
チンパンジーのエスノグラフィの可能性
「ラディカルな他者性」を毀損することなく

理解することは可能か？
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自己紹介と発表の目的

l野生チンパンジー研究者＠タンザニア・マハレ
üチンパンジーのことを理解したい
üそのためなら手段（理論・方法）は問わない

lチンパンジーのことはなかなかわからない
→「ラディカルな他者性」

ü他者理解のための方法や理論を磨き上げてきた文化
人類学に学べることがあるのではないか

ü「他者」をヒト以外の動物に拡張することで、文化
人類学の理論や方法に新たな視点を提供できるかも
しれない

l「生業活動としての野生動物研究」の紹介
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存在論的転回と多自然主義

l動物にもパースペクティブ（観点）がある
➠わかる

l「ジャガーは血をマニオク酒として見る」と現
地の人が言う
➠わかる

lジャガーは血をマニオク酒として見る
➠ちょっと待て
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動物の存在論／観点／自然

l動物研究者の仕事
ü「客観的な一つの自然」というつもりはない
üたくさんある存在論の一つとして「真剣に扱って」
もらってもよいはず（近藤 2019）

üこれまで「表向きの自然科学者」として動物の観点
（存在論）について語ってこなかった

l動物研究者は対象動物のことをどのように理解
しているのか？
ü「生業活動」としての動物研究

• 表向き：自然科学者／客観的な観察者
• インフォーマルな側面：「動物になろうとする人」

ü「観察」は客観的な視点か／相互行為への参加か
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動物の観点を語ることの困難

l何をやっているのかわからないことが多い
ü自然科学が明らかにできたことはごくわずか
üしかもそうした科学による「単一の自然」の記述は
あくまでもエティックな視点にとどまる

ü「適応論的な合理性」を措定することで、チンパン
ジーの観点がそなえていた（かもしれない）「ラ
ディカルな他者性」を毀損する危険性

ü「ラディカルな他者性」を措定することで、ある種
のオリエンタリズムに陥る危険性

→いくつかの例を紹介します
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チンパンジーは何をやっているのか？①
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lレインダンス (Goodall 1989; Nishida et al. 2010; Hosaka 2015)

ü雨が降り出したときに主にオスがする突撃ディス
プレイ

ü突撃ディスプレイ自体は普段からやるが、雨が降
り出した直後に見られるものをレインダンスと呼ぶ

üこの行動のコンテクストはわかっていない
üやっている行動パターンは「突撃ディスプレイ」

• 「ダンス」と呼ぶ必然性はない（がそう呼びたくなる
「何か」はあるのかもしれない）

• 儀礼や宗教（自然に対する畏敬）の萌芽？ (McGrew 2004)



チンパンジーは何をやっているのか？②
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lオオアリ釣り (Nishida 1973; Nishida & Hiraiwa 1982; Nishie 2011)

ü道具を使用したオオアリ採食行動
ü生計活動ではない？

• 栄養価が非常に低い
• オオアリ釣りをする野生チンパンジー集団はあまりない

üこの行動のコンテクストもわかっていない
• 蟻酸スパイス説 (Nishida & Hiraiwa 1982)
• パチンコ説 (伊谷純一郎＠西田 1981)

Ø「合理的でもないがまったくの不合理でもない」
ような行動をどのように理解できるのか？

What is it like to be a chimpanzee?

l「チンパンジーの観点」を語ること
l観点＝経験の主観的性格

ü還元的分析では捉えられない
• 還元は、還元されるべきものから種に固有
の視点が排除される場合にしか成功しない

• ここでは「種に固有の視点」こそが問題
ü想像でも捉えられない

• 「私がコウモリのようなあり方をしたとす
れば、それは私にとってどのようなことで
あるのか」ではなく、「コウモリにとって
コウモリであることがどのようなことなの
か」が知りたい

ü単なる「想像」でも「還元」でもアプ
ローチできない領域
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What is it like to be a chimpanzee?

l「チンパンジーの観点」を語ること
ü不可能ではない

• 思弁的提案：自己投入や想像に依存しない
一種の客観的な現象学の創出

例）見るとはどのようなことなのかを先天盲
者に説明するために使える概念の開発

Ø「他者についての説明の方法」という
よりはコミュニケーションの拡張

Øチンプの観点を語ろうとすることに
よって既存の概念空間を拡張する
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ラディカルな他者性の理解

l根元的解釈と寛容の原理
ü発話をゼロから解釈する場合―つまり
「根元的な」解釈において―、われわれ
はともかくも、信念の理論と意味の理論
を同時に作り出すしかない

