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［わかみず会（1１.10. 5）］                                                          改訂1 
 

‘Science Wars’と‘Sokal Affair’、及びその技術化社会への含意’ 

柳生孝昭 

要約： 19 世紀末から 20 世紀初頭に掛けて、論理学、数学、及び物理学は、不可解 
ないし解決困難な事態に直面し、深刻な危機に陥ったが、更なる厳密化と新たな第一 
原理の発見に基づいてそれを克服し、現代的な規範を確立すると共に、自然と人間 
知性の認識の変革を導いた。 科学哲学は、この過程を追うように成立し、展開して 
行く。 即ち論理分析と経験（実証）論を柱とする科学的世界観（論理実証主義）が 
宣明され（1929）、様々な変遷を経て、一時は「正統的」（‘Received View’）と 
見なされる程に大きな影響を及ぼしたが、やがて多くの欠陥が露となり、1950 年代 
以降、強い批判を受けて衰微する。 特に、歴史的立場に拠る T.S. Kuhn :‘The 
Structure of Scientific Revolutions’（1962）のそれは決定的で、その主張の核心で 
ある‘paradigm’の概念が科学史・科学哲学の域を越えて人口に膾炙するに至った 
のは周知である。 しかし Kuhn 著はそれ自身、当初から厳しい批判の的となり、 
一つの paradigm を与えたとは言い難い。 科学哲学ないし科学論は以後、経験論 

批判（W.V.O. Quine）、意味から指示への重点の移転（S.A. Kripke）、構成的経験 

論（B.C. van Fraassen）、自然主義的傾向、社会学的考察（STS）等々、分裂と 
多様化の時代に入った。 その果ては、Kuhn に源を発するにせよ逸脱の極と言う 
べき、科学には客観的真理性は無く、全ては社会的構成の結果であり、相対的な存在 
に過ぎないとする、一部の社会・人文学者に支持されている主張と、それに反発する 

科学者の間の、分裂どころか戦闘の事態、である。 

  その正に「戦争」と命名された事件が、1996年に勃発した。 科学者による挑戦的 
な反科学批判の書（P.R. Gross・N. Levitt :‘Higher Superstition’, 1994）を受け 
て刊行された、人文系学術誌 Social Text の特集‘Science Wars’に、物理学者 
A.D. Sokal の、高度の科学専門用語と華麗な人文的修辞に溢れた科学批判の論文 
‘Transgressing the Boundaries : Toward a Transformative Hermeneutics of 
 Quantum Gravity’が掲載されたが、直後に著者自身によって、それが無意味と偽 
りに満ちた、欺瞞・parady であることが暴露され、科学 journalism を始め、著名 
な科学者、人文学者、米国物理学会、更には一般紙までをも巻き込む大騒動が持ち上 
がったのである。 Sokal の意図は、人文系の科学批判、特に相対主義・社会構成論 
的言説が如何に出鱈目なものであるかを、流行の論調を真似た出鱈目論文が、有力誌 
の査読を通ることによって、示すものであった。 
  本稿は‘Science Wars’または‘Sokal Affair’と呼ばれるこの事件の詳細な解説 

（文献[12]）の要約を中心に、その前史と余波について述べ、所見を加える。 尚 

これは 99. 7.25 日付「わかみず会」資料の拡充・改訂である。 
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0. 前史： 科学哲学の成立と展開 
1.‘Science Wars’と‘Sokal Affair’の概要 
2. 後史 
3. 所見 
4. 技術化社会への含意 
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http://www.physics.nyu.edu./faculty/sokal 
 
付0：「詐術」とその parody〈例〉 
付1：「サイエンス・ウォ－ズ」についての所感（金森 修 氏宛て書簡） 
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0. 前史： 科学哲学の成立と展開 

19 世紀末から 20 世紀初頭に掛けて、論理学、数学、及び物理学は、不可解ないし 
解決困難な事態に直面し、深刻な危機に陥った。 集合論や Frege の体系の逆理、 
Maxwell 方程式と Galileo 変換、従って Newton 力学との矛盾、ether 説の破綻 
と光速の不変性、energy 等配分仮定に基づく真空の比熱の発散、光の粒子と波動の 
二重性、等々である。 この危機を克服するために、論理学と数学は更に厳密化され、 
物理学は Lorentz 変換と Schrödinger 方程式という新たな第一原理を見出した。 
その結果は公理（形式）的方法、相対論、及び量子論に代表される現代的な規範で 
ある。 しかも変革はそれぞれの学固有の領域に止まらず、自然の真の在り様、数学 
的対象の実在性、人の知的能力はそれらにどこまで迫れるか、等に関わる認識論的 
次元に及んだのである。 科学哲学はこの過程を追うように成立し、展開して行く。 
 
