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非人間＝動物の存在論

• 人類学は「動物を見ている人を見ている」＝「動物を（そんなに）見ていない」 

- 「ジャガーは血をマニオク酒として」見るか？（VdC 2006; 中村 2019） 

- 「チンパンジーはアリを○○として」見る？ → 動物研究者の永遠の課題 

• なぜかあまり触れられていない「動物を（ガチで）見ている人たち」＝動物研究者 

- ただし動物研究者自身も「動物の存在論」を十分に語ってきたとは言い難い 

➡「現実の動物たちを観察してその結果を書くけれども、動物たちの視線と目を
合わすことのない人たち」（ハラウェイ 2003: 36）

存在論的転回・多自然主義・マルチスピーシーズ
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自然科学としての動物研究

• 観察者の不在：「神の視点」「視点なき観察」 → 客観性への「信仰」 

• 経験科学：外部からの観察・実験可能な現象のみが対象 → 「動物の視点」の不在 

• 現場での観察の実践は「方法 Methods」に切り詰められている 

-  再現可能性、客観性、数値化などの規範・要請
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動物を観察する現場を観察する

• Langlitz (2020) Chimpanzee Culture Wars 
- コートジボアール、ギニア、ガボンのチンパンジー調査地 

- マックスプランク（ドイツ）、霊長類研究所（日本） 

- 「チンパンジー文化研究」＋「チンパンジー研究者の文化」 

- ＜人間：研究者＋住民＞と＜チンパンジー：研究対象＞の界面 

➡ チンパンジー研究の現場の異種混淆的な実践を描いた民族誌 

➡ 「観察される当事者」側として言いたいこともある
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霊長類学者の現場の語り

スマッツは語る。「ヒヒたちの信頼を得る過程で、それこそ歩き方やすわり方、姿勢の
支え方、目や声の使い方も含め、自分をめぐる、およそありとあらゆることを変えたと
思います。どうやったら、ヒヒ流のやり方で世界に生息できるのかを一から学んでいっ
たわけです。……ヒヒたちが感情やモチベーションや意図を互いにやりとりするのにつか
う合図に反応していったわけですが、次第に、そうした信号を彼らに送り返すことがで
きるようになりました。その結果、私が近寄りすぎた場合も、拒絶するのではなく、わ
ざと嫌そうな視線を送ってくるようになって、それから移動すればよいようになりまし
た。こう書くと、ちょっとした変化のように思われるかもしれませんが、これは、一方
的な反応（無視することも可）を引きだそうとする対象物のごとく扱われていたのが、
意思疎通可能な存在として認識されるようになるという根本的な変化でした。」

ダナ・ハラウェイ『犬と人が出会うとき：異種協働のポリティクス』（2013, p.42）
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霊長類学者の現場の語り

私は、村や森ではトラッカーに自分を重ね合わせ、まねをし、ピグミーチンパンジー
の食物を見れば自分で味わい、ときには彼らと同じように森で吼えて、猟師やピグミ
ーチンパンジーの世界を知ろうとした。それは、ワンバの村人やピグミーチンパンジ
ーが感じている世界を少しでもこちらが共有していなければ、彼らのことをわかり得
ないと思ったためである。もちろん、一部を彼らと共有したからといって、わかった
気になるのは危険である。しかし、私にはわかりたい相手と何ら接点がないままの観
察やデータ収集は、それ以上に無意味なことにしか思えなかったのである。 
➡「生態的参与観察」

黒田末壽『自然学の未来：自然への共感』（2002, p.81）
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生態的参与観察

このやり方は、多かれ少なかれ動物・植物の行動や生態の研究者、霊長類学者がやっ
てきたことである。そして猟師がそうだ。日本霊長類学者のパイオニアの一人、河合
雅雄は、サルに人格を認めて彼らを人間を見るのと同じ目で観察する方法を「共感
法」と名付けているが、私はそれを類人猿が棲んでいる空間ごとすることを目指した
のだ。これは、チンパンジー、ピグミーチンパンジーの観察眼を磨くだけではなかっ
た。森の細部や動物が見えるようになり、植物はそれぞれの臭いと味と場所として、
あるいは柔らかいクッションとして意味を持ってくるのだ。季節の変化にも敏感にな
ってくる。つまり、自然になじんでくるのである。それは参与観察で相手の文化が自
己に参入してくるのと同じで、自然が私の中に入ってきたのである。

