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【年次報告】 

初めからすでに誰かのものではもはやなく 

小林卓也

DG-Lab（ドゥルーズ・ガタリ・ラボラトリ）は、2014 年 9 月

某日、小林卓也、山森裕毅、小倉拓也の 3 名を発起人として結成

された（同年 11 月 9 日、設立趣意書の公表、および、公式ホー

ムページ他開設）。本研究会のあり方、運営に関しては三者三様

であるが、本研究会を発足するにあたり、筆者の意図としては、

ドゥルーズおよびガタリの思想を論じ、考察するために必要なあ

る程度のコンセンサスを形成し、多くの人々においてこれを共有

できる場を設置することにあった。現在、ドゥルーズとガタリの

思想に関心を持つ人々は少なくない。しかし、彼らが顔をあわせ

るのは、年に二、三度開催される学会での個人発表やシンポジウ

ムの場があるだけで、そのような限られた短い時間では、お互い

の関心事や考えを共有しあい、議論を深めるのはきわめて困難で

あると筆者は感じていた。そのうえ、あくまでも学会のような、

アカデミズムという研究者の集まりのなかでは、その外にいなが

らドゥルーズとガタリの思想に共鳴する人々と意見を交換する

ことはさらに難しい。こうした現状から、「ドゥルーズとガタリ

に関心をもつすべての人々」が継続的に集まり、議論を交わすこ

とのできる場を設ける必要があると考えたのが会発足の動機で

あった。 

 とはいえ、発足当初、本研究会にはたしてどのくらいの人々が

関心を持ち、参加していただけるのか、筆者には確信が持てず、

おそらく数年間は、数名だけの読書会を細々と続けることになる

だろうと発起人どうしで話していた。しかし、蓋をあけてみれば、

関西圏に限らず、さまざまな大学で学ばれている学部生、院生の

方々や、さらに喜ばしいことに、いかなる研究機関にも所属して

いない方々までもが本研究会に参加していただけることとなっ

た。また、研究会に参加する誰もが、「ドゥルーズ・ガタリに関心

をもつすべての人々」に開かれているという本研究会の趣旨を理

解し、互いの意見や考えを尊重する意識をもちつつ、自らの主張

を互いに臆することなくぶつけ合う、非常に積極的な議論が繰り

広げられている。誰がリーダーシップをとるでもなく、その場そ

の場の状況に応じて誰かが意見を発し誰かがそれに応えること

で、毎回の研究会が組織され、非常に充実したものとなっている。 

発足当初、発起人たちが抱えていた不安とは裏腹に、DG-Lab

は初めからすでに誰かのものではもはやなく、同じ思いを共有す

るすべての人々のものであったことに筆者は気づかされるとと

もに喜びを感じている。ただの読書会ではなく、ただの研究者の

集まりでもない。ドゥルーズとガタリの思想や哲学にたいしてさ

まざまな関心と興味を持つ人間が集まり、さまざまに異なる考え

や読み方を互いに交錯させるこの DG-Lab という貴重な場の強

さと可能性を誇りに思う。 

 

2015年度 DG-Lab研究会内容 

・第 1 回 DG-Lab 研究会 

【日  時】 2015 年 1 月 24 日、於・長岡京市中央生涯学習センター、6 階・第 2 会議室 

【読 書 会】 『意味の論理学』第 13 セリー「分裂病者と少女」、第 27 セリー「口唇性」（担当：小倉拓也） 

【研究発表】 山森祐毅「集団幻想と横断性：ガタリ初期思想の一側面」 

 

・第 2 回 DG-Lab 研究会 

【日  時】 2015 年 3 月 28 日、於・長岡京市中央生涯学習センター、6 階・創作室 2 

【読 書 会】 『意味の論理学』第 27 セリー「口唇性」（担当：小倉拓也） 

【研究発表】 小林卓也「カント批判としての発生と持続―前期ドゥルーズによるベルクソン哲学の存在論的読解について」 

 

・第 3 回 DG-Lab 研究会 

【日  時】 2015 年 5 月 23 日、於・長岡京市中央生涯学習センター、6 階・創作室 2 

【読 書 会】 ジル・ドゥルーズ＋フェリックス・ガタリ『アンチ・オイディプス 資本主義と分裂症』、第一章「欲望機械」

（担当：山森裕毅） 
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【研究発表】福尾匠「眼＝カメラから眼＝スクリーンへ―『シネマ』における二つの受動性―」 

 

・第 4 回 DG-Lab 研究会 

【日  時】 2015 年 7 月 25 日、於・長岡京市中央生涯学習センター、6 階・配膳試食室 

【読 書 会】 ジル・ドゥルーズ＋フェリックス・ガタリ『千のプラトー 資本主義と分裂症』６「一九四七年十一月二十

八日――いかにして器官なき身体を獲得するか」（担当：小林卓也） 

【研究発表】 なし 

 

・第 5 回 DG-Lab 研究会 

【日  時】 2015 年 10 月 3 日、於・長岡京市中央生涯学習センター、6 階・和室 

【読 書 会】 （前回からのつづき）ジル・ドゥルーズ＋フェリックス・ガタリ『千のプラトー 資本主義と分裂症』、６「一

九四七年十一月二十八日――いかにして器官なき身体を獲得するか」（担当：小林卓也） 

【研究発表】 山森裕毅「力能記号論についての準備的考察」 

 

・第 6 回 DG-Lab 研究会 

【日  時】 2015 年 11 月 21 日、於・長岡京市中央生涯学習センター、6 階・会議室 3 

【読 書 会】 ジル・ドゥルーズ『フランシス・ベーコン：感覚の論理』、「6. 絵画と感覚」、「7. ヒステリー」、「8. 力を画

くこと」（担当：福尾匠） 

【研究発表】 内藤慧｢理念的なもののリアリティ―初期ドゥルーズ哲学素描―｣ 

 

 

関連イベント 

・日仏哲学会ワークショップ「ドゥルーズ哲学と先行者たち――リュイエル、マルディネ、シモンドン」、2015 年 9 月 11

日、於・立教大学池袋キャンパス 11 号館 A301 教室 ＊ドゥルーズ研究会（twitter.com/dken1953）とともに協賛 

 

・小林徹『経験と出来事――メルロ＝ポンティとドゥルーズにおける身体の哲学』合評会、2015 年 3 月 21 日、於・國學院

大學渋谷キャンパス 3 号館 3307 教室、科研費・若手（Ｂ）「フランス現象学の新局面とその展開可能性」（課題番号：

26770013）プロジェクト ＊國學院哲学会、日本メルロ＝ポンティ・サークル、レヴィナス研究会とともに共催 
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【論考】 

ドゥルーズにとって「欲望」とは何か：ひとつのシンプルな考え方 

山森裕毅 

はじめに 

 欲望は欠如とは関係ない、欲望とは欠けている何かを埋めよう

とする衝動ではない。ドゥルーズは欲望に対して抱かれているイ

メージを払拭するために、しばしばこのように述べる。こうした

欲望のイメージに対する批判は、欠如と欲望を結びつける精神分

析との関係もあって、比較的よく知られている。しかし、これは

あくまでドゥルーズが「欲望とはそういうものではない」と述べ

ただけの部分である。彼が欲望をどんなものと考えたのかを説明

できる人はそれほど多くない。そしてそれを説明しようとすると、

とても複雑な理路を追うことになる。本稿では、この理路を丁寧

に追うことはせず、その準備のためにとにかく試走してみること

にする。 

 まず、こちらで欲望に対する二つの考え方（欲望という概念の

日常的な二つの用法）を用意してみた。第一に、「‐‐‐が欲しい」

という仕方で表現される欲望がある。破線の部分には欲しい物が

入るので、対象志向的な欲望といえる。第二に、「～（が）したい」

という仕方で表現される欲望がある。波線部分には行為や行為を

伴う事柄が入るので、行為的・実践的な欲望といえる。 

 通常、「欠如」という言葉はあるべき所にあるべき物がないこ

とを表すので、欠如と関わる欲望は対象志向的だといえる。この

ため、ドゥルーズのいう欲望は少なくとも対象志向的なものでは

ないと考えてよい。するともう一方の行為的・実践的な欲望が、

ドゥルーズの積極的に求めているものなのではないだろうか。本

稿ではこの線上を走ってみることにする。 

 

『対話』より 

 ドゥルーズの欲望論を辿るにあたって『対話』から出発したい。

一九七七年に出版され、『アンチ・オイディプス』と『千のプラト

ー』の二つの大著の間の中継となる著作である（クレール・パル

ネとの共著）。このなかでドゥルーズ（とパルネ）は欲望について

多くの言葉を費やしている。内容としても精神分析の扱う欲望概

念とは異なったパースペクティブを描こうと努力している。その

うえ古典のモノグラフ研究ではないので扱いやすい。とにかくこ

こからはじめてみよう。 

 まずは確認から。欲望についての言及をふたつ引用しておく(1)。 

 

  私たちが［『アンチ・オイディプス』で］示そうとしたのは、

どのようにして欲望がそうした人格論的で対象志向的な座

標軸の外に存在するのかということであった。（……）した

がって欲望はひとつの主体の内部にあるものでも、また対象

をめざすものでもない。（……）欲望は、誰かが自らを主体と

して把握しないのと同じように、対象を探したり捉えたりし

ない地点でしか獲得されない。（D: 108／一四〇‐一四一） 

 

  欲望がいかに単純か、おわかりだろうか。眠るというのは欲

望である。散歩するというのは欲望である。音楽を聴く、あ

るいは音楽をつくる、あるいは書くというのは欲望である。

春、冬は欲望である。老年は欲望である。死さえもそうだ。

（D: 114-115／一四九） 

 

 ひとつ目の引用から、欲望は対象志向的ではないと明言されて

いる。二つ目の引用から、「眠る」「散歩する」「音楽を聴く」「音

楽をつくる」「書く」という行為が欲望だと述べられている。以上

から、ドゥルーズの欲望論は行為的・実践的な線上にあると見な

してよいだろう。これにて確認は終了。 

 というわけにはいかない。厄介なのはここからだ。難問が二つ

ある。ひとつ目の引用には、欲望は主体の内部にあるものではな

いとある。すると、行為的・実践的な欲望はどのように生じるの

か。眠りたい誰かがいるのではないのだろうか。音楽を聴きたい

誰かがいるのではないのだろうか。私たちの持っている常識にそ

ぐわない考えだ。つまり、ここにドゥルーズ固有の思想がある。

これを欲望の謎①とする。 

 次の難問は二つ目の引用にある。それは春、冬、老年、死もま

た欲望だという点である。私たちは普通、季節や老年や死を行為

的・実践的な欲望だとは考えない。考えようと思うなら特殊な理

路を必要とするだろう。果たして季節や老年や死が行為的・実践

的な欲望だといえるのかどうか。それともここには欲望の別の型

があるのだろうか。これを欲望の謎②とする。 

 ドゥルーズにおける欲望の謎①と②に挑戦していこう。本稿で

は、その手がかりとして欲望に結びつく二つの概念に着目したい。

ひとつは「アジャンスマン」（agencement）であり、もうひとつ

は「力能の意志」（Volonté de puissance）である。 
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アジャンスマンとは何か① 

 アジャンスマンとは何か。邦訳では「作動配列」や「動的編成」、

「アレンジメント」などの訳が当てられる場合もある。あまり硬

い訳語だとわかりにくいので、本稿では「編成」という緩い訳語

を使用する。 

編成と欲望の関係について、ドゥルーズは次のように述べる。 

 

  編成された
．．．．．

、もしくは機械状になった欲望以外に欲望はない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

のだ
．．

（……）あらゆる編成は欲望を可能にする平面を構築す

ることによって、欲望を表現し、欲望をつくるのであり、ま

た欲望を可能にすることによって、欲望を実現するのである。

（D: 115-116／一五〇） 

 

 編成の外には欲望はない。編成が欲望を可能にし、実現する。

言い方を変えれば、欲望は編成によって作られる。以上が彼の主

張である。しかしこれはどういうことだろうか。 

 次のように考えることは許されるだろう。例えば、「散歩する」

は欲望だから、欲望が可能になるとは、散歩することが可能にな

るということでもある。すると、欲望が可能になり、実現される

とは、行為が可能になり、実現されることだと換言できる。そし

てドゥルーズの考えでは、こうした行為は何かを編成することで

可能になる。あるいは編成次第でさまざまなことが可能になると

もいえる。では何が編成されるのか。ドゥルーズの記述から確認

しておこう。 

 

  集団的な機械状編成は欲望の物質的生産である（D: 97／一

二六） 

 

 この引用から推測できるのは、欲望は物質的な構成要素の編成

からなるということである。もう少し踏み込んでみよう。欲望や

行為と関わるもので、かつ物質的に編成されていて、私たちに最

も馴染みのあるものとは何だろうか。それは間違いなく「身体」

だろう。こう考えるなら、私たちは非常に有名なフレーズに触れ

ることができる。それは「ひとつの身体は何をなし得るのか」で

ある。そしてこのフレーズが欲望の機械状編成について論じてい

たのだということも理解できる。確かに私たちの身体は眠ること

もできるし、散歩することも、音楽を聴くこともできる。これは

そういうことができるように身体が編成されているということ

だ。以上から、「ひとつの身体は何をなし得るのか」はその編成次

第で変わると答えることもできる。ダニの身体なのかクモの身体

なのかでも、なし得ることは大きく変わってくるだろう。 

 さて、ここまで来て謎がクリアになったかというと、そうでも

ない。むしろ問題が深まってきている。新たに三つの問題が出現

したといえる。ひとつ目は、アジャンスマン（編成）の例を身体

とするとき、身体は欲望を可能にするという主張と、欲望は主体

の内部にあるという主張との間に大した違いがないように感じ

られるという問題。二つ目は、機械状という用語が何を意味して

いるのかという問題。最後は、欲望について語りながら「できる」

「なし得る」などという表現ばかりで、「～（が）したい」という

表現が出てきていないという問題。 

 

アジャンスマンとは何か② 

 先ほど挙げた三つの問題のうち、はじめの二つは編成に関わる

ものである。 

まず機械状に関する問題から考えていこう。そのために、今さ

らながらドゥルーズによる「アジャンスマン（編成）」の規定を確

認しておく。編成とは、「同質的ではないひとつの集合のすべて

の要素を共謀させ、一緒に機能させることである」（D: 65／八

四）。言い換えれば、異質な要素（項と項）を関係させることで何

かしら機能させることである。重要なのは「関係」という概念だ。

ドゥルーズはこれをヒュームの経験論から取り出している。この

経験論によれば、関係は関係する二つの項から独立している、つ

まり関係は項の外部にある（関係の外在性）。そして、もう一点押

さえておくことは、関係は関係する二つの項が変化しなくても変

化しうるということである。これは編成が「構造」という概念と

は異なることを意味している。というのも「構造」とは、関係す

る諸項が変化してもその関係が変化しないようなものをいうか

らである（家族ではない三人の人間の関係に家族的関係を見よう

とする場合、そこには家族構造があることになる）(2)。これに対

して、異質な項と項の間に関係をつくることで機能を生み出し、

しかもその関係を構造のように固定したものとしては扱わない

ような関係の使い方が「編成」である。関係は変化するし、変化

すれば機能も変わるという特性を使うのが、編成の活用法といえ

るかもしれない。(3) 

 では、この編成が「機械状」と形容されるのはどういうことな

のか。この言葉が含意しているのは、①物質的・質料的であるこ

と、②物質的だが自然法則とは別の秩序で動くこと、③また有機

体（有機的組織、諸部分がその全体に従属する関係）でもないこ

と、である。これらの点を補足しつつ、より理解を進めるために、

ドゥルーズのスピノザ論がよい素材となるだろう。 

 ドゥルーズは『スピノザと表現の問題』（一九六八年）のなか

で、スピノザの身体論を扱っている。これはすでに出た「ひとつ

の身体は何をなし得るのか」にも関わるものである。ドゥルーズ

の説明はこうだ。スピノザ哲学において、身体とはひとつの「様

態」である。様態を説明するのは骨が折れるので、ここでは〈個

体化された存在〉くらいで捉えておこう。 



5 

 

身体は様態の観点から次のように説明される。様態は「様態の

本質」と「様態の存在」からなる。様態の本質とは、限定された

力能の度合（強度量）である。この度合には最大から最小までの

幅があるとされる。力能がこの幅を上回ったり下回ったりすると、

その本質が変わってしまうと考えていいだろう。こうした様態の

本質は、それ自体では物質的な存在とは独立して存在するとされ

る。それに対して、この様態の本質に対応する物質的な存在があ

る場合に、それは「様態の存在」といわれる。ドゥルーズの説明

をひいておこう。 

 

 様態の本質は限定された強度の度合であり、非還元的な力能

の度合である。そして様態がその本質あるいは力能の度合に

対応するきわめて多くの外延的諸部分を現実に所有すると

き、その様態は存在する。（SPE: 184／二〇六） 

 

 引用内の「きわめて多くの外延的諸部分」という文言に着目し

たい。外延的諸部分とは物質的な諸部分のことである。さらにド

ゥルーズによれば、様態が存在するのは、この外延的諸部分が運

動と静止の一定の関係に入るときとされる。詳しくいえば、外延

的諸部分の間には運動と静止という速度の差異があり、この差異

の生み出す関係がある力能の度合（＝様態の本質）に対応する仕

方で一定になるよう構成される場合に、様態は存在する。逆にい

えば、外延的諸部分間の一定の関係が解体される場合、様態は存

在しなくなる。また、関係が別の形に変わるのであれば、それは

様態自体が別のものに変わることを意味する。だから身体とは、

外延的諸部分の関係が一定の状態で維持されているものであり、

それに対応した力能の度合を持っている(4)。この力能の度合は

「なし得ること」の度合と考えてよいだろう。 

 長くなったが、以上のことを素材にして機械状編成について何

がいえるのだろうか。おそらくこう考えることが許されるだろう。

編成の概念はスピノザ哲学を由来のひとつにしている(5)（経験論

も由来のひとつ）。そのうえでスピノザ哲学にひとひねり加えて

いる。つまりドゥルーズは「ひとつの身体は何をなし得るのか」

を「～をなし得るにはその身体をどう構成すればよいのか」と読

み替えた。前者が身体についての分析的な問いなのに対して、後

者はなし得ることについての構成的な問いである。また前者がす

でに存在する身体の枠内に考えを囚われてしまうのに対して、後

者はなし得ることを基点として諸部分をまさしく編成していく

ところから考えることができる。このように考えてよいなら、身

体を生物的な身体（あるいは全体ありきの有機体）に限ってしま

う認識を超えて、なし得ることに基づいて編成された諸部分の集

合体までも身体だと考えることが可能になる（ドゥルーズはこれ

を「器官なき身体」と呼ぶことがある）。まとめるなら、なし得る

こと（つまり欲望）を可能・実現するために物質的な諸部分を関

係させ、編成することが機械状編成である。これで機械状とは何

かという問題はクリアしたといえるだろう。 

 

アジャンスマンとは何か③ 

 身体が欲望を可能にするという主張と、欲望は主体の内部にあ

るという主張との間に大した違いがないのではないかという問

題にも答えておこう。 

こうした機械状編成の考え方がもたらすのは、なし得ることの

成立のために、あらかじめ全体を設定せず、あらゆるものを部分

（部品といってもよい）と見なす思考である。とすれば、前に述

べたような、身体は眠ることができ、音楽を聴くことができるよ

うに編成されているという捉え方が、間違ってはいなくても中途

半端であることがわかってくる。確かに身体に何ができるのかと

いう観点に立てば、眠ることができるとはいえる。しかし、実際

に眠ることができるためには、という問いからはじめれば、例え

ば身体があり、身体の状態があり、横たわる場所があり、時間も

あり、適度な気温が保たれ、安全が保障されていて……などのさ

まざまな要件の編成がその都度
．．．．

必要となる(6)。生物の身体はそれ

だけで編成であるが、生物の身体だけではなし得ることを成立さ

せることはできないのである（極端な例として、月に行きたいと

いう欲望を考えてみてほしい。それをなし得るためにはどれだけ

の編成が必要だろうか(7)）。編成の外に欲望はなく、機械状にな

った欲望以外に欲望はないのはこのためである。こうした見地に

立てば、身体（＝編成された集合体）が欲望を可能にするという

主張と、欲望は主体の内部にあるという主張には大きな違いがあ

るし、また主体の内部に欲望はないと断言できるのも理解できる。

事実、ここまで見てきた通り、ドゥルーズは主体という概念を使

わずに欲望の成立を説明しきっている。 

 さて、ここでアジャンスマン（編成）についての議論は一旦止

めておいて、次の問題に移ろう。 

 