0.0 論理実証主義の宣明：「科学的世界把握 – ウィーン学団」（1929、文献[0]） 
ウィーン学団（Der Wiener Kreis）の活動の、言わば公的な場であるマッハ協会 
（Verein Ernst Mach）によるこの小冊子は、科学哲学の端緒となった。 その後の 
変遷も含めて、論理実証主義の特徴は、次のように要約される。 
[0] 論理分析： 全ての言明（命題）は、論理分析によって、有意味なものと無意味 
なものに分かたれる。 
[1] 反形而上学： 伝統的哲学（形而上学）の多くの言明は、無意味である。 
[2] 分析的命題と経験的命題： 有意味な命題は、更に分析的（即ち論理学と数学に 
於ける）命題と経験的命題に分かたれる。 
[3] 経験的命題の素経験への還元と意味の検証理論： 経験的命題は、分析を重ねて、 
終的には一群の、直接に検証可能な経験所与へと還元される。 命題の意味とは、 

このような、検証可能な素経験への還元の方法に他ならない。 
[4] 公理系としての科学理論： 科学、特に物理学の理論は、公理系として定式化 
される。 公理系に現れる理論項（theoretical term、概念）は、対応規則（corre- 
spondence rule）によって、観測項（observational term）として定義される。 
]5] 楽観主義： 科学は観測項のみ（から成る一般的命題）を含む初期状態から発し、 
次々と新たに獲得する理論項を、既存の理論項と併せて構成する公理、及び対応規則 
を介して理論に組み込むことによって、発展する。 
 
その名からも明らかなように、「マッハ協会」は E. Mach の強い影響を受けて 
いた。 加えて次の三人を、「科学的世界把握の指導的代表者」として挙げる： 
  A. Einstein   B. Russell   L. Wittgenstein 
  対応規則による理論項の観測項への単純・個別的な還元はやがて破綻し、理論の 
総体による理論項全ての意味の決定という、（実際、冊子が言及する）Hilbert の 
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公理主義を思わせる方向に緩和される。 しかし観測項と理論項の区別（観測事実の 
理論中立性）、前者のみが有意味であり（経験論）、後者はそれ自体は何物をも指し 
示さない（非実在論）という基盤は、維持された。 科学の客観的真理性と累積的な 
発展への信奉もまた然り、論理実証主義は、一時は「正統的」（‘Received View’ 

（H. Putnam））と見なされる程に大きな影響を及ぼしたが、この基盤も次第に多 
くの欠陥が露となり、1950年代以降、強い批判を受けて衰微する。 
 
0.1「正統的」科学観に対する批判・代替（1）： Weltanschauungen Analysis 
F. Suppe は文献[6]の序文に於いて、‘Received View’に対する批判または代替の 

代表として、下記を挙げる。 これらに共通するのは、「発見の論理」と「正当化の 

論理」の別（H. Reichenbach）の拒否、従って科学活動の根底にある世界観の分析 

（Weltanschauungen Analysis）の重視である。 

S. Toulmin：‘The Philosophy of Science: An Introduction’（1953） 
N.R. Hanson：‘Patterns of Discovery’（1958） 
T.S. Kuhn：‘The Structure of Scientific Revolutions’（1962） 
K. Popper：‘The Logic of Scientific Discovery’（1959） 
P. Feyerabend：‘How to Be a Good Empiricist 
                  – A Plea for Tolerance in Matters Epistemological（1963） 
D. Bohm：‘Causality and Chance in Modern Physics’（1957） 
 
0.2  T.S. Kuhn の歴史的・相対主義的立場 
特に Kuhn の批判は決定的であった。 その主張の核心は、次の諸点に在る。 
[0]‘Paradigm’ の概念： その時々の「通常科学（normal science）」の活動は、 
当の分野の科学者社会が共有する信念、価値、方法、範例的な問題群（exemplars） 
等々から成る規範（体系、paradigm、disciplinary matrix）に従う、言わば謎解き 
として営まれる。 一つの paradigm の下では解決不可能な問題が出現し、新たな 
paradigm が提示され、科学者社会によって受容された時、「科学革命」が起きる。 
[1] 共約不可能性（Incommensurability）： Kuhn は論理実証主義の、緩和された 
意味論を引き継いでいるので、paradigm の転換は理論項の意味の変換を引き起し、 
従って科学革命の前後で、理論は比較不可能となる。 
[2] 観察事実の理論負荷性（Theory Ladenness of Observation）： 理論項のみなら 
ず観察項も理論に依存する。 Gestalt 心理学が扱うような、一種の錯視が、具体例 
として挙げられる。（3.[12.3] 項参照） 
[3] 相対主義的科学観： 上記の二項は相俟って、論理実証主義の楽観主義、更には 
科学の客観的真理性にも疑いを投げ掛け、相対主義的科学観への道を開くことと 
なった。 
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‘Paradigm’の概念と、その転換による革命という科学史観は、大方の科学者、 

科学史家、及び科学哲学者の同意を得た。 この言葉が更に、科学史・科学哲学の域 

を越えて人口に膾炙するに至ったのは、周知である。 
 
0.3  Kuhn 以後の科学哲学 
しかし共約不可能性や観測事実の理論負荷性は当初から厳しい批判の的であり、この 
著作がそれ自身、一つの paradigm の形成に与ったとは言い難い。 20 世紀後半の 
科学哲学ないし科学論は、経験論批判（W.V.O. Quine）、意味から指示への重点の 

