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　アボリジニ社会から構造主義へ２
　―空間が時間を超越することによる因果律の打破―

　

　門　　口　　充　　徳

１．レヴィ＝ストロースの構造主義への道のり

２．社会が生んだとされる力による変換

３．集合的沸騰の社会的機能にかんする議論
（以上前号）

４．アボリジニ社会における時間の不在
  これまで３つの節を使って、『宗教生活の原初形態』の第２編が構造主義的議論で、第３編が機

能主義的議論になっていることを説明してきたが 1、このような理解の根拠は薄弱であるかもしれ

ない。極度の単純化をしてＲ・ヤーコブソンの隠喩と換喩の類型でいえば 2、類似性の関係による

隠喩が構造主義で、近接性の関係による換喩が機能主義だというふうにもみえる。デュルケムの議

論に立ち返れば、心的状態間での類似の法則と近接の法則であり 3、未開社会の思惟としては混淆

と近接となる 4。研究者側の方法論における構造主義と機能主義ですらそれほど遠くにはないと主

張するならば、たんなる混淆や近接の世界に佇んでいるに等しいのかもしれない。本節以降では、『宗

教生活の原初形態』の記述に加えて、後世の研究者による知見を組み込むことで、この著作の欠落

部分を補充しつつ、混淆・近接の認識世界から脱出することとしたい。

  デュルケムは原始社会の原始宗教を研究していると考えていたので、そこには人間の原始的な思

惟も発見されるはずであった。かれが思惟の基本的な概念あるいはカテゴリーと呼ぶ項目は、序章

では、時間の観念・空間の観念・矛盾の観念であり、終章では、類・時間・空間・因果律などの概

念である。これらのカテゴリーのうち、構造主義と機能主義の相違を際立たせるのは、時間とこれ

に関連する因果律であるので、デュルケムによる時間の議論からまず探っていきたい。かれにとっ

て時間とは、個人の過去の記憶や経験の意識から、抽象的で非人格的な枠組みに展開したものであ

り、あらゆる人びとから客観的に思考される社会的なものであった。日・週・月・年は、公的儀礼・

祝祭・祭儀の周期律に対応し、暦は、集合的活躍の調整を保証し、そのリズムを表明するものであ

る。このような序章での言説は、終章でも変わらない。「自我の中で、自我とともに流れることを

わたくしが感じる具体的な持続は、……わたくしの内的生活のリズムしか表明しない」として、個

人意識での時間の観念を捨象する一方で、「集合生活のリズムは、……あらゆる原初的生活の雑種
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的リズムを、主宰し、抱擁している」として、時間が社会の作品であることを強調する。

  デュルケムの結論は、社会生活のリズムが時間の基底にあって、時間によって集合生活のリズム

が表明されるということである。より具体的には、集合的恢復の周期的必然性が存在しており、星

の回帰や季節の交代といった現象に結びつけられて集団にとっての危険時期が示されるという。果

たして集合体は、危機と復活を周期的に経験するものなのだろうか。アボリジニ社会に証拠を求め

ようとするならば、前節で扱った第２編、第７章、第３節のコロボリーになる。一方で、狩猟・漁

撈、食料の獲得といった小集団での生活と、他方で、クランや部族を招集して数日から数か月にわ

たって繰り広げられる宗教的祭儀という、俗と聖の対比である。かれによれば、日常生活の無気力

と祭儀での興奮の二つの形相が、同じリズムで震動するということになる。祭儀を挙行するにあたっ

て、どのような危機があったのかについては言及されていないが、ともかく集合体の社会的連帯を

祭儀が再強化する機能をもつことだけは語られていた。そして第３編、第１章では、宗教生活と世

俗生活は、空間と時間を共有しないとされ、同じく第２章では、礼拝は周期的な祝祭の循環で構成

されているとされている。

  かれの時間の概念にかんするこのような説明は、言い換えを繰り返しているにすぎないように思

われるが、考察を試みるならば、まず近代社会に特徴的とされる直線的な時間の概念ではない。ど

ちらかといえば季節の周期的変化に関心のある農耕社会にみられる循環的な時間の概念に近いよう

に思われるが、アボリジニは農耕民ではないし、宗教的祭儀が季節的変動や周期的危機と関連づけ

られているのかも定かではない。また時間の概念の原初形態が集合生活のリズムということである

が、リズムを認識するためには、出来事とともに時間を測っていなければならないだろう。デュル

ケムは、例えば季節が循環するはずの１年という時間の中で、凡庸な日常と興奮の祭儀との出来事

の頻度をリズムといっているのではないか。あるいは昼夜が交代する１日という時間の中で継起す

る出来事がリズムの感覚を生じさせると考えられているのではないか。生活のリズムという考えは、

すでに時間の概念を内包しており、時間の概念を説明する上では有効ではないように思われる。あ

くまでもリズムという様相を残そうとするならば、時間を問わず、たんに「出来事の生起」という

ことになるが、これについては後述する。

  ともかくデュルケムの時間概念には、聖俗・周期・リズム 5 といった３つの要素が看取されるの

であるが 6、ここで時間概念を整理するために真木悠介の『時間の比較社会学』を取り上げたい 7。

かれは、各種の社会にみられる時間意識を４つの形態に整理し、図１の概念図を提示している。近

代社会の時間意識は「直線的な時間」であり、不可逆性としての時間と抽象的な量としての時間と

を特徴としている。前者の不可逆性の特徴は、ヘブライズムが媒介したものであり、始めと終わり

に区切られた「線分的な時間」であった。後者の量としての特徴は、貨幣の発達と相俟って事象の

定期的交代を量として捉える「円環的な時間」を構想したヘレニズムが準備したと説明される。原

始共同体の時間意識にはいずれの特徴もなく、「反復的な時間」ということになる。つまり近代社

会とは対極的に、そこでは可逆性としての時間と具象的な質としての時間が特徴となる。付け加え
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るなら、原始共同体の解体の契機から判断 して、〈自然性 〉への内在からく自然性 〉からの超越