力能の意志とは何か 

 置いてきた議論に戻ろう。「アジャンスマン（編成）」と並んで

重要な概念は「力能の意志」である。この概念が、欲望において

「なし得る」と「～（が）したい」がどのように関係しているか

を説明してくれる。ドゥルーズは『対話』のなかでこう書いてい

る。 

 

  欲望。（……）ニーチェはそれを〈力能の意志〉と呼んでい

た。（D: 109／一四二） 
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 この指摘は重要だ。というのも『ニーチェと哲学』（一九六二

年）では、力能の意志を欲望と呼ぶことはないからである。それ

どころか『ニーチェと哲学』には欲望についての記述がとても少

ない。そこで本稿では『対話』の地点に立って、『ニーチェと哲

学』における力能の意志論を欲望論として読んでみたい。力能の

意志論にはさまざまな切り口があるが、ここでは身体との関連で

まとめていこう。というのもドゥルーズは『ニーチェと哲学』に

おいても「ひとつの身体は何をなし得るのか」というスピノザ論

と同じ問いを提示して議論を築いているからである。ここに欲望

＝力能の意志がどのように関わるのだろうか。 

 ドゥルーズはニーチェから次のような考えを読み取る。この世

界はさまざまな現象に満ちている。それらの現象は何らかの本質

の仮象ではなく、何らかの力（force）が現働化していることを示

すひとつの徴である。このことは、世界がさまざまな力で満ちて

いるということを表している。つまりこの世界には力が複数存在

している。 

ところで力とは何だろうか。『ニーチェと哲学』においては力

とは「支配する力」のことである。そして力は力にしか関わらな

いので、複数の力の間で支配する‐支配されるという関係が形成

される。ここでもまた「関係」という用語が登場してきたが、こ

のある力が別の力との間につくる関係が「意志」と呼ばれ、また

「力能の意志」と呼ばれるものである。要するに力能の意志とは

関係の外在性のひとつのヴァージョンだといえる。 

複数の力の間に支配関係が形成されると書いたが、この関係を

生み出すのは何か。それは力の量的差異だといわれる。力の量の

大きいものが支配し、そうでないものが支配される。こうした量

的差異の関係が身体と関わってくる。 

 

 ひとつの身体を定義するものは、支配する諸力と支配される

諸力との間のこの関係である。諸力のあらゆる関係が、化学

的、生物学的、社会的、政治的なひとつの身体を構成する。

何らかの二つの非対等な力が関係するや否や、ひとつの身体

がそれらの力によって構成される。（……）したがって、生

ける身体はどのように生まれるのかとは問われないだろう。

何故なら、あらゆる身体が、その身体を構成する諸力の「任

意の」産物として生きているからである。身体は多様な現象

であり、還元不可能な多数の力から構成されている。（NP: 

62-63／八九‐九〇） 

 

 身体とはこのようなものである。またドゥルーズが身体はそれ

を構成する諸力の「任意の」産物だと書いているのは、先ほど論

じたアジャンスマン概念を思わせる点で示唆的である(8)。このよ

うな身体論を基礎として、ドゥルーズは「ひとつの身体は何をな
．

し得る
．．．

のか」（NP: 61／八八）という問いに注意を向ける。そこ

で重要となるのが以下の記述である。 

 

  あらゆる事物は、その事物を解釈しうるひとつの力に関わっ

ている。あらゆる力は自らのなし得ることに関わっていて、

それと不可分である。（NP: 35／六〇） 

 

高次のあるいは支配する諸力は〈能動的〉と言われ、劣等的

なあるいは支配される諸力は〈反動的〉と言われる。（NP: 

63／九〇） 

 

 力にはそれ自体でなし得ることが備わっている。その力は支配

する場合に能動的なものと呼ばれ、支配される場合に反動的と呼

ばれる。では、なし得ることと能動的／反動的の関係はどうなっ

ているのか。ドゥルーズによれば、能動的な力はなし得ることを

その果てまで突き進めようとする。それに対して反動的な力は、

力とそれがなし得ることが分離された状態のことであり、場合に

よっては能動的な力を解体する力（力とそれがなし得ることとを

分離する力）のことである(9)。 

 身体にはこうした力の能動と反動が蠢いていると考えてよい

だろう。このような理論において「ひとつの身体は何をなし得る

か」と問うことはどういうことだろうか。ドゥルーズにとってそ

れは「身体が反動的な力に呑まれず、能動的な力を発揮するには

どうすればよいか」という方向へ思考を進めることだ。ここで重

要な意味を持ってくるのが力能の意志である。 

 力能の意志とは、ある力が別の力との間で形成する関係と述べ

たが、それにさらなる働きが与えられている。それはその関係の

在り方を評価することである。評価とは、ドゥルーズによれば、

その関係を肯定するか否定するかということである。ドゥルーズ

が挙げる例を見ておくと、病気が身体からそのなし得ることを分

離し縮減させるのであれば、その関係は否定されるものである。

それに対して、もし病気が身体に別のなし得ることを新たに与え

る場合には、その関係は肯定的に評価される(10)。 

 力の能動的／反動的の区別、力能の意志の肯定的／否定的の区

別の配分を押さえれば、ドゥルーズの導く先は容易に理解できる。

「ひとつの身体は何をなし得るか」という問いからはじめて、ド

ゥルーズは、諸々の力やそれらの構成物である身体が「そのなし

得ることの果てまで進むことを肯定する」といえる地点に最終的

に到達したいのである。 

 以上の議論の詳細な道程（本当に感動的な理路）は『ニーチェ

と哲学』で確認していただくとして、欲望の議論に戻ろう。本稿

での疑問は、欲望において「なし得る」と「～（が）したい」は
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どのように関わるのかというものである。結局、こういうことで

はないだろうか。力能の意志論は二段構成になっている。力と力

が関係する段階とそれを評価する段階である。そして前者の段階

において、なし得ること（能動的／反動的）が語られる。とすれ

ば、「～（が）したい」が語られるのは後者においてではないだろ

うか。本稿ではそれを「肯定」に見て取りたい。つまり、能動的

な力の肯定とは「なし得ることの果てまで進みたい」と換言でき

る、ということだ。 

 ここまで来てようやくドゥルーズの欲望に関する非常にシン

プルな考えが取り出せる。彼がいわんとしている欲望とは、「な

し得ることの果てまで進む」であり、要するに「できることをし

たい」である（力能の肯定）。ここには欠如をめぐる議論は一切な

いし、入り込む余地がない。そしてもう一点興味深いのは、彼が

「なし得ないこと」「できないこと」に欲望が生じるという考え

を一切抱かないことである。欲望は欠如だけでなく、なし得ない

ことにも関わらない。なぜだろうか。ここまでの議論から考える

ならこういうことだろう。つまり、欲望とは関係の外在性に関わ

る概念であり、物であれ力であれ、現実に関係を持つことのでき

ないものでは欲望を可能にすることも実現することもできない

からである。なし得ることの果てまで進む欲望は、存在しないも

のをわざわざカウントしたりしないということだ。 

 

まとめ 

 さて本稿でいったい何がいえたのか。整理しておこう。 

 

一. ドゥルーズにとって欲望とは、対象志向的なものではなく、

主体に内在するものでもない。対象や主体とは別で働く行為

的・実践的なものである。 

二. 行為的・実践的な欲望とは「なし得ることの果てまで進む」

ことであり、かつその肯定（「～（が）したい」）である。力

能の意志。 

三. 欲望＝なし得ることを可能にする、あるいは実現するために

作動するのがアジャンスマン（編成）である。編成されるの

は外延的諸部分（スピノザ）であり、諸々の力（ニーチェ）

である(11)。 

四. 関係の外在性には少なくとも「構造」と「編成」があり、ド

ゥルーズは欲望に編成の特性を見出す。 

五. 身体は、欲望＝なし得ることを成立させる編成による任意の

産物である。つまり、身体に欲望が付随するのではなく、欲

望がその実現に向けてひとつの身体として形を取るという

捉え方になる。そのため、欲望の観点に立つ場合、「ひとつ

の身体は何をなし得るか」よりも「～をなし得るにはその身

体をどう構成すればよいか」と考える方が問いとしては適切。 

六. なし得ることに基づいて編成された諸部分の集合体全体が

身体であり、欲望は個物や個人に身体を限定する発想を取ら

ない（器官なき身体と機械主義）。(12) 

 

 ドゥルーズの「欲望」に対する考え方とは、とりあえずこうい

うものだといえる。とりあえずというのは、まだ触発（アフェク

ト）論を考察する作業が残されているからだ。触発論とは、関係

の変様に関わる議論であり、関係の外在性やアジャンスマンに動

的な特性を与えるための理論である。いつかこれも含めた形で、

ドゥルーズの欲望論の理路全体を追いたいと思う。 

 ところで、ここまで来て論じることができたのは実のところ、

欲望の謎①までである。欲望の謎②（冬もまた欲望である）がま

るまる残ってしまっているが、これもまた別稿に譲りたい。とは

いえ議論の当てだけでもつけておこう。おそらくこう考えてよい

だろう。欲望は「なし得ること」であり、行為的・実践的なもの

である。眠ることであり、散歩することであり、音楽を聴くこと

である。つまり、それは「動詞」で表現される事柄である。ここ

からドゥルーズの「不定法の動詞」の議論に移ることができる。

そして動詞を扱えるということは、行為や実践だけでなく、「出

来事」についても考えることができるようになるということであ

る。そして出来事について扱えるということは…… 

 

それではまた別の機会に。 

 

―――― 

Notes 

1. 引用はすべてジル・ドゥルーズの著作から行った。引用箇所は、以下で挙げる著作の略語と頁数（アラビア数字は原著、

漢数字は邦訳を表す）を引用文の末尾に付す形で示した。また引用文は邦訳を基本とし、必要な部分のみ改めている。 

NP: Nietzsche et la philosophie, PUF, 7e édition, 2014 [1re édition, 1962].（『ニーチェと哲学』、江川隆男訳、河

出文庫、二〇〇八年。） 

SPE: Spinoza et le problème de l’expression, Minuit, 1968.（『スピノザと表現の問題』、工藤喜作・小柴康子・小谷

晴勇訳、法政大学出版局、一九九一年。） 
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D: Dialogues (avec Claire Parnet), Flammarion, 1996 [1977].（『対話』、江川隆男・増田靖彦訳、河出書房新社、

二〇〇八年。） 

2. 構造がドゥルーズによって批判される理由は、それが欠如と結びつくからである。どういうことかといえば、構造が〈諸

項から独立した状態で関係が固定されている〉という特性を持つためである。固定された関係は、それに対応する諸項

の入れ替わりに左右されないし、諸項のある・なしにも左右されない。そしてこうした関係が成立するがゆえに、埋ま

らない項が欠如として認識される。例えば、何らかの理由により妊娠・出産を経験しなかった夫婦がいたとして、そこ

に家族構造が当てはめられてしまうとその夫婦には「子どもがいない」という認識が生じることになる。これが進むと、

その夫婦のいくつかの行動や言動が「子どもがいない」ことにまつわるものだという認識に至る。つまり欠如が行為に

意味を与えるようになる。 

3. ドゥルーズにとって哲学とは概念創造の活動である、という印象が強いが、『対話』のなかでは次のようにも述べている。

「哲学はここでひとつの機能作用の、ひとつのアジャンスマンの技法となる。」（D: 76／九九）とすれば、アジャンスマ

ンが欲望に関わる限り、哲学は欲望の技法だと換言することができるだろう。こうした哲学観は私たちに何をもたらす

のだろうか。 

4. 力能の度合（＝様態の本質）に対応する外延的諸部分の関係（＝様態の存在）が、すぐに解体してしまわないよう、維

持する働き（存在に固執する努力）を「コナトゥス」と呼ぶ。スピノザ哲学において、このコナトゥスと欲望に理論的

な連関があり、この理論がドゥルーズの編成についての考え方に影響を与えている。 

5. 注意事項として挙げておくべきは、ドゥルーズがスピノザ哲学における「様態の本質」を「構造」と見なしている点で

ある。つまり、編成という考え方はスピノザ哲学に下地を持つものではあるが、スピノザ哲学に固有のものではない。 

6. 欲望に関して「解釈するな、実験せよ」といわれるのは、欲望の実現がその都度の編成に左右されるからである。なし

得ることをこの編成で
．．．．．

実現できるのかどうかは、実験（こういってよければ「試験」）の領分であって、解釈の領分では

ない。 

7. 「たとえば、ジョン・F・ケネディによって発射された「アポロ」の計画では、この計画を支持する意思と政治機械が働

かなかったら、ロケットは日の目をみなかったでしょう。月に行きたいという少しばかりおかしい欲望が、ケネディた

ちの世代になかったなら、機械はけっして作動しなかったでしょう。つまり、技術的な機械はまさしく、記号的な機械、

経済的な機械、政治的な機械、制度的な機械とかみ合っているということです（陸軍と海軍がアポロ計画を NASA に任

せたくないと思っていたことを考えてみてください）。」（フェリックス・ガタリほか、『精神の管理社会をどう超えるか？』、

松籟社、二〇〇〇年、三二‐三三）。これ以外にも具体例は山のようにあるが、本稿の主題を考えるにあたって、身体障

害者の自立生活への欲望とその実現のための編成を扱った次の著作がとても参考になった。田中恵美子、『障害者の「自

立生活」と生活の資源――多様で個別的なその世界』、生活書院、二〇〇九年。 

8. こういってよければ、身体は力の認識根拠であり、力は身体の存在根拠である。 

9. ドゥルーズにとって欲望と快楽は対立するものであり、また快楽は（欲望に対して）反動的と見なされる。というのも、

快楽が満足をもたらすことによって「なし得ることの果てまで進む」途上で欲望を停止させてしまうからである。また

欲望と解釈の対立に関してドゥルーズは、メラニー・クラインが解釈することで「リチャード坊やの力を壊すことにな

る」（D: 99／一二九）と述べている。ちなみに「なし得ることの果てまで進む」という主題は『スピノザと表現の問題』

においても論じられる。そこでは、「なし得ることの果てまで進む」ことがまさしく倫理的な務めとされる（SPE: 248

／二八二）。 

10. （NP: 103／一三六）を参照。 

11. 機械状編成に関する限り、『アンチ・オイディプス』でいえば「欲望機械」であり、『千のプラトー』でいえば「分子」で

ある。ここに言表行為の集団的編成の議論も加える必要がある。 

12. おそらく『アンチ・オイディプス』の補遺で取り上げられたマン・レイの『ダンサー‐デンジャー』を想起しつつ、ド

ゥルーズは次のように書いている。「人間だけがなし得る運動があって、機械はそのような運動をなし得ないと言っては

ならない。その反対に、人間はそのような機械の部品としてのみ、その運動をなし得るというべきである。」（D: 126／

一六二） 
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【論考】 

ドゥルーズのアメリカ：特異性・姿体・友愛 

内藤慧 

0. はじめに 

『批判と臨床』Critique et Clinique（1993）はドゥルーズの

晩年の著作であり、主に文学を扱った小論集である。その中で第

8 章｢ホイットマン｣と第 10 章｢バートルビー、あるいは決まり文

句｣(1)はホイットマン、メルヴィルといったアメリカ出身の作家

について論じている。ドゥルーズはこの 2 つのアメリカ文学論の

なかで、それらの作家が生まれ、そこで著述活動を行った当の｢ア

メリカ｣という場所に対して特異な意味を与え、ドゥルーズ固有

の概念にまで昇華させている。本稿はドゥルーズのこの｢アメリ

カ l’Amérique｣という概念がどのような事態を表現しているの

か明らかにすることを目指す。結論から言えば、ドゥルーズにと

ってのアメリカとはある種の｢全体 totalité｣、ある種の｢集合

ensemble｣についての概念である。誤解を避けるために付け加え

れば、ドゥルーズにとってのアメリカとは現実に成立しているあ

る社会、ある国家のことではないし、かつて成立していたある社

会、ある国家のことでもない。ドゥルーズは全体と部分、一般と

特殊、といった事柄に関する抽象度の高い議論をベースに｢アメ

リカ｣という概念を導き出している。だが同時に、ドゥルーズは

｢アメリカ｣を巡る議論を具体的かつ実践的な問題として提起し

ている。『批判と臨床』はまず文学論、作家論であり、各々の作家

たちが直面し実践した｢書くこと ecrire｣という営みに関する問

題を論じている。｢アメリカ｣という概念もホイットマンやメルヴ

ィルなどの作家たちの｢書くこと｣という具体的な営みを通して

思考された概念であって、単なる抽象的な概念操作の帰結ではな

い。再び結論を先取りして付け加えれば、このような作家の｢書

くこと｣という営みの問題において考えれば｢アメリカ｣という概

念は単なる ｢ 集合 ｣ という以上に、ある種の ｢ 共同体

communauté｣としての意味を獲得することになるだろう。 

以上のことから、われわれは｢アメリカ｣という概念について便

宜上(2)、抽象的／具体的という 2 つの側面に分けて考察する。そ

して、私は｢アメリカ｣概念の各々の側面を、以下の概念との連関

で論じる。まず、抽象的な側面に関して、第 8 章｢ホイットマン｣

において示される｢特異性 singuralité｣ないし｢断片 fragment｣

という概念を、次に具体的な側面に関して、第 10 章｢バートルビ

ー、あるいは決まり文句｣において示される｢姿体 figure｣(3)とい

う概念、そして｢友愛 fraternité｣という概念を、それぞれに｢アメ

リカ｣概念との連関で論じていくことになる(4)。章立てとしては、

第 1 章で｢特異性｣ないし｢断片｣、第 2 章で｢姿体｣、第 3 章で｢友

愛｣、の概念を扱う。 

 

1. パラドクシカルな全体と｢断片｣ 

 ドゥルーズはホイットマン論の冒頭において、アメリカ文学の

特徴として｢断片的であること｣をあげ、これをヨーロッパ人の書

くものと比較している。いわく、｢ヨーロッパ人は有機的な全体

性に関する生得的な感覚を持つ｣。一方で｢アメリカ人は断片につ

いての自然な感覚を持っている｣。ドゥルーズによればヨーロッ

パ人は生まれながらに、ものを有機的な全体性のもとで考える傾

向を持っている。わかりやすいのは、例えば類種の関係であろう

か。ダルマザメとオンデンザメは一見して混同しようもないほど

に異なったサメであるが、生物学的な分類で考えれば両者はとも

にツノザメ目に属するサメであり、ツノザメ目のサメとして両者

を見れば｢しりびれを持たず、円錐形の吻を持っている｣という共

通の特徴をわれわれは見出すだろう。ヨーロッパ人、ないしヨー

ロッパ的思考の特徴としてこのようなことが言われること自体

は別段目新しいことではない。一方でアメリカ人の書くものは、

｢断片的である｣。この断片性の実態については後で述べることに

なるので、今は論を進める。とにかくドゥルーズはヨーロッパと

アメリカとを全体性と断片性という仕方で区別している。しかし、

この区別は固定的なものではない。｢前者にとって生得的なもの

は後者によって獲得されねばならず、逆もまた然りだ｣。つまり

ドゥルーズによればヨーロッパ人はまず生得的に全体性につい

ての感覚を持っているが、そこからさらに｢断片の感覚を身につ

けなければならない｣。アメリカ人は逆に断片についての自然な

感覚を持っているが、そこからさらに｢全体性についての感情を

獲得しなければならない｣。(5)では例えば、ヨーロッパ人はまず

全体性のもとで考えつつ、段々個別のものの方へ進んでいくが、

アメリカ人はまず個別のものから始めて、段々全体が獲得されて

いく、という単純な異なる 2 方向の矢印を引くことができるのだ

ろうか。もしそうであれば、ヨーロッパ人が獲得する個別性はア

メリカ的な断片性であり、アメリカ人が獲得する全体性とはヨー

ロッパ的な全体性と同じ性質のものだということになる。われわ

れはここで、アメリカ人に生得的な断片性と、獲得される全体性

との実態を解明しなければならない。 
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 まず、アメリカ文学において重要なのは、アメリカ人が生まれ