移転（S.A. Kripke）、構成的経験論（B.C. van Fraassen）、自然主義的傾向、 

社会学的考察（STS）等々、分裂と多様化の時代に入った（文献[9]）。 
 
0.4「正統的」科学観に対する批判・代替（2）： 科学論／科学社会学 
Kuhn 著の相対主義は寧ろ、科学の営みに対する文化論ないし社会学的言説を助長 
し、一つの傾向性を齎すこととなった。 その種の言説も下記に羅列するように多様 
であり、一括して捉えるのは難しいが、大よそ共通するのは、科学の知的特権性の 
否定である。 その果ては、Kuhn に源を発するにせよ逸脱の極と言うべき、科学に 
は客観的真理性は無く、全ては社会的構成の結果であり、相対的な存在に過ぎない、 
況してや進歩・発展して行くものではないという、一部の社会・人文学者に支持され 
ている主張である。 
• 社会構成主義 
•  STS（Science，Technology and Society／ Science and Technology Studies） 
• 科学社会学の‘Strong Program’： 科学理論の内容を、社会学の言葉で説明し 
ようとする 
• 反実在論 
• 文化的多元主義 
•  Post 構造主義 
•  Post Modernism 
•  Cultural Studies 
•  Feminism 科学論 
•「脱構築」（Deconstruction） 
• 急進的環境主義 
•••••• 
 
1.‘Science Wars’及び‘Sokal Affair’の概要 
社会・人文系の極論と、それに反発する科学者の間は、分裂どころか戦闘の事態に 

まで発展した。 正に「戦争」と命名された事件が、1996 年に勃発したのである。 
端緒は二人の科学者による挑戦的な反科学批判の書の発刊である。 
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[0]  P.R. Gross & N. Levitt：‘Higher Superstition: The Academic Left and Its 
              Quarrels with Science’, Johns Hopkins Univ. Press，1994． 
批判の対象は例えば相対主義的認識論、社会構成主義、急進的環境主義、等である 
が、矛先は自立した学としての人文学一般にも向けられる。 これを受け、人文系の 
有力学術誌 Social Text が特集‘Science Wars’を刊行した： 
 
[1]‘Science Wars’，Social Text 46/47（1996）. 
ここには著名な科学論者による上記著に対する多数の反論が掲載されたが、その棹尾 
を飾ったのが、人文系では全く無名の理論物理学者 A.D. Sokal の論文である。 
 
[2]  A.D. Sokal：‘Transgressing the Boundaries: 
                  Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity’ 
                （「境界を侵犯すること ─ 量子重力の変換的解釈学へ向けて」） 
それは流行の feminism や post 構造主義の言説を踏まえて、科学の客観的真理性 
の主張や実在論等の‘dogma’を否定する極端な相対主義・社会構成主義を揚言し、 
推し進め、量子重力の理論を題材として、‘dogma’と「支配的 ideology や権力 
関係」から自由な「解放された post modern 的科学」に向けて、その主題と方法、 
及び政治的目標と戦略を論じる。「境界の侵犯」とは、例えばそのような「post 
modern 科学」が、従来は人文系の学に特有であった特徴を備えること、とされる。 
そこには高度の科学専門用語と華麗な人文的修辞が満ち溢れ、cultural studies 風 
科学批判の典型の趣を呈する。 科学と人文・社会系学の膨大な文献表が付せられ、 
それらからの引用と註は間断無く、詳細を極める。 
 
著者によれば、引用は全て正確に為されているという。 ところが本文と註は、間違 
いではないが皮相で大仰な一部を除き、feminist や post modernist 御気に入りの 
（exotic で深遠に響く？）科学用語・概念・知見 ― 非線型、不連続、全体性、 
相互連結的、不確定性、非決定的、不完全性、相補的、4 次元時空間、相対論、量子 
論、乱流、複雑系、chaos、多様体、非 Euclid 幾何学、場の理論、Gödel の定理、 
等  々 ― の誤用、濫用ないし歪曲と、それら偽科学的模造品を彼等の業界用語 ― 
社会・言語的構築物、支配的 ideology、権力関係、理論負荷性、自己参照、gender、 
性差別的 ideology、歴史・文脈依存性、相対主義、脱構築、脱中心化、特権性、 
父権制、隠喩と形象、精神分析、ecology 的視点、権威・elite 主義、不合理性、 
階級主義、社会 Darwinism、男性中心主義、社会的・性的平等、等  々― あるいは 
それらを紡ぎ合せた言説に、恣意的に、無理やりにこじつけた、無意味と出鱈目の 
羅列である。 屡々科学的説明はあからさまな誤りを含み、参照された文献には本文 
とは正反対のことが書かれている。「論文」全体が欺瞞、悪巫山戯、愚弄と嘲笑に 
満ちた parody であった。 
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そのことと、そういう行為に出た動機・意図を、刊行の一週間後、Sokal は別の 
人文系誌 Lingua Franca に自ら暴露した。 
 