へという縦軸が重ねられ、商業活動が発展 したヘ レニズム期のゲゼルシャフ ト化に注 目して、<共

同性 〉への内在か らく共同性 〉からの超越へ という横軸が付加される。こうして近代社会は、自

然からの人間の自立と疎外 と、共同態からの個の自立と疎外 とを要因とし、生きられる共時性の解

体を招来すると主張されている。

著作権管理の都合上、本論文内に掲載されている図の
一部をマスク処理しております

この時間意識の4形 態図式は、真木がいう比較社会学によって古今東西の文献研究から抽出され

た理念型的なモデルである。本稿の関心はアボリジニ社会が属するであろう 「原始共同体」にある

ので、アボリジニ社会の時間意識に限って、どのような研究が参照されて理論的整備が達成されて

いるのか確認しておきたい。第1に 、レヴィ=ス トロースの 『野生の思考』から、チューリンガが

個我をこえて祖先 とのアイデンティティの連続性を確証する点で、「物的に現在化された過去」と

いう時間論を紹介 している8。第2に 、父親のルーテル教 団ハーマンスバーグ ・ミッションでアボ

リジニと暮 らして人類学者になったT・G・H・ ス トレーロウの記述を 『野生の思考』から再引用

して、自然的な景観は各自の トーテム祖先が天地開開の時代に作 り出したものであ り、自分自身の

行動を関係づけていると指摘する。これらの引用から、真木は、共同態の 「歴史性を内在する物理

的な宇宙」として現存 し続ける過去であって、自然の破壊や土地からの追放がかれらの深い怒 りと

絶望を示 していると主張する9。第3に 、 レヴィ=ス トロースの トーテミズム論を引用 して、歴史

は体系 に従属すること、時間は構造の中にあること、 トーテムは時間の言葉で語られる永遠であ り
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通時の言葉で語られる共時であることが紹介されている 10。

  図１にあったように、原始共同体の時間意識は、可逆性としての時間と具象的な質としての時間

である。アボリジニ社会の時間意識もそこに集約できるかもしれないが、真木の原始共同体の時間

論を主導しているのは、Ｅ・リーチの『人類学再考』からの引用である。つまり幾何学的な「直線

としての時間」でも「円環としての時間」でもなく、「振動する時間」「繰り返し現れる対立の不連

続」「反復する対極性」である 11。しかしリーチの主要な研究フィールドは、ミャンマーのカチン

Kachin 族などであったから、この人類学的一般化がアボリジニ社会に適用されるとは限らないで

あろう。たしかにアボリジニのチューリンガと祖先の話に限れば、時間論は展開できるかもしれな

い。アボリジニにかんする優れた解説書である新保満の『オーストラリアの原住民』によれば、「過

去と現在と将来との区別が明確でなく、すべては過去に呑みこまれる……といった深い穴みたいな

時間の概念である」という 12。また白人と遭遇する前の伝統的世界において人びとは、神話などで

記憶された先祖の創造の行為がすべての事物の起源であるという宗教的世界観で生きていたという 13。

したがって現在も将来も、先祖たちの過去に準拠しなければ意味をなさないことになる。しかしこ

のような解釈は、直線的な時間意識に属する過去・現在・未来という概念枠組みに捕らわれすぎて

いるのではなかろうか。研究者が自分に内在させる認識論にすぎないのかもしれない。

  真木の本に興味深い話が引用されている。それは、Ｅ・Ｅ・エヴァンズ＝プリチャード編『人類

学入門』に収められたＭ・フォーテスによる次の報告である 14。未開民族の知能検査をしようとし

てきた人びとを困らせたのは、絵に描いた迷路の出口を探すようにいわれたオーストラリア原住民

が午後の時間全部をそれに使ってしまうことで、費用や努力を時間の単位で計算しないことであっ

たという。時間の浪費という考えがないだけでなく、おそらく時間の単位が含まれるリズムという

意識もないのかもしれない。アボリジニ社会の時間にかんしては、新保のように、「万物は神話が

規定する空間に属する」と宣言するだけでよいのだが 15、これまでの時間意識の議論を全面的に否

定する関係から、論点を以下のように整理しておきたい。①遠い祖先の時代は、「過去」ではない。

②時間意識は存在せず、時間を認識するような諸制度をもたない 16。③空間（土地・場所）による

存在論となっている。

  デュルケムの所説に遡ることのできるエリアーデなどの時間論を徹底的に批判して、アボリジニ

人類学に一石を投じたのがＴ・スウェインである 17。そもそも本来のアボリジニ社会には時間は存

在せず、空間のみによって世界が成立しているという主張である。スウェインは、オーストラリア

大陸をアボリジニが遭遇した外来者の特性にしたがって５つの地域に区分し、それぞれの地域での

宗教的信念の歴史過程を解明するという画期的な業績を残している。本来のアボリジニ社会として 18、

ここで中心的に取り上げたいのは、外来者との遭遇が比較的遅かった中西部砂漠地域で、アボリジ

ニの文化の原型を 20 世紀後半まで留めることができた地域である 19。

  かれの主張の骨子は、アボリジニは、時間によってではなく、場所と空間によって存在を理解す

るということである 20。アボリジニにとって、出来事はたんに生起するだけであって、世界は永続
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する出来事 Abiding Events で構成されている。永続する出来事は、土地や場所に結びつけられ、