ながらに発揮する断片についての感性であり、それこそがアメリ

カ文学を特徴づけるものだとドゥルーズは考えている。 

 

  断片はそこに、努力に先立って本能的な仕方で存在している。

われわれはプランを立てるが、それを実行する時には｢われ

われは問題を転倒させ、練り上げられた仕事よりも、性急で

大雑把な形式が物語を語るにまかせてしまうのだ｣。アメリ

カに固有のもの、それはしたがって断片的なものというより、

むしろ断片的なものの自発性である。(6) 

 

アメリカ人にとってはまず本能的な仕方で断片的なものが存

在している。そして、彼らに対してそれらは自発的に働きかけ、

ヨーロッパ人がするような全体性のもとでの思考を容易に頓挫

させてしまう。つまり断片とは単に断片的｢であり｣、それらの間

に何がしかの関係や全体性が獲得されることでその全体性に包

摂されるようなものではない。むしろ、それはそれ自体として自

発的なものであり、アメリカ人がそれらをヨーロッパ的な仕方で

全体的に思考しようとしても、それらの断片の自発性が優先され、

思考する側が断片の自発性に身を任せてしまうようなものであ

る。ドゥルーズによれば、アメリカ人にあっては全体的なものが

容易にもともとあった断片的なものの自発性によってかき乱さ

れてしまう、というこの事態は、彼らがまさに生きている場所で

ある｢アメリカ｣のあり様に由来する。 

 

  断片的なものがアメリカに生得的であるとすれば、それはア

メリカそれ自体が連邦諸州と多様な移民（マイノリティ）で

できているからだ。いたるところに、分離独立の脅威、つま

りは戦争の脅威に憑かれた断片のコレクションがある。アメ

リカの作家の実験は、彼がアメリカについて語っていないと

きでさえ、アメリカという実験と分かち難い。(7) 

 

ドゥルーズはアメリカ文学ないしアメリカ人の傾向としての

｢断片性｣、｢断片的なものの自発性｣とはなによりもまず｢アメリ

カ｣というもののあり様に由来している、と考えている。それ自

体が独立的に機能する異なる諸州によって構成され、全く異なる

文化圏の人々が移民してくることによって出来上がったのが、ア

メリカという国である。そして、諸州はアメリカの部分である以

前に、より本質的にはそれぞれ独立の統治機関であり、原理的に

は国家から分離することが可能である。ドゥルーズはこの｢アメ

リカ｣を ｢たがいに異質な諸部分の集合としての世界、終わりな

きパッチワーク、あるいは乾いた石の数々でできた果てしない壁

（セメント付けされた壁や何かパズルの破片といったものなら、

一つの全体性を再構成してしまうだろう）。サンプリングの世界｣

(8) と言い換えている。このようにみていくと、まずアメリカに

生得的な断片性とはそれ自体が自発的なものであって、ある全体

に包摂しようとしてもそこから逃れ出てしまうようなものであ

ること、そしてそれらはまさにアメリカという国においてそうで

あるように、各々に自立的でありながらひとつの全体を作り上げ

ていること、がわかる。重要なのは、断片が自発的であるという

こと、であり、またそれらによってできあがる｢アメリカ｣＝｢異

質な諸部分の集合としての世界｣が｢一つの全体を再構成｣するこ

とを目指してはいないということである。われわれは前段落の問

いにひとつの答えを出すことができる。すなわち、アメリカ文学

は断片性からはじめて全体性を獲得する、と言われていたが、こ

の獲得される全体性とはヨーロッパ人にとって生得的な全体性

とは全く異なる全体性である。なぜならアメリカ人に生得的な断

片性とは自発的なものであって、はじめからヨーロッパ的な全体

性に包摂されることが可能なような個別性とは異なっているか

らである。そして、獲得されるアメリカというある種の全体も、

通常の、あるいはヨーロッパ的な意味で全体性を再構成すること

ではなく、断片の自発性をそのまま肯定することを意図したもの

であるからである。 

  

 それでは、｢異質な諸部分の集合としての世界｣、｢サンプリン

グの世界｣とはどのようなものなのだろうか。より詳細にみてい

く上でまずは、この世界を構成している異質な諸部分、諸サンプ

ルがどのようなものか考えたい。 

  

  サンプルとは、まさしく、通常のセリーから解放されている

ような特異性、注目すべき全体化できない諸部分のことだ。

(9) 

 

サンプリングの世界としてのアメリカを構成するのは、特異性、

全体化できないような諸部分としてのサンプルである。つまりア

メリカというある種の全体は、全体化することができないような

ものたちによって構成されている、ということである。｢特異性｣

という言葉でわれわれは何を理解するべきであろうか。『意味の

論理学』Logique du sens（1969）においては、特異性と同様に

非人称的で前個体的だと言われる｢意味｣の概念について、｢普遍

と単独に対して、特殊と一般に対して無差別である｣(10)と言われ

ている。この規定は特異性についても同様に当てはまる(11)。つま

り、特異性とは普遍と単独、一般性と特殊性といった対立のどち

らの項に属することもなく、対立の両方に対して中立の性質のこ

とである。『意味の論理学』における特異性の概念規定を『批判と
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臨床』に援用すれば、全体と部分、あるいは全体とその全体を構

成する限りでの部分との二項に対しても特異性は中立だと言っ

ていいだろう。アメリカを構成するのは、全体化不可能であって、

個別と普遍、特殊と一般、部分と全体の双方に対して中立的な特

異性である。これをアメリカ文学、アメリカ人に生得的な｢断片｣

と言い換えてもかまわないだろう。それでは、今度はこれらの断

片、特異性によって構成される当の｢アメリカ｣とはどのような全

体なのであろうか。 

 

  しかしながら、ホイットマンが“全体”という概念を前景に

押し出し、われわれを融合にいざなうようなコスモスに訴え

ることもある。すなわち、ある際立って｢痙攣的な｣瞑想のな

かで、彼はみずからがヘーゲル的だと言っており、ただアメ

リカのみがヘーゲルを｢現実化｣していると断言し、ある有機

的全体性への最初の諸権利を主張しているのである。その際

彼は一人のヨーロッパ人として、事を表現している。けれど

も、ホイットマンが彼の流儀と彼の文体で語るとき、ある種

の全体が構築されているにちがいないと思われる。つまり断

片の後にしか訪れず、断片を手付かずのままにおいておき、

断片を全体化しようとしないだけにいっそうパラドクシカ

ルなものとなる、そんな全体が。(12) 

 

これまで、アメリカ文学ないしアメリカ人に生得的なものとし

ての断片、断片性について論じてきたが、ドゥルーズはホイット

マンのうちに本来であればそれらの断片とは対になるような｢全

体｣の概念を見出している。しかし、単にヨーロッパ的な有機的

全体性を構築することが問題となっているのではない。というの

も、ホイットマンが要請するある種の全体とは｢断片の後にしか

訪れない｣し｢断片を全体化しない｣ようなコスモスだからだ。つ

まり、サンプル、断片、特異性などについて先に確認した全体化

不可能であること、通常の意味での個別と全体、特殊と一般の両

方に対して中立であること、といった性質を｢手付かずのままに｣

しておくような全体が問題となっている。これが、断片を生得的

なものとするアメリカ人たちが獲得する、と言われている全体な

いし｢アメリカ｣の概念である。ドゥルーズ自身によってもパラド

クシカルな全体と言われているが、むしろ全体化不可能で自発的

な断片によって構成されるある種の全体が非全体的なものであ

ることは、ある意味では当然のことである。また部分と全体、特

殊と一般といったタイプの対概念のどちらにも属さず中立的で

ある特異性の性質を考えれば、類種関係などについて言えるよう

な集合の考え方も断片と｢アメリカ｣という全体との関係には適

合しないことは理解できる。つまり、ダルマザメとオンデンザメ

という個別の種がどれほど違っていても、ツノザメ目という上位

の集合のもとで見れば両者の間では｢しりびれを持たず、円錐形

の吻を持つ｣という一般的な特徴を予め想定できる、という場合

と同じ仕方で、互いに異なっている諸サンプル、諸断片に関して

その一点について言えば両者を包摂可能、全体化可能にしてしま

うようないかなる共通項も見出すことは出来ないのであって、そ

れらが構成する｢アメリカ｣というある種の全体はそれを構成す

る項の間にいかなる共通性も前もって想定することはできない

のだ。 

 

 ドゥルーズが｢アメリカ｣と名付けるこのパラドクシカルな全

体、異質な諸部分の集合としての世界はヨーロッパ的な全体性が

そうであるように部分を持ちそれによって構成されているが、そ

れはそれを構成している部分とはアメリカに生得的な断片であ

り、特異性であるが故に、ヨーロッパ的な全体性とはおよそ異な

った、言うなれば非全体的な全体性なのである。ドゥルーズは、

このような特異な全体概念はドゥルーズが主にヒュームに関す

る議論において｢関係の外在性｣と呼んでいる発想、すなわち｢諸

関係はその関係の項に対して外在的である｣というテーゼを｢原

理｣とし、それに依拠している、と述べる。(13) 

  

  諸関係はその関係の項に対して外在的である。したがって、

人は創設され発明されることができるもの、創設され発明さ

れるべきものとして、関係を設定することだろう。諸部分が

たとえ全体化されることのできない断片であったとしても、

人は少なくとも…先在的ではない諸関係をそれら諸部分の

間に発明することができる。(14) 

 

関係の外在性、とはわれわれが項と項の間に何がしかの関係を

見出す場合に、その見出される関係が項にあらかじめ内在してい

るのではない、ということを示している。つまり、ある関係のも

とに見られているものたちは、全く別様の関係において見られ得

る、ということだ。逆に、もしある項に関係が内在しているので

あれば、われわれはその項をそれとは全く異なる関係において考

えることはできない。例えばダルマザメとオンデンザメという項

に、ツノザメ目という関係が内在している、と考えることができ

るだろう。その場合、われわれはダルマザメとオンデンザメがい

かように異なっていようとも、まず両者はツノザメ目として｢し

りびれを持たず、円錐形の吻を持つ｣ということを想定する。し

かし、関係が外在的であれば、そのようなことは不可能である。

なぜなら、われわれは異なる項の間にいかなる関係も前提とする

ことができないからだ。われわれは先に確認した断片に関する議

論を改めて理解することができるだろう。断片は全体化できない

ものである。つまり、別の断片との間に何か共通のものを見出し
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て、両者を包摂するような集合を考えることができないものであ

る。そのことは、仮に何がしかの関係というものが両者の間に見

出されるにせよ、それらが項自体に内在してはいない、という｢関

係の外在性｣の原理によるのだ。この｢関係の外在性｣の原理に従

えば、異質なもろもろの断片によって構成される｢アメリカ｣とい

うパラドクシカルな全体は、それらの断片の間にあらかじめ想定

された全体ではなく、それらの断片を全体化することなく｢その

ままにしておく｣ような全体になるのだ。しかし、引用部は単に

関係と項とを切り離すことを主張しているだけではない。ドゥル

ーズはむしろ、いかなる関係も内的には含まない断片同士の間に

外在的にではあれ創設される関係というものについて語ろうと

しているようにみえる。本稿としては既に本章の目的であった

｢アメリカ｣概念の抽象的な概念規定に関しては確認できたので、

この点に関しては次章メルヴィル論の分析を受けて再度考える

こととしたい。 

 ドゥルーズがホイットマン論において示している｢アメリカ｣

概念とは、関係の外在性を原理として、それ自体は他のものとの

間にいかなる共通項も含んでいず、それらを包摂する集合をもっ

て全体化することができないような自発性をもった断片たちに

よって構成された｢異質な諸部分の集合としての世界｣であって、

それはある種の全体性ではあっても類種関係がそうであるよう

なヨーロッパ的な全体性とは全く異なる全体である。断片の断片

性を全体化することなくそのままにしておくような全体として

の｢アメリカ｣という概念は、特殊と一般、個別と普遍、部分と全

体といった事柄についての議論を介して導かれたが、あくまでそ

れらのどちらにも属さない中立的な立場にあるのであり、まさに

パラドクシカルな全体の概念を描き出していると言っていいだ

ろう。 

 

2. 独創的な｢姿体｣、バートルビー 

 前章では、ホイットマン論のなかで展開されている｢断片｣と

｢全体｣についての議論を通してドゥルーズの｢アメリカ｣概念に

ついての分析を進めてきた。しかし、ここまでの議論では｢アメ

リカ｣概念の抽象的な概念規定を論じてきたに過ぎない。『批判と

臨床』はドゥルーズの文学論、作家論であり(15)、それが主題とし

ているのは作家たちの｢書くこと｣という具体的な営みであり、そ

れと不可分である書かれた作品である。そうであれば、われわれ

は先に確認したパラドクシカルな全体としての｢アメリカ｣概念

を、｢書くこと｣という問題系において、そして書かれた作品にお

いて、今一度捉え直してみる必要があるだろう。そうすることで、

われわれは依然として抽象的な概念規定を問うに留まっていた

｢アメリカ｣概念について、それが具体的に表れる様を問題にする

ことができるようになるだろう。 

 われわれが扱うのはメルヴィル論である｢バートルビー、ある

いは決まり文句｣である。われわれはこのテクストを分析するな

かで、作家によって書かれた｢バートルビー｣という人物（figure

＝姿体）を通して、｢書くこと｣の側面から｢アメリカ｣概念にアプ

ローチすることを試みる。 

 

 メルヴィル論はメルヴィルの『書記バートルビー』の登場人物

であるバートルビーが発する決まり文句｢できればせずにすませ

たいのですが｣（I would prefer not to）についての分析からは

じまる。まず、ドゥルーズによれば、この決まり文句は通常の会

話で使われるものではなく、｢非文法的｣である。ドゥルーズは非

文法的、ということについて、｢人は通常の文法的変数のセリー

を想定できるものであり、非文法的表現はいわばその限界だ｣(16)、

と述べている。例えばわれわれは少しおかしな表現を聞いたとき、

それに対して類似したいくつかの通常の言語表現を候補として

想定することができる。それに対して非文法的表現は想定可能な

通常の文法的表現が何一つ想定できなくなるギリギリの線なの

である(17)。だから、この手の表現を耳にした場合、われわれは全

く意味をなさない獣のうめき声のようなものとして聞くわけで

はないが、一方で想定可能ないくつかの通常の言語表現のどれか

である、とみなして聞くこともできない。それらの文法的変数は

想定可能ではあるが、非文法的表現はそれらの限界であるから、

もはやそれらのどれ一つとしても充分に合致するということは

ない表現なのである。このように見ていくと、非文法的表現とは

通常の言語表現を想定可能ではあるが、それらのいずれにも合致

せず、かといって動物の鳴き声や物体の衝突音のように初めから

一切の意味を欠いているものでもない、という特異な地位を持つ

ことになる。このような、言ってみれば言語的―言語外的な地位

について、ドゥルーズは『意味の論理学』において｢意味｣の概念

に対して｢表面｣という地位を与え、われわれの一般的な言語使用

（高所）と、全く言語性を欠いている物体の位相（深層）とを隔

てる境界としての概念規定を行っていた(18)。バートルビーの決

まり文句はこのような非文法性を持つが故に、聞く人はそれに通

常の言語活動において想定されるような特定の意味を付与する

ことができず、かといってそれは確かに何がしかの言語表現であ

ると認めざるを得ないので、ある種の｢呆然自失｣の状態に陥るの

だ、とドゥルーズは考えている(19)。また、決まり文句はそれ自体

としては何かを肯定することも否定することもない。『書記バー

トルビー』のなかではバートルビーは弁護士の男から何か頼まれ

事をするときにこの決まり文句を使うが、このときにバートルビ

ーの決まり文句は一見すれば頼まれ事に対する拒否の表現であ

るように思われる。しかしドゥルーズによれば、決まり文句は to

以下に言葉が続かない以上、何に対する忌避の感情であるのか判
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明ではない(20)。また、決まり文句は一見すると彼が現状続けてい

る事柄を肯定しているかに思われるが、話が進んでいくとバート

ルビーは彼が続けていた｢書類の書き写し｣という作業すらやめ

てしまう。つまり決まり文句は明確に何かを否定しているわけで

もなければ、逆に現状の彼の行動を肯定しているわけでもない。

ドゥルーズは、決まり文句を介してバートルビーが好みでない事

柄を忌避すると同時に現状で続けていた事柄をも不可能にして

しまう、という決まり文句の作用のうちに、 ｢忌避の事柄と、決

まり文句によって保護されていたかに見える事柄を区別できな

くし、識別不可能性、不確定性の領域を抉り出す｣(21) という効果

を見出す。ふつうであれば、われわれは｢今これをやっているの

で（肯定）、それはできません（否定）｣というような言い方で肯

定と否定の態度を示すことで、今やっている作業と頼まれ事とを

区別することができる。だが、決まり文句は何かを肯定すること

も否定することもないが故に、それまでバートルビーが行ってい

た行為と、弁護士によって提案された行為とを区別する指標が失

われてしまい、両者は識別不可能になってしまうのだ。両者が識

別できなくなった以上、今までやっていたことは頼まれ事と同じ

くらい｢せずにすませたい｣事柄になってしまう。ドゥルーズは通

常の言語活動において肯定や否定というわれわれの態度によっ

て区別されている事柄を、決まり文句が肯定も否定も示さないこ

と、肯定や否定に対するある種の｢宙吊り｣(22)の作用によって識

別不可能にしてしまうことを｢破壊的｣だと述べている。 

 さて、ここまで｢決まり文句｣が持つ特異な性質についてみてき

たが、ドゥルーズはこれを｢外国語｣、｢独創的な言語｣を発明する

こと、という問題系で捉えなおす。 

 

  はじめのうち人は、決まり文句は外国語の下手な翻訳のよう

だと言うだろう。だがよく聞けば、その素晴らしさがそのよ

うな推測を退ける。もしかすると、決まり文句は言語のうち

にある種の外国語を穿つのかもしれない。 

 

  しかし、もしすぐれた文学作品がいつでもある種の外国語を、

それが書かれた言語の内に形成するということが明らかだ

として、いかなる精神病的な息吹がこの言語の内を過ぎてい

くのか。ある方法を巻き込むことが精神病の役割である。そ

の方法というのは通常の言語、スタンダードな言語を取り扱

うこと、もしかすると神の言語の投影であるかもしれず、全

ての言語を奪い去ってしまうような未知の独創的な言語を

回復すること、にある。 

 

  メルヴィルは英語の下を流れ、英語を奪い去る外国語を発明

する。それは奇異（outlandish＝領土外）であり、脱領土化

であり、鯨の言語である。『白鯨』に関する研究はそれゆえに

興味深い。それは“数”と“文字”、そしてそれらの暗号的な

意味をもとに、非人間的あるいは超人的な独創的言語の、少

なくとも骨格だけは導き出すものだ。(23) 

 

ドゥルーズは決まり文句が、既存の言語に対してある種の外国

語を穿つのだと考えている。そして、このことは単にバートルビ

ーの決まり文句に限ったことではなく、文学全般の問題である。

『批判と臨床』序言にあるように、｢作家は、プルーストの言うよ

うに、言語の内部に新しい言語を、いわば一つの外国語を発明す

る｣(24)のであり、バートルビー論の上記引用部周辺では決まり文

句を発することで外国語を穿つバートルビーと、｢決まり文句｣を

発するバートルビーごと外国語を発明する作家（メルヴィル）と

が、分け隔てられることなく論じられている。ドゥルーズにとっ

て文学とは、われわれの通常の言語使用に対立する外国語を発明

することによって非人間的ないし超人的な独創的言語を導き出

すことであり、作家にとっての｢書くこと｣とはこのような｢外国

語｣を／｢外国語｣で、書くという営みだと言ってよいだろう。バ

ートルビーが決まり文句を発することは、通常の言語活動に対し

て破壊的に作用し、そうすることである種の独創的な言語を構成

する。これは作家の｢書くこと｣についても同じである。上記引用

に続く箇所でドゥルーズは、｢言語活動の全体を巻き込み、逃走

させ、それ自身の限界にまで押しやり、その“外部”、沈黙あるい

は音楽を発見する｣(25)と言っている。この言い回しは『批判と臨

床』の随所にみられるものであり、ドゥルーズの文学論の肝であ

る｢非人間的ないし超人的な独創的言語｣を見出すこと、｢外国語

の発明｣を端的に表現するものであろう。バートルビーの決まり

文句も同様に｢言語の中に一種の外国語を穿ち、言語活動全体を

沈黙に向かわせ｣ると言われるが、これは先に確認した決まり文

句が生み出す｢呆然自失｣の状態と対応しているとみてもいいだ

ろう。以上のように、作家の｢書くこと｣という営みと、バートル

ビーの｢決まり文句｣とは、ともに通常の言語活動を破壊し、沈黙

させ、ふだんそれでやり取りしているわれわれを呆然自失の状態

に追い込むことを介して、通常の言語活動の外部である｢外国語｣、

つまり超人的な独創的言語、鯨の言語あるいは音楽を生み出すも

のなのである。(26) 