[3] 暴露 ― A.D. Sokal：‘A Physicist Experiments With Cultural Studies’， 
                                     Lingua Franca，May/ June，1996． 
Sokal の動機には、知的と政治的の二面が有った。 理解もしていない科学用語の不 
正確ないし曖昧な濫用と、それに依拠する的外れで極端な科学批判に現れた、我慢の 
ならない知的傲慢・頽廃の糾弾、及び自称左派が、左派本来の、合理的・科学的思考 
に準拠し、蒙昧主義に反対して来た重要な伝統を裏切ったことへの怒り、である。 
彼等の知的厳密の基準はどれ程のものか、それを見るために、cultural studies の有 
力誌が、（斯界の権威を含む）編集陣の ideology 的先入観を擽る、流行の論調と 
体裁を備えた、しかし内容は全くの欺瞞・無意味であるような代物を、果たして受理 
するものか、試したのである。 結果は然り、王様が裸であることを暴くには、風刺が 
この上無い武器なのだ、という次第。 
 
反響は絶大であった。 科学 journalism はもとより、著名な科学者、人文学者が 
賛否の論陣を張り、米国物理学会が特別の議論の場を設ける、更には一面で大きく 
報じた NY Times 他、幾つもの一般紙を巻き込む大騒動が持ち上がったのである。 
 
2. 後史 
騒ぎを演じた無数の記事・論評を追うのは不可能であり、意味も薄い。 ここでは 
Social Text 編集者による「弁明」を始め、興味を惹いた幾つかを挙げるに止める。 
B. Robbins & A. Ross：‘Response by Social Text Editors’， 
                       Lingua Franca，July/ Aug.，1996． 
S. Fish：‘Professor Sokal’s Bad Joke’，New York Times，1996. 5. 21． 
S. Weinberg：‘Sokal’s Hoax’，New York Review of Books，1996. 8. 8． 
  ─「標準理論」で著名な論者による Sokal 支持の論。 
P.R. Gross, N. Levitt & M. Lewis（eds.）： 
    ‘The Flight from Science and Reason’，1997． 
A.D. Sokal & J. Bricmont：‘Impostures Intellectuelles’，1997． 
  ─ Parody 論文に引用された、著名な人文系学者による科学用語・知見の恣意的 
     な歪曲、無意味ないし荒唐無稽な濫用の拡大版の如き主部に、認識〈論〉的 
     相対主義に対する著者達の見解が挿入される。 前者については著者達を、名指 
     しで厳しく批判し、大いに怒りを買うことになる。 この書によって騒ぎは欧州 
     特にフランスに飛び火した。（付0参照） 
B. Epstein：‘Postmodernism and the Left’，New Politics 22，1997． 
N. Koertge（ed.）：‘A House Built on Sand’，1998． 
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日本では黒木玄氏（東北大学）が夙に取り上げていたようだが、広くは藤永茂氏 
（Alberta 大学、Canada）が「科学技術の主犯は科学者か？」（「世界」，1998. 1） 
と題する論文の中で触れ、金森修氏（水産大学、現東京大学）の、半ばそれに応える 
形での詳しい紹介（「現代思想」1998. 7／8）により、知られることになった。 
「現代思想」は同年 11 月にも特集を組み、それには多くの論考が寄せられている。 
また 2000 年 5 月には Sokal・Bricmont 著の邦訳が出版された。 しかし事件全体 
について、散発的に幾人かの科学者・科学論者の発言が見られるのみで、概して関心 
は薄く、一般紙誌は愚か、科学的媒体も、関連する学会（特に科学基礎論学会、科学 
哲学会や STS）も、本格的に議論することは無かった。 

  
3. 所見 
[0] 科学哲学的関心： 科学－科学哲学 と 設計－設計論 の並行性 
[1] 人文学系の文章の曖昧・不正確・修辞過剰、内容の貧困・荒唐無稽 
[2] 理工学系の言説の簡潔・厳密・明晰 
[3] 人文学系に於ける自然科学的概念の濫用 
[4] 理工学系における人文科学的概念の濫用 
[5] 専門家と非専門家の合理的・生産的な対話の可能性 
[6] 人文学系の有名性と理工学系の無名性（ 《Paradigm 化 ＝ 無名化》 ） 
[7] 人文学系の、自然科学に対する不当な批判 
[8]「囮調査」と自浄作用の欠落 
[9] 情状酌量の訴え 
[10] 理学系の、認識の次元に於ける自浄作用 
[11] 理工学系の、価値・倫理の次元に於ける自浄作用の欠落 
[12] 認識の次元の問題 
[12.0] 基本の問題： 相対主義的・反実在論的・反実証主義的傾向 
[12.1] 様々な「実在論」、特に「素朴実在論」対「科学的実在論」 
[12.2] 科学的実在論の基礎： 論証の厳密性、観察の再現性、理論項の解釈可能性 
      共通主観性（＝ 論理・数学的枠組＋共通感覚）に対する信頼 
      客観性 ＝ 信頼される共通主観性 
[12.3]「観察事実の理論負荷性」（Theory Ladenness of Observation）の疑問 
 
 
                                                  (→ t1∨t2)∧(t1∧t2 →) 
                                                ∧(t＝t1 → int(o, t)＝antelope) 
                                                ∧(t＝t2 → int(o, t)＝pelican) 
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[12.4]「社会的構成物としての科学的知見」の修辞的虚構性 
[12.5]「動的な」科学観の、認識論的能力についての疑問 
     ‘Retroduction’（N.R. Hanson）、‘Disciplinary Matrix’（T. Kuhn）等 
[12.6] 理論形成の過程と実在論・客観主義 
[12.7] 科学論は、認識論的次元に一旦は戻るべきではないか？ 
     ‘Paradigm’や「理論負荷性」は厳密な学術用語として、市民権を獲得した 
      と言えるか？ 
 