ü話者がある文を真とみなす態度から着手
ü寛容は「強いられている」

• 寛容さは、有効な理論を得るための条件
• まだ相手について十分な理解が得られてい
ない段階では間違いを犯すことも不可能

• 他者を理解したいのであれば、好むと好ま
ざるとにかかわらず、たいていのことにつ
いて他者が正しいと考えなければならない

Ø他者の合理性の措定
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ラディカルな他者性の理解

l事前理論と当座理論(prior/passing theory)
ü根元的解釈におけるコミュニケーション
可能性
• 寛容の原理にもとづきつつ、あらかじめ共
有された知識（事前理論）をあてにしなが
らも、その場その場の相手の発話を解釈し
ようと努力するなかで互いの理論を調整し
ていく（当座理論）

• 当座理論の調整による共有＝コミュニケー
ションの成功

Øチンパンジーの観察による当座理論の
すりあわせ＝チンパンジーの理解（コ
ミュニケーションの成功）
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動物研究のフロンティア
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l「動物の観点で動物を語る」こと
ü客観主義的な「透明な視点」からの観察→対象との相互
行為（当座理論のすりあわせ）としての観察

ü動物の世界に関するイーミックな記述
ü複数の観点を混在させる

üチンパンジー同士の相互行為分析
ü複数の研究者からの聞き取り、文献調査
ü調査助手からの聞き取り

l動物研究者の実践そのものも対象化する必要
ü一種の科学人類学的実践
ü動物研究の現場における観察を重層的実践として描く



チンパンジー研究者の生業活動
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lチンパンジーになる（なろうとする）
ü個体識別→メンバーを覚える
ü追跡スキルの獲得→一緒に歩けるようになる、相
手との距離感を身につける

ü環境を把握する→食べ物を食べてみる、迂回せず
に追跡する、木に登ってみる、地形や採食樹の位置
を覚える

l「獲物＝データ」を持ち帰って料理する
üデータを分析して論文を書く→飯のタネにする

l持続可能な資源利用
üチンパンジーの保護活動をする

狩猟採集民とのアナロジー
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l獲物になる（なろうとする）
ü獲物の真似をして移動し、匂いを嗅ぎ、音を
出すことで、同族となって彼らを惹きつけよ
うとする

ü完全に獲物に変身すると人間に戻れなくなる
ü人間としてのアイデンティティを保ったまま、
一時的かつ不完全なかたちで動物の身体を身
にまとい、その視点を獲得する

l獲物を持ち帰って分配して食べる
l持続可能な資源利用

ü過剰に狩猟しないことで動物の支配霊から捕
食されるリスクを減らす



チンパンジーのエスノグラフィへ向けて

15

l歴史を記述する
ü長期調査の蓄積

• デモグラフィデータ
• 過去の事件の記録
• 個体の来歴 などなど

（例）アロフ
• 1982年1月にマハレM集団で母ワクシの第2子（長男）
として生まれる

• ビビると手で乳首を押さえる奇癖の持ち主
• 2003年12月に第1位オスのファナナが突如失踪したのに
ともなって第1位になる

• 2007年7月にピムの挑戦に敗れて第1位から陥落
• 2017年頃に消失（推定死亡）

Øチンパンジーのライフヒストリーを記述する

チンパンジーのエスノグラフィへ向けて
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l社会を記述する
üチンパンジー同士の相互行為の記述と分析

• 社会の規範や秩序を互いに提示しあう方法としてのエス
ノメソッドの解明

• 相互行為の秩序と逸脱への反応

Ø「動物のエスノメソドロジー」から「動物のエス
ノグラフィ」へ



チンパンジーのエスノグラフィへ向けて
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l「語り」を記述する
üチンパンジーを語る観点を増やす

• これまではほとんど研究者の観点のみ
• 調査助手もよくチンパンジーを観察している
• チンパンジー同士も観察しあっている→社会の記述

üチンパンジーを語る角度を増やす
ü研究者の語りも科学論文にとどまらない
ü一般書や報告書レベルの記載の抽出
üフィールドノートや日記レベルの記録の発掘
üあらためて聞き取りをおこなう

Øチンパンジー（個体、来歴、イベントなど）に関するイ
ンフォーマルな語りを掘り起こす

まとめ：動物のエスノグラフィ
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l人間にとっての「他者」の観点／存在論を理
解する試み
ü「他者の存在論」の領域の拡張
ü複数種の交わる世界を「向こう側から」記述する
ü動物研究者が貢献できる部分がある

l動物研究にとってはほぼ未踏のフロンティア
ü自然科学でもなく、人類学でもなく
üたんなる「動物記」でもなく
ü新たなジャンルとしての「動物のエスノグラ
フィ」へ


