術も、実在論的観点から等しく謎を有
している。なぜならどちらにおいても、知覚できない存在があた
かも存在するかのように振る舞うからである 

– 問い：なぜ/どのようにしてそのようなことが可能なのか 

• 実在の観点から両者を非対称に取り扱うのではない、この
問いへのアプローチとはいかなるものでありうるのか 

• そのひとつの答えとして「不可視の存在をめぐる『実在の
方法論』の比較」を提案する 
– 本論では、1980〜90年代に提唱された関係論的科学論を参考
にしながら、後述するような形而上学的モデルを想定する 



「実在の方法論」の比較科学-文化論 

• 「不可視の存在をめぐる『実在の方法論』の
比較」とは 

– さまざまな科学・社会において、実在的なものとし
てみなされている「不可視の存在」を興味の対象
とし、見えないものがなぜ/いかにして実在的な対

象として存在し得るのかという問題を、科学およ
び文化について比較検討するという課題 



「実在の方法論」の比較科学-文化論：
スケッチ 

• メタ存在論：関係論的実践論 

• 地球物理学における「実在の方法論」：召喚 

• グイ・ブッシュマンにおける「実在の方法論」：
秘匿と獣化 



「実在の方法論」の比較科学-文化論 

• 実在論的モデルのオルタナティヴ：科学の現場の
フィールドワークを経た1990年代以降の科学論者は、
それまでの認識論や実在論において立てられていた
科学モデルが、科学の実態を十全に記述することが
できないものなのではないかという懐疑へと向かった 
– 知識の問題系への従事の中で発展してきた分析的レ
パートリーを、実践を理解するための主要な基盤として用
いることが出来るかどうかを問うことである。そして、私は
次のように述べることが公平だと思うのだが、ある程度の
詳細さをもって科学実践を理解するために、この問いを自
らの課題として引き受ける多くの研究者は、それが不可
能であるということを発見した [Pickering 1992] 
• 端的にSSKは、科学を行なうことの豊かさ（＝装置の制作、計画、
運用、実験の解釈、理論の洗練、ラボラトリーの管理と交渉、
ジャーナル、グラントを与える機関といった濃密な仕事）を汲み取
るのに必要な概念的装置を用意することを私達に要求しない 



メタ存在論：関係論的実践論 

• 関係論的科学モデルの例 [Hacking 1992] 
– 科学哲学者のイアン・ハッキングは、科学におけるさまざまな
要素が互いに噛み合うように結び付けられることで、安定的な
系を形成するという科学実践モデルを提供する 
• われわれが与えたいのは、科学の混淆性motleyについての説明で
ある…私は私の経験の要素の分類学を与える。それは私が実験室
の科学の自己確証的性格を産出するために相互に調整されると考
えている要素である。私はこれらを挙示することに多くの労力を割く。
なぜそうするのかといえば、〔われわれは〕容易にモノ、理論、データ
といったわずかの種類しか〔科学には〕存在しないという古い考え方
に逆戻りしてしまいうるからである… 

• 以降の記述は、真理・存在・論理・理性・意味・知識・実在といった事
柄に関する、我々のラディカルに変容しつつあるヴィジョンへの貢献
としての形而上学および認識論である… 

• 我々の保全する理論と世界がこうもぴったりと結びついているのは、
我々が世界がどのようであるのかを発見したからであるというよりは、
お互いが結びつくようにしつらえたからである 

 



関係論的科学観： 
科学はさまざまな要素を整合させることを通じて、 
ローカルに自己確証的な系を生成する営みである 
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メタ存在論：関係論的実践論 

• 形式化：以下のような単純な関係論的モデルを想定する（cf. アク
ターネットワーク理論[Callon 1986; Latour 1987; Latour 1999]、オブ
ジェクト指向モデリング） 
– メタ存在者として、ラベル（≒名前）を必須属性として持つノード（アク
タント）とリンク（関係）を想定する cf. [Latour 1999] 