詳しくは 
付1：「サイエンス・ウォ－ズ」についての所感（金森 修 氏宛て書簡）を参照 
 
4. 技術化社会への含意 
[0]「技術化社会」： 局所的専門性の極大化（誰もが専門家） 
                    大局的専門性の極小化（誰も専門家でない） 
                    共通言語の不在（Babel の塔的状況） 
                    異領域専門家の間、専門家と非専門家の間の対話の欠落 
                    幼稚な過ちに起因する重大事故 
                    報道機関の怠慢と尊大 
[1] 状況： 認識論的次元に於ける、批判に値する定式化の不在 
           明白な社会的構成物性 
           被害者＝加害者 の構造、正負の価値の選択の問題 
[2] 課題： 脱領域的知、及びその言語的枠組の構築 
           全市民的・合理的な対話の場の創出、第２の啓蒙の時代を拓く 
           全方位的地球環境の、設計可能な要求仕様の構築 
[3] 指導理念・方法： 三つの Dogma ― 抽象、禁欲、形式性 
[4] 接近法（例）： 設計意図・要求仕様の明示 ― 論理と倫理の接面 
                   前提条件・援用技術の明示 

                            ― 階層的・Blackbox 的設計の正当化 

                   因果性の定式化 ― 信頼性の確保のために 

                   組込み Software に要注意 
                            ― 新たなる実在、新たなる因果法則？ 

                   禁欲の経済学は可能か？ 

[5] 含意、あるいは教訓 
「新科学哲学」は正しかったのか？ 相対主義的科学観に対する疑問： 
    定着した知の、静的構造の重要性 

     共通主観性としての客観性（「客観性の神話」の神話？） 
     教育の可能性、知的公共性 
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科学論・科学社会学は、科学の認識論的次元に関わり得るのか？ 
   そもそも科学哲学は、科学者の役に立つのか？ 技術者に取ってはどうか？ 

    厳密な学としての哲学は可能か？ 
    それは哲学の論理学・数学化を意味するのか？ 
  ‘Transgressing the Boundaries’（A. Sokal）： 脱領域性 
社会構成主義の逸脱、GL の反撃、‘Sokal Affair’― 脱領域的言説の困難： 
    脱領域的言説（例えば人工物工学）のための言語的枠組は、如何に在るべきか？ 
    抽象的、正確、簡潔、明晰、•••••• 
    間領域的・厳格・親密な吟味の場の必要性 
社会的・経済的・政治的被拘束性と、客観性・価値中立性を峻別することは、可能か？ 
認識の次元と価値・倫理の次元は、交わることが無いのか？ 
「知的誠実」とは何か？  
 
付0：「詐術」とその parody〈例〉 
「知的詐術」（文献[15]）で槍玉に挙げられた著名な人文系著者の偽科学的こじつけ 
と、Sokal の parody から、幾つかの極端な例を引いておく。 
 
[0] Möbius の帯は患者を構成する結び目の原点に於ける一種の本質的刻印の基礎と考えられる。 
このような刻印を受容する面 •••〈として〉全体性の象徴である球は不適当〈だが〉••• torus、 
Klein の壷、cross cap は切断を受け入れる。 このような多様性は、精神病の構造について多くの 
ことを説明する。 Torus 上の切断は神経症の患者に、cross cap 上のそれは別の種類の精神病に 
対応する。                                                                    ［J. Lacan］ 
[1] 人生は0が無理数＝不合理であるような微積分学として定義できる。 私は ••• 正確に虚数と言 
われているものを指している。                                                      ［J.L.］ 
[2]〈Sujet ＝主体の〉略号 S は一つの記号表現であるが、〈既存の、完成している〉記号表現の 
一揃い •••〈に〉加えられることができず •••〈そのことは〉記号表現の全体に対する 一（－1） 
の固有性によって象徴され得る。 ••• S の働きは、一つの固有名詞が発音されるたびに生み出され 
••• その言表されたものは、その意味作用に等しい。 代数に従ってこの意味作用を計算すると 
 S（記号表現）／s（記号内容）＝ s（言表されたもの）   S ＝－1   s ＝(－1)1/2       ［J.L.］ 