黒田末壽『自然学の未来：自然への共感』（2002, p.85–86）
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「人づけ」と「サルづけ」

• habituation ＝人づけ 

- 野生の動物は人間が近づいてくると逃げる 

- 観察するためには動物を人に馴れさせる必要 

• 人間が動物のすまう環境や動物の動きに馴れる必要もある＝「サルづけ」 

- 動物にひたすらついていき、同じ物を食べ、同じ物を見る（感じる）ようにする 

- 「サルがうつる」（黒田 1986）、「生態的参与観察」（黒田 2002） 

- この作業は「調査の下準備」あるいは「インフォーマルな観察の方法（暗黙知）」
としか捉えられていない

人と動物双方のhabituation
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動物研究者の現場の実践の記述

• 最終的なアウトプットとしての「論文」は無数にある 

• 現場での異種混淆的な知の産出過程はほとんど記述されてこなかった 

• （本当は人類学者に”second order observation”をやってほしい） 

• 自分の記憶と記録をたどることで動物の観察現場の知の産出過程を描く 

- ハラウェイも犬との関わりに巻き込まれながら「異種混淆的な生成変化」を書いた 

- チンパンジー研究者が「チンパンジーになろうとする」実践を記述してみる

異種混淆的な知の産出過程
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マハレのチンパンジーのアリ釣り

• 1965年から調査開始 → よくhabituateされている 

• 対象集団は約60頭のチンパンジーが在籍 

• 複雄複雌の単位集団、離合集散性が高く、全員が集まることはない 

• 毎朝7時半にアシスタントと一緒に出発→チンパンジーを見つけたら適当な個体を選んで追跡を開始
→17～18時くらいに調査を終えて帰営 

• アリ釣り 

- マハレのチンパンジーが慣習的にする道具製作・使用をともなう昆虫食 

- 樹上営巣性のオオアリCamponotus spp.を植物を加工して作った細い棒を巣穴から差し込んで、棒に
噛みついたアリを「釣って」食べる
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事例：2002年8月29日のファトゥマ母子によるアリ釣り

• チンパンジーのアリ釣りの消費個体数をフルカウントした唯一の事例 

• 初めてマハレに行って1ヶ月未満の時期 → 観察者側のhabituationの過程 

• ファトゥマ（推定39歳）とフラヴィア（3歳）の母子2頭によるアリ釣り 

• 木の下で寝転んで双眼鏡を左手で眼鏡の上に固定し、右手で計数器を押してカウント 

• 誤差はあるが、ざっくりどの程度食べるのかを数えようとした 

• 5分おきに腕時計のアラームを設定 → 各5分間時点での累計数をチラッと見て記憶 → 
アリ釣りが中断したときやストロークの合間に胸の上に置いたノートにすばやく数字
だけ書き写した
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ファトゥマによるアリ消費個体数の記録
2時間52分（11時56分～14時48分）で3,157匹のアリを消費

consumed in an average bout duration of 24.75 min (see

below). In the most efficient bout, an adult female con-
sumed 253 ants in 10 min (25.3 ants per minute). During

the longest ant-count at host tree #7 on August 29, 2002, an

adult female (FT) consumed 3157 ants in 2.88 h (18.3 ants
per minute; Fig. 3). In this case, she consumed ants fairly

constantly throughout the bout, except for intervals during

which she renewed tools or temporarily suspended ant-
fishing. This indicates that the ant biomass was super-

abundant despite predation by the chimpanzees. Indeed,
this host tree #7 was used on August 27, 2002 (2 days

before this case) by 5 chimpanzees for about 1.8 h, and

again on September 8, 2002 (10 days after this case) by 15
chimpanzees for about 2.3 h, and the productivity of the