 ここまで｢決まり文句｣が意味を確定させることができない非

文法的なものであり、肯定と否定とに対する｢宙吊り｣を行うこと

によって通常の言語活動に対して破壊的な性質を帯びること、そ

こから超人的な独創的言語を導き出す｢書くこと｣という作家の

営みなどについて確認してきたが、実際のところ、バートルビー

が破壊しているのは通常の言語活動の何なのか。そして、破壊す
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るバートルビーとはどのような人物（figure＝姿体）なのか。ま

た｢アメリカ｣とはどのように関係してくるのか。 

 

 バートルビーが破壊するものが何であるのか、という問いは必

然的に、バートルビーという人物の、あるいはバートルビーの決

まり文句の独創性とは何であるのか、という問いとセットになっ

ている。ドゥルーズはバートルビーという人物（figure＝姿形）

と彼の｢決まり文句｣とを、少なくとも両者の発揮する効果に関し

てはほとんど区別することなく論じている。それらは言語活動の

基準や前提を破壊している。ドゥルーズがここで挙げている前提

の例は 2 つに大別される。①例えばある語が別の語と置き換えら

れ得る＝つまり同じ意味を持つと解釈され得る、というような言

葉同士の連関であり（客観的前提）、②またそのような連関の下

で言葉をやり取りする現実的な話者同士の行為（命令、疑問、提

案などなど）の関係（主観的前提）である。大雑把に①文法上の

決まりごと＝客観的前提、②現実的な状況における決まりごと＝

主観的前提と考えてもいいかもしれない。バートルビー、あるい

は｢決まり文句｣はこの両方を破壊している。まず非文法的表現で

ある I prefer not to…が肯定も否定も示さないこと、to 以下に

明確な対象が示されないこと、が客観的前提を破壊している。そ

して同時にそのような決まり文句のあり様は、｢代替案を示すこ

と｣や｢理由を述べること｣などの、主観的前提に基づいて期待さ

れる事柄を破壊している。このようにして、バートルビーは文法

上の前提を破壊するとともに、現実的な言葉のやり取りにおける

期待をも破壊している。｢決まり文句はあらゆる言語活動を骨抜

きにし、同時にバートルビーを完全に排除して、彼にはいかなる

社会的地位も与えられないようにしてしまう｣(27)。ドゥルーズに

よれば、こうしてバートルビーはわれわれの通常の言語使用の前

提と、われわれの実際の相互的な行為の前提とを破壊することで

｢基準とすべき背景がなにもない人間になる｣のであり、このよう

な作用をもたらすことこそが決まり文句の非文法性の機能であ

る。 

 決まり文句によっていかなる前提も排除されたバートルビー

のような人間を、ドゥルーズは｢真の独創人｣、｢独創的な姿体｣と

呼んでいる。 

 

  とりわけ真の独創人を、たんに目立ったり、奇抜だったり、

特殊だったりする人格と混同することは許されない、とメル

ヴィルは言う。 

  

  独創人は各々に孤独で力を備えた姿体 figure であり、それ

は説明可能なあらゆる形態 forme からも溢れ出てしまう。 

 

  生と知の姿体、彼らは説明できない何かを知っていて、底知

れない何かを生きている。彼らには特別なところも、一般的

なところも全くない。彼らは認識を脱していて、心理学に立

ち向かう。彼らが発する単語は、それが原初の独創的な言語

の残滓ないし投影のようなものであり、言語活動の全体を沈

黙ないし音楽との限界にまで運ぶが故に、言語の一般法則

（前提）からはみ出し、同様に話し言葉のたんなる特殊性か

らもはみ出る。バートルビーは特殊なところも、一般的なと

ころも何もなく、それは独創人なのだ。(28) 

 

ドゥルーズは独創人ないし独創的である姿体を、単なる特殊性

から区別する。つまり一般性と対になる特殊性と、形態 forme を

付与され得る特殊性と、langue の一般性と対になる paroleの特

殊性と独創人の特異性とを区別する。ここでドゥルーズが念頭に

置いているのは『書記バートルビー』に登場する 2 人の筆耕人で

あろう。この 2 人はバートルビーが雇われる以前から事務所に勤

務していた人物だが、彼らの内の一方は午前中は優秀だが午後に

は｢破滅的なまでにガタ落ち｣(29)になってしまい、もう一方は午

前中は消化不良と癇癪で手が付けられず午後になると穏やかに

なる、といった風に両者ともに非常に特殊な人物たちである。だ

が、両者の行動はともに雇用主である弁護士によってちゃんと把

握されている。言い換えれば、両者の特殊性とは雇用主によって

法則性を見出され認識され得る範囲内での特殊性に過ぎない、と

いうことである。それに対して原初の独創的言語の残滓であるよ

うな｢決まり文句｣を発するバートルビーは一般性からはみ出る

と同時にそれと相補的な特殊性ともはみ出る独創人としての地

位を確立している。それはわれわれにとって一般的な形態、形式

formeをもとにした認識を脱しているが故に(30)姿体 figureであ

ると言われ、また同様にわれわれにとって一般的な人格

personage をもとにした心理学なアプローチに抵抗するが故に

人物 figure であると言われる。認識可能で特殊な人格と認識不

可能で独創的な人物とでは、前段落で確認したような｢基準や前

提｣を想定ないし期待できるか、という点で決定的な違いがある。

前者に関しては彼らが属している環境に応じて彼らの行動が組

織されているので（午前中だから○○、午後だから○○）その環

境における一般法則を導くことができるし、彼らの使用する言語

は調子が粗野であったり生真面目であったりすることはあって

も言語の一般法則を越え出ることはなく、雇用主とのやり取りに

万事滞りはない。その一方でバートルビーに関しては｢決まり文

句｣は肯定と否定に対して｢宙吊り｣の操作を遂行するので通常の

言語使用の一般法則が破壊されてしまうし、同様にバートルビー

は彼を取り巻く環境から影響を受けることも全くないのだ。バー

トルビーの独創性とは、単に一般性を否定する特殊性ではなく、
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一般性と特殊性に対して中立であり、両者を｢宙吊り｣してしまう

ということであり、そうであればこそ独創人ないし独創的な姿体

は非人間的ないし超人的な独創的言語を生み出す可能性を担う

ことができるのだ。このような独創人は孤独だと言われている。

ドゥルーズはメルヴィルの口を借りて｢どうして一つの小説に複

数の独創人がいることができるかわからない｣と述べる。バート

ルビーのような独創人は、二人の極めて特殊な筆耕人とは違って

一人でしか存在することができない。もしバートルビーと同じよ

うな独創人が複数存在するならば、それらの間に一般性が見出さ

れてしまい、バートルビーはもはや特異な独創人ではなく、一般

性の内での特殊な人の一人になってしまう。独創的な姿体である

バートルビーはそれゆえに孤独だと言われるのだ。 

 

 では、これまでの議論が｢アメリカ｣概念とどのように関係して

いるのだろうか。ここで確認しておきたいのは、ここまで論じて

きた、決まり文句を発するバートルビーという独創的な｢姿体｣に

関する議論が第 1 章でホイットマン論を読解していく形で導き

出した｢断片｣に関する議論とある点において重なっている、とい

うことである。｢断片｣について言われていたのは、特異性である、

｢全体化できない諸部分｣である、ということであり、それらの断

片の間に先在的ないし内在的ないかなる関係も見出すことはで

きない、ということであった。後者の特徴については｢関係の外

在性｣というドゥルーズのヒューム論に由来する発想が｢原理｣と

なっている。特異性とは例えば『意味の論理学』においては個別

と普遍、特殊と一般といったタイプの対概念のどちらにも属すこ

となく、両者に対して中立である、という性質を持っており、ホ

イットマン論における特異性は、ヨーロッパに生得的な思考とし

ての諸部分と全体、諸部分を包摂する全体性、という思考のパタ

ーンに対して中立的である、と考えられる。そして、諸断片の間

にそれらを包摂するような共通性、あるいは全体性といった関係

が一切見出され得ないのであれば、特異性である断片が部分と全

体の両者に対して中立であること、言い換えれば特異性が部分と

全体という関係を少なくとも先在的ないし内在的には受け入れ

ない、ということは理解できる。一方で独創的な｢姿体｣について

言われていたのは、肯定と否定とを、あるいは肯定される事柄と

否定される事柄とを、決まり文句によって宙吊りにする、という

ことであり、それを介して通常の言語使用を破壊するような超人

的な独創的言語を導出する、ということであった。また｢姿体｣は

基準となったり前提とされたりする一般性を持たないとともに、

結局は一般性と相補的であるような特殊性をも持たず、両者に対

して中立であり、両者を宙吊りにする。このように、ホイットマ

ン論における｢断片｣とメルヴィル論における｢姿体｣は最低限、両

者ともに一般性や全体性とそれの対概念に対して中立である、と

いう点で一致している。さらに言えばバートルビーの｢決まり文

句｣が通常の言語活動を破壊してしまうこと、それを介して独創

的言語が創出されることは、ホイットマン論におけるアメリカに

生得的な断片が自発性を持ち通常の（ヨーロッパ的な）思考を頓

挫させてしまうこと、そして｢関係の外在性｣のテーゼが項に外在

的であって先在的ではない関係を、即ちまずはじめに想定される

全体性とは無縁の関係を作り出すことへも向けられていたこと

と対応しているのではないだろうか。そうであれば、われわれは

ホイットマン論において｢断片を全体化しない｣パラドクシカル

な全体、｢異質な諸部分の集合としての世界｣として描かれた｢ア

メリカ｣概念に対応するものが、メルヴィル論の内にも見出され

るのではないか、と問うてみる必要がある。そこで、私はメルヴ

ィル論において語られる｢2 人の独創人の和解｣、｢友愛的関係｣と

いうテーマに注目したい。 

 

3. 二人の独創人の｢友愛｣ 

 メルヴィル論において、ドゥルーズはメルヴィルの小説に登場

するキャラクターたちを 3 つの異なるタイプに分類している。 

まずはバートルビーのような独創人である。 ｢冬に雪の上に寝

て子供のように凍死し、散歩以外することがないが、どんなとこ

ろにいても、身動きなしに散歩できる｣ 人間であって、｢基準な

き、所有なき、属性なき、身分なき、特殊性なき人間｣である(31)。

バートルビーは肯定や否定を一切示さず、意志がないように思わ

れるが、逆にこのような宙吊りの状態においてこそ生き生きとす

る姿体である(32)。ドゥルーズがここに｢新世界の“人間”｣の可能

性を認めていることは、前章で彼らの決まり文句が超人的な独創

的言語を導出することを確認している以上、理解できるだろう。

ドゥルーズは明示していないが、これは『マゾッホ紹介』

Présentation de Sacher-Masoch（1967）におけるマゾヒスト

のあり様と一致しているのではないだろうか。マゾヒストは苦痛

を求めるのではないし、その裏返しとしての快感を求めるのでも

ない。彼らは苦痛―快楽が宙吊りにされることを介して、動物へ

の生成変化が遂行されるような未決定的な領域に到達すること

を目指している。これは、ドゥルーズ曰くある種の｢超官能主義｣

であって｢新たな無性的人間｣への一体化を企図している(33)。決

まり文句によって通常の言語使用を宙吊りにして識別不可能性

の領域を抉り出すバートルビーは、マゾヒストが苦痛＝快感に対

して行うこの操作を言語において行っているのではないだろう

か(34)。本稿では、バートルビーや『ビリー・バッド』の主人公に

代表されるこの姿体を｢マゾッホ的姿体｣と定義しておく。 

バートルビーを雇い入れた弁護士は、ドゥルーズによって｢二

次的｣(35)な人間に分類されている。このタイプは通常の人間の一

般法則の側にいて、独創人たちの独創性に気付き、場合によって
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はそれの影響を受けて狂気の状態に陥る。しかし、たとえ独創人

からの影響を多少受けたとしても、このタイプの人間はあくまで

二次的な、つまり通常の法則や理性を代表し、バートルビーに対

して共有していると思われる前提や基準に則った行動を期待す

る。 

ドゥルーズは『ビリー・バッド』や『白鯨』に登場するバート

ルビーとは別のタイプの独創人についても述べている。彼らも

｢二次的｣な人間からみれば通常期待されるような事柄に反する

姿体である。バートルビーのような姿体が二次的な人間の性質を

宙吊りに、あるいは破壊することで別の、新しい性質を導出する

のに対して、『ビリー・バッド』のクラガートや『白鯨』のエイハ

ブは二次的な人間の本性としての理性を自分の目的のためだけ

に使用する。つまり彼らは理性を破壊することはないが、理性を

｢非合理的な至高の目的のために役立たせる｣(36)。こちらの姿体

についてはドゥルーズ自身がサドの名を明示している通り、この

タイプの姿体はサド的である。サドの小説の登場人物たちは理性

や法則に従属した二義的な自然を批判し、それに原初の自然を対

立させる。サディストは原初の自然を体現しようとするが、その

際に｢二次的自然から借り受けた｣論証という方法を利用せざる

を得ない(37)。例えばデステルヴァル夫妻の悪事を美徳に報じる

が｢故に｣幇助しなければならなくなるジュスティーヌの矛盾は、

｢故に｣という仕方で導かれる理性的な論証に依拠しているのだ

(38)。マゾッホ論では、ドゥルーズはサディズムが非理性的な事柄

を二次的な性質、つまり通常人間に想定されている理性によって

示さざるを得ない点で、マゾッホにある意味での優位が与えられ

ているが、メルヴィル論においてはこのような｢サド的姿体｣にも

姿体の地位が与えられている。これは何故だろうか。ドゥルーズ

は、少なくともメルヴィルにおける｢サド的姿体｣が非合理的な目

的に向かっていく中で、その対象への生成変化を果たし、その対

象と識別不可能になってしまう、という点において｢マゾッホ的

姿体｣が動物へ生成変化したり肯定される事柄と否定される事柄

とを識別不可能にするような領域との類似を認めている(39)。｢エ

イハブは鯨を真似るのではなく、彼はモビー・ディックに生成変

化し、彼とモビー・ディックとをもはや区別できないような近接

した領域を過ぎ、鯨を殴りつつ自身をも殴る｣。サド的姿体は、こ

のような識別不可能性や生成変化といった点において充分に独

創的な姿体と言われるのだ。 

  

 以上のようにドゥルーズはメルヴィルの登場人物を、①マゾッ

ホ的姿体、②二次的な人間、③サド的姿体、という 3 つのタイプ

に分類していると言えるだろう。まず①と③の姿体が、②の二次

的な人間に対立していることは明白である。 

   

  アメリカ小説の根源的な行為は、ロシア小説と同様に、小説

を理性の道の遠くへと運ぶことであり、虚無の中に位置し、

空虚の中でしか生きられず、最後まで自分の秘密を守り、論

理学や心理学に立ち向かうあれらの人物たちを生み出すこ

とである。(40) 

 

アメリカ文学は通常の人間理性の体現者としての二次的な人

間たちに対立する、理性から遠く離れた姿体たちを生み出すので

ある。その一方で①と③の姿体は互いに隔たっていはいるが、同

じ世界に属すると言われる。 

 

  この 2 つのタイプはあらゆる点で対立していて、一方は生ま

れながらに裏切りもので、他方は本質的に裏切られるもので

あり、一方は子供を貪る恐るべき父親であり、他方は見捨て

られ父のいない子供であるが、両者は同じ一つの世界に取り

つき、循環を形成し、メルヴィルやクライストのエクリチュ

ールと同様に、停滞して硬直したプロセスと狂った速度の手

法とを循環させる。(41) 

 

この 2 つの姿体が同じ世界に属している、とはどういうことな

のだろうか。ドゥルーズによれば実際に、メルヴィルの『ビリー・

バッド』にはマゾッホ的姿体であるビリー・バッドと、サド的姿

体であるクラガートという 2 つの異なる姿体が登場している。し

かし、上記引用にもある通り、マゾッホ的姿体とサド的姿体は対

立していて、両者の間には相互的ないし相補的な関係は見出され

ない。これはマゾッホ論においても同様で、ドゥルーズはサディ

ズムとマゾヒズムを、それらがそう名付けられる所以であるサド

とマゾッホの使用する言語のレベルから根本的に区別しようと

していた。それはサド―マゾヒズムという仕方で両者を相補的な

ものとみなす立場からの訣別を意味していた(42)。であれば、サド

的姿体とマゾッホ的姿体はどのようにして同じ世界に属してい

ることが出来るのだろうか(43)。既に本稿第 2 章で確認した通り、

独創的な姿体はひとつの小説、ひとつの世界に複数人存在するこ

とはできない。そうであればマゾヒストとサディスト、マゾッホ

的姿体とサド的姿体とは本来同じ一つの小説、同じ一つの世界に

属していることは出来ないはずである。そもそもメルヴィル論に

おいてサディズムの側にも姿体の地位が認められたのは、サディ

ストが対象への生成変化によって対象と識別不可能になってし

まうことによってであった。であれば、本来共存するはずのない

2 つの異なる姿体がいかにして一つの世界に属することができ

るのか、という問いを明らかにするためには、まず姿体に関係す

るこの｢生成変化｣と｢識別不可能性｣という概念に焦点を当てる

べきだろう。そして、本章のテーマである｢二人の独創人の和解｣、
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｢友愛｣という概念はこの識別不可能性の議論において提示され

る概念である。 

 

まず 2 つのものが識別不可能になる生成変化と、2 つのものが

同じだと言われるようになる同一化とを、ドゥルーズは区別して

いる(44)。ドゥルーズによれば同一化とは、①モデルとなるイメー

ジ、②主体、③イメージを自身に適合させようという主体の努力、

という 3 つの要素によって達成される。｢模倣的競合｣とも呼ばれ

るこの同一化の過程において、｢イメージとはなにより父親のイ

メージであり｣、｢主体とは息子である｣(45)。つまり、主体が目指

すべき父親的なイメージを自身に適合させていくこと、が同一化

である。ドゥルーズはメルヴィルにおける理性の体現者たる｢二

次的な人間｣が、模倣されるべき父親の役割を果たしていると考

えている。一方で識別不可能性への生成変化とは、①不定形の特

徴線、②2 つのものの間の曖昧性の領域、③父親のイメージの崩

壊を前提とする友愛の普遍的な機能、という 3 つの要素を持つ。

まず、同一化における父親的なモデルとなるイメージは形になる

以前の線へと解体することで、模倣すべきモデルがなくなってし

まう。次にイメージを模倣する主体が解体され、2 つのものは識

別不可能なまでに接近し、互いが互いへと生成変化する。最後に、

これを成立させているのは同一化の場合にみられたような模倣

されるイメージの父親的な機能ではなく、識別不可能になる 2 つ

のものの間に見出される友愛の機能である。このように、識別不

可能性への生成変化においては、模倣されるべきイメージは形成

されず、それを模倣する主体は模倣されるべきものと区別できな

くなってしまう。これは同一化において機能していた模倣される

べきものの父親的な機能が消失してしまうことによる(46)。だが、

単に模倣されるべきものと模倣するものとの間の父親―息子的

な関係が消失して2つのものが無関係になってしまうのではない。

両者の間には識別不可能にまで接近する生成変化の関係がある。

一方から他方への模倣的な同一化ではない仕方で、両者の間に関

係が作られるためには、父親的な機能に代わる別の機能が見出さ

れなければならない。これをドゥルーズは「友愛 fraternité」の

機能と呼んでいる。さて、2 つの姿体はともに｢二次的な人間｣に

対立している。同様に 2 つの姿体は生成変化によって識別不可能

性の領域へと向かっており、そのことは理性的な｢二次的な人間｣

に備わっている父親的機能の解体を、そしてそれに代わる友愛の

機能を据えることを意味している。｢友愛｣の機能が据えられるこ

とによって、模倣的な同一化ではない識別不可能性への生成変化

が成し遂げられる。バートルビーやエイハブが独創的な姿体だと

言われるのは、識別不可能性の領域を作り出すことによってであ

る。ならば 2 つの姿体は模倣されるべき父親的な機能に代わる

｢友愛｣の機能を見出していることになる。この｢友愛｣の概念こそ

が、2 つの異なる姿体が同じ世界に属することの可能性を探る鍵

概念でもある。つまり、2 つの姿体の独創性を担保している識別

不可能性への生成変化を成り立たせている｢友愛｣の概念にこそ、

2 つの独創的な姿体の共存を問う鍵があるのだ。 

 