永続する律法 Abiding Law を集合的に構成している。時間は、測られも数えられもせず 21、存在

論上の地位はあたえられない。ここでは空間が、時間化されることも、変動に委ねられることもな

く 22、天地創造の宇宙論とも無縁である。このように時間を封殺して空間のみで世界を理解するた

めには、場所についての独特の教義が必要である。既存の諸研究を検討した上でのスウェインの結

論によれば、場所は意識的であって、経路によって聖地間を移動しているという。こうして場所は、

聖地の複数性を前提とした構造的なネットワークによって連結されていることになる 23。教義につ

いては次節以降で、社会体系としての詳細については第７節で検討する。

  このスウェインの研究は、「通アボリジニ的構成的理念（通オーストラリア的モデル）」がオース

トラリア大陸全体に広がっているというＷ・Ｅ・Ｈ・スタナーの示唆を前提にしている点で 24、か

れの意図にかかわらず普遍的な命題を追求する営みと同一であるだけでなく、そこに発見されたア

ボリジニ社会の普遍的な論理、すなわち永続する律法が領土的存在論であると確定する点で、「普

遍性」を志向したものといえる 25。さらに時間が不在であるということは、「不変性」がすでに組

み込まれているということである 26。したがってデュルケムが研究したアボリジニ社会は、普遍的

で不変的な構造を仮説構成によって発見しようとする構造主義にとっては、願ってもない研究対象

であったことになる。

  さて時間の不在とはどのようなことなのか、スウェインからの引用を続けよう 27。アボリジニ文

化に特徴的な生と死にかかわる身体の生理的な否定と精神的な肯定は、時間の封殺に関係づけられ

るのではなく、場所による存在論から論理的に理解されなければならない。人の誕生とは、土地の

表出であり、死とは土地に帰還することである。ここでは誕生は生殖とは切り離されており 28、ま

た母親とも隔絶されている。かれの主張によれば、母親が子どもを産むという認識は絶対的なタブー

であり、男女間の陳腐な二項対立ではなく、女性と土地との強烈な対立を読み解くべきだというこ

とになる 29。そして死後、分離した存在として個人の精神や霊魂が生き延びる余地はなく、死者の

国も天国も準備されていない。全面的な空間論であるがゆえに、「場所ではない」ユートピアです

ら定義からして存在しえない 30。

  逆に時間がささやきかけるのは人の死である 31。親しい人や有力な人物の死に際して、追憶や故

人の遺物があるとすれば、時間を招き入れてしまうことになる。しかし時間が不在であれば、親子

関係自体が存在しえず、通常の親族関係の概念枠組みで研究することはできない。また人の誕生と

死とが土地という空間に関係づけられるのと同様に、婚姻にかかわる規則も空間との関係で理解さ

れるべきだということになる。すなわちアボリジニ社会においては、人類学が研究対象としてきた

ような通常の親族関係は全面的に否定されているのである。アボリジニ社会の難解な親族関係につ

いては第８節で検討する。
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５．精霊の教義による宗教とその破壊

  デュルケムの宗教の定義にかんする変遷は、内藤によって以下のように整理されている。1899 年

の論文では、義務的諸信念とこれによってあたえられた事物に関係する義務的諸慣行であり、1907

年のソルボンヌでの公開講演では、一定の共同体に共通した聖なるものにかんする諸信念と諸慣行

の体系であり、1912 年の『宗教生活の原初形態』では、その共同体が教会や教団だということになっ

た 32。ただ本稿第１節ですでに述べたように、『宗教生活の原初形態』を読んでいくと、宗教の存

在理由は共同体のなかで人がよりよく生きるためだといった記述に遭遇する 33。人格宗教の要素と

して宗教の定義に含めたいような重要な指摘であるが、アボリジニ社会の特性なのか、一般社会の

特性なのか、あるいは宗教現象を観察した結果なのか、判然としない 34。ともかくデュルケムにとっ

て、アボリジニの宗教とは原始的なトーテム宗教ではあるが、聖と俗の二分法をもつ点で宗教であ

り、トーテムの記号が付与されたクランという集団を基底にもつ社会の宗教にかかわる信念と慣行

としての儀礼とを研究したということになる。

  しかし以上のような簡単なまとめでは、デュルケムの苦闘をトレースすることも、まして構造に

至ることもできないので、ここで第１編から第２編にかけてのトーテミズムにかんするかれの議論

を検討しておきたい。第１編、第１章では、宗教を定義するものは、超自然や神性の概念ではなく、

聖と俗の絶対的分離であるとして、章末で宗教の定義を提示する。第２章は、アニミズム説にたつ

既存研究への批判である。前章で高度な宗教である仏教には神性の観念が不在であるとしたのに続

き、霊魂や精霊といった霊的存在にかんするアニミズム研究には不備があり、アニミズムとは客観

的根拠のない錯誤による表象にすぎなくなってしまうとする。例えば、人間の夢における第二存在

を霊魂観念の始まりと説くアニミズム説は、人びとが簡単に第二存在の不在を確かめられるはずだ

から、人びとの錯誤を前提としない限りアニミズム説は成立しえないと主張する。第３章は、自然

の驚異への畏敬の念では宗教のような永続性をもたないこと、自然力の表象が言語活動によって

神々に変形されようとも誤謬が維持されるものではないことから、ナチュリズム説も宗教研究には

不向きだとされる。結局、アニミズムの「人間」もナチュリズムの「自然」も、みずからは神聖な

特質はもたないとして、第４章でトーテミズム研究への期待が決然と表明されているが、この段階

では、神聖なものとは、人間でも自然でもなく、「社会」だとはまだ書かれていない。

  第１編は、原初的宗教にかんする既存研究のアプローチを比較したものであって、宗教の根幹に

ある神聖性を解明するにはトーテミズム研究が適切であると主張するものであるが、トーテミズム

がアニミズム説やナチュリズム説が研究対象としてきた要素をもたないと主張しているのではな

い。ここで基本的な要素を抽出すると、アニミズム説からは、霊魂 âme・精霊 esprit・神性 dieu が、

ナチュリズム説からは、超自然 le surnaturel といった概念がえられる。表３は、デュルケムの議

論がどのように展開されているかを示した見取り図である。この表からわかるようにデュルケムの

議論は一貫しておらず、精確に読み込もうとすればするほど、泥沼にはまりこむ危険性がある。以
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下で第２編の錯綜した議論を確認しておきたい。