[3] (－1)1/2 は、如何なる自立性も求めないことによって正当化される。 ••• 勃起性の器官は、それ 
自身としてではなく ••• 欲求された心像に欠けている部分として、快の享受を象徴する。 それ故 
器官は、記号表現の欠如の機能、つまり－1 に対する言表されたものの係数によってそれが修復する 
快の享受の、前述の意味作用の (－1)1/2 に比肩し得るのである。                        ［J.L.］ 
[4] x Ïx であるようなx の集合は ••• 逆理に導き ••• 言説の宇宙の中で何ものも全てを含むこと 
はない、ということを意味する。 ここで再び患者を構成する裂け目を見出す。 患者は現実には喪失 
の導入だが、現実は可能な限り満たされているのだから、何ものも喪失を導入はできない。［J.L.］ 
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[5] Frege と Peano の近代論理学は0－1の次元で発展しており ••• 1を限界としていない詩的言 
語の圏域では操作不可能なのである。 ••• 詩的論理に於いては、連続の濃度という概念が0と2の 
間を包含し ••• 0が明示され、1が暗々裡に踏みにじられていることを表す。     ［J. Kristeva］ 
[6] 詩的意味作用の機能は、選択公理によって指示されている原理に従っている。 ••• この公理が 
規定しているのは、〈詩の〉sequence のどれもが、如何なる形で書物全体の message を含んで 
いるか、ということである。                                                       ［J. K.］ 
[7] 選択公理が前提としている構成可能性 ••• は、詩的言語の空間に矛盾を指摘することが不可能 
であることを説明している。 ••• この証明は Gödel の証明に近い。                  ［J. K.］ 
[8] 科学は或る種の選択と除外を打ち出す ••• その選択と除外は取り分け科学者の性に起因する。 
                                                                            ［L. Irigaray］ 
[9] Freud の仕事の中で患者の自己同一性は分裂（Spaltung）によって定義されているが、この言葉 
は核分裂をも意味する。 Nietzsche も自らの自我を、爆発の危険に晒されている原子核のように 
感知していた。 Einstein に関して言えば ••• 電磁気的再均衡化を伴わぬ加速に彼が興味を持って 
いた以上、彼は我々に彼の神を受け入れる以外のどんな可能性も残さない。 ••• 原子力発電所の外 
で我々を支配し、生存のための必須条件である我々の身体の慣性に疑念を抱かせる一般相対性理論と 
は、我々に取っていったい何であろうか。                                            ［L. I.］ 
[10] E ＝Mc 2 はおそらく、性化された方程式であろう。 この式が光速を、我々がそれなしでは生き 
ていけない他の様々な速度を差し置いて特権化する限りに於いて、そうである ••• 。    ［L. I.］ 
[11] 固体の力学が流体力学よりも重視されている、そして科学が乱流を全く扱えないという事実は 
流体性が女性に対応させられていることに起因する。 ••• 男性器も、射精する時には流体を流す 
ことはあるが ••• このような側面は強調されず、重要なのはその硬質性である。 これらの理想化 
は、流体を薄層状の面やその他の変形された固体として記述する数学的な手法にも刻印されている。 
男性上位的な理論や言語に於いて、女性の存在が抹消され、単に非・男性としてのみ存在しているの 
と同様に、流体は科学から抹消され、単に非・固体としてのみ存在しているのだ。 ••• そもそも 
流体そして女性の概念が必然的に不明瞭な残部を置き去りにするように定式化されているからこそ、 
乱流の問題は解決できないのである。                                   ［L.I.／N.K. Hayles］ 
[12] 中立的・普遍的な科学などというものの存在を受け入れたり、それに賛同したりすべきでない。 
そんな科学に access しようとすると、女性は苦痛を強いられるに違いなく、科学を新たな超自我に 
変えて我が身を苛め、他の女性たちを苛めることになる。                              ［L. I.］ 
[13] どうすれば、落下する石の振る舞いについての電車内での観測結果と、線路脇からの観測結果 
を一致させられると判断できるのか？ 座標系が一つあるいは二つしか無ければ、解決策は無い。 
••• Einstein の解は、3人の行為者を用いる。 一人は電車内、もう一人は線路脇にいて、三人目は 
発話者〈Einstein 自身〉ないしその代理人で、前二者が送って来た観測結果を重ね合わせようと 
する。                                                                       ［B. Latour］ 
[14] 変形の無い変換によって情報を送りたいという彼〈Einstein〉の強迫観念、読み取った情報を 
正確に重ね合わせたいという彼の情熱、遠くに派遣された観測者が自分を裏切り、特権を維持して 