  メルヴィルの作品に取りつく最も高次の問題とはなにであ

ろうか。予感された同一性を見出すことだろうか。おそらく、

2 人の独創人を和解させることだが、そのためには独創人と

人間、非人間と人間も和解させなければならない。…もし人

間が救われるとしたら、そしてもし独創人たちが和解すると

したら、それはただ父親的機能の溶解、解体においてのみで

ある。…メルヴィルは、キリスト教的な慈悲や、父親的な博

愛に対する、友愛の根本的対立を展開し続ける。人間を父親

的な機能から解放し、新しい人間ないし特殊性なき人間を生

まれさせ、独創人と人間とを結び付け、新しい普遍としての

兄弟社会を構成する。…メルヴィルによれば、それは独身者

の共同体であり、無限の生成変化の中へとそのメンバーを連

れて行く。(47) 

 

  メルヴィルの独身者バートルビーは、カフカの独身者と同様

に、｢散歩をする場所｣、アメリカは見つけなければならない。

アメリカ人とは、イギリス人たちの父権的な機能から解放さ

れたものであり、砕かれた父親の息子であり、全ての国民の

息子である。…アメリカとは特殊性なき人間、独創的“人間”

の可能性 potentiel である。(48) 

 

ドゥルーズは 2 人の独創人の和解、というテーマをメルヴィル

の小説の最も高次の問題だと言い切っている。そして、そのため

には人間と非人間とが和解しなければならない、と考えている。

ドゥルーズは非人間である独創人同士が和解することと、理性の

体現者であった人間と独創人とが和解することとを、この引用部

以降において段階を分けて論じることはない。つまり、まず非人

間と人間が和解し、それから非人間同士が和解するのではなく、

非人間同士の和解に必要な人間と非人間との和解が達成されれ

ば、自ずと非人間同士の和解も成し遂げられている、と考えてい

ることになる(49)。ドゥルーズが和解のために持ち出すのは父親

的な機能を解体することであり、それに代わって異質なもの同士

（つまり非人間と人間、あるいは非人間同士）の間に築かれる友

愛の関係である。既に確認した通り、父親的な機能とは、模倣す

る主体が模倣されるべきイメージを自身に適合させていく同一

化の過程を成り立たせている。メルヴィルにおいては｢二次的な

人間｣がこれを体現している。例えば、バートルビーに対して前

提や基準をもとにした期待を持って接する弁護士は極めて父親
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的に振舞っている。しかし、バートルビーは｢決まり文句｣によっ

て弁護士からの期待や前提を破壊し、識別不可能性の領域を抉り

出す。この時、同一化を成り立たせる父親的機能も破壊され、バ

ートルビーと弁護士の間には｢同性愛的な関係｣が結ばれること

になる(50)。これは弁護士のもとにあった父親的機能がバートル

ビーに移ったということを意味するのではない。バートルビーは

いかなる特殊性も持たない人間、特殊と一般とに中立な姿体であ

って｢断片｣であって模倣し得るようなイメージがない人間であ

る。バートルビーと弁護士の間では父親的機能に基く同一化では

なく、友愛の機能に基く識別不可能性への生成変化が行われたの

である。ここにおいて、非人間と人間とは和解している。つまり

非人間も人間も父親的機能を失って識別不可能になっているの

だ。異質なもの同士の間に結ばれる友愛の関係、父親的な全体性

に代わる、この新たな普遍としての兄弟社会、独身者の共同体を、

ドゥルーズは｢アメリカ｣と言い換えている。｢アメリカ｣において

は非人間と人間とはともに父親的機能の解体によって識別不可

能になっているし、そうであれば同時にマゾッホ的姿体とサド的

姿体もどれほど大きく隔たっているにせよ識別不可能である。つ

まり、独創人と人間が、そして 2 人の独創人が和解するのは、父

親的な機能の解体の上に打ち立てられる｢友愛｣の共同体として

の｢アメリカ｣においてなのだ。ところで、この識別不可能性とは、

まずはじめにバートルビーのような姿体が父親的機能を解体し、

通常の言語使用を宙吊りにして破壊するようなものであるから

こそ、つまり、いかなる一般性や全体性も内在的あるいは先在的

に備わっていないような｢断片｣性ないしは｢特異性｣を帯びてい

るからこそ達成されるのである。アメリカ文学者であるメルヴィ

ルにおける普遍的な友愛の共同体としての｢アメリカ｣は、まずバ

ートルビーという姿体＝断片に由来しているのである。ホイット

マン論において言われたように、まず生得的に｢断片｣があって、

それから新たな全体性として｢アメリカ｣が獲得されるのである。

それゆえ、｢アメリカ｣と呼ばれる普遍的な友愛の共同体は、ヨー

ロッパ的で父親的な全体性として模倣的な同一化を担保する、い

わゆる｢一者｣的なものとは区別されるのだ。 

 

4. まとめ 

われわれはドゥルーズの｢アメリカ｣概念に注目し、それを抽象

的な概念規定の側と、作家や作家によって生み出された作品によ

る具体的で実践的な営みの側という二側面に分割して論じてき

た。まずホイットマン論を扱いながら、われわれは｢アメリカ｣を

アメリカに生得的な｢断片｣ないしは｢特異性｣との関係で論じた。

その関係はヨーロッパ的な全体と部分、普遍と個別の関係とは異

なっており、断片は全体化できず先在的な関係を見出すことので

きないものであり、部分と全体のどちらにも属さず両者に中立で

あった。｢アメリカ｣概念はそのような｢断片｣の集合、つまり全体

化できないものの全体性、というパラドクシカルな全体概念とし

て提示された。ここまでが｢アメリカ｣概念を巡る抽象的な概念規

定の側である。続いてメルヴィル論を扱い、ホイットマン論にお

ける｢断片｣と同じステータスを持つ｢姿体｣という概念に注目し

た。｢姿体｣は、それを生み出した作家の｢書くこと｣という営みと

同様に、各々の仕方でわれわれ人間が通常行っているような言語

や理性の使用を宙吊りに、あるいは破壊し、そこに超人的な独創

性（｢外国語｣）を創出しようとする。このとき行われるのが識別

不可能性の領域への生成変化であった。これは模倣的な同一化に

おける父親的な機能を解体するものであり、それが解体されるが

故にあらゆるものの間に同じひとつの一般性、同じひとつの全体

性のもとでの同一化ではなく、異質なもの同士が識別不可能なま

でに接近する生成変化の関係が結ばれることになる。ここには父

親的機能に代わる｢友愛｣の機能が働いている。つまり父親的な全

体性に代わる｢友愛｣の普遍性が据えられているのだ。ドゥルーズ

は、｢友愛｣によって結ばれた姿体＝断片の集合、つまり全体化で

きないもの同士の間に結ばれる普遍性の共同体を｢アメリカ｣と

呼んでいた。｢アメリカ｣においては、二次的な人間と独創人が、

そして独創人同士が（例えばマゾヒストとサディストという、大

きく隔たった独創人同士が）、互いに異質であって両者の間に一

切の一般性、一切の全体性を想定することができないままに、共

存することになる。つまり、われわれはここにホイットマン論に

おけるパラドクシカルな全体概念としての｢アメリカ｣の実践的

形態を見ることができる。さて、このような｢アメリカ｣という共

同体は、まずはじめに｢姿体｣＝｢断片｣が通常の理性、言語、法に

対立し、それを宙吊りにしたり破壊したりして頓挫させてしまう

ということに由来する。いかなる関係も内在的ないし先在的に想

定できない姿体＝断片の性質によって、父親的な機能が破壊され

るからこそ、それらの断片の間には模倣的な父親と息子の関係に

代わる｢友愛｣の関係が結ばれるのである。また姿体＝断片のその

ような性質の故にこそ、それらの断片は識別不可能なまでに接近

し、共存するのである。｢アメリカ｣というある種の全体概念がま

さにパラドクシカルであると言われる所以はこのことにある。つ

まり、全体化不可能な異質な断片同士の間に見出されるパラドク

シカルな全体は、それを構成する断片が通常の一般性、全体性を

破壊するが故に獲得されることにある。｢アメリカ｣とは断片が全

体化不可能であるが故に、それらの間に獲得される全体性なので

ある。ホイットマン論で言われていたように、まず｢姿体｣＝｢断

片｣があるのであって、｢アメリカ｣というパラドクシカルな全体

が獲得されるのも｢断片｣の性質を受けてのことである。ドゥルー

ズの｢アメリカ｣概念とは、いかなる関係性も想定できない断片、

あらゆる対概念を宙吊りにする姿体が発揮する独創性、非人間性
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の到達点である。そして、それらは例えば文学における｢書くこ

と｣という営み、つまり通常の言語使用を宙吊りにするような｢外

国語｣を／｢外国語｣で｢書くこと｣によって見出されるのである。 

 

 以上のような｢アメリカ｣概念の分析には不明瞭な点もみられ

るだろう。例えば、父親的な機能が破壊された後に、なぜ｢友愛｣

の関係が結ばれなければならないのか、という問いに対して本稿

の分析は答えを持っていない。これは少なくともメルヴィル論に

おけるドゥルーズ自身が答えていない問題である。ヨーロッパ的

な全体性、出来合いのクリシェ的な全体性を忌避した後に、なぜ

端的なアナーキーではなく｢友愛｣の共同体が築かれるのか、築か

れなければならないのか。こうした問いは文学論のみならず初期

から晩年までのドゥルーズ哲学全体に渡って検討されるべき問

題であろう(51)。また、本稿では『マゾッホ紹介』や『意味の論理

学』などの議論をある程度前提として、それらを読み込む形で『批

判と臨床』のテクストを理解している部分がある。そのような読

解手法の正当性はより詳細に議論されるべきである。他のテクス

トと『批判と臨床』のテクストとの間の、より詳細な分析は稿を

改めて取り組まねばならないだろう。それら多くの課題を残しつ

つ本稿を閉じることとしたい。

 

―――― 

Notes 

1. Postface à Melville, Bartleby, Ed. Flammarion, 1989. 

2. 本稿は｢アメリカ｣概念を分析する上で、分かりやすい区分として抽象／具体という対概念を用いるがドゥルーズ自身の

言葉遣いに則っているわけではない。 

3. figure の訳語に関しては形体、形象、姿形、人物、などが考えられるが、ドゥルーズはこの語を forme に対置して使用

する場合があるので｢形｣を明示する語は避けたい。人物では意味が限定され過ぎてしまう。本稿では forme 的でなく、

かつ figure 概念のある種の身体性を表現する訳語として｢姿体｣という語を使用する。（この語句は、第 6 回 DG-Lab

（2015.11.21）の読書会レジュメのなかで福尾匠さんが提案してくださったものです。） 

4. このことはホイットマン論自体が抽象的な議論でありメルヴィル論自体が具体的な議論である、ということを意味して

いるのではない。あくまでホイットマン論に見られる｢アメリカ｣についての抽象的な議論と、メルヴィル論に見出せる

｢アメリカ｣についての具体的な議論とを手がかりに｢アメリカ｣概念を分析することを目指す、ということに過ぎない。 

5. 『批判と臨床』（以下 CC）75、邦訳 p. 122 

6. CC, 75、邦訳 p. 123 

7. CC, 76、邦訳 p. 123 

8. CC, 76、邦訳 p. 124 

9. 同上 

10. 『意味の論理学』（LS）48、邦訳上巻 p. 73 

11. 例えば『差異と反復』（DR）第 3 章では、意味と同様に理念的であると言われる問題が特異性である、と言われる（DR, 

212、邦訳上巻 p. 431）。少なくとも意味の概念と特異性の概念とは非人称性、前個体性、理念性といったキーワードを

共有しており、本稿では両者を共通のステータスを持つものとして扱う。 

12. CC, 78、邦訳 p. 126 

13. 『経験論と主体性』邦訳 p. 159、｢ヒューム｣ID, 227、CC, 78、邦訳 p. 127 

14. CC, 78、邦訳 p. 127（一部省略） 

15. 文学論であることは同時に芸術論であることも意味している。 

16. CC, 90、邦訳 p. 147 

17. ドゥルーズはより日常的な文章で以下のような例を示している。CC, 90、邦訳 p. 148 

｢私は充分ではないのを一つ持っている｣ J’en ai un de pas assez.（非文法的表現） 

① 私はひとつ余分に持っている J’en ai un de trop. 

② 私は充分に持ってはいない Je n’en ai pas assez.   （文法的変数） 

③ ひとつ足りていない Il m’en manque un. 
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18. LS, 37、邦訳上巻 p. 56：｢事物と命題は、根源的な二元性の中にあるというよりは、意味が表象する境界の両側にある

のである。この境界は事物と命題を混じり合わせもしないし、結び合わせもしない。むしろ、この境界は物体／言葉、

というような、事物と命題の差異の分節である。｣ 

19. CC, 91、邦訳 p. 150 

20. 『書記バートルビー』のなかでは to 以下に動詞原形が続く場合もあるが、ドゥルーズはこのような場合には｢神秘が失

われるように思われる｣と言っている。 

21. CC, 92、邦訳 p. 152 

22. CC, 103、邦訳 p. 168：メルヴィル論における｢宙吊り｣は｢意志の虚無｣というバートルビーの状態を言い表すものであ

るが、これはバートルビーが肯定も否定も示さないということである。肯定と否定に対する｢宙吊り｣という言い回しは

LS, 44、邦訳上巻 p. 67。『マゾッホ紹介』（PSM）においては｢宙吊り｣は純粋な未決定状態を意味し（PSM, 28、邦訳

p. 41）、肯定の対となる否定とは別の｢否認｣という概念とともに論じられている。少なくとも、これら 3 つの著作にお

ける｢宙吊り｣概念は本質的に同じことを語っていると私は考えている。 

23. CC, 93、邦訳 pp. 153-154：3 つ目の引用の（ ）内は筆者による。 

24. CC, 9、邦訳 p. 9 

25. CC, 94、邦訳 p. 154 

26. 『批判と臨床』における｢外国語の発明｣を理解するうえでは第 2 章｢ルイス・ウルフソン、あるいは手法｣、第 11 章｢ハ

イデガーの知られざる先駆者、アルフレッド・ジャリ｣が重要である。前者は分裂病作家ウルフソンが母語を聞かされる

際に、それを独自の手法で｢外国語｣に翻訳する様が論じられる。後者ではハイデガーによる造語にウルフソンと同種の

試みを見出している。 

27. CC, 95、邦訳 p. 156 

28. CC, 106、邦訳 pp. 172-174 

29. 『書記バートルビー』p. 15 

30. メルヴィル論のなかで明示されてはいないが、私は引用部の｢認識｣に関しては、例えばわれわれの直観が、それに適用

されるわれわれの認識の形式に従うことで形成されるカント的な認識を念頭に置いている、と解釈している。 

31. CC, 96、邦訳 pp. 157-158 

32. CC, 103、邦訳 p. 168 

33. CC, 71-72、邦訳 pp. 117-118、PSM, 28-32、邦訳 pp. 41-46 

34. 『批判と臨床』の第 7 章｢マゾッホ再-紹介｣では、マゾヒストの｢吃音｣が言語をその限界＝沈黙あるいは音楽へと運ぶと

言われている。ここでは、身体の宙吊りと言語の口ごもり、という 2 項がマゾッホの作品を構成している、と指摘され

ている。CC, 73-74、邦訳 p. 120 

35. CC, 103-104、邦訳 p. 169 

36. CC, 105、邦訳 p. 172 

37. PSM, 26-28、邦訳 pp. 36-38 

38. 『新ジュスティーヌ』（河出文庫）参照 

39. CC, 101-102、邦訳 p. 166 

40. CC, 105、邦訳 p. 171 

41. CC, 103、邦訳 p. 168 

42. PSM, 11、邦訳 pp. 18-19 

43. 例えば『マゾッホ紹介』冒頭では、マゾッホがマゾヒストであるならばパートナーはサディストであっただろう、とい

う判断を批判している。これはマゾヒズムとサディズムをある関係の二側面として（つまりサド―マゾヒズムという仕

方で）理解するやり方への批判である。そうであればドゥルーズにおいては、マゾヒストとサディストは全く異なった

世界、全く異なった関係に属している、と考えられるだろう。 
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44. CC, 100-101、邦訳 pp. 164-165：ドゥルーズはこの 2 つを新しい同一化と人格形成的な同一化として区別している。

厳密には新しい同一化＝識別不可能になる生成変化と明言されてはいない。 

45. CC, 99、邦訳 pp. 162-163 

46. CC, 101、邦訳 p. 168 

47. CC, 107-108、邦訳 pp. 175-176 

48. CC, 109、邦訳 p. 178 

49. このことは、独創人と人間の間の隔たりと、独創人同士の間の隔たりとに差異がないことを示している、とは言えない

だろうか。既に確認した通り、独創的な姿体とは一切の規定の一般性や全体性といった関係を内在的ないし先在的には

含まない、という｢断片｣的な性質ないしは｢特異性｣を備えているのであった。そうであれば、非人間と人間、非人間同

士の間にも既定の関係はないことになる。つまり、非人間と人間の間に見出される隔たりと、非人間同士の間に見出さ

れる隔たりとの間には、いかなる質的な違いはなく、両者はともに外在的である。故に、非人間と人間の和解は、非人

間同士の和解と、質的にも段階的にも全く差異はない。 

50. CC,97-98, 108、邦訳 p.160、p.177 

51. 例えば最晩年の『哲学とは何か』結論部では｢カオスから身を守る｣ことが問題となっている。そこでは例えば芸術が｢カ

オス的な変化可能性をカオイド的な多様体へ変える｣こと、｢カオスを感覚され得るものに仕立て上げる｣ことが語られて

いる（邦訳 pp. 343-344）。このようなカオスへの忌避は共著以前の『意味の論理学』第 13 セリーにおける、一切の出

来事が幻覚 hallucinatoire の形態をとって実現されてしまう｢寸断された身体｣という身体の受動形態から、｢器官なき身

体｣という身体の能動状態への転換においてもみられる問題意識である。さらに遡れば最初期『経験論と主体性』におい

て、ヒュームの哲学を論じる形で｢関係の外在性｣のテーゼによって所与に断片性を認めつつ、それらの間での信の形成

とシステムの構成が論じられていた。 
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【批評】 

In (Search of) a Lost Image, Lost In a Stage：伊藤高志『三人の女』 

福尾匠 

つぎの瞬間、アリスは鏡をくぐりぬけて、むこう側の部屋にかるがるととびおりていた。［……］アリスはそれからあたり

を見まわしはじめて、気づいたんだが、だいたいもとの部屋から見えていたものは、みんなごく当たりまえのつまらない

様子をしてるのに、そのほかのものとなると、これはまた大違いもいいとこでね。 

――ルイス・キャロル『鏡の国のアリス』（矢川澄子訳、新潮文庫） 

 

意識が此所まではっきりした時、私は一切のことを了解した。愚かにも私は、また例の知覚の疾病「三半規管の喪失」に

かかったのである。［……］そこで私はすべての印象を反対に、磁石のあべこべの地位で眺め、上下四方前後左右の逆転し

た、第四次元の別の宇宙（景色の裏側）を見たのであった。つまり通俗の常識で解説すれば、私はいわゆる「狐に化かさ

れた」のであった。 

――萩原朔太郎『猫町』（岩波文庫） 

 