表３ トーテミズムの議論における霊魂・精霊・神性・超自然
第１編

第２章はアニミズム
第３章はナチュリズム

第２編 第１～４章

トーテミズムの
全体像

第２編 第５章

トーテミズム関連の
諸学説の批判的検討

第２編

第８章は霊魂
第９章は精霊と神

アニミズムの要素から
霊    魂 「なさそう」 「なし」 第８章で、「ある」
精    霊 「あるらしい」 「なし」

第９章で、「ある」
神    性 「あるかもしれない」 「なし」

ナチュリズムの要素から
超 自 然 「なし」 「なし」 非該当

  第２編の第１章から第４章までは、デュルケムのいうトーテム的信念が多面的に語られ、『宗教

生活の原初形態』の内容としては重要な部分である。すでに本稿第２節で簡単に整理しておいたが、

ここでは表３との関係でみていく。第１章では、トーテムに採用されている事物としては、ほとん

どが動植物であって、雨は比較的多いが、天体などの偉大な宇宙現象は少ないとされているところ

から、超自然の要素はないと考えられているようである。また英雄や遠い祖先のトーテムも例外的

ではあるが存在することに言及されているので、神性がないとは断定できないようである。そして

聖具であるチューリンガの神聖性が祖先の霊魂や身体の具象だとする学説は、後付けの神話にすぎ

ないと懐疑的見解を述べているところから、霊魂の要素はなさそうと判断されているようである。

ただし子が神話上の祖先のトーテムをえるところでは、祖先の霊魂が母体に化身して子の霊魂とな

るとされているといった引用がある。後述するように、この霊魂を精霊と考えれば、精霊は存在す

るらしいということになろう。第５章は、トーテミズムにかんする諸学説の批判的検討をとおして、

トーテミズムが原初的な宗教であるという自説を擁護する章となっている。冒頭で、精霊・守り神・

神的存在は含まれていないと断言され 35、また死者の崇拝も、霊魂の輪廻説もなく、具体的な動物

は崇敬されていないと主張されている。アニミズムの諸要素とは異なったトーテミズムの特性を強

調したかったのであろう。なお超自然の要素については、ほとんど問題にもされていない。

  本稿第２節で取り上げた構造主義にかかわる第６章、第７章をはさんで、再度、アニミズムの検

討をするのが、第２編最後の第８章と第９章である。第８章の冒頭で、トーテム的宗教には霊的存

在の観念はないと念を押した上で、二次的な派生物として理解しようとするものである。第９章の

冒頭では、霊魂の上に、精霊・開化的英雄・固有の神々といった高級な神話的人格まで認められる

としていることから、デュルケムは派生物の始源は霊魂にあって、そこから精霊や神性に展開され

ると認識していたようで、これら２つの章の構成にも現われている。トーテミズムにかんするデュ

ルケムの錯綜した議論の２つの大きな原因は、第１に、アニミズムの３要素を否定するために精霊

まで否定したことと、第２に、以下に述べるように、３要素内で精霊よりも霊魂を根源的と捉えた
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ことである。

  子どもの誕生とは祖先の霊魂の化身であり、人が死んだら祖先が地中にもぐりこんだ場所に霊魂

は還っていくとされていることから、第８章では霊魂観念として議論されているが、これは個人の

生命を重視した解釈といえる。デュルケムが論述するように、霊魂とは各個人に化身したトーテム

原理そのものであり、社会という実在に根拠をもつ聖的存在であり、霊魂不滅の信念がクラン集団

の永続性に由来するものならば、霊魂ではなく精霊と考えねばならない。さらに霊魂観念は一気に

すべての本質的特徴をもっていたとか、アランダ族の霊魂観念はオーストラリア全体にわたって共

通であって、同一の本質的な特質だというかれの記述からすれば、ここにこそ構造解明の糸口が存

在していると考えねばならないのであって、派生物という把握は間違っていたと思われる。精霊に

ついては、第９章の前半において、神話的人物の霊魂が自律性と機能をもったものとされ、また個

人的トーテムの精霊は個人的霊魂のひとつの形相であり、霊魂観念によって人格性の観念がもたら

されたとされている。霊魂から精霊への発展や、原初的宗教から人格神への発展といった議論は、

デュルケムの進歩論的・進化論的解釈にすぎないものである。

  第９章後半では、最高神、すなわちアニミズムのひとつの要素である神性が議論されている。デュ

ルケムは、Ｋ・Ｌ・パーカーが蒐集した万物の父であるバイアーメ Baiame の神話に言及して、社

会の発展による社会統合の拡大と、それにともなう宗教の進展の傍証として扱っている。この件に

ついて少し詳しくみておきたい。パーカーがニュー・サウス・ウェールズ州の父親の牧場で生活し

ていたときに蒐集したユアーライイ Euahlayi 族の神話・伝説集が最初に出版されたのが 1896 年で

あり、その後も３冊が刊行された。かのじょの没後、これら４冊の神話・伝説集からの摘出版が

1953 年に出版されているのであるが、この図書の編集を担当したＨ・ドレーク＝ブロックマンに

よれば、パーカー自身も、バイアーメが宣教師や白人との接触による産物ではないかという外部か

らの疑いが気になっていたが、土地固有の神話であることに自信をもっていたという 36。なぜなら

インフォーマントの証言では、自分の成人儀礼に際して初めてバイアーメのことを聞いたというこ

とであるが、これは 1830 年頃と推定され、近隣のカミラロイ Kamilaroi 族への聖書教育が始まっ

た 1856 年よりも以前である。さらには宣教師たちがくる遥か前にバイアーメは姿を現していたと

インフォーマントたちは断言していたという。しかし 1856 年はパーカーが生まれた年であり、す

でにミッションが存在し、父親たちはアボリジニの土地を牧場化していたことからすれば、白人に

よる影響は否定できない。

  限られた地域から報告されたバイアーメの神話や、ノーザン・テリトリーを中心に広範な地域か

ら報告されている虹蛇 Rainbow Serpent の神話については、当初、アボリジニ社会に至上神といっ

た高度な宗教観念が存在しうるのか否かといった観点から議論がおこなわれていたが、その後、外

部との接触による産物であるのか、あるいはアボリジニ社会の自生的な産物であるのかをめぐって

論争になった。この至上神をめぐっての 100 年にわたる論争史は、Ｌ・Ｒ・ハイアットによって詳

細に整理されている 37。地域的変差が大きいことや、アボリジニのトーテミズムと連続性をもたな
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いことから、外来者との接触による新しい神話であるのは明白のように思われる 38。

