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共に知ることが可能な世界を作り出す1)

̶ 『客観性』から考えるメディア論的科学史の可能性̶
2021年 12月 5日

岡澤　康浩

［スライド 1：タイトル］

　京都大学の岡澤です。訳者の一人として、まずダストンとギャリソンの紹介をし、つぎに『客観
性』の内容について要約的に述べ、最後に本書についてわたしが個人的におもしろいと思った点をメ
ディア論的科学史の可能性としてまとめ簡単に論じます。

1. 『客観性』の背景

［スライド 2：図 0-1/0-2（邦訳 pp. 8-9）客観性の衝撃］

　ダストンとギャリソンの『客観性』は、19世紀半ばに生じた「客観性ショック」と呼ぶべき一大事
件を取り上げ、その衝撃を科学的認識の歴史の中に位置づけ直す。19世紀になって主観性の排除とし
て理解されるようになった「客観性」は、科学活動や科学の組織化を制御する理念として急速に受け
入れられていく。この過程で科学的実践、科学的視覚、そして科学的主体が「客観性」という理念に
導かれえてラディカルに再編されていく。これがダストンとギャリソンの描く歴史である。だが、客
観性の登場がもたらした衝撃は科学の世界をはるかに超える。なぜなら、客観性の歴史とは、同時に
その裏返しである主観性の歴史なのであり、客観性と主観性という概念対が新たに編成されるとき、
その概念に導かれて自らの生き方や視覚のあり方を変えるように求められるのは、科学にたずさわる
ものだけではすまないからだ。19世紀をとおして、客観性が科学を特徴づける一方で、主観性は芸術
を特徴づけるものとなった。そして、主観性が客観性に反するものとされるように、芸術もまた科学
に反するものとして自らを定義し、そのあり方を再編成していく。それゆえ、ダストンとギャリソン
が語る客観性の歴史は、単なる科学の歴史にとどまらず、19世紀に生じた客観性と主観性、科学と芸
術という二分法を受け入れ、逆らい、あるいは乗り越えようとしながらも、その二分法と共に生き続
けるわたしたち自身の歴史でもある。
　2007年に出版された原書は、ロレイン・ダストンとピーター・ギャリソンという世界トップクラス
の科学史家二人が科学の根幹にも関わりうる「客観性」という概念の史的生成について共同的に取り
組んだ成果として大きなインパクトを与え、科学史業界の必読書の一つとなった。だが、ジョナサ
ン・クレーリーも編集を務める Zone Booksから原書が出版されていることからも窺えるとおり、本
書が狙う読者は科学史の専門家だけに限られない。本書が描き出す科学的認識の歴史は、同時にカメ
ラ・オブスキュラ、カメラ・ルシダ、顕微鏡、写真、木版画、石版画を駆使して行われる科学的「イ
メージ」生産の実際と結びつけられることで、視覚文化論・美術史・メディア論にまで到達する。
　実際、ダストン、ギャリソンの両者は科学史家として優れた成果を出すだけでなく、Critical Inquiry
といた総合人文誌に寄稿するなど、積極的に科学史の専門家以外にも届くような仕事を行ってきた。

［スライド 3：ダストンの共同研究の成果（書影）］

　ダストンは初期近代の自然哲学の歴史を狭義の専門としながらも、ベルリンのマックス・プランク

1) 本発表は、『Tokyo Academic Review of Books』29 号（https://doi.org/10.52509/tarb0029）に発表した書
評を改題し、表象文化論学会用に大幅に再編集・加筆したものである。
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科学史研究所という共同研究拠点の強みを活かし、美術史研究者や文化史研究者との国際的な共同研
究を企画し、哲学的関心を具体的な実践や対象のマテリアリティへと結びつけた研究で、優れた成果
を上げてきた。