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我々の知識の拡大に役立たないような報告を送って来るのではないか、と考えた時の彼の狼狽、派遣 
する観測者達を規律の下に置き、彼等の時計の目盛りを読み取るだけの、装置に従属した部品にして 
しまおうという彼の欲望 •••                                                       ［B.L.］ 
[15] 観測者に要求されているのは、時計の針を注意深く黙々と見つめることだけ ••• これこそが、 
発話者の自由と信頼のために払わなければ犠牲なのだ。 ••• 発話者の利益を考えることで、相対主 
義と相対性理論の相違の持つ深い意味が明らかになる。 ••• 上の dilemma は〈発話者〉の特権の 
control のための闘争、従順な肉体を規律に従わせるための闘争 •••                    ［B.L.］ 
[16]（Einstein の議論では隠蔽されている）発話者という概念が無ければ、また計算の中心という 
概念が無ければ、Einstein その人による専門的な議論も理解不可能となる。             ［B.L.］ 
[17] Science studies に関する科学者達の意見は大して重要ではない。 彼等は科学についての我々の 
研究に於ける情報提供者なのであって、審判ではない。 我々が作り出す科学の描像が、科学者達が 
科学について思っていることと似ている必要などは無い。                              ［B.L.］ 
[18]〈ラムゼス二世の死因が結核だったという発見について〉R. Koch が 1882 年に発見した桿菌が 
原因でファラオが死んだというのは、〈機関銃で撃たれて、とか株価の暴落から来るストレスで、と 
いうのと同様に〉時代錯誤ではないか？ Koch 以前には桿菌は本当の存在を持たない。    ［B.L.］ 
[19]〈湾岸戦争について〉出来事の空間が多重に屈折するハイパー空間となった ••• 戦争の空間が 
決定的に非 Euclid 空間となった。                                         ［J.Baudrillard.］ 
[20] 歴史の非線型空間、非 Euclid 空間では、終末を位置づけることができない。 終末というもの 
は、因果性と継続性の論理的領域の中でしか考えられない。 ところが諸々の事件自体が ••• 原因 
と結果の関係を、そしてそれ故、全ての歴史的連続性を無効にしてしまうのである。 原因と結果の 
この捩れ、結果のこの神秘的な自律性、原因に対する結果のこの可逆性 ••• は、chaos 理論と、蝶 
の羽ばたきとそれが世界の反対側で引き起こす hurricane との不釣合いを思い起こさせずにはいな 
い。 それはまた、水の記憶についてのパンブニストの逆説的仮説を思い出させもする。   ［J.B.］ 
[21] 時間的間隔〈(Dct )2－(Dx )2 ＞0 なる (Dct , Dx )〉と空間的間隔〈••• ＜0 •••〉が農地や都市部 
の幾何学的分割を通して世界の地理と歴史を整備して来た ••• 第三の型の間隔〈••• ＝0 ••• 即ち 
光的〉が 近急に現れたことは、突然の飛躍があったことを、人間とその周囲との関係に深甚な変化 
が起こったことを教える。                                                      ［P. Virilio］ 
[22]「実時間」の境界面が古典的な間隔の後に続き、距離が突然伝送と瞬間的受信の力に道を譲る時 
空気、水、ガラス ••• の「実時間」の透明性 ••• の性質が変わる。 もはや（太陽や電気の） 
光線の透明性ではなく、光速で伝播する素粒子（電子、光子）の速度の透明性となる。    ［P.V.］ 
[23] 像と幾何学的形象の変位、諸次元の闖入、超越論敵数学を以て、我々は科学理論の「超現実 
主義的な」頂点に達する。 中でも 高峰は Gödel の定理、即ち存在証明、対象を生成せずして 
その存在を数学的に証明する方法であろう。                                          ［P.V.］ 
[24] Gödel がこの理論の枠組みの中で定式化できる Peano 算術の無矛盾製の証明の不可能性を示し 
て以来、政治学者は、何故レーニンをミイラにして安置し、「偶然的に」同志となった者達に展覧す 
る必要が有るか、理解する手段を持っていた。                                  ［R. Debray］ 
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[25] 集団的狂気の究極の基礎は ••• 不完全性に存する。 ••• 我々の集団的不幸の「秘密」••• 
は論理法則の形、Gödel の定理の拡張の形を取る。 閉包の無い組織立った系は存在し得ない。 
そして如何なる系も、その系の内部に在る要素のみによって包含されることはない。     ［R. D.］ 
[26]〈前項からの帰結として〉集団自身による、例えば「人民による人民の」統治は、論理的に矛盾 
する操作であろう。                                                             ［R. D.］ 
[27]〈Gödel＝Debray 原理〉社会が組織として成立するのは、その社会の定義や境界の外に位置す 
る何かに基礎を置くという条件が満たされた場合だけだ。                         ［M. Serres］ 