– ノードは変数と（変数あるいはノードを入力とする）関数を属性として
持つことが可能であるとする。あるノードの持つ関数に他のノードの
変数が代入可能であり、実際にそうした代入が観察される場合、ノー
ドの間にはリンクが存在すると捉える 
• （細かいことは何も決めていないものの）コンピュータのオブジェクト指向言語
（e.g. Java）のアナロジー 

• 適用例：床屋と客 
– 「床屋」というラベルを持つノードと「客」というラベルを持つノードを想定する。客は「髪
の長さ」という変数を持ち、この変数の値は「短い」ないし「長い」である。床屋は「髪を切
る」という関数を持つ。この関数は客の「髪の長さ」を参照・代入することで「散髪後の髪
の長さ」を戻り値として与える。代入された「髪の長さ」が「長い」場合には、この関数は
「短い」という値を返す。「床屋」が「客」の「髪を切る」ことが観察されるとき、「床屋」と
「客」の間にはリンク（関係）が存在すると捉える 



ラベル：床屋 
関数：髪を切る（引数：髪の長さ; 戻り値:髪の長さ 

if 髪の長さ=長い then 髪の長さ=短い） 

ラベル：客 
変数：髪の長さ=長い 

髪を切る（入力：髪の長さ） 



メタ存在論：関係論的実践論 

• 「実在の方法論」とは、当該社会において不
可視の存在として捉えられている対象をひと
つのノードとみなし、このノードがいかなる属
性を有し、他のノードとどのようなリンクを形
成しているか、ということを指す概念 

– この「実在の方法論」を記述することが中心的な
課題 



• おそらくあなたたちの国では、人は妖術によって
死ぬということはないのだろう。でもわれわれの
土地では、人は妖術で死ぬのだ 

– 関係論的実践論：「Aと彼らは信じている（そしてそれ

は偽である）」と最後とつける信念論的モデルの代わ
りに、「AとBは関係がある」と述べるようなモデル 

– 「われわれの土地では」という空間的な限定ではない
が、「妖術概念をめぐる関係に織り込まれた存在者
の間では」妖術は実在的であり、人は妖術で死ぬの
だ 



実在の方法論 

• 地球物理学におけるひとつの主要な問題関
心：「地球の内部」の解明 

–調査フィールド：京都大学・測地学（地球物理学
の一分野、ないし隣接分野）の研究室 

– 2010年6月より滞在し、ゼミに参加し、研究室に
座席を頂いて研究者の観察をしている 

 



• 発表者のフィールドワークから：2011年度の「測地学
サマースクール」 
– サマースクール：夏の学校とも。自然科学系の学会等で
開かれる、学部生や研究者を対象とした研究交流会 

– 測地学会のサマースクール：例年「講義」と「観測実習」
「解析実習」から成る 
• 「講義」「観測」「解析」はいずれも、測地学において研究者の日常
を駆動する基本的な行為類型 

• 世話人は前年度に測地学会の学会賞に相当する「坪井賞」（40
歳前後の個人研究者に送られる賞）の受賞者 

• 参加者は学部・修士の学生がほとんど。発表者は2010年度・
2011年度に参加 

• テーマは世話人の研究内容に沿ったものの場合も多い。2011年
度の世話人は東京大学地震研究所の新谷昌人氏。「重力観測」
と呼ばれる観測の装置を開発する研究者 



• 新谷氏の講義：「地球の表面からいかにして
地球の内部を見るか？」 

 