［スライド 4：ギャリソンの科学史映画 The Edge of All We Know紹介ページ］

　一方、物理学史の泰斗として知られるギャリソンは、実験室といった空間や、実験器具や視覚装置
といったモノ、さらには理論家・実験家・装置制作家との協働といった実践へと注目しながら研究を
進めてきた。さらに、ハーバード大学のフィルム・スタディーズ・センターにも籍を置くギャリソン
は、自ら科学史ドキュメンタリー映画の撮影も行い、2020年に発表された Black Holes: The Edge of All 
We Knowでは、光さえも飲み込んでしまう巨大なブラック・ホールを、複数の電子望遠鏡を協働させ
たイベント・ホライズン・テレスコープで「撮影」する国際プロジェクトについても描いている。
　このように、ダストンやギャリソンの仕事は、表象文化論やメディア論とかなり近い関心をもって
遂行されている。
　
2. 『客観性』の概要
　ダストンとギャリソンの『客観性』はまずわたしたちが「客観的」という言葉でしばしば複数の異
なる、さらには時に対立する態度を指していると主張する。本書の試みは歴史的探究を通してこの客
観性という概念の多層性をときほぐし、それぞれの備える合理性と、それらが潜在的にはらむ対立を
明らかにしていくことである。この目的を達成するために、著者たちは、自然の「正しい」像を見て
とりそれを描くという科学図像の制作実践、特に「科学アトラス」と呼ばれる多くの図版を収めた科
学参考書・図鑑の制作の歴史をたどり直す。こうした作業を経ることで、本書は客観性の歴史を、哲
学者や科学者が客観性「について」どう論じたのかに還元することなく、客観性という概念「のもと
で」生きる科学者たちの認識活動にとって、概念と実践が一体となっていることを描き出す。
　著者たちの分析は科学者たちの認識活動を統制する三つのレジームを析出し、それぞれのレジーム
を支える三つの異なる認識的徳（epitesmic virtues）を特定する。一つ目は 17世紀以来存在する「本性
への忠誠 truth-to-nature」。次いで、19世紀半ばに登場した「機械的客観性 mechanical objectivity」。最
後に 20世紀初頭にあらわれた「訓練された判断 trained judgement」である。
　この三つの認識レジームのうちもっともわかりやすいのは、客観性そのものとしばしば同一視され
る「機械的客観性」である。これは、認識を行う科学者の主観を可能な限り排除することを理想とす
る。このレジームの下で、科学者は主観性による影響を避けるためにあらゆる手段を講じる。たとえ
ば、測定や描写を自動化する機械を導入したり、それができない場合には一定の規則に機械的に従う
ことで、科学者自らの身体がはらむ主観性を排除する。こうした主観性を排除することで、科学的対
象の「正しい」像をつくれるという発想は、今日のわたしたちにも極めて自然なことに思える。
　だが、著者らによると、客観性がこうした主観の排除として理解されるようになるのは 19世紀半
ばからのことに過ぎない。機械的客観性とは異なる認識レジームというものは可能であり、また実際
に存在してきたのだ。

　たとえば、長年の鍛錬の成果として獲得した鋭い観察眼によって、観察対象たる自然の本性を一挙
に見抜く 18世紀の賢者には、機械的な描写は対象の本性を取り逃すので、「本性への忠誠」を欠いた
ものに見えただろう。
　こうした「本性への忠誠」の代表として紹介されるものの一つが、アルビヌスの『人体骨格筋肉図
譜』である。

［スライド 5：図 2-9（邦訳 p59）アルビヌス『人体骨格筋肉図譜』の描く美しい骨格］

2



2021年 12月 5日 13:00-15:00
【ワークショップ 2】ダストン／ギャリソン『客観性』を読む@表象文化論学会

　18世紀につくられたアトラスに掲載された美しい科学図像に共通するのは、個別の標本にあらわれ
た欠損や偶然的な特徴を無視して、その種の本性や原型と呼ばれるものをつかもうとした点である。
そうはいっても、こうした科学図像は自然を忠実に映し出すことを目指していたのであり、アルビヌ
スの図を一見しても明らかなとおり、たんなる想像の産物ではなかった。挿絵画家たちはしばしばグ
リッドや、カメラ・オブスキュラを利用して対象の正確な位置関係を把握し、実際の標本を入念に観
察して図像を作り出したのだ。