2016 年 1 月 23・24 日、京都造形芸術大学内にある春秋座に

て、伊藤高志のマルチプロジェクション舞台作品『三人の女』が

上演された。これは同大学で企画された《Showing》シリーズの

第 3 弾として上演されたものであり、このシリーズは「「公演」

における各要素の中で、複製技術を持つメディア(音、写真、 映

像など)を取り上げ、それぞれの視点から劇場へと向かう創作を

試みる」(1)というコンセプトのもと企画されている。 

舞台の空間構成について少し説明する。映像が映し出されるス

クリーンも客席も同じ舞台の上にあり、下手に並べられた客席に

面するように上手にスクリーン 4 枚が設置されている。客席の右

側に普段使われている客席が見える。4 枚のスクリーンの大きさ

はまちまちで、スクリーンと客席の間の空間（以後これを「舞台

空間」と呼ぶ）を囲むようにそれぞれ少し角度が付けられている。

舞台空間を縦に二分する線上の少し奥の方には 16 ミリフィルム

の映写機が置かれており、線は映写機の向こうで最も小さいスク

リーンにぶつかる。その真上の空中にぶら下がったワンピースが

不穏に揺れている。 

 

＊＊＊ 

 

 最初に述べておかなければならないのは、この作品が紛れもな

く舞台作品であるということだ。演劇と呼ぶかどうかは好みの問

題だろうが、この 4 つのスクリーンに映される映像が紛れもなく

中心的なエージェントである作品は、それでも舞台作品なのであ

る。なぜか。それは単に作品の最後に映像に映し出されていた女

のひとりが出し抜けに舞台上に登場するからではなく、この作品

において「画面外」としての舞台空間が自立した存在を持つに至

っているからだ。生の身体の登場はその存在を最後に引き受けて

舞台空間における画面外空間の受肉を象徴するものであり、スト

ーリーの解釈の観点からすれば彼女はあとのふたりの女のいる

世界から締め出された格好になる。主題的な解釈を続けるなら、

この作品が「ホラー」として様式化されるのは必然のことであっ

た。ホラー作品において恐怖はどこからやってくるのか。それは

つねに画面外からやってくる(2)。ショットそれ自体が含む死角、

あるいはショットのつなぎ目に作り出される間隙こそが亡霊の

住処であるだろう。ホラーというジャンルほど、画面内／画面外

のテンションが張り詰める映画様式はない。だからこそ、この 3

つのスクリーン（4 つめは最後に舞台上に現れた女＝シホが映写

機のスイッチを押したときに初めて使用される）と 3 人の女の視

線の関係の網羅的と言っていいほど多様なあり方を実験する『三

人の女』という作品はホラーであることを免れない、ホラーであ

ることを条件づけられた作品であった(3)。 

 通常の単一のスクリーンによって上映される映画であれば、画

面外はほとんどの場合等質的なものにとどまらざるを得ない。ア

ンドレ・バザンの画面外＝マスクという定義によれば(4)、見えな

いがそこにあると想定される空間として画面外が規定されるが、

映画のスクリーンの遠心的な性質は同時に画面外という空間の

スクリーンへの従属を意味していたと言えるだろう。実のところ

カメラの動きあるいはショットのつなぎ目ごとに画面外の空間

も組み替えられるのであるが、通常それは「継起」という時間的

な意味合いで規定されてしまう。重要なのはそのつながり具合が

どのような空間的な変容をもたらしているかであるのにもかか
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わらず、だ。その点でアラン・バディウが、そしてそれを受けて

エリー・デューリングが映画の本質をトポロジカルなものとして

定義し直すことを試みていることには注目すべきだろう(5)。 

 

バディウとともに映画は本質的に空間的なものであり二次

的に時間的であるにすぎないと主張することは、根強い習

慣［時間芸術としての映画］に対して暴力的であるかもしれ

ない。しかし映画的で芸術的な取り組みという観点から

諸々のイメージの共存 coexistence の問題に焦点を定める

なら、このテーゼを真剣に受け取らないのは困難である。共

存の問いは、したがって、根本的には接続 connexion の問

題として提示されるのであり、接続は一方で時間と空間の

局所的な所与にかかわり、他方では大域的な要求に沿った

表象にかかわるのである。例えばひとつの表象の空間のな

かで視点の多数多様性の共可能性の把握を主張する地図あ

るいはダイアグラムにおけるように。というのも、接続ある

いは局所的 local／大域的 global は典型的にトポロジカル

なカテゴリーだからである。時空 espace-temps の概念に

おいてさえ密かに作用している次元という観念のように。

時間が実際に空間の「第四次元」として考えられるなら、あ

るいは空間がそれ自体四次元的な潜在性に縁取られたもの

であると認められるなら、デュシャンがそうしたように、ひ

とつの次元から別の次元を分節する原理を明るみに出す必

要があるだろう。(6) 

 

デューリングはここで、時間芸術としての映画という規定を

（その大胆さについて十分に意識しながら）疑問に付し、イメー

ジの共存という空間的なカテゴリーの重要性について述べてい

る。通常の映画であればイメージは共存するものではなく継起す

るものであるが、その時間性を括弧に入れた途端にショットの接

続はトポロジカルな規定を必要とし始める。接続には局所的な側

面と大域的な側面があるとされるが、言い換えるなら前者を複数

のショットのつなぎ目の関係、後者を複数のショットから合成さ

れる空間全体の印象と捉えることができる。例えば世界地図は無

数の局所的なイメージを張り合わせることによって球面を平面

に翻訳したものであるが、それぞれのイメージのつなぎ目にはト

ポロジカルな修正の操作が施されているので、日本を中心におい

た矩形の世界地図では南極大陸が横長に描かれるというまさし

くグローバルな表象における明白な矛盾を引き起こす。彼が問題

にしているのもまさにこのことであり、イメージの接続の局所的

な様態と大域的な様態（たとえショットが継起するものであった

としても）の関係を精査することで、映画あるいは映像を用いる

芸術一般においていかに諸々のイメージから立体的な（諸）世界

が導かれるかということを考える必要があるのである。これは言

うなれば絵画におけるパノフスキーの仕事が映画においてなさ

れてこなかったということを意味するだろう。 

デューリングが先の引用の文章の後に続けるように、もろもろ

のイメージの表面的な接続はつねに相対的な「脱接続

déconnexion」の可能性をはらんでいる。これはドゥルーズにお

ける〈潜在的なもの〉の再定義として捉えることができるだろう

(7)。画面外はもはやショットの添加により補完されてゆく等質的

な空間ではなく、異質なイメージの影が干渉し合う「合成の空間

espace de composition」として、それ自体で価値を持つものと

なる。もちろん画面外のこのような価値は通常の映画にも存する

ものではあるが、先にも述べたように単一のスクリーンによる映

画においてはショットのつなぎは時間的な継起という側面があ

まりにも強く受け取られるので、その価値が露わになるのは「つ

なぎ間違い faux raccords」という特権的な事例のみである(8)。 

 3 つのスクリーンによって 3 人の女の物語を構築する『三人の

女』は、イメージの共存そしてそれによる接続／脱接続の形式を、

ほとんど網羅的にと言ってよいほど徹底して実験した作品であ

る。一般的に映像空間の特異性のひとつは、現実空間を採取し再

構成することで、画面内外を含めた新たな空間を生み出すことに

あるといえる。いわゆるハリウッド流の「コンティニュイティ編

集」とはその名の通り連続的で、映像の内部の諸要素の位置をシ

ョットをまたいでも想定できるような整合的な空間を作り出す

ような編集様式であると規定できるが、『三人の女』は空間の連

続性、言い換えればショット同士の接続の虚構性を暴き出し、脱

接続の領域としての画面外＝舞台空間を開く作品である。たとえ

ば次のようなシークエンス（この語もまた時間的なものを想起さ

せるのでこの作品にはコンポジションあるいはアレンジメント

という語の方が適切だろう）があるとする(9)。 

 

左・中央・右の 3 つのスクリーンにそれぞれ一人ずつ女が

映っている。どうやら彼女たちは背景の様子から見て同じ

場所にいるようだが（たとえば森）、これだけではそれを保

証するものはどこにもないし、仮にそうであったとしても

彼女たちの位置関係を知らせるものは何もない。すると右

のスクリーンにいた女が、向かって右へ歩き出し画面外へ

消える。それとほぼ同時にその女が左のスクリーンにスク

リーンの右端から現れる。その女はまた歩き始め左のスク

リーンの左側へ消えて行き、中央のスクリーンの左端から

現れる。これで 3 人の女はそれぞれ比較的近くにいたこと

は確かになったと言えるだろう。しかし、その空間全体の配

置は全く明らかになっていない。それどころか、無人となっ

た右側のスクリーンに、中央のスクリーンに留まっている
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のと同じ女が現れることさえ起こるのだ。 

 

おそらくわれわれは、複数のショットから連続的な空間を再構

成する習慣を捨て去るよう要請されている。 

 こうして画面外の空間は本質的に不可視のものとなる。コンテ

ィニュイティ編集における画面外は、見えてはいないがもしその

映像の中に入って首を回せばどのような光景が広がっているか

想像できるような空間性を目指していた。ドゥルーズの語彙を援

用すれば、コンティニュイティ編集において画面外は可能的なも

のというステータスにとどまるのだが、『三人の女』においてそ

れは潜在的なものというステータスを持つと言えるだろう(10)。

先に挙げた例で考えるなら、人物の移動によってそれぞれの映像

が接続されるが、画面外空間それ自体の潜在性による脱接続にそ

れらは晒され続けており、そのことが映像の中に亡霊を呼び込む

のである。また、空間の方向定位を欠いたままスクリーンをまた

いで視線が交わり、すれ違うことによって、人物の視線も接続／

脱接続の重要な指標となる。 

 この不可視の帯域、ショットが切り替わるたび人物が移動する

たびに脱現働化され続けるこの潜在性の帯域である画面外空間

を、先にわれわれは舞台空間と関連するものとして述べたが、こ

れには説明が必要だろう。はじめに、大きさの違う 4 つのスクリ

ーンが舞台を囲むようにそして主要な 3 つのスクリーンは客席

に対して傾いた向きで設置されているが、これによってすでにそ

れぞれのスクリーンが通約不可能な空間性を担っていることが

示されると同時に（同じショットでも同じように見えることは決

してない）、舞台空間に観客と登場人物たちの視線が方向定位を

欠いたまま閉じ込められることになる。第二に、この「悪魔的空

間」（パトリス・マニグリエ）(11)はたんに錯綜して曖昧であるの

ではなく、不気味なリアリティを備えてもいる。それを支えるの

は立体的に設置されたスピーカーから発せられる音であるだろ

う。映画製作を学ぶ学生である三人の女は、カメラやマイクを持

ってあちこちで撮影をする。スクリーンには撮影者の映像と彼女

によって撮ったとみなせる映像が同時に現れることがあるが、録

音者の映像と同時に彼女が録ったとみなせる音声が同時に流れ

ることもある。とりわけ興味深いのはシホがコンタクトマイク

（聴診器のように対象に接触させて録音するマイク）を用いる場

面だ。彼女がケーブルを持ってそれを文字通り「ブンブン」と振

り回したり、アスファルトの上を「ガラガラ」と引きずったり、

コンドームを被せてコップに突っ込みそこに蛇口の水を「ゴボゴ

ボ」と注いだりするときの、極度にマテリアルな印象を持つ音声

とそれを聞くシホ（彼女はつねにヘッドホンをつけて録音された

音をモニタリングしている）の映像は、まさに「画面内」に非―

視覚的な新しいパースペクティブを開く。第三に、これもシホに

かかわることであるが、彼女は作品の後半からフロッタージュに

熱中することになる。これを距離ゼロの視点からの撮影と捉える

こともできる。おそらく、彼女が想いを寄せていたマヤと、彼女

と心中してしまったナオミの二人の幻影に付きまとわれるにつ

れ、シホにとって視覚はあまりにもリアルでありながら非物質的

immaterial なものとなるので、距離ゼロの知覚（コンタクトマ

イクとフロッタージュ）を用いることで自己の身体を立ち上げ直

そうとしたのだろう。しかし当然、この視覚空間からの逃避はス

クリーンからの締め出しをもたらすことになる。生前のマヤが着

ていたワンピースに触れた
．．．

シホは、舞台奥にぶら下がっているそ

れと同じワンピースという媒体を通して舞台空間へと降り立つ

のだろうか、彼女は客席の右側から現れそろそろと舞台中央の映

写機へと歩み寄る。 

 この作品において舞台空間は数あるパースペクティブ（不揃い

な映像、接触的音響、物質表面のトレース）のなかのひとつであ

ると同時に、画面外空間を受肉するものとして悪魔的パースペク

ティブそのものであるとも言うことができる。映像を舞台上で行

われることに従属させるのでもその逆でもないこの両者の出会

いは、映像空間と舞台空間の「離接的総合」というドゥルーズの

読者であればすぐにそう言ってみたくなるようなものよりも深

いものを孕んでいる。映像と舞台の離接的総合がおこっていると

しても、それは画面外空間の舞台空間による受肉の効果として生

み出されているにすぎないからだ。つまり、複数の映像の離接的

なコンポジションが画面外空間を潜在化し、さまよう視線と舞台

上に置かれたスピーカーから発せられるマテリアルな音響に満

たされた舞台空間がその画面外空間と出会うことによって初め

て、シホの映像空間からの締め出しという物語的な出来事は映像

と舞台の離接として解釈しうるものとなるからだ。そして彼女が

ひとつのスクリーンの裏側へと歩み去ると同時に作品は終わる。

外部はまた生み出され、われわれはこの亡霊の棲む悪魔的空間に

閉じ込められる。 
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図版(12) 

  

 

  

 

  

 

 

―――― 

Notes 

1. 《Showing》公式サイトより（http://show-ing.tumblr.com/03）。こちらには上演記録の写真が複数あるので参考に

していただきたい。伊藤高志の経歴についても書かれている。なお本作については、すでに次の 3 つのレヴューが書か

れている。平倉圭によるレヴュー（ http://show-ing.tumblr.com/hirakura ）阪本裕文によるレヴュー

（ https://centralregionblog.wordpress.com/2016/02/17/ ） 。 高 嶋 慈 に よ る レ ヴ ュ ー

（http://artscape.jp/report/review/10119461_1735.html）。＊すべて最終アクセスは 2016/04/05。 

©加納俊輔 
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2. 不可能な外部の顕現としてのホラーというアイデアについては、仲山ひふみの論考から示唆を得た。仲山ひふみ「聴く

ことの絶滅に向けて：レイ・ブラシエ論」（『現代思想』2016 年 1 月号、青土社所収）。 

3. ホラーにおいては空間内空間（井戸、テレビ、押入れ、鏡など）が特権的な対象となることもここから説明できる。そ

してバザンが定義したようにサスペンスが部分から全体を想像できないような性質を持つとするなら（André Bazin, 

Qu’est-ce que le cinéma ?, Les Editions du Cerf, 2011 [1958], pp. 193-194（アンドレ・バザン『映画とは何か』、

岩波文庫、野崎歓・大原宣久・谷本道昭訳、2015 年、上巻 332 頁））、ホラーも同様であると考えることができるが、

前者は物語の最後に解決を迎えることを本質としている。ホラーは全体が外部として不可知にとどまることを本質とし

ていることを鑑みるなら、ホラーはサスペンスの上位概念であると言える。 

4. André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, p. 188（アンドレ・バザン『映画とは何か』上巻 321 頁）。 

5. Alain Babiou, Petit manuel d'inesthétique, Seuil, 1998, p. 126. Elie During, Faux raccords: la coexistence des 

images, ACTES SUD/VILLA ARSON, 2010, p. 15. 

6. Elie During, Faux raccords, pp. 15-16. 

7. 『時間イメージ』では、第一の時間イメージである「過去の諸層の共存」は潜在性という規定を、第二のそれである「現

在の諸先端の共存」は脱現働化 désactualisation という規定を受ける。Gilles Deleuze, Cinéma 2: l’image-temps, 

1985, Les Editions de Minuit, p. 170（ジル・ドゥルーズ『シネマ 2＊時間イメージ』、法政大学出版局、宇野邦一・

石原陽一郎・江沢健一郎・大原理志・岡村民夫訳、2006 年、181 頁）。 

8. ここで、ドゥルーズが時間イメージ的体制においてはつなぎ間違いが特権的なものでなくなり普遍化すると述べている

ことを想起するべきだろう。Deleuze, L’image-temps, p. 59（『時間イメージ』57 頁）。 

9. これは正確な描写ではない。3つのスクリーンを同時に見るのもましてやそれらを同時に覚えておくのも不可能なので、

ここではこの作品における映像の接続のありかたを示すために極端に単純化した例を用いていることを断っておく。 

10. ドゥルーズにおける可能的なものと潜在的なものの区別については次を参照。Gilles Deleuze, Différence et répétition, 

PUF, 1968, p. 273（ジル・ドゥルーズ『差異と反復』河出文庫、財津理訳、2007 年、下巻 119 頁）。 

11. 「神がすべてのパースペクティブを一度に見る不可能なヴィジョンを持っているとするなら、悪魔のヴィジョンは綜合

によるものではなく、反対に諸々のパースペクティブの離接によるものだろう。受肉されるべきは、それらパースペク

ティブを一元化する coordonner ことの不可能性であり、それは悪魔的空間である」Patrice Maniglier, La perspective 

du Diable: figuration de l’espace et philosophie de la Renaissance à Rosemary’s Baby, ACTES SUD/VILLA 

ARSON, 2010, p. 92 

12. 上演記録写真（©加納俊輔）の使用を快く許可してくださった《Showing》の企画者のひとりである中山佐代氏に感謝

申し上げる。なお上記の《Showing》のサイトにはここにはない写真も掲載されている。 
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【論考】 

ドゥルーズのカント講義を読む 

得能想平 

ジル・ドゥルーズのコーパスには多くの著作とともに、膨大な

講義録が残されている。その多くがすでに公開されているものの、

講義録に言及する研究者は少ない。本稿においてわれわれは、そ

の一部であるカント講義について取り上げることで、講義録を読

むことがいかなる点でドゥルーズ研究の質の向上に繋がってい

るかを示したい。 

 ここでカント講義と呼ぶものは正確に言えば、一九七八年三月

一四日から四月四日まで行われたドゥルーズのヴァンセンヌ校

での講義四回分のテキストを指す(1)。このテキストは、当時継続

的にドゥルーズの講義を受講していたリシャール・ピナス氏のサ

イトにおいて公開され、現在でもアクセス可能である。ただし、

そのテキストは完全ではなく、録音の不備などによる欠落部、ピ

ナス氏の恒常的な努力にも関わらず、タイプミスが残る。これを

ドゥルーズの他の著作と同等の資料として研究に持ち込むこと

は難しいだろう。 

 しかし、反対に著作には見られないドゥルーズの側面が、講義

録に現れていることも確かである(2)。それは第一に教師としての

ドゥルーズである。著作においては、最小限にとどめられている

哲学的概念の説明も、講義においては、十分になされており、難

解な著作の理解を助けてくれる。このような講義のスタイルは、

当時のヴァンセンヌでの講義が哲学科の学生だけでなく、一般の

人々を対象にしていたことも関わっているだろう。とりわけ、初

回の三月一四日の講義では、アプリオリ、カテゴリー、現象とそ

の条件、総合判断と分析判断、時間と空間などのカント哲学の重

要概念が日常的な事例において考察され定義される。芸術的、政

治的な関心からドゥルーズを読み始めた読者に対して、この講義

は哲学的議論に触れる絶好の機会を与えるだろう。 

 他方で、このカント講義には哲学入門以上の内容を見いだすこ

ともできる。それは、カントを取り上げる際の観点についてのド

ゥルーズ自身による言葉である。われわれはその特徴を、現象学

の創始者、時間の哲学者という二点に集約できると考える。この

ような論点を追うことで、われわれはドゥルーズの抱いていたカ

ント像を具体化することができ、その理解は著作の記述を補うも

のとなるだろう。 

 まずは前者についての記述を見ていこう。ドゥルーズによれば

カント以前の従来の認識論においては、見かけ概念が重要な役割

を果たしていた（Ⅰ―５）。見かけとはプラトンの用語であり、感

覚可能なもの、アポステリオリなもの、経験において与えられる

ものを意味する。さらに見かけは、思惟されるかぎりでの事物と

しての本質と対置させられることで二元論を作る。この二元論は、

ドゥルーズが著作においてしばしば批判的に言及する、可能性と

その実現という対を思い出させるものである。 

ところで、このような見かけの概念は、根源的な欠陥が主体の

うちに含まれているという考えに結びついている。というのもこ

のような語彙は、見かけを乗り越えて事物の本質へとたどり着く

ものとして、われわれの認識を表象するからである。カント以前

の哲学はこのような枠組みの中で、発展してきたとドゥルーズは

述べている。 

 見かけに代わってカントが導入したのは現象という概念であ

る（ibid）。現象も見かけと同様に、感覚可能なもの、アポステリ

オリなもの、経験において与えられるものを意味するが、本質で

はなく、現象の条件と対置される点に特徴をもつ。現象の条件と

は、カント哲学で言えば、時間と空間及びカテゴリーを指す（Ⅰ

―７）。ドゥルーズによれば、カントはこのような現象概念を導

入し認識の問題を刷新した点で、現象学の創始者と考えることが

できるのである。 

 今度は、その新しくなった認識の問題について見てみよう。現

象は、時間と空間及びカテゴリーといった条件の概念の組み合わ

されることで、どのような問題を構成するのだろうか。ドゥルー

ズは第三回の三月二八日の講義の中で、再度カントが現象学の創

始者であることに触れながら、カント哲学における知覚の総合の

問題を詳細に扱っている（Ⅲ―９）。カントの言う知覚とは、感覚

可能なもののうちで「これはライオンである」とか「これは家で

ある」といった形で言語化できるような「これ」が指示する部分

のことであり、総合とは、この知覚が時間と空間の中で形成され

るプロセスを意味する。われわれはこの知覚の総合の議論を取り

上げることで、この認識の問題について考えてみる。 

 ドゥルーズの知覚の総合のとらえ方を端的にまとめよう（Ⅲ―

９〜Ⅲ―１２）。知覚は現象の一種であるから、その総合につい

ての分析も時間と空間及びカテゴリーといった条件との関係に

おいて問題になる。これらの現象の条件との関わりのもと、知覚

は、感性に与えられた素材が、時間と空間の中で三種類の総合を

通過することによって構成されると考えられる。第一に、把捉の
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継起的総合がある。この総合は、素材から空間的かつ時間的な一