  しかしハイアットの結論は、デュルケムの見解を踏襲するものである。デュルケムの解釈によれ

ば、成人儀礼には他のクランも参与すること、さらに拡大してクラン連合・部族統一体・部族間連

合での儀礼行為になっている場合もあることから、至上神は地域的トーテミズムを超越して儀礼を

権威づけるために、アボリジによって自生的に発明されたということになる 39。ハイアットは、現

代において虹蛇がアボリジニの対外的一体性を象徴するロゴや意匠として用いられていることを指

摘して、このような成り行きにデュルケムも満足しているであろうと述べている 40。

  ここにはデュルケムの進歩思想も国際主義も含まれている。伝統的なトーテミズムではなく、歴

史問題としてのトーテミズムが扱われている。ただ歴史問題というのならば、なぜ部族間連合まで

登場するのか、なぜバイアーメや虹蛇が異形の存在であるのかが問われねばならないだろう 41。異

形の神の登場は、既存の宗教体系の解体と捉えられるべきであろう。デュルケムのいうより大きな

社会統合の進展というアボリジニ社会の変動は、進歩の観念とは無関係であって、白人の植民地

化による社会解体以外の何ものでもない。19 世紀末にあわててアボリジニ研究が開始されたのは、

その消滅が危惧されていたからではなかったか。至上神という宗教観念の発明をもたらしたのは、

かれによれば、成人儀礼を挙行する組織体の拡大という社会構造の変動であった。狩猟採集をする

土地が奪われ、結婚相手を規定するクランが消滅しているという社会構造の根本的な変化には言及

せず、社会学的な示唆を性急に提示しようとしたのだと思われるのである 42。

  以上のデュルケムの議論の整理からは、表３にあるように、第２編の第８章と第９章での主張と

しては、霊魂・精霊・神性はトーテミズムからの派生物として存在するということになる。デュル

ケムの議論の間違いを正そうとするなら、神性は外来者との接触に由来するものであって、アボリ

ジニ本来のトーテム宗教の教義ではないこと、またこの教義によるならば霊魂は神性と同様の変造

された観念であって、精霊こそが本来の中心的な存在ということになる。

  前節で言及したスウェインの所説を敷衍するならば、このトーテム宗教とは、精霊信仰だと断定

してもよいだろう。かれのターミノロジーでは、本性 being という言葉が、精霊 spirits 概念に近

いように思われる。場所の本性が生起して移動し滞在地である聖地 sites を確立したとして、聖地

の意識で連結された経路 tracks で構成された相互連結的・相互依存的ネットワークが存在してい

るということになる 43。スウェインは、かれが区別した５種類の地域での宗教的信念の歴史的な変

遷過程を民族誌や研究文献によって整理したわけだが、アボリジニの基本原理は土地＝出来事の空

間論であるとして存在論という形而上学を扱っており、土地 land とはそもそもなんであるか、聖

地と経路はどのように表出されているのかは問われていない 44。地理中心的原理とされているが、

聖地・経路・土地が地理学的な特質をもち、そのような特質へのアボリジニの関心が意味空間を構

成しているといった説明でもない。これにより形而上学的空間論の世界は閉じられた世界として議

論されており、この教義の世界では親族といった社会的なものは根本的な要因ではないと主張され

ている 45。文化体系の究極的自律性に立脚した研究といえるが、社会体系からの説明を排斥するの
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みで、社会体系との関連には言及されない。逆に、文化体系がどのように社会体系を規定するかも

議論されていない。社会体系は、文化体系からのおぼろげな推測に頼るしかない。白人の外来者の

侵入によって即座に徹底的に破壊されたのは、文化体系ではなく、社会体系ではなかったか。

  スウェインが主張するように、時間を排した空間論とそこに登場する精霊がアボリジ宗教の教義

であったとしても、教義は文化体系の精華であって、社会体系は未解明である。つまり教義は構造

主義における構造の糸口であって、まだ構造自体に迫ったとはいいがたい。デュルケムの社会学主

義を完遂するためにも社会体系の理解は不可欠なのである。

６．アボリジニ社会の構造をめぐる存在と認識
  因果律は、原因と結果との間の因果関係にかんする認識であり、原因は結果にたいして時間的に

先行していることが前提とされる。第４節でみてきたように独特の空間論からアボリジニ社会に時

間が不在であれば、原因と結果をそれぞれ同定することは困難であるし、そもそも原因と結果自体

が存在しえない。これが本節の主張であるが、最初に第４節での時間の議論で登場した概念につい

て簡単な補足をしておきたい。

  アルチェリンガ Alcheringa は、スペンサーとギランによれば、以下のように解説されている 46。

「部族の過去の全歴史は、特定の神話的祖先の事跡に関連づけられた個々のトーテム的儀礼で束ね

られているといってよく、原住民がアルチェリンガと名付けている、かすかなほど遠い昔に祖先は

住んでいたと思われている」。「アルチェリンガより遡ることには意味がなく、部族の歴史はそこか

ら始まると原住民は考えている」。「アルチェリンガの個々の祖先たちは、自分たちが宿っている１

個か複数個の聖なる石で表出されるが、これらの石をアランダ族の原住民はチューリンガと呼ぶ」。

チューリンガの説明はもう要しないと思うが、アルチェリンガという言葉は 47、後の研究者たちに

よって、Dreamtime、Dream Time、The Dreaming などと英訳されてきており、一般的にはドリー

ミングという言葉が定着しているようである。ドリーミングをめぐる論争史はスウェインに詳しい
48。かれの主張は、時間が不在であるために、遠い祖先の時代は「過去」でも、天地開闢の時でも

ないということである。レヴィ＝ストロースの「冷たい社会」と「熱い社会」の有名な分類でいえ

ば、当然、アボリジニ社会は冷たい社会となろうが、社会過程と社会変動を排除して非歴史性を分

析するのではなく、より重要な論点は時間の不在ということである。

  『宗教生活の原初形態』第３編で各種の儀礼が取り上げられており、本稿第３節で概観しておいた。

ここでは因果律の議論との関係で、第２章のインティチユマの儀式と第３章のイモムシの擬態的儀

礼を中心にして、時間が不在であることで何がみえてくるか検討したい。

  デュルケムによれば、いわゆるインティチユマの儀式は、成人儀礼の期間におこなわれ、アラン

ダ族の言葉では「教える」という意味とされるが、動植物が急激に繁殖する短い雨季が予想された

ときに各トーテム集団で挙行される豊穣を祈念する積極的礼拝のひとつだとされる。その具体的な

様相は、ほとんどスペンサーとギランの２点の図書からの引用で語られ、儀礼の趣旨や効能もアボ
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リジニの証言が引用される。例えば、イルピルラ ilpirla（ユーカリの一種）のトーテム集団では、