［スライド 6：図 2-11（邦訳 p. 64）カメラ・オブスキュラを利用するチェゼルデン］

　そのため、出来上がった図像だけ見れば、写実主義や自然主義、あるいは一般的に想像される客観
的描写というものに近しいものにも見える。だがその図像の作成過程は、描き手の主観性によって図
像が歪められてしまうのではないかという不安が存在しないという点で、機械的客観性による描画と
は明らかに異なっている。
　それでは当時の学者たちが何を恐れていたかといえば、それは自然界に存在する無数の多様性で
あった。ひとつひとつの標本を忠実に描画してしまえば、自然界の生み出す無数の変異ゆえに、科学
が無秩序な混沌に陥ってしまう恐れがあったのだ。それゆえ、学者は生涯にわたる経験によって鍛え
られた自らの眼の鋭さを積極的に活用し、うわべの多様性の奥にあるとされる変わらぬ本性をつかも
うとしたのだ。

　一方、機械的客観性の例として取り上げられるのは、フンケによる『生理化学アトラス』など、自
然自身に語らせよと命ずる新しい義務に従って制作された図像であった。ここで認識的不安の対象
は、自然の側ではなくそれを観察する方へと移しかえられている。科学図像を歪めてしまう認識の障
害と考えられたのは、科学者自身のもつ主観性であり意志なのであり、これが排除されなければなら
なかった。
　こうした不安に対抗するために、人間の主観性から自由と考えられた自動記録機械が広く使用され
た。特に、その象徴となったのは写真であった。

［スライド 7：図 3-32（邦訳 冒頭カラー図版）クリステラーのズタズタになった標本］

　写真の使用を推奨した科学者たちも写真がもっていた様々な欠点、たとえば写真の像が見せる奥行
きを欠いた平板さ、手彩色に比した色味の貧しさ、人工産物の映り込みの発生という問題は熟知して

アーティファクト

いた。だが、人間の意志による描画への干渉を排除できるという写真の圧倒的な利点を理由に、それ
らの欠点を受け入れたのだ。

［スライド 8：図 3-16（邦訳 冒頭カラー図版）エングレーヴィングされたフンケの線画］
　
　同時に、厳格な規則を定めそれに「機械的」に服従することで人間の意志を排除できるのであれ
ば、科学者たちにとって写真や機械を使うことは必須ではなかった。そこにはカメラ・ルシダを用い
た線 画、エングレーヴィング、リトグラフなど、図像作成に人間の手が働く余地は依然として残さ
ドローイング

れていた。
　この機械的客観性というレジームの下で、科学者はより見やすく、より美しく、より説得的な図像
を作りたいという誘惑に常にさらされ、科学的認識を歪めうる存在として理解されるようになる。そ
こでは、誘惑へと抗して自己の意志を律することが科学上の義務として要請されるのだ。

　19世紀末までには、機械的客観性は広く受け入れられる認識上の理念となった。だが、高度に組織
化が進んだ科学教育の中で専門家となるべくトレーニングを受けた科学者たちの間には、対象をただ
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機械的に描写を続けることは、観察対象をとらえそこねるものではないかという疑念を抱く者たちが
現れるようになる。こうして登場した「訓練された判断」は、機械的客観性による主観性の排除とい
う問題意識を引き受けながらも、科学者の無意識や直観を活用することの科学的利点を主張した。
　こうした「訓練された判断」の例としてあげられるのは、モーガン、キーナン、ケルマンの三者に
よる『恒星スペクトルアトラス』といった、視覚を訓練するための図像である。

 ［スライド 9：図 6-4（邦訳 p. 274）スペクトルを同定する］

　訓練された判断を支持するものたちがあげた理由は、熟練の判断力がもたらす正確性だった。訓練
を受けた視覚の下す能動的判断は、機械的手続きであれば見落とされてしまうような、対象間の相似
パターンを見抜くことができるというのだ。これは、医学のように、異常な対象と正常な対象を区別
する必要性がある分野においては、重要な意味を持っていた。それでも、科学者は依然として自動記
録装置を利用し、そこでえられたデータにたいして判断を行使した。つまり、訓練された判断は、機
械的客観性の欠点を補うものだとされたのだ。