tree as an ant-fishing site did not seem to have decreased

between these sessions.
Figure 4 shows the number of ants consumed per minute

plotted against the age of the chimpanzee preying upon

ants in each bout. Although the correlation was not sig-
nificant (N = 18, s = 0.19, p = 0.27), and nor was the

difference in ant-fishing efficiency among age classes

(H = 3.18, df = 3, p = 0.36, Kruskal–Wallis test), the
variance of ant-fishing efficiency tended to increase as

chimpanzees got older. It is also notable that even mature

chimpanzees do not always fish for ants more efficiently
than youngsters.

Figure 5 shows the number of ants consumed per minute

at each host tree. The efficiency of ant-fishing varied even
at the same host tree. The ant-fishing efficiency at the same

host tree varied not only between sessions but also between

individuals within a session. For instance, at host tree #7 on
September 8, 2002, an old female (GW), who was the first

participant in the ant-fishing session, consumed ants at very

low efficiency (ca. 2.2 ants per minute). On the other hand,

subsequent participants (including juveniles) consumed ants

with much higher efficiency (ca. 10.1–10.7 ants per minute). It
seems that the productivity of each host tree, i.e., the avail-

ability of ants at each host tree, varied not only among indi-

vidual trees, but also among sessions and bouts even at the
same single tree. These results indicate that the efficiency of

ant-fishing is not simply determined by whether or not a

chimpanzee is skilled or by site choice, but it inevitably
depends on the unpredictable ant availability.

Ant-fishing participants

Among the 60 members of the M group chimpanzees, 50

(83.3%) were observed to successfully fish for Camponotus
ants with probes by the end of Period II (Table 6). Except

for a 6-year-old juvenile male, all juveniles, adolescents,

and adults were observed to fish for ants with tools. Infants
older than 3 years (1 male and 2 females) were also

observed to fish for ants with tools. Only 1 female infant
younger than 3 years was successful in ant-fishing
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Fig. 3 Efficiency of ant-fishing by an adult female (FT) at tree #7 on
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観察の背景

• 観察者がいてもチンパンジーが逃げずにアリ釣りする → チンパンジーのhabituation 

• アリがいる・釣れる → 人とチンパンジーの2種間の関係ではない 

• カウントしている間ずっと巣穴がよく見える位置がとれる・楽な姿勢で観察できる・妨害されない 

• アリ釣りを始める前に到着して準備できる → 知識にもとづく予測 

• 装備：眼鏡、双眼鏡、計数器、腕時計、ノートとペン、できれば服 → サイボーグ化 

• 体力と集中力と気合い＋「無になる」 → いつ終わるかがあらかじめわからない 

-  サイボーグ化した観察者、アリ、木、チンパンジー、釣りの道具の素材、天候、重力 etc…がシステムとし
てたまたまうまく機能したときにのみ観察が可能になっている＝どれが欠けても観察はできない 