• 地球の内部という問題関心 

–キルヒャーの地下世界（1636） 

http://www.geocities.jp/bhermes001/labo3.html 



• 現代地球物理学のさまざまな地球像 



• 地球の内部を見るために、地球物理学者た
ちは地表にさまざまな観測装置を置く 

– しかしそれらは「地表」にしか置くことができない：
知りたいのは地球の内部。どうするのか？ 

• ただし、最近は衛星を使った測地技術もある 

–まずは地表のデータというのがどのような形で得
られるのかを見てみる 



地表： 測地学におけるさまざまな観測

重力観測

VLBI

GPS

SLR

伸縮計

SAR

アルティ メ ータ



• 地球物理学的観測手法の可視化の様態 

http://www.st.hirosaki-
u.ac.jp/~tamao/TohokuPaci_outerrise.html 



Sagiya et al. 2000 



• 日本とプレート配置 
http://www.hinet.bosai.go.jp/about_earthquake/sec4.1.html 



• インバージョン 

–逆解析とも言われる。観測方程式に基いて、デー
タからモデルを推定する技法。 

–観測方程式：地球物理学では 

– d=Gm+e (d,m,eはベクトル、Gは行列) 

–の形の方程式が「観測方程式」と呼ばれる 

– dはデータ（data）、mはモデル（model）、Gはグ
リーン関数（Green function）、eは誤差（error）の
頭文字 



• GPS観測方程式の図化（京都大学・測地学の
講義をもとに筆者作成） 

–観測方程式の図化において、地球の内部と地球
の表面との関係性が示される 

 



• フォワードモデリング：Miyazaki and Heki [2001]による
フォワードモデリングの事例 
– フォワードモデリングとは：モデルを構築して、そのモデル
から現れる計算結果をデータと突き合わせる 

– インバージョンの「問題化」 
• 普通はそれらの速度データを用いて南海トラフ深部でのすべり欠
損(backslip)の分布を 最小自乗推定するのが定石ですが、西南
日本ではもう一つ東日本（北米プレート） との衝突に伴う未知の
地殻変動が重なっており簡単には行きません [日置 2001] 

• 宮崎らによる「フォワードモデリング」による「答え合わせ」の対置
によって、インバージョンには「答え合わせ」が不可能という論点
が浮かび上がってくる 

• 「答え合わせ」による地球内部の状態の「実在性」の担保：関係の
ないデータが地球の内部の状態を説明する 







• 関連するノード群が構成する意味としての
「召喚」 

–関連するノード：「観測」「モデル」「可視」「不可
視」「事実的」「仮説的」「地球の内部の存在者」
「地表の観測データ」 

– これらの参照関係の形成によって存在者は実在
的になる（実在性はネットワークの形成によって
測られる。なお、観測データとの一致に成功した
モデルは（実践論モデルでは経験的に）「事実
的」にもなる） 
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銘刻化 

観測と 
モデルの比較 

観測と 
仮説の一致 

境界の移動 

召喚 

これらの二分法の境界を揺り動かすことによって 
不可視の存在者が 

事実的な世界へと畳み込まれてゆく 

可設性 
観測データの蓄積 



実在の方法論 

• グイ・ブッシュマンにおける神霊ガマの「実在の
方法論」 [菅原 1999; 2004] 
– ガマとは 

• 死に関する語彙と関連する 
• 人は死ぬと「ガマのもとへと入る」 

• それは既に亡くなった人の死霊のようなものとして語られる
こともある 

• 造物主として語られることもある 
• 気まぐれに人を不幸にする存在として語られることもある 

• 夢の中でお告げをすることもあるが、それが正しいとは限ら
ない 

• 狂気を引き起こす存在としても知られる 



• ホローハにおけるガマの顕現 [森下 2014] 
– ホローハ：ブッシュマンのかつての男性成人儀礼 

– ホローハにおけるガマの教示は概ね次のような手順で行なわ
れる。試練を受け疲れきった青年たちは、同じ方向に顔を向け、
並んだ状態で横臥させられる。翌朝彼らは「独特の音」を聞くこ
とで目を覚ます。年長者に引き起こされ、青年たちは日の昇る
方角に向けて、頭に毛布を被せられた状態で一列に並ばされ
る。目を閉じた状態で青年たちは額に傷を付けられる。これは
「ガマが咬む」のだとされる。そして傷口に薬を塗られる。先の
「独特の音」を聞きながら、青年たちは年長者に少しだけ目を
開けてガマを見るように指示しては、すぐに顔をうつむけさせる。
そうしたことを繰り返しつつ、青年たちは年長者に「ガマを見た
か」と尋ねられ、「見た」と答えると「なんてことを言うんだ」と責
められ、殴られる  