　訓練された判断において客観性の基準は、自然そのものに語らせる無媒介性から、判断の再現可能
性へとずらされる。エキスパートの見せる判断の方法を機械的規則へと還元することはできないかも
しれないが、その判断はでたらめに行われているわけでもない。一定の訓練を経たものであれば、各
自が同じ判断に到達できるという点で、判断は再現可能なのだ。それは、特定個人だけがもつ属人的
能力ではなく、教えることによって広く共有されうる。こうして自らの判断への自信を深めた科学者
の中には、ハワード、ブンバ、スミスの『太陽磁場アトラス』に掲載されたもののように、図像に手
を加えて補正することにまですすむものもいた。

 ［スライド 10：図 6-10（邦訳 冒頭カラー図版）補正される太陽磁場］

　このように客観性の歴史を描き出したダストンとギャリソンは、同時に主観性の歴史へも向かう。
　機械的客観性が科学者につきつける自己の抹消という要求は、科学にとって科学的主体が果たす役
割とは何かという問いにたいする回答の一つでもあったからだ。こうして、「科学的自己 scientific 
self」とよばれる科学的主体のありかたを統制する理念の歴史が探究されることとなる。
　主観性を排除することを目指す機械的客観性は、主観性の源である科学的主体のあり方を変容する
ように迫る。そして、科学者たちはよりよい科学的認識を達成するために、自らを鍛錬し、変容さ
せ、自己自身を作り上げていく。こうして、客観的描写を求める科学者たちの実践において認識論と
修身がひとつに溶けあうこととなる。
　客観性と科学者の主体をつなぎ合わせる鍵となるものとして、本書が注目するのが先ほど挙げた
「認識的徳」である。それは、知的探究者がよりよく世界を知るために従わねばならぬ義務であり、
それを身につけることで自己を形成していく徳目でもある。それゆえ、異なる認識的徳から生まれる
認識レジームの差異は、単なる研究上の好みやプライオリティの違いを超えた鋭い対立を生み出しか
ねない。異なる認識レジームが衝突するとき、そこにかけられているのは、認識のあり方をめぐる倫
理だからだ。
　本書はそうした認識゠倫理的対立を豊富なエピソードで描き出す。ゴルジ染色法を開発し、ゴルジ
体に名を残す偉大な生物学者カミロ・ゴルジがノーベル賞授賞式で聴衆に図像を見せるとき、共同受
賞者であるはずのカハールは怒りに身体を震わせる。理解しやすい図像をつくるため図像に手を加え
ることも厭わないゴルジの振る舞いは、自然それ自身に語らしめることを望むカハールからみれば、
科学への背信に他ならない。このもっともに思えるカハールの怒りに対して、本書は図像の選択基準
や図像の提示方法についての異なるあり方が歴史的に存在していたことを示す。本書を読んだあとな
らば、ゴルジとカハールの戦いにおいて賭けられていたのが、そもそもなにを適切な図像表示とみな
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すかの基準そのものであったことがわかるだろう。そして、適切な図像提示の基準を決めることは、
科学者がどのように振る舞うべきか、いかなる行為が科学にたいする裏切りであり、罪であるかの基
準を決めることでもあったのだ。
　客観性、主観性、そして科学的自己という三つを統合し、それに歴史的見通しを与えるうえで、本
書は科学者たちの身体、特にその眼が可能にする視線に注目する。客観性を指す言葉としてしばしば
「どこでもないところからの眺め（view from no-where）」という表現が使われるが、現実に存在する科
学者の視線は常にいま、この場所、この私の眼にどうしようもなく属さざるをえない。それでは、ど
のようにすれば、いま・ここ・わたしへと結びつけられた科学者の眼が、「どこでもないところから
の眺め」を見ることができるのだろうか。これは認識上の理論的問題であると同時にプラクティカル
な問題でもある。なるほど、科学者の視線は、科学者の主観性がどうしようもなく現れる場所にみえ
る。だが、科学者が自らの眼を共同的に見るための道具へと変化させることができれば、そこは客観
と主観の断絶を架橋する共同主観的な場ともなりうる。見るべき対象を学び、視覚装置の使い方を学
び、自らの眼を訓練し、矯正し、較正することで、わたしの眼とあなたの眼は同じ対象を同じように
見ることができるようになるかもしれない。それゆえ、科学者の視覚は主観的なものと客観的なも
の、個人的なものと公共的なものを媒介するうえで重要な場所となる。
　こうした共同的な科学的視覚をたちあげるうえで、本書が注目するのが科学アトラスという図像要
覧が果たす役割である。アトラスは「ワーキング・オブジェクト」と呼ばれる科学的探究において共
通の基盤となる科学的対象を定めることで、観察者たちに見るべき対象を指し示す。さらに、アトラ
スは科学的対象を適切に見る方法を教育する装置でもある。こうしてアトラスの歴史は、客観性の歴
史へ、そして本書が「集団的経験主義（collective empricism）」と呼ぶ共同的な科学認識の歴史に統合
されることとなる。
　客観性の歴史とは同時に主観性の歴史であり、そうした客観性を追求する自己の歴史である。この
自己はその個人に固有の眼を使いながらも、同時にその眼に映るものを他者へと共有することで、認
識的・視覚的協働を可能にしようとする。異なる科学者の異なる眼が、それでも同じものが見えるは
ずだという信頼は、具体的な訓練と実践と、視覚理論の助けによって絶えず維持されなければならな
い危ういものでもある。そうである以上、客観的認識の歴史や集団的認識の歴史は、単に科学者たち
の理論や科学哲学者たちの認識論へと還元することはできない。科学的認識の歴史とは、科学的認識
を可能にする実践と制度、そうした実践を行う身体をもった科学者や、写真家や、石版画家、そして
かれらが操る視覚装置の歴史なのである。