以下は parody 論文に於いて参照された、または Sokal 自身によって「創作された」例である。  

[28] D. Porusch は、cyberneticist が量子物理の も革命的な成果を転覆すべく試み、かなりの程度 
成功したことを語る。 1940・50 年代に於いて、cybernetics が量子力学に対して勝利を収めた原因 
は、工業の自動化を推し進めていた当時の資本主義の潮流の中で、cybernetics が中心に位置して 
いたのに対し、量子物理は周辺的な重要性しか持たなかった、という事実による。 
[29] 近年になって、相補性と脱構築の深い関連が明らかにされた。 例えば B. Johnson の脱構築の 
描写は、相補性原理の正確な要約になっている： 単純な「••• であるか／または •••」の構造に 
代えて、脱構築に於いては、「••• であるか／または •••」とも「••• であり／且つ •••」とも 
「••• でなく／また ••• でもない」とさえも断言せず、それでいてこれらの論理構造を完全に捨 
て去る訳でもない言説を作り出すことを試みる。 
[30] S. Aronowitz の、量子力学に於ける非線型な因果律と時間の社会的構築との関連についての見 
解： 線形な因果律は、原因と結果の関係が時間的系列の関数として表現できることを前提とする。 
量子力学の近年の発展〈に基づく〉••• 存在しない原因の結果を知ることも可能という ••• 時間 
の逆転の可能性を明らかにする仮説は、全ての科学理論に於いて、「時間の矢」がどれほど本来的な 
ものかという疑問を投げ掛ける。 ••• 時間は ••• 便宜的な構築物に過ぎず、時を時間や分の単位 
に分割することは ••• 産業的な統制と ••• 労働力の合理的組織化の必要性の産物に他ならない。 
[31] S.A. は〈W.K. Heisenberg：「素粒子の挙動を観察の過程と切り離して論じることはできない 
••• 自然法則は素粒子そのものではなく、素粒子についての我々の知識を記述する ••• 素粒子が 
時空間の中に客観的に存在するか否かを問うことさえできない」や N. Bohr：「通常の物理学の意味 
での独立した実在は、現象に帰することも、観測者側に帰することもできない」〉のような世界観が 
第一次大戦前後の中央 Europe での自由主義の危機に根源を持つことを示している。 
[32] 無限次元の不変群は観測者と観測対象の区別を消失させる。 かつては定数であり普遍的である 
と見なされて来た p もG も、今やそれらが持つ避け難い歴史的文脈の中で、捉え直される。 
[33] 1980 年代半ば以降、発生生物学者によって考案された形態形成場が、量子重力場とも密接に 
関連しているという証拠が蓄積されて来た〈が、〉 近まで高 energy 物理学界からは無視され、 
時には嘲笑さえされて来た。 高 energy 物理学者達は、自分達の「縄張り」に生物学者が（況して 
人文系の学者が）侵入することを毛嫌いする伝統を持っている（「縄張り」についての同様の実例は 
[Chomsky] pp6－7 にも有る）。 
[34] 整数論は主として〈軍事的な〉暗号への応用のために発展して来た（[Hardy] pp120－1、131 
－ 2 も見よ）。 
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[35] この10 年程の間に、feminist の批判に刺激されて ••• 境界の有る多様体の研究を見直そうと 
する動きが起きている。 ••• 残念ながら、多次元性は伝統的な線型な数学の発想とは反するので 
••• 境界の有る多次元多様体の理論は、未だ貧弱な状態に在る。 
[36] M. & D. Madsen：科学が post modern であると見なされるための基準、客観的な真実という 
概念に如何なる意味でも依存しないことからすると、Copenhagen 学派による相補性解釈は post 
modern だと見ることができる。 •••「実在」とは終局的には歴史的な構築物である。 
[37] R. Markley：量子物理学、hadron bootstrap 理論、複素数の理論、chaos 理論に共通する基本 
的な仮定は、現実は線型な要素だけでは記述できないこと、そして非線型で、加えて非可解な方程式 
によってのみ記述できるということである。（異論を一つ：複素数の理論は新しく、未だに極めて不 
確かな数理物理学の分野である。 どうして、それに他の三つのしっかりと確立した科学と同列の 
認識論的な位置付けを与えるべきなのか？） 
[38] 自己保身に固執している職業的な「科学者」という聖職者集団が、自分達だけが科学的知識を 
生み出しているなどと、どうして主張できるのか？〈部外者が異なった形で科学に貢献することに対 
して〉科学の基準に従わないような不合理であり、論理的に誤っており信用できないという答えは、 
反論として不十分である。 現代の数学と物理学それ自身が、Gödel の定理と量子力学に於いて「不 
合理性」の導入を許してしまったからである。 ••• 科学的な知識の生産過程から神秘の veil を剥 
ぎ取って民主化し、「科学者」と「一般大衆」を隔てる人工的な隔壁を破壊しなければならない。 
••• 科学、数学の教育の内容は feminism 批評、同性愛批評、多文化主義批評、ecology 批評等の 
観点を取り入れなければならない。 
[39]〈Feminist が指摘するような、資本主義・父権制・軍国主義的な汚染から〉解放された数学の 
内容は、fuzzy system 理論に於ける多次元の非線型論理に、hint を見出すことができる。 
[40] L. Schwartz の数学書‘Radon Measures’（1973）は、表題から明らかなように、1960年代 
初頭以降フランスの科学界の特徴となっている核 energy 推進派の世界観に染まりきっている。 
[41] Liberal な feminist が屡々女性の社会的・法的平等と「出産／中絶の選択権」を保証する 低 
限の条項に甘んじているのと同様に、liberal な数学者（更には社会主義の数学者さえも）が今日 
支配的な ZF の公理系（19 世紀の自由主義を反映して、等号＝平等の公理を採用している）に「選 
択公理」だけを付け加えたもの甘んじていることが多い。 しかし P.J. Cohen が証明したように、 
この公理系は解放の数学のためには全く不十分である。 

後に、金森氏が「見事な例」と称揚する、B. Wynne による ether 説の社会学的考察を挙げる。 

[42] 19世紀末の英国は、伝統的社会の倫理的規範が崩れ、産業主義や meritocracy 的自由主義、反 
形而上学的唯物論や個人主義が蔓延しつつあった。 全ての物質を凌駕する高い位階に在り、多様な 
現象を支える統一的・非物質的基体である ether に強い思い入れを込めていた（英国物理学を支配 
していた Cambridge の）物理学者達は、彼等の目には有害なそれらの社会的風潮に抵抗するため 
に、非物質的連携を保証してくれる何かを欲していた。 それこそが彼等が ether に託した意味だっ 
た。 Ether という物理学的概念が十全の意味充実を獲得できるのは、それが単なる物理学的概念史 
の枠を越えた時である。 
                                                               （2011. 9. 8） 