聖なる岩にまずチーフが登り、その聖なる岩の根元から掘り出しておいたアルチェリンガの時代か

らあったとされるチューリンガの石で岩の上部をこする。この時、周囲の参与者が歌う唄の意味は、

「石でこすって作った塵が飛び出し、ユーカリの木々にイルピルラがたくさん訪れるように」との

ことである 49。カンガルーのトーテムでは、カンガルーの精霊が宿るとされる聖岩が被いかかった

水穴が儀礼の場所で、参与者たちは聖岩の上から自分の血を流す。「現今でのインティチユマの儀

礼の目的は、原住民がいうように、カンガルーの人びとの血液を聖岩に注ぐことで、四方八方にカ

ンガルーの精霊を飛ばし、カンガルーの数を増やすことである」50。第２章、第１節のインティチ

ユマの儀式でデュルケムが引用しているトーテムは、この他に、イモムシ・トカゲ・シラミ・ハケ

ア hakea の花・エミュー・魚・ヘビ・水・ヤマイモ・草である。

  ここまでが儀礼の第１幕で、第２幕として豊穣や繁栄が願われたトーテム種の儀礼的消費が取り

上げられ、聖なる食物の共食がコミュニオンにかかわることとして語られる。第２節から最後の第

５節まで、摂食禁忌、獲物の配分、聖なる動植物を共食することによるトーテム関係の確認や活力

の更新が、デュルケムを宗教研究に導いたとされるＷ・Ｒ・スミスの所説を踏まえながら議論され

ているのである 51。アボリジニの証言は引用されておらず、研究者がひたすら潜在的機能を探索し

てアボリジニの儀式の理解を深めようと努力しているといえる。逆に儀礼の当事者にたいしては、

儀礼の目的にかんする証言から、内心では幻想でしかないと観察者には思われる因果関係の認識が

割り当てられている。そしてインティチユマの儀礼でトーテム集団が活性化したといった顕在的機

能にかんするアボリジニ自身の証言は見当たらないのである。

  因果律は第３章、第３節で集約的に議論されている。この章は、インティチユマに付属すること

のある儀礼で、アランダ族のイモムシのトーテムの場合、聖なる岩からキャンプに戻る際、全裸で

あった一群の参与者が儀礼上の装飾を身にまとい、このためにキャンプにしつらえた隠れ家に潜み、

唄のあとでサナギから孵化するイモムシの所作をまねながら登場するという。エアー湖地域のウラ

ブンナ Urabunna 族の雨のインティチユマでは、全身を白い羽毛で飾ってあらゆる仕方で動き回り、

離れていく羽毛が空中に飛び散る雲を表すとされる。このような擬態的儀礼の目的はトーテム種の

豊穣だとデュルケムはいう。そしてフレーザーの共感的呪術説を退けて、成員性の確認・宗教力の

再生という共感的儀礼であると主張する。孤立した個人や孤独な呪術者にとっては経験では検証し

えない儀礼が、余りに久しい間、人びとの信任をつなぎとめてきたかが説明されねばならない。擬

態的儀礼を製錬したのは集団であり、その背景にある因果律も集団の所産であって、集合的で内的

な経験から因果関係が構成されるということになる。

  デュルケムの理解を整理すれば、アボリジニは因果関係を集団的に構成して儀礼をおこなってい

るが、行為者側の顕在的機能は存在しえず、潜在的な正機能として聖なるものや集団の力を再建し

ているということになろう。社会学にとっては示唆に富んだ論述であったが、問題がある。第１に、

因果関係が個々のトーテム集団によって構成されているなら、これらの儀礼の普遍的な存在を説明
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できない。第２に、機能の存在を確定するには現象間の共変関係が議論されねばならないが、アボ

リジニ社会の不変的存続を前提としている限り、潜在的機能は研究者側の解釈や創作にすぎないと

いった批判を招く。機能主義は、因果律に諸条件と確率を加えて、複数の現象間のパターン関係を

帰納法で捉えるものであろうから、検証されない機能はありえない。

  デュルケム以降、機能主義的な人類学が隆盛を迎えるが、機能という用語が厳密な意味で使用さ

れてきたとは限らない。例えば、ストレーロウは次のように述べている。「このトーテミズムの地

理的に基礎づけられた形態がもつ機能は、各地域集団エリアが土地を基礎とした親族集団のクラス

体系とも関連しているような中央オーストラリアの部族地域では、決定的に重要であった」52。こ

の機能とは、地域集団エリアのすべての聖地をめぐるというトーテミズムの制度が、親族システム

にたいしてもつ機能のことである。もし聖地をめぐらなかったら親族はどうなるかといった議論で

はない。たんに２つの事象が研究者にとっては関連しているという認識である。あるいは「これほ

どまでに明確に構造化され地理的に規定された中央オーストラリアの各コミュニティで発展してき

た社会的機能について、詳細な検討に入ることにする」53。この用例になってくると、あえて機能

という言葉を使う必要があったのだろうかと思わせる。Ａ・Ａ・イエンゴヤンによれば、アランダ

族の精巧なインティチユマの儀式は、各地域集団からなる集合体の経済的協力を促進するのに機能

的であって、それゆえにこの儀式は公開されるのだとマリノフスキーは説明していたという。その

後も、解明されるべきイーミックな思考が、合理性という研究者のエミックな説明で封じられてお

り、素朴な物質主義から人類学における新フロイト派の一部言説に至るまで、アボリジニ文化の本

質を生理的か社会的な存続という観点から議論したものは多かったという 54。

  以上をまとめるならば、アボリジニ社会の認識論を研究しているつもりであったのが、憶測の因

果律と機能主義という研究者自身の認識論へと自家撞着していることが明らかになったといえる。

1970 年代のアボリジニ社会にかんする新保の報告によれば、白人文明に影響された若者にとって、

長老たちの儀式の効果がみられず、長老たちの権威が低下してきたとされる 55。物質的豊かさに

敗北したというよりも、若者の認識に芽生えた因果律に敗北したといえよう。またスウェインは、

フィールドワーク研究から、「お父さん、作ってよ、わたし食べたいの」という発言を引用してい

る 56。女性でも儀式の主催者に要望ができるという例証で使われている引用であるが、長老たちに

は切ない言葉であろう。行為者側の機能主義は、成果にかんする因果関係の認識から、制御にかん

する目的手段図式、あるいは儀礼の存在理由に介入する目的論へと抗えないままに昇華されている。

  デュルケムは、第３編、第２章、第１節の冒頭で、インティチユマの儀礼がクランのトーテム種

の繁栄を目的としていると明言しておきながら、第４章の冒頭において、ストレーロウの父親であ

るＣ・ストレーロウの指摘として無用で危険なトーテム種ですらあるので、明白にみえた物質的目

的には注意が必要としている。しかし再引用になるが、父親カールは以下のように述べている。「こ

れらの祭儀の決定的な理由が何であるかを原住民に問うと、彼らは異口同音に答える。それは、祖

先がものごとをこのように制定したからだ。それだから、われわれは、そのように行動し、違った
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ことをしないのだ」57。ここでは儀礼の結果が秤量されるわけではなく、因果関係はまったく想定