3. 『客観性』の可能性：モノによって媒介された協働とメディア論的科学史
　科学における視覚や表象の役割は科学史や科学社会学でも重要なトピックと位置づけられ、すでに
多くの研究が行われている。2)そうした研究潮流の中でダストンとギャリソンらの『客観性』がもつ特

2) ダストン本人（Lorraine Daston, "Beyond Representation" in Catelijne Coopmans, Janet Vertesi, Michael Lynch, and 
Steve Woolgar eds., 2014, Representation in Scientific Practice Revisited. Cambridge, MA:  MIT Press）が研究潮流を振り
返って重要なものとしてあげている仕事として、科学史・科学社会学からは、ラトゥール（Bruno Latour, 1986 , 
“Visualization and cognition: Thinking with eyes and hands” Knowledge in Society  6 : 1 – 40）とマイケル・リンチらの
仕事（Michael Lynch and Steve Woolgar , eds. 1990, Representation in Scientific Practice, Cambridge, MA : MIT Press )が
あげられており、美術史からの貢献としては、スヴェトラーナ・アルパース（1983=1993、幸福輝訳『描写の芸
術　一七世紀のオランダ絵画』 、ありな書房）、ジョナサン・クレーリ（1990=2005、遠藤知巳訳『観察者の系
譜』以文社）、バーバラ・M・スタフォード（1994＝ 1997、高山宏訳『アートフル・サイエンス』産業図書）あ
ｇあげられている。二つの研究動向を統合するものとしては、ギャリソンも関わった編著（Caroline A. Jones and 
Peter Galison, eds. 1998, Picturing Science, Producing Art, New York : Routledge）があげられている。また、日本の科
学史家が行っているものとしては田中祐里子（2013、『科学と表象：病原菌の歴史』名古屋大学出版）、吉本秀之
（2016、監訳、柴田和宏・坂本邦暢訳『リヴァイアサンと空気ポンプ：ホッブズ、ボイル、実験的生活』）などが
あげられる。
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色として、共有物として利用され、協働を可能にする装置としてデザインされた科学アトラスに注目
したことがあげられるだろう。
　もちろん、協働という観点を抜きにしても、科学における視覚やイメージの役割について研究する
ことは可能である。実際、本書において豊富に取り上げられる歴史事例は、図像を介した協働という
観点だけにはとどまらない科学における視覚的実践の多様性を証明する。たとえば、科学者にとって
見ることや描くことは、個人の知覚を補助し、強化し、鍛錬する方法でもありうる。１８世紀の鋭い
眼をもつ博物学者はそれに釣り合うだけの手をもたないがゆえに、しばしばアトラス用の図像作成を
挿絵画家に委ねなければならなかった。だが、博物学者は自らの研究のために依然としてスケッチを
行ったのであり、かれらが残す断片的なスケッチと、そこに長々と付された注釈的テクストは、図を