• 独特の音 

– 成人した青年たちはホローハが終わった後、ガマの教示
の日に目を覚ました際に聞いた「独特の音」のタネ明かし
を受ける。それがありふれた灌木から作られた「うなり板」
を頭上で旋回させて鳴らされていたことが明かされる 

– 種明かしをするのはホローハが終わり成人した以後なの
であるから、彼らは既にそのタネを秘匿する側に回ってい
る。成人した男性たちには、種明かしと同時にこの道具の
別の用途が与えられる。成人した青年たちは年長者から、
自分が十分に年を取り、デウと呼ばれる鳥を始めとする
「年長者と子供のための肉(ショモ)」に分類されている動
物を捕まえた際、このうなり板を鳴らすように命ぜられる 



• 「独特の音＝うなり板」という関係の秘匿、成人男性の
内外でのネットワークの非対称性 
– 「隠す」とは何か/いかにして可能になっているか？：秘匿
の構造  
• Taussig [1999]などにも同様の「秘匿」の構造を見ることができる 

– 関係論的実践論において、「隠す」ということの意味は
ノード間の関係の限定によって表現されうる（cf. オブジェ
クト指向言語における「アクセス制限」の概念） 
• 秘密とは、そもそもなんらかのモノを指す概念ではなくて、そのモ
ノの取り扱い方についての概念なのである。メッセージそのもの
の属性ではなくて、そのメッセージをどうコミュニケートするか、そ
のやり方を指す概念なのだ。明確な禁止命令がその本質である
…秘密とは秘密とされたものそのものの属性ではない。何かは、
それが秘密であるから転送を制限されるのではなく、転送を制限
されるから、それは秘密なのである[浜本 2006] 



• 通常動物に帰責されるエイジェンシー：「鳴く」
「咬む」 
– 害悪や恐怖を与える存在としての「咬む-もの」 

• 「咬む― もの」はブッシュマン社会の重要な概念である [田
中 1994]。ライオン、サソリ、ムカデ、毒グモ、ヒ ョウ、チー
ター、ワイルドキャット、ハイエナ、ジャッカル、オオカミギツ
ネなど、毒を持つものや害悪を及ぼすもの全般が「咬む― 
もの」と呼ばれる 

• ラトゥールの「試行」との類比 
– ガマは自らの身体に与えられるエイジェンシ ーのもとで存在者
のタイプを捉えるブッシュマン世界に おいて、重要なエイジェン
シーである「咬む」ことや「鳴く」ことにおいてその存在をあらわに
する。咬む行為は 身体への傷痕として顕在化し、「鳴く」ことは独
特のう なり板の音を耳にすることによって顕在化する。人はそ う
した行為の能力を持つ存在として、ガマを在らしめる  

 
 



• ガマの「実在の方法論」：「隠され、鳴き、咬む」存在と
してのガマの顕現メカニズム 

• ホローハにおけるガマは： 
– (1)年長者によるその存在の示唆と暴力による可視化の
禁止 

– (2)傷をつける際に目を瞑らせ、またうなり板を隠すという
視覚的要素の秘匿 

– (3)ショモを通じた秘密の共有や「鳴く」「咬む」といったエイ
ジェンシーによる存在の活性化といったプロセス 

• を通じて実在化する 
– 「鳴く」「咬む」といったエイジェンシーの背後に存在者の
実在性を見出すことを可能とする、彼らを取りまく原野の
獣たちとの不断のかかわりの重要性 