されていない。祭儀の担い手がトーテム種との関係性を再現しているだけである。独特の空間論が

時間の存在を許さない点で、原因も結果も存在しえず、人間の思惟におけるカテゴリーのひとつと

された因果律は登場することさえできない。独特の空間論は、トーテム種との関係性に結びついて

いるはずである。先取りしていえば、儀礼による関係性の再現は、構造の表現であって、構造と表

現が同型性によって一対一の変換で接続されているところに、アボリジニ社会での儀礼の極度の重

要性があろう 58。付言すれば、第２編の第６章と第７章で論じられた「力」は、時間との関係で作

用するものではなく、空間において作用しているものであろう。

  ピカリングによれば、デュルケムは、『宗教生活の原初形態』出版の翌年にあたる 1913 年の学会

での即席スピーチで、宗教は実在 reality あるいは実在する力 real force であるから、宗教の社会

的実在を探求すべきだと述べたという 59。しかし『社会学的方法の規準』で社会学が研究対象とす

べきものは社会的事実 social fact とされていたので、両著作の関係をもう少し掘り下げて考えてみ

る必要がある。シマウスは、現代の哲学では、科学哲学も認識論も知識の正当性にかかわる近縁の

学問とされているが、デュルケムにとっては、『社会学的方法の規準』の科学哲学と『宗教生活の

原初形態』の認識論とが区別されていたという。前者は、応用論理学の一部で、知識はいかにある

べきかといった規範的含意を帯びた当為命題からなる科学方法論であるのにたいし、後者は、心理

学の一分野で、人びとの認識の経験的なあり方を研究対象とした認識論であった。つまり当時のフ

ランスの哲学は、人間の心性についての内省からはじめるデカルトの伝統のもとにあり、哲学的心

理学が、形而上学・道徳・論理学などのあらゆる哲学の基盤であったという。そして当時のフラン

ス認識論の中心テーマが、空間・時間・因果性・実体といった思考の根本的カテゴリーの起源であっ

て、これらのカテゴリーの起源を経験に求める哲学の「科学化」運動があったという。したがって

『宗教生活の原初形態』や「分類の未開形態」は、かつてのフランスの認識論にもとづいた著作であっ

て、現在の知識社会学に相当することになる 60。

  これにかんするシマウスの補足も確認しておく必要があろう。第１に、デュルケムは、フランス

の哲学的心理学の伝統のもとにあっても、カテゴリーの原因と起源を、心理ではなく社会に求めた

点で他の研究者とは異なっていたことである。第２に、『宗教生活の原初形態』の結論の章でカン

トに言及して語られる類・空間・時間・因果関係という諸カテゴリーは、カントのカテゴリーに若

干似ているだけである。第３に、『社会学的方法の規準』は、カテゴリー論からではなく、研究目

標の考え方から導かれる方法の規準であったが、デュルケムが認識論を自然化しようとするほどに、

科学哲学が認識論にとって重要性を帯びてくる 61。第２の補足については、デュルケムは心理で、

カントは論理ということであろうが、新カント主義との関連を検討する必要があろう。第３の補足

については、シマウス自身が、自然化した認識論が知識にかんする規範的含意をもちうるか否か今

日でも問いは開かれたままだとしている。しかし『宗教生活の原初形態』は次の発言で結ばれてい

る。すなわち、社会学は仮説を作り、これを方法的に諸事実 faits の統制に服させることが必要で
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あり 62、その実現の試みが本書である。この発言は、自然科学の経験的方法を擁護しようとする色

彩の濃い『社会学的方法の規準』に準拠したものと思われる。デュルケムは、アボリジニの宗教を

解明するために、社会学的方法の規準に従ったはずである。ただ実現はできなかった。

  本稿は、第４節以降でアボリジニ社会の存在論を検討してきた。アボリジニ社会の認識論は、第

３節の注で述べたように、さしずめ「トーテミズム」や「野生の思考」となるのかもしれないが、

これについては最終節で検討することにしたい。また社会学的方法の規準とは構造主義の前駆体と

考えているので、これについては次の２つの節で社会体系を検討してから、構造とはなにかという

ことを考えていきたい。

（以下次号）

７．土地のネットワークにかんする民族誌

８．限定交換といわれた即時と等価の親族構造

９．宗教と呪術と構造主義との間

注
 1 宮島喬によれば、『宗教生活の原初形態』で意義あるものとして読み取るべきものは、デュルケム独特の宗教

の機能論であるという。構造主義的思考は切り捨てられている。宮島喬『デュルケム理論と現代』東京大学出版会、

1987 年、149-158 ページ。
 2 Rossi, op. cit. pp.136-139. （ロッシ、前掲書、149-151 ページ）。ただし類型があるからといって人びとの現実

の認識が両者を斉一的に区別しているとはいえないと思われる。
 3 「分類の未開形態」論文を参照。例えば、たき火をして雨乞いの儀式をする場合、たき火から登る煙と空の雲

とは類似の関係で、雲から雨が降ってくるのは近接の関係といえよう。これが大気中に微粒子を噴霧して雨雲

の核を作る人工降雨技術とそれほど離れてはいないようにみえるのは、呪術と技術との類似性・近接性である

ように思われる。両者は因果関係の検証の手続きが異なるだけである。
 4 『宗教生活の原初形態』第２編、第７章、第６節と、第３編、第１章、第４節を参照。デュルケムによれば、宗教が、

混淆の原始状態から事物を区別して事物間の内的接合を図ったことで、科学と哲学が可能になったとされてい

る。
 5 内藤によれば、リズムによって時間の社会性を主張したのは、モースとの共著論文もあったＨ・ユベールで

あるという。内藤、前掲書、235 および 239-240 ページ。
 6 時間の聖俗二分法は、Ｍ・エリアーデにも継承され、俗的時間から区別された聖の顕現であるヒエロファニー

的時間が、周期性や連続性として扱われたり、永遠・再生・創生といった観念と関連づけられたりすることが

指摘された。ミルチャ・エリアーデ著、久米博訳『エリアーデ著作集３―聖なる時間と空間―』せりか書房、

1974 年、87-118 ページ。ミルチャ・エリアーデ著、風間敏夫訳『聖と俗―宗教的なるものの本質について―』

法政大学出版局、1969 年、59-106 ページ。
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 7 真木悠介『時間の比較社会学』岩波現代文庫、2003 年（初版は 1981 年）、42-43 および 193-195 ページ。
 8 同上書、22-24 ページ。
 9 同上書、24-26 ページ。
10 同上書、48-52 および 61-62 ページ。
11 同上書、18-22、54、62、100 および 159-160 ページ。
12 新保満『オーストラリアの原住民―ある未開社会の崩壊―』ＮＨＫブックス、1980 年、173 ページ。
13 同上書、11-13 ページ。
14 真木、前掲書、40-41 ページ。
15 新保、前掲書、28 ページ。
16 道元の『正法眼蔵』の冒頭にある「現成公案」を解説した山田史生は、「縁起の立場から全体をとらえなおせ