描くこと自体が科学者にとって対象の特徴をつかみ、よりよく思考するための道具であったことを示
している。また、顕微鏡、望遠鏡、レントゲン写真など、科学的視覚装置はしばしば肉眼では見るこ
とができないものを見ることが可能なオブジェクトへと変換し、新たな探究の領域を切り開く。ジョ
ン・ハーシェルが写真に関心を寄せたのも、紫外線のような肉眼では観測できない光の性質について
研究するための器具としてであったし、ゴルジの開発したゴルジ染色とは、まずなによりも脳の微小
な神経細胞を染め上げることによってその構造を把握するための視覚的技法だった。3)また、グラフや
表、リストへと対象を変換することで、そこから隠されたパターンを直観的に読み取ってしまう科学
者の視覚とは、文字や数字へと還元できない視覚的思考の領域へ探究をすすめるための材料にもなる
だろう。
　だが、　ダストンとギャリソンは「ワーキング・オブジェクト」や「集団的経験主義」という用語
を導入することで、視覚によって可能となる協働と、そうした協働が科学史においてもつ特権的重要
性へと読者の注意をうながす。4)なぜ科学アトラスが科学史的に興味深い対象なのかといえば、それは
アトラスが「ワーキング・オブジェクト」を、つまり、複数の異なる場所や時間に位置し、異なる科
学理論をもつ科学者たちがさしあたって同一の対象について議論を積み重ねていけるための共有可能
な対象物を提供するからだ。こうした共通の科学的対象を打ち立てることは、「集団的経験主義」と
名づけられる発想、つまり実験や観察結果を集積することで信頼できる知識を生産していこうとする
17世紀以来の科学にしばしば見られる発想を現実に遂行する上で重要な意味をもつ。そして、著者た
ちはこの経験主義が「集団的」であると強調することによって、実験や観察によって遂行される経験
科学的営みが個人の単独的行為ではなく、複数の異なる時間的、空間的、知的立場にたつ科学者たち
の協働と交渉を通して遂行される共同的な認識実践であることを思い出させてくれる。こうした媒介
された協働というトピックを介して、科学者たちの視覚と図像の利用は科学的認識の歴史の核心へと
結びつけられることとなる。
　異なるアクターたちの協働によって可能となる共同的認識実践の歴史としてみた科学史という観点
は、本書とジョナサン・クレーリーの仕事との違いを理解する上でも示唆的である。
　カメラ・オブスキュラといった視覚装置や、ヘルムホルツやプルキンエといった視覚の生理学的研
究者たちの固有名、そして観察主体が視覚を歪めうるものとして１９世紀に発見されるという本書の
基本的なナラティブからも、本書がクレーリーの『観察者の系譜』以降の視覚と認識論をめぐる議論
を引き継いでいることは明らかだろう。
　だが、『客観性』が提示する観察者たちの媒介された協働という論点は、クレーリーの著作の単な
る焼き直しにはとどまらない。クレーリーの議論において中心的な問題として現れたのは、個人の視
覚経験が認識において果たす役割であった。クレーリーが「観察者」と名指す主体は、かつてのよう
な世界についての知をもたらす透明な媒体ではもはやなく、独特の厚みを備えた不透明な媒体として

3) ゴルジ染色法について、およびより一般的に細胞の染色という行為がもつ可視化の効果については以下の萬年
甫の著作から多くを学んだ。萬年甫編訳（1992）『ラモニ・カハール［増補版］』東京大学出版会、萬年甫
（2011）『脳を固める・切る・染める 先人の智恵』メディカル・レビュー社。