つの全体を合成することを指す。この総合によって、「これ」の

部分を知覚することや、「これ」を目で右から左、左から右へと

追うことなどが可能になる。ところで、われわれがある部分を見

ているとき、その直前に見た部分が保存されていなければ、対象

を知覚することができない。これが可能であるために、第二の再

生の総合が必要とされる。この再生の総合のおかげで、どんな時

間や空間の部分も前に見た部分を再生するはたらきを持つので

ある。上記二つの総合は想像力による作用であり、この二つの総

合によって、知覚における「これ」として指示される時間的、空

間的な部分が規定される。最後に、前二つによって産出された時

空的規定に対して対象の形式を与える再認というプロセスがあ

る。再認は悟性によっている。再認によって対象と見なされるこ

とで、「これ」はカテゴリーによって規定可能なものとなり、さ

らに「ライオンである」や「家である」といった述定が可能にな

るのである。われわれが「これはライオンである」や「これは家

である」と述べるときの「これ」においては、つねにこの三種類

の総合が作用している。 

 ドゥルーズはこのような議論がいかなる点において現象学的

であるのかについては触れていないが、新たな条件を明らかにす

る方法として評価しているように思われる。知覚の総合の問題に

おいては、知覚が、時間と空間及びカテゴリーとの関係から考え

られることで、新たに知覚の条件として三つの総合の発見へと繋

がることが示された。ドゥルーズはこのような条件を、主体を構

成するものと見なす（Ⅰ―６）。そしてこの要素としての条件が

増殖し共存する点を、「連接的」なものとして評価しているよう

に思われる（Ⅰ―５）。 

 ドゥルーズはカントが物自体の概念を導入することで、結局の

ところまた見かけと本質の二元論に戻っていることも指摘して

いるが（Ⅰ―６）、講義全体を通して重視されるのはやはりカン

トに読み取れる上記のような条件の増殖という問題設定である。

第四回講義では、このような前提のもとで、把捉の継起的総合の

条件と見なされる美感的総括と崇高の関係、「これはライオンで

ある」という判断において、「これ」と「ライオン」の関係の条

件に関わる図式、さらに理性と直観の関係が問題になる象徴など

についての議論が展開される。そして、フッサールは幾何学的な

円と経験的な対象としての円の両端のみを問題にし、条件として

の図式の領域を本質に還元する点で批判されることになる（Ⅳ―

５）。ドゥルーズにとってカントはある意味で、フッサールより

も現象学の可能性を見いだした哲学者とされるのである。 

 つぎに、第二の観点に移ろう。カントは時間の哲学者として理

解される。哲学することと概念を創造することを同一視するドゥ

ルーズは、カントの概念の創造を、その時間の考え方に見いだす

（Ⅰ―１）。『差異と反復』の第二章においてはっきりと現れて

いるように、カントの時間の考え方はドゥルーズの時間論の中で、

重要な素材の一つである。ところで、カント講義のうちには、『差

異と反復』において明示的に論じられなかった概念の連関が問題

とされている。時間の論点がドゥルーズ解釈の大きな争点となっ

た研究史を考慮にいれるならば、講義における時間の記述によっ

て、著作の記述を補うことは重要性をもつだろう。ここでは、時

間論における中間休止という概念が講義の中でどのように扱わ

れているかを確認したい。以下では第二回の三月二一日の講義の

記述を追いながら、時間論における中間休止という概念の位置づ

けを確認し、講義の記述がどのような仕方で著作の記述を補うの

かを確認してみることにしよう。 

 ドゥルーズはカントの時間を純粋な直線として考える。まずは、

簡単にドゥルーズにとっての時間の概念史を確認しておこう。講

義によれば、プラトンやアリストテレスに代表される古代の哲学

者は、変化、運動、世界の流れに従属させられたものとして時間

を考えていた。しかし、ニュートンを始めとした物理学の進展の

中でこのような時間の考え方が変化し、カントは新しい時間に哲

学的表現を与えた。これがドゥルーズのいう純粋な直線としての

時間の歴史的位置づけである（Ⅱ―１〜Ⅱ―２）。 

 ドゥルーズはこの時間概念の変化の重要性を明示するために、

カントの時間論を直接論じるのではなく、その継承者としてのヘ

ルダーリンの時間論を問題にする（Ⅱ―３）。ドゥルーズによれ

ば、ヘルダーリンはアイスキュロスの悲劇における時間の考え方

とソフォクレスの悲劇における時間の考え方を対立させた。アイ

スキュロスの悲劇において時間は循環的なものである。循環とは

「不等な価値を持つ円の三つの弧」のようなものとされ、三つの

弧はそれぞれ制限、制限の違反、そして修繕の三つの段階からな

る。循環的な時間はこのような三つの段階の枠組みから、つまり、

元から存在する正義としての制限が、あるとき違反されるものの、

さらに次の出来事が起こり制限の釣り合いが回復されるという

枠組みで考えられるのである。 

 講義の中で中間休止が問題にされるのは、上記のような文脈の

なかでソフォクレスの悲劇の時間を論じられるときである（Ⅱ―

２〜Ⅱ―４）。ソフォクレスの悲劇の時間は、前後が韻を踏まな

い、つまり循環を形成しない直線の時間であるが、同時に中間休

止によって特徴づけられた時間でもある。というのも、時間の中

にある純粋現在としての中間休止によってこそ、循環しない過去

と未来が配分されるからである。さらに空虚な時間でしかない神

と、中間休止でしかない人間が、時間の同じ線のなかで互いに顔

を背け合うとも述べられる。 

 ところで、この中間休止と呼ばれるものはどのような点でカン

ト哲学と関わるのだろうか。著作における記述で考えてみるなら
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ば、中間休止の概念は特に『差異と反復』の第二章における、ド

ゥルーズの時間論の重要な箇所に見られるのであるが(3)、ドゥル

ーズはこの概念の内実を展開するような多くの記述を残してい

るわけではない。しかし、カント講義のなかでドゥルーズはこの

ような問いに答える議論をしているのである。結論から言えば、

『純粋理性批判』における内包量の議論に中間休止は関わってい

る。われわれは講義の記述を追うことで、まず外延量と内包量の

区別を確認し、そののちカント哲学と中間休止の関係について考

えることにする。 

 まずは、外延量について確認しよう(Ⅱ―４)。外延量とは、第

一に、一分が六〇回すぎれば、一時間経ったことになるのといっ

た仕方で、足し算と引き算が成り立つ量である。さらに第二に外

延量とは、知覚の総合の議論で見た、把捉の継起的総合の対象で

あり、空間や時間のうちにあるものすべてが持つ量として現象の

うちに位置づけられる。要は、知覚のうちで表象される、与えら

れた素材の量が、外延量である。 

 対して、内包量は素材としてのリアルなものに関わる量である

（Ⅱ―４〜Ⅱ―５）。ドゥルーズは内包量に関しても二つの特徴

を挙げている。一つは、内包量の統一性の把捉は瞬間においてな

されるというものである。内包量とは例えば三〇度の温度などが

その具体例であって、これは一〇度の温度三つが継起的に総合さ

れることで統一されるのではない。もう一つは、内包量は常に〇

度と関わっているというものである。リアルなものとして経験的

直観が度合いを持つかぎり、われわれはゼロからのその度合いの

産出との関係において、度合いを理解する。内包量はつねにそこ

から生産されるものとして〇度と関わりをもつのである。 

 ドゥルーズによれば、中間休止とはまさにこの〇度である（Ⅱ

―６）。中間休止とはリアルがそこから生産されてくる時間の空

虚な意識のことを意味し、そしてこの中間休止が神の純粋な直線

の時間に相関するのである。このような時間の規定の中で、強度

量は次のように意味付けられる。「強度量は、強度量が含意し、

そこからこのリアルが生産される〇度と、純粋な線もしくは空虚

な形相として時間のあいだの総合を行う」ものとしてあるのだ。

要は、ドゥルーズは時間の論点を吟味することを通して、現象の

二つの現れ方を論じていると理解できるだろう。 

 ところで、このように常に内包量が結びついている〇度を、中

間休止として、つまりそれによって過去と未来が配分される純粋

現在と見なすドゥルーズのカント解釈はかなり独創的であるよ

うに思われる。しかし、これ以上の内実について講義のテキスト

は答えてはくれない。ドゥルーズはこの主題について講義の中で

聴衆に理解させることを諦めているように見える(4)。第二回講義

の以降の議論は、ジル・シャトレとの時間の概念史についての議

論のあと、他者論と自我論へと移行し、中間休止の主題はこれ以

上追求されない。しかし、それでもここでの記述は重要である。

というのも、これまで孤立して論じられることが多かったドゥル

ーズの時間論が、内包量というシステム論的な語彙と結びつくも

のであることが、ここでほのめかされているように見えるからで

ある。 

これまでで見たような、講義の中でのみ関係づけられて論じら

れている概念は他にも多くあるように思われる。これまで以上に

ドゥルーズの著作を体系的に読み解くためには、そしてドゥルー

ズ研究を新たな段階へと引き上げるためには、ドゥルーズの講義

録を読むことは必須の条件になるのではないだろうか。 

 

―――― 

Notes 

1. テキストに関してはピナス氏のサイト（http://www.webdeleuze.com/）を参照。引用については、三月一四日講義―

Ⅰ、三月二一日講義―Ⅱ、三月二八日講義―Ⅲ、四月四日講義―Ⅳと、それぞれの講義にローマ数字を割り当て、その

後に、ピナス氏のサイトで配布されている pdf ファイルのページ数を記載する。例えば、三月一四日講義の３ページ目

であれば、（Ⅰ―３）と書く。 

2. 当時のヴァンセンヌ大学や講義の様子、ドゥルーズの講義に対する取り組み方、出席者の証言等については、『ドゥルー

ズとガタリ 交差的評伝』第一九章（Dosse, François. Gilles Deleuze, Félix Guattari: Biographie croisée, La 

Découverte, 2014, pp. 408-427）を参照。ピナス氏についての記述もある（同 p. 423）。 

3. Deleuze, Gilles. Différence et repetition, PUF, 1968, pp. 118-124 を参照。中間休止の概念は、直線としての時間

だけでなく、行動のイメージ、象徴的イメージ、歴史哲学、永遠回帰などの論点に関わる重要なものであるが、その内

実についてドゥルーズは詳しく記述していない。 
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4. ドゥルーズの次のような発言を参照。「別の言い方でいえば、人間が中間休止になると同時に神は時間となった。これは

難しい。ひとは何も理解しない。しかし、これは美しい。これこそが、蝶番から外れた時間について私が言いたいこと

すべてだ」（Ⅱ―６）。 
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【論考】 

ドゥルーズ判例論のスケッチ 

伊藤幸生 

はじめに 

ドゥルーズは晩年になって判例について語っている。「droit

〔法、権利などを主要な意味とする〕を創造するのは、法典や宣

言ではなく、具体的な判例なのです。つまり判例こそが法哲学で

あるわけですが、判例は特異性を用い、特異性を延長することで

事を進めるのです」（ＰＰ. pp. 209-210. 邦訳 311 頁）(1)。 

ここで特異性という概念がでてくるように、判例イコール個々

の出来事ということが特異性という概念を直ちに連想させるた

めか、法的問題について特に関心を持たない人にとっても印象に

残る発言であるようだ。 

しかし、ドゥルーズの語る判例概念からは、私たちが日頃なじ

んでいる「判例」とはかなり異なった印象を受ける。本稿ではそ

の違いの整理を行ってみたいとおもう。 

 

jurisprudenceは判例か、法解釈か？ 

ドゥルーズのいう判例は、原語では jurisprudence である。こ

の語、そして関連して用いられる droit という語が意味するとこ

ろが一見ひとつに定まらないようにみえる点について順次整理

していきたい。 

jurisprudence という語は一般的な仏和辞典では、「判例、法解

釈」とされている(2)。また判例とは、一般的には①裁判の先例、

②とくに判決を導くために、裁判所が法令の意味を解釈し、明確

にした直接的な判決理由の部分、などのことをいう。 

①の点については、ドゥルーズは後にふれるアルメニアにおけ

る紛争や現代生物学の事例でこの語を用いており、裁判例に限ら

ない広い意味を持たせている。さらに、②の意味での判例はまさ

に法解釈に等しいものとしていわれるが、ドゥルーズのいう

jurisprudence では、裁判の事例にあっても法解釈とはまたちが

ったことが主張されているような印象を受けるのである。 

ドゥルーズのいう jurisprudence は、冒頭での引用にもあった

ように droit を創造するものである。『記号と事件』において同様

のことを述べたもうひとつの箇所がある。 

 

しかし、私にとって興味深いのは la loi〔法律というもの〕

でも、les lois〔諸々の法律〕でもないし（前者は空疎な観

念だし、後者は日和見主義的な観念です）、le droit〔法とい

うもの・権利というもの〕でもなければ les droits〔諸々の

法(3)・諸々の権利〕でもなくて、jurisprudence〔判例・法

解釈〕なのです。実際に droit〔法・権利〕をつくりだすの

は jurisprudence〔判例・法解釈〕なのですから、これをひ

とり判事の手にゆだねておくわけにはいきません。作家が

読むべきなのは民法典ではなく、実際の判例集なのです。

（ＰＰ. pp. 229-230. 邦訳 340 頁。） 

 

一般的にはここでいわれる loi は、現在では国会が制定した法

律など実定法的な法規を意味する。一方、droit は、①広く法（法

規範）を意味し、さらに②権利をも主要な意味とする。また

jurisprudence は前述のように、「判例、法解釈」とされている。 

ところで『アベセデール』においてドゥルーズは、

jurisprudence の例としてタクシー禁煙訴訟を挙げている。 

車内を禁煙にしたタクシー会社を相手に喫煙の権利を求めて

訴訟が起こされた。判決はタクシー会社敗訴だった。判決理由は、

タクシーの乗客を部屋の借り手と同一視するというもので、つま

り部屋の借り手が喫煙するのを貸し手は禁止することができな

いのと同じことであるという。 

そして 10 年、判決は変わる(4)。タクシーは公共サービスとみ

なされ、公共サービスであるからタクシー会社は禁煙にする権利

もあるとされた。 

近代司法において裁判官は、裁判の基準となる、法律などのな

んらかの法源に依拠して判決を下すことになる。ドゥルーズが挙

げたこの判決においても、裁判所は結論を導くためにあくまで法

的な根拠を挙げる。賃貸借に関する規定を用いるなどして（いわ

ゆる類推解釈・適用？）、サービスの性格を法的に規定すること

である。 

ところがこの事例について、ドゥルーズは、あれこれの権利が

問題なのではなく、問題なのは状況であり、進化する状況が物事

を決めるのだと述べる。つまり社会的な状況に合った結論があり、

結論を導く法解釈はあくまで裁判の体裁を整える装いであるか

のようなのである。 

このタクシー事例に先立ってドゥルーズは、人権というものは

純粋に抽象的なもので中身はカラだと述べたうえで、「人は具体

的な状況に身を置いている」として、1980 年代後半におけるア

ルメニアにおける紛争について語っている。 
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アルメニアの飛び領土が別のソビエト連邦の国の中にある。そ

こで他人種によるアルメニア人の虐殺があり、アルメニア人がア

ルメニア共和国に逃げていったところ、地震が起きたという概略

である。 

ドゥルーズはこれを「jurisprudence の問題」であるとする。

様々な配置（agencements）があり、具体的状況がある。飛び領

土をなくす、あるいはそこで人が生きられるようにする、人権が

問題ではなく正義が問題なのでもない、飛び領土をいかに組織す

るかの問題であり、これは jurisprudence の問題だ……このよう

に述べるドゥルーズにとって、jurisprudence とは個々の具体的

な状況の中での配置や組み合わせにかかわる問題なのである。そ

うであるなら、ひとり判事の手にゆだねておくわけのはいかない、

と語られるのももっともな面もある。  

こうしたことからすれば、jurisprudence とは権利にまつわる

「法解釈」というよりも、個々の事例、という意味合いの強いド

ゥルーズ独特の概念であるようにおもわれる。jurisprudence と

いう語については以下、「判例」という訳語を当てて進めること

とする。 

 

droitは権利をも含むか? 