- 観察者／観察対象といった単純な二分法にはなっていない → 観察者は「観察システム」の一要素

アリの数をフルカウントできる条件
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観察の現場の実践

• 地理・調査路を覚える 

- 網の目のように張り巡らされた調査路を毎日歩き回る→すぐ迷子になる 

- チンパンジーを追いながら調査路と自分の位置関係をつねに確認 

- 調査路から藪に入るとき、どの道からどの方角に入ったか、藪の中をどっちに動い
ているか、藪から道に出てきた位置はどこか、をそのつど確認 

- チンパンジーの採食樹やアリ釣りの木の繰り返し利用 → 地理を覚えるのに役立つ 

➡ チンパンジーと環境との相互作用をなぞるようにして地理を覚えていく 

➡ チンパンジーの移動を追跡することによる知識の参照・利用 → 現場の知の蓄積

観察者を（チンパンジー＋環境）にhabituateする

14



観察の現場の実践

• 個体識別 

- 個体の特徴と名前を一致させる 

- チンパンジー同士ももちろん互いに識別していて、よく一緒にいる個体（母子、同
盟相手、交尾相手の囲い込み、仲良しなど）もいる 

- 1個体ずつバラバラに覚えるわけではない → チンパンジーの社会関係を参照 

➡ 個体識別とチンパンジーの社会関係の認知は並行して互いに強化しあいながら進む 

➡ 観察者+観察対象の個別の組み合わせではなく、チンパンジー同士の互いの識別にも
とづく関係のしかたを利用した個体識別＋社会関係の認知のプロセス

観察者を（チンパンジー＋環境）にhabituateする
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アリ釣りのわかり方

• アリのサンプリング 

- チンパンジーがアリ釣りを終えたあと、種同定のためアリを採取 

- 木の表面のアリを素手でつかんでサンプルチューブに入れるとき、しばしば指をア
リに噛まれて指の表面がスパッと数mm切れたりした 

- さらにギ酸を大量にかけられて皮膚が炎症を起こすこともあった 

➡ チンパンジーもアリ釣り中にアリの営巣樹木に直接座らず、垂れ下がっている蔓に
腰かけるなどアリからの攻撃を避ける姿勢をとっている 

➡ チンパンジーもアリに噛まれて痛そうにすることもある

観察者を（チンパンジー＋環境）にhabituateする
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アリ釣りのわかり方

• アリを食べてみる 

- チンパンジーが食べるものは食べてみたくなる（3,000匹も食べるならなおさら） 

- 食感は悪くない（パリパリ） 

- 噛むと中から大量のギ酸 → 酸っぱくて大量に食べられる代物ではなかった 

➡ あとから知ったがギ酸は人間が大量に摂取すると失明やひどい場合は致死性もある 

➡ チンパンジーがなぜ無事なのか（というかうまそうに食ってるのか）まったくの謎 

➡ 栄養的には非常に乏しい → 「チンパンジーはアリを何として見るのか？」は未解決

観察者を（チンパンジー＋環境）にhabituateする
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まとめ

• 樹上営巣性のアリを客観的・非侵襲的に調べる方法はない 

• チンパンジーのアリ釣りを観察・記録することで、アリについての知識（アリ種、営
巣場所・樹種、アリの身体や行動的特徴、味など）を得ている 

• チンパンジーの観察に巻き込まれつつ環境（アリを含む）の情報・知識を得る 

• チンパンジーの棲む環境全般についても「チンパンジーに教えてもらう」 

- チンパンジーにひたすらついていって、チンパンジーと環境との相互作用に自らも
巻き込まれることで知識を得る 

- 「客観的な自然環境の情報」を得た上で「チンパンジーの知識」と対応させるよう
な調査方法にはなっていない

チンパンジーの知識の利用
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まとめ

• チンパンジーのアリ釣りのカウント中は、アリ釣りをするチンパンジーや釣られるア
リに一体化するようにアリ釣りに没入 

• チンパンジーはアリを釣り、アリは釣られ、こちらは数える、という異なる活動に従
事していたが、巣穴やアリ、引き出される棒への集中・没入は、「客観的な観察者」
ではなく「一緒にアリ釣りを（違うかたちで）していた」と言ってよいのではないか 

- 棒を引き出す動きへの一体化、釣られる動きへの一体化 

- そのくらい没入しないと数えられなかった

アリ釣りへの「没入」
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チンパンジーはアリを何として見るのか？

• 「食べ物」としては見ている 

•  自分が食べた上で、あれを3,000匹も食べる「生き方」は全然わからない 

• 「わからないこと」をどうすればよいのか？ 

- 「語りえないことについては沈黙しなければならない」のか 

- 「客観的に言えること」（のみ）に留まるのか 

- 「わかったような口ぶりで語る」のか 

- 「次なる観察へのリソースだと居直る」のか 

- 「他者とのギャップにたたずみつつ歯切れ悪く口ごもる」のか…

全然わからない
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来たるべき＜動物のエスノグラフィ＞へ向けて
シリーズ『新・動物記』刊行
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