4) 以下の集団的経験主義についての記述については、Lorraine Daston and Elizabeth Lunbeck (eds.) Histories of 
Scientific Observation (2011, University of Chicago Press)が参考になる。 
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発見される。眼球と視神経の生理学的特徴と、個人のたやすく乱される注意力とは、その主体の視覚
経験と世界との対応関係を揺るがせる。ここにおいて透明な認識という夢想は頓挫し、認識の問題
は、主体と、主体の視覚的経験と、主体の外にある世界との関係性をどのように調停するのかという
問題として現れるだろう。だが、『客観性』において示されるのは、科学者たちにとって認識を頓挫
させうるのはなにも観察する主体が不透明な媒体であるということに限らないということだ。実際、
「観察者」というクレーリーが選んだ言葉を字義通りにとって、観察者になるということがいかなる
事態なのかについて考えてみれば、観察という行為が単に自分の眼を通して世界を見るという以上の
ことを意味することに気づくだろう。科学的観察においては特にそうであるように、観察は多くの場
合には他者と共有され、他者との協働のなかへと織り込まれている。そして、集団的経験主義を実践
する観察者たちは時間も場所も異なる別の誰かにたいして、自分の観察の対象が現に存在するという
ことを保証し、その観察結果を信頼可能なものとして安定させなければならない。科学観察の歴史が
示すのは、観察者になるということは、自らの観察がほかの科学者や知的探究者にとっても共有でき
るように、自らの観察実践を、そして自己自身をも再成形していくことなのだ。そうであれば、認識
の問題は主体と世界の、あるいは主体の知覚経験と世界との関係についてだけでなく、複数の認識主
体たちがどうやって共同的な認識を達成することができるのかという諸個人間の協力と対立をも扱わ
ねばならない。こうして明らかにされる、共に見ることと、それによって共に知ることを可能にする
技法の歴史とは、クレーリーが関心を寄せるような現代における主体化の形態と、複数の身体をまと
めあげ管理可能な存在へと変形する権力の解明といったプロジェクトにとっても重要な論点となるは
ずだ。
　科学者たちは異なる認識的徳に導かれて異なるタイプの知的探究者として自己を成形し、異なる理
論を、異なる学問領域を、異なる関心や目的をもつかもしれない。それならば、科学者たちの間に常
に対立の火種がくすぶっていたとしても驚くべきことではないだろう。むしろ、驚くべきなのは、そ
うした違いにもかかわらず、科学者たちが知識の生産を共同的に行うという理念を手放さず、それを
可能にするような制度と実践を組み立てようとする点である。同じものを見ることを、同じように見
ることを、あるいはせめて同じ方法によってアクセスすることが可能な対象物を特定し、協働可能な
スペースを作り出すこと。5)ダストンとギャリソンの歴史記述は、こうした共同的に知ることを可能に
するような、そうした科学的対象と、科学的視覚と、科学的自己とを作り上げようとする歴史と、そ
うした企てを支える繊細な実践と制度と概念とを追跡する。こうして素描された歴史から浮かび上が
るのは、異なるアクターたちの協働によって可能となる共同的認識実践の歴史としてみた科学史とい
うヴィジョンである。もしそのようなものとして科学史をとらえることが可能ならば、そのとき科学
史家の問題関心は、メディアの固有性と物質性、そしてそれが可能にする媒介効果を忘却することを
拒否するメディア論者たちの問題関心と大きく重なるだろう。なぜなら、そこにおいて科学的協働を
可能にする媒体や媒 介について理解することは、そもそも科学的知識が生産されるということはい

メディア メディエーション

かなる事態なのかという科学史の核心的問いに答える鍵ともなるからだ。
　ダストンとギャリソンの『客観性』は、そうしたメディア論へと接続された科学史のもつ豊かな可
能性を約束しているように、わたしには思える。

5) こうした協働のイメージについては、前述の科学史映画 Black Holes: The Edge of All We Knowが鮮明に描き出し
ている。文章としては、Peter Galison “Trading Zone: Coordinating Action and Belief” in edited by Mario Biagioli (ed.) 
The Science Studies Reader, pp. 137-160 (1999, Routledge)が参考になる。
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