それにしても「あれこれの権利が問題なのではなく、問題なの

は状況であり、進化する状況が物事を決める」とはどういうこと

であろうか。既存の権利の適用が問題にもならないような状況で、

むしろ新しい状況にふさわしい新しい権利の創造が重要という

ことであろうか。 

実際に droit［法・権利］をつくりだすのは判例であるとされ

るが、ドゥルーズは droit(s)に興味をひかれないと述べつつ、

droit(s)を創造するという点に判例の意義を見出しているようで

ある。この点で droit の位置づけは曖昧である。フランスでは旧

体制における高等法院の腐敗などから、フランス革命以来司法権

への不信と立法権への信頼ということがいわれる。こうした背景

のもとで、「法規範をつくるのは、むしろ判例である」というフラ

ンス固有の状況への発言にとどまるものかもしれない。 

 

 しかし droit につき、積極的に「権利」を含むとする解釈もあ

る。 

ドゥルーズは、実際に droitをつくりだすのは判例であると述

べた後、現代生物学およびそれが作り出す新しい状況などにつき、

判例のからむ問題であるとして、いま、必要なのは道徳をふりか

ざし、専門能力をいつわった有識者の委員会ではなく、利用者の

集団であると述べている（ＰＰ. p. 230. 邦訳 340 頁）。 

このことを根拠として Paul Patton は、droit(s)の創造という

点につき、法（law）の創造のみならず、法において表現される

権利というもの（the right）、あるいは諸権利（rights）の創造を

含むとする。さらに続けてドゥルーズが「実際に利用する人がい

ればこそ、法が政治に変容する」と述べている点に着目し、諸々

の新しい権利の創造とドゥルーズ＝ガタリのいうミクロ政治学

とをつなぐ。すなわち、例えば法律で禁じられた同性愛の問題で

あれば、さまざまな個人的・集団的な活動が人々の感性、信念、

態度における変化をひき起こし、こうした状況の変化が法律の変

更をもたらすに至るという流れを描いている(5)。ドゥルーズのい

う「問題なのは状況であり、進化する状況が物事を決める」とい

う点につき、能動的に状況を作り出していくという方向に意義を

見い出す積極的な解釈を行っている。 

しかし、ドゥルーズは現代生物学のケースにあっても「権利」

という言葉で語ることを避けているようにもおもわれる。 

 

具体的状況をどう考えるか、どうするか～君が代訴訟についての

新たな視角 

「人間が経験する非道さはどれもひとつひとつが事例だ。抽象

的な権利が否定されているのではなく、ひとつひとつが非道な事

例だ」（ＡＧＤ）とドゥルーズは述べる。『アベセデール』で繰り

返されるように、問題は具体的状況である。 

さらに『記号と事件』においては、つぎのように述べられてい

る。「いま、永遠不変の価値の代役をつとめているのが人権」であ

り、「法治国家をはじめ、誰が見ても抽象的としか思えない観念

が幅をきかせている」、そして「抽象的な観念の名において、あら

ゆる思考が阻害され、運動にもとづく分析がことごとく遮断され

てしまう」（ＰＰ. p. 166. 邦訳 244 頁）(6)。 

ここでは、純粋に抽象的な人権、具体的状況という問題につい

て、日本におけるある具体的な訴訟とそれに対する批判的観点を

紹介することで、考えるための補助線を引いておきたい。 

 

近年の公立学校での入学式などの式典における「君が代」をめ

ぐる一連の訴訟につき、いかにその具体的状況を考えるかにつき、

優れた視点を、木村草太『憲法の創造力』（NHK 出版、2013 年）

に取材してみたい。以下同書 30～51 頁の記述に沿って事案の概

要・当事者の主張・判決内容を追っていく（最高裁判所第三小法

廷判決平成 19 年 2 月 27 日民事判例集 61 巻 1 号 291 頁、同第

二小法廷判決平成 23 年 5 月 30 日民事判例集 65 巻 4 号 1780

頁など）。 

 

【事案の概要】 

都内のある小学校で校長が音楽科教師Ｘに、入学式で君が代の
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ピアノ伴奏をするよう職務命令を出した。しかしＸは拒否し、東

京都教育委員会は、Ｘに戒告処分をした。Ｘは、この戒告処分は

不当なものとして、その取り消しを求め、訴訟を提起した。第一

審・控訴審で敗訴、そこでＸは最高裁判所に上告した。 

 

【Ｘの主張の概要】 

私は、「入学式で君が代を斉唱すべきでない」という思想を持

っている。 

憲法 19 条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならな

い」と規定し、国民に「思想及び良心の自由」を保障している。 

そうすると、今回の職務命令は、私の思想・良心の自由を侵害

するもので、憲法 19 条に違反する。 

それゆえ、職務命令は違憲無効だったのであり、それに違反し

たことを理由とする戒告処分も違法である。 

 

「君が代」をめぐっては、公立学校の式典での教師の「起立斉

唱拒否」とそれに対する処分も問題となり、同様の主張がなされ

た。 

その争点は、君が代がかつての戦争のテーマ曲とでもいう側面

があり、君が代をめぐる思想の自由の問題であるかのように思わ

れた。 

 

【最高裁判決の一部概要】 

しかし判決ではこうした君が代が帯びた固有の意味を全く無

視され、たんに「現在国歌とされている歌」としてドライに扱わ

れたのである。すなわち、公立学校の式典は、学校教育の一環と

して行われている以上、国家斉唱は学校教育法にいう「国家の現

状と伝統についての正しい理解」および「国際協調の精神の涵養」

という目的を実現するために行われる。 

そして、君が代は法律および慣習により国家として存在するの

が日本国の「現状と伝統」であるなどの理由により、君が代斉唱

を適法とし式典に盛り込むことも問題なく、それを含む式典の秩

序を維持するための命令も適法と評価された（この部分の判示は、

平成 23 年 5 月 30 日判決による）(7)。 

 

「思想・良心の自由」を根拠に争うことは、そもそも君が代を

めぐって固有の思想的意味を特に認めないという、最高裁のよう

な立場を前にした場合に主張の根拠の体をなさなくなるのであ

る。具体的な状況において、また訴訟の場において、「思想・良心

の自由」という人権（権利）を直接的に主張の根拠として持ち出

すことが、非道さの解決にふさわしいものであるか否かが検討さ

れるべきであったのである。 

そこで木村氏は、この問題が具体的には「労働現場」で起きた

ものであることに着目し、次の 2 点の法的構成をあらためて行

う。 

①まず、安全配慮義務違反（雇い主が被用者を生命・身体・健

康などに対する危険から保護すべき義務）の必要性である。公立

学校の先生の中には、式典での君が代斉唱参加に強い精神的苦痛

を感じ、抑うつなどを生じる場合もある。こうした健康の危険が

予測される状況で国歌斉唱を強要することは安全配慮義務違反

になる可能性がある。 

②目的達成のために他の方法がある場合に、嫌がる被用者に特

定の方法での業務を命じれば、嫌がらせ目的の命令として違法と

評価される可能性がある。君が代を式典に盛り込まなくても学校

教育の目的が達せられる方法があるにもかかわらず、あえてプロ

グラム化し、職務命令を出して君が代に反発を感じる人を追い込

んでいるのではないか。 

そのうえで、君が代訴訟の事案は、「自由権」を制約するという

事案ではなく、パワーハラスメントの事案として位置づけが適切

であると述べる。思想を理由とした嫌がらせは労働法上違法であ

り、また思想に差別されない権利（憲法 14 条参照）を主張すべ

きであったとされる。 

訴訟である以上は、なんらかの権利規定（法源）を根拠として

たたかうほかはない。実務家は根拠規定・条文を求める。この限

りでは、「あれこれの権利が問題なのではない」とはいえない。 

しかし、なんの権利が問題なのか？という場合、私たちはえて

して、自らの状況を耳になじんだ人権の名に結びつけてしまう(8)。

たしかに一連の「君が代訴訟」のような事案であれば、すぐさま

「思想・良心の自由の侵害である」ということが思い浮かぶ。し

かし、木村氏は、「労働現場」という具体性に着目し、どういった

関係がそこにあるのかにつき具体的に検討し、あらためて訴訟技

術的に法的な再構成をした。これはまさしく非道な事例につき、

「抽象的な権利が否定されているのではない」というとらえ方で

はないだろうか？ 

 

むすびに代えて 

 先にも引用したように、『アベセデール』において配置

（agencement）という概念で語っているところがある。配置の

組み合いの一部を（状況の一端を）人権ととらえることで、まさ

しく「抽象的な観念の名において、あらゆる思考が阻害され、運

動にもとづく分析がことごとく遮断されてしまう」のである。一

見奇異な判例概念は、ドゥルーズにあっては具体的状況と抽象的

な観念というふたつの項の関係を思考するために要請されたも

ののようである。 

 「君は人権の話を出したがその意味は？(9)トルコ人にはアルメ

ニア人を虐殺する権利はないということだ。そうだ、トルコ人に
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はアルメニア人を虐殺する権利はない。だから何なのだ」（ＡＧ

Ｄ）。ドゥルーズが、質問者のクレール・パルネに対してこのよう

に述べているところがある。人が殺意を持ったり、実際に人を殺

したり殺さなかったりするのは、殺す権利や殺されない権利を考

えてのことではない。出会いや状況によっては、人は人を殺すこ

とがある。この発言は、具体的状況と抽象的観念という問題につ

いてのもっともすぐれた例であるようにおもわれる。 

 ドゥルーズの判例や人権についての発言や著述は断片的で、

その射程を見定めるのは困難な面がある。また今後検討を重ね

ていきたい。 

 

―――― 

Notes 

１．ジル・ドゥルーズの著作からの引用については、下記の略号を用い、引用文の末尾に該当ページを示した（必要に応じ

て一部邦訳を改めている）。 

ＰＰ: Pourparlers 1972-1990, Minuit, 2003 [1990].『記号と事件』、宮林寛訳、河出文庫、2007 年。） 

ＱＰ: Qu'est-ce que la philosophie ?, Minuit, 1991.『哲学とは何か』、財津理訳、河出文庫、2012 年。） 

ＡＧＤ: L’abécédaire de Gilles Deleuze, DVD Editions Montparnasse, 2004[1995].（『ジル・ドゥルーズの「アベ

セデール」』、国分功一郎監訳、千葉雅也ら訳、角川書店、2015 年。）なお、本ＤＶＤからの発言引用はすべて“G comme 

gauche”（「G 左派」）から行っている。 

２．jurisprudence につき、フランス法の概説書などでは訳語として、専門家の間ではもっぱら判例という意味で使われ、

古い意味、あるいは一般人においては今でも法学という意味で使われることもあるとされている。滝沢正『フランス法 

第 4 版』、三省堂、2010 年、Lexique des termes juridiques,16e édition, Dalloz, 2007.（フランス法律用語辞典〔第

3 版〕、中村紘一・新倉 修・今関源成 監訳、Termes juridiques 研究会訳、三省堂、2012 年）などを参照。 

３．例えば、droit naturel（自然法）、droit public（公法）などのようにいわれる。 

４．ここでのドゥルーズの説明はふたつの判例が 10 年をへだてて出されたというようにきこえる。しかし、ドゥルーズが

「10 年後…」と語っている途中に質問者のクレール・パルネが「ヴェイユ法ですね」と語りかけているところからする

と、あるいは喫煙状況の変化を述べたにとどまり、判例そのものがふたつあったということではないのかもしれない。

この点につき調べるまでには至らず、御教示いただけると幸いである。 

５．Paul Patton, “Immanence, Transcendence, and the Creation of Rights,” in Deleuze Connections Deleuze and 

Law, Laurent de Sutter and Kyle MaGee (ed.), Edinburgh University Press, 2012, pp.18-26. 

６．「人権によっては、諸権利をもつ人間の内在的生存様式については何も語れないのである」（ＱＰ. p. 103. 邦訳 185

頁）。 

７．この要約は判旨の流れを大きく省略したものであり、是非とも木村氏の前掲書、判決原文などに当たっていただきたい。 

８．この点につき、選挙における投票価値の不平等が争われたいわゆる一人一票訴訟における判決に付された裁判官の個人

意見に対して、「「憲法に選挙の平等と書いてあるから投票価値の均衡が要請される」と述べているだけである。投票価

値の不均衡が具体的にどのような弊害をもたらすのか、実質的に論証するものとは言い難い」などの批判がされている

ところなども示唆するところが大きい（木村、前掲書 64-65 頁）。 

９．パルネは、「最近流行の人権の尊重についてはどうですか？それは“革命的になること”の正反対ですよね？」と人権の

話題を持ち出している。 
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【研究ノート】 

自然主義、問われるべき人間存在――ドゥルーズ自然哲学をめぐる問題圏 

小林卓也

はじめに 

キース・アンセル・パーソン（Keith Ansell-Pearson）は、ド

ゥルーズ哲学における自然主義ないし自然哲学に着目するひと

りであるが、彼は、その中心的課題を「人間の条件を越えて思考

すること（Thinking Beyond the Human Condition）」（Ansell-

Pearson 2007 p. 9）に据えている。アンセル・パーソンがこの

課題にはじめて着手したのは、1960 年のサン＝クルー高等師範

学校（l’école normale de Saint-Cloud）にてドゥルーズが行っ

たベルクソン『創造的進化』第三章についての連続講義(1)に関す

る論文中であったが、2015 年に公表された論集に、再び同じタ

イトルのもと、その姉妹編ともいうべき論考を発表する(2)。同論

集には、エリザベス・グロス（Elisabeth Grosz）、クレア・コー

ルブルック（Claire Colebrook）といった、ドゥルーズおよびガ

タリの思想を現代のさまざまな文脈において展開する論者が執

筆陣として顔を揃えている。そして、そのタイトル『ドゥルーズ

と人間でないもの／人間』（Deleuze and the Non/Human）が

端的に示すように、アンセル・パーソンが着手した「人間の条件

を越えて思考する」という課題は、現代におけるドゥルーズ哲学

の読み直しを行ううえでのひとつのテーマとして受容されるだ

けでなく、現代における思想的文脈と共鳴するものとして理解さ

れている。すなわち、「人間の条件を越えて思考すること」の内実

を再考し、どのように読み替え、展開させるのかに応じて、いわ

ゆる「思弁的実在論」「新たな唯物論」「対象志向的存在論」とい

った現代のさまざまな思想的潮流が、互いに固有の領域を形作っ

ていることを同論集から読み取ることができるだろう。本稿では、

アンセル・パーソンのいくつかの論考（ドラフトの段階でインタ

ーネット上に公開されているものを含む）を手掛かりに、こうし

た現代哲学の思想的文脈において、ドゥルーズの自然主義に着目

する意味について考えたい。 

 

人間の条件を越えて思考すること 

そもそも「人間の条件を越えて思考すること」という表現は、

アンセル・パーソンが指摘するように、1966 年に発表された『ベ

ルクソンの哲学』に見出されるものであるとともに、1950 年代

から 60 年代にかけてのドゥルーズによるベルクソン読解のライ

トモチーフであったといえる。そこでのドゥルーズの趣旨は、ベ

ルクソンの哲学を、カントの超越論哲学の批判的延長として位置

付けることにある。すなわち、ドゥルーズは、ベルクソンの哲学

を、経験的な所与を越えてその条件を探求するというカントの超

越論的分析論の企図を共有しつつも、その条件を直観の形式（空

間と時間）および悟性概念（カテゴリー）といった経験の可能性

の条件に還元するのではなく、個別的な経験それ自体において、

所与として与えられる事物が従っている分節化を「実在的な条件」

として取り出すところにその意義があると解していた。「人間の

条件を越えて思考する」という課題は、いわば、カントとベルク

ソンを結び合わせ、カント哲学に抗する対抗軸としてベルクソン

を位置づけるとともに、後者を固有の超越論哲学として読み替え

るというドゥルーズの「反-カント」的文脈において理解される

べきものであったといえるだろう（cf. Sauvagnargues 2009 p. 

111）。 

 しかし、すでに指摘したように、近年、「人間の条件を越えて思

考する」という課題は、このようなカント哲学の改鋳という文脈

を越えてさまざまな分野に拡張され、共有される問題へと位置づ

けられるに至ったように思われる。以下、（Ansell-Pearson 

2015a）に沿いつつその経緯を見ておこう。 

アンセル・パーソンが指摘するように、フェミニズム論者であ

るロジ＝ブライドッジ（Rosi Braidotti）と哲学者マヌエル・デラ

ンダ（Manuel de Landa）を中心に主張されている「新たな唯物

論（New Materialism）」において、1970 年代におけるドゥル

ーズおよびガタリの「反人間主義（antihumanism）」は重要な参

照項となっている。彼らに加え、エリザベス・グロスもまた、実

際にドゥルーズおよびガタリの思想からの影響を明言している

が、それ以上に重要なことは、人間と非人間（人間でないもの）

という二項対立において、つねに主体性や精神といった人間の側

に付与されていた従来の特権性を疑問視するとともに、これに対

し、物質それ自体の能動的な特性（agential properties of 

matter itself）を思考するという「新たな唯物論」の主張する「ポ

スト・ヒューマニズム（post-humanism）」が、まさにアンセル・

パーソンの着目した「人間の条件を越えて思考すること」の現代

におけるひとつのあり方となっているということだ。 

しかし、アンセル・パーソン自身は、こうした「新たな唯物論」

によるドゥルーズ哲学の援用に懐疑的である。というのも、彼ら

は、後期ドゥルーズの「反人間主義」ばかりを参照し、それ以前

のドゥルーズの「ある種の人間主義」をないがしろにしているか
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らだ。むしろ、アンセル・パーソンによれば、ドゥルーズの思想

が「人間主義的と反人間主義的の両方、さらにはポスト・ヒュー

マニズム的でさえある」文脈へとさまざまに展開される可能性を

含んでいるのは、そのスピノザ主義にある。とりわけ彼が重視す

るのは、1960 年代においてスピノザの読解を通して論じられて

いた「人間の解放という倫理的課題」であり、それは「われわれ

の理論的な言説において人間に認められた卓越性に疑義を呈し、

したがって、ポスト・ヒューマニズム的な位置の目的としてこれ

を利用しようと努める」（Ansell-Pearson 2015a p. 5）政治的実

践を動機づけることになる。すなわち、グロスやブライドッジの

「新たな唯物論」が訴える非人間的な生命それ自体、あるいは物

質と理念（概念）を区別することなき「実在」そのものに取り組

む存在論へと回帰することは、文字通り、人間なき世界、人間（の

絶滅、消失）以後の一面的な物質的世界に直ちに跳躍することに

なり、そこでは、人間的動物がもつ明白な倫理的特徴に関与する

ことも、倫理的実践に与することも逸してしまうとアンセル・パ

ーソンは危惧する。したがって、こうした「新たな唯物論」に対

し、1950 年代から 60 年代にかけてドゥルーズが論じていたス

ピノザ主義とエピクロス主義から、規範と倫理を思考する可能性

が含まれているドゥルーズ自身の「新たな唯物論」(3)に立ち返り、

これを積極的に取り出そうとする点に彼の主眼はあると考えら

れる。 

 

問われるべき問題としての人間 

では、そのようなドゥルーズに固有の「新たな唯物論」ないし

「新たな自然主義」（Ansell-Pearson 2014b p. 15）はどのよう

にして取り出されるのか。ドゥルーズのルクレティウス論に即し

て、アンセル・パーソンは、「思弁的側面と実践的側面の両方にお

いて中心に置かれる自然主義の対象とは、人間存在に関して
．．．．．．．．

、自

然に属するものと、神話に属するものとを区別することである」

（Ansell-Pearson 2014a p. 122）〔強調は引用者〕という点に

着目する。問題とされているのは、まさに、人間存在そのもので

あり、宗教、誤った自然学、「神学の影響下にある哲学（存在、一

者、全体）の神話」（Ansell-Pearson 2014a p. 133）による足

枷から、人間性そのものを解放することにある。 

 同時に、自然というテーマもまたここに見出されるように思わ

れる。「ルクレティウスとシミュラクル」において、ドゥルーズが

ルクレティウスの自然主義の条件として挙げている思考と感性

は、もはや通常の思考や感性によって表象可能な対象をわれわれ

に与えない。思考と感性は相互に規定し合い、感覚可能な最小の

部分よりも小さな部分からなる原子が、思考可能な最小の時間よ

りも小さな時間において偏向し総合されることで、全体化されざ

る自然を描き出す（cf. 小林 2012）。ルクレティウス論で論じら

れる自然は、人間に対立する自然でもなければ、人間なき世界に

おける自然でもない。その特異な自然は、あくまでも、表象可能

な対象を構成するという「人間の条件」から解放された思考と感

性の相互作用によって構成されるものであるからだ。 

さらに、アンセル・パーソンがドゥルーズのスピノザ解釈に読

み取るのは、「自然の能動性（the positivity of the nature）を

認識しその深さに浸透するという企図と、これら〔自然の〕深さ

に浸透するために必要な思考能力を人間存在に認める
．．．．．．．．

という企

図がある」（Ansell-Pearson 2015a p. 15）〔強調は引用者〕と

いうことである。ここでもまた問いの中心は人間存在におかれて

いる。 

 

 自然は受動的ないし不活性な〔引用者注：テキストには

“insert”とあるが、おそらく“inert”の誤植であろう〕も

のとして構成されるのではない、そうではなくドゥルーズは

「表現的」自然、因果論をもつ自然を論じているのであり、

すなわち、（実体、属性、様態を含む）表現するものそれ自

体のなかに、表現が内在してあると主張している。（Ansell-

Pearson 2015a p. 15） 

 

スピノザにおいて自然はすなわち神である。そして人間もまた

神すなわち自然の内部において、その本質の一部（様態）をなす。

しかし、その本質が真となるのは、神の本質が人間存在の本質を

通して自らを展開する限りにおいてであるとアンセル・パーソン

は述べる。いいかえると、『スピノザと表現の問題』以来、ドゥル

ーズが幾度となく述べているように、実体の本質、すなわち存在

（われわれ有限様態からすると属性と延長）は、それを表現する

様態としてのわれわれなしには存在せず、むしろ、表現される実

体の本質は、表現である様態としてのわれわれに内属