ば、時間は流れません。時間は流れるという理解は、ものごとが因果関係にしたがって生滅することに対応し

ていますが、世界の全体を相互依存の相のもとにとらえるならば、時間は流れません」、「縁起という存在の仕

方そのものは不生不滅なのです」と述べている。山田史生『絶望しそうになったら道元を読め！―『正法眼蔵』

の「現成公案」だけを熟読する―』光文社新書、2012 年、52 および 166 ページ。②の命題は、これに尽きてい

るが、社会科学であるので、第７節と第８節でアボリジニ社会の「縁起」を検討する。
17 Tony Swain, A Place for Strangers: Towards a History of Australian Aboriginal Being, Cambridge University Press, 

1993.
18 2000 年前後にノーザン・テリトリーでフィールドワークをおこなっていた保苅実は、「元来」のアボリジニ

諸社会の「時間」「歴史」概念の欠如というスウェインの議論は恣意的と思われるとしている。保苅実『ラディ

カル・オーラル・ヒストリー―オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践―』御茶の水書房、2005 年、108-

110 ページ。元来の社会にかんする文献研究のリアリティの問題であろう。
19 他の４つの地域は、②メラネシア人との交易・婚姻があったトレス海峡諸島やヨーク岬半島、③白人による

反道徳的な激しい侵略があった南西部、④インドネシア人との接触があった北部中央地域のアーネムランド、

⑤南西部と同様に血のフロンティアで、牧草地を求めた白人子孫が入植した地域である。⑤は、カーペンタリ

ア湾岸地域・エアー湖地域・キンバリー・ピルバラと全土に広がっており、ここでは食料・労働・賃金を介し

た関係がみられた。Swain, op. cit., pp.7-10 & 279-287.
20 Ibid., pp.13-68.
21 新保は、人間の指の数の範囲内で生活ができるので数の概念は発達しなかったとしている。新保、前掲書、

36-37 ページ。しかしスウェインによれば、アボリジニは数えないし計算をしない。２、３、５などと数えると

いう報告があるが間違いであり、単数形・二重形・複数形といった数に相当する言葉は、存在の質を表わすの

みで数えているのではないという。Swain, op. cit., pp.18-19.
22 ＴＢＳの記者であった斉藤道雄は、1979 年に成立したサンディニスタ政権以降のニカラグアで、まったく手

話がなかったところにろう学校が作られ、集められた子どもたちが数年のうちに自分たち自身で手話を生みだ

し、それが洗練されてクレオールと呼ばれうる自然言語になったというエピソードを紹介している。斉藤道雄
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『もうひとつの手話―ろう者の豊かな世界―』晶文社、1999 年、169-170 ページ。言語としての普遍的な構造が

一挙に獲得された例といえよう。
23 Swain, op. cit., pp.32-36.
24 Ibid., pp.9 & 277.
25 白人との接触以前のオーストラリア全土の部族地図を永年の調査研究によって作成したことで有名なＮ・

Ｂ・チンデールは、「オーストラリア大陸全土にわたる諸部族は、非常に類似しており、政治的な組織の面

でもほぼ同一水準にある」と結論づけている。Norman B. Tindale, Aboriginal Tribes of Australia: Their Terrain, 

Environmental Controls, Distribution, Limits, and Proper Names, University of California Press, 1974, p.36. また婚姻

規則にかかわるサブセクション名の全豪的普遍性を指摘する研究もある。C. G. von Brandenstein, Names and 

Substance of the Australian Subsection System, University of Chicago Press, 1974. オーストラリア全土に拡がる道

と歌を題材にしたチャトウィンの紀行文学もある。Bruce Chatwin, The Songlines, 1987, Vintage Books, 1998. （ブ

ルース・チャトウィン著、北田絵里子訳『ソングライン』英治出版、2009 年）。
26 スウェインは、プラトンを引用しながら、時間に自律性をあたえると、空間は時間化されて変動に委ねられ

るので、時間が存在しないことが空間の永続性を保証していると考えている。Swain, op. cit., pp.19 & 28-29. た

しかにそうであろうが、本稿では、空間が時間に勝利する契機はネットワークにあると考えていきたい。
27 Ibid., pp.36-49.
28 かつて生殖の生理学にアボリジニが無知であること、それゆえに世界的にも文明の度合いがかなり低いと

いったことが議論されてきたが、かれらの土地の存在論に研究者がたんに無知であったことになる。スウェイ

ンは性関係の生理的重要性は外部との接触以前から認識されていたという明確な証拠があるとしている。Ibid., 

pp.36-37.
29 レヴィ＝ストロースの新フロイト派的な議論を批判しているのであるが、たんに甚だしい事実誤認があると

いうのがその論拠である。Ibid., p.44.
30 Ibid., p.29.
31 Ibid., pp.42-43 & 288-289.
32 内藤、前掲書、21-22 および 90-93 ページ。
33 『宗教生活の原初形態』の結論の章を参照。また第２編、第７章、第４節では、成員が、社会や、自分と社会

との関係を、宗教を手段として表象するのが、宗教の役割とされている。
34 新保は、以下のように述べている。「アボリジニーの宗教では、先祖は創造神であるし、彼等の生活にいきい

きと影響を与える人格神である」。新保、前掲書、63 ページ。
35 次の第６章では、神話的人物・精霊・神は、力という宗教的本質を固着させていないから、これらでは宗教

を定義できないとされている。『宗教生活の原初形態』の第２編、第６章、第３節を参照。
36 H. Drake-Blockman, Appendixes III: The Aboriginal People and Their Lives, in K. Langloh Parker, H. 

Drake-Blockman ed., Australian Legendary Tales, Angus and Robertson, 1953, pp.201-202. （Ｋ・ラングロー・パー

カー著、Ｈ・ドレーク＝ブロックマン編、松田幸雄訳『アボリジニー神話』青土社、1996 年、268-270 ページ



成蹊大学文学部紀要　第 48 号（2013） 175

にある編者の補遺）。
37 L. R. Hiatt, Arguments about Aborigines: Australia and the Evolution of Social Anthropology, Cambridge University 

Press, 1996, pp.100-119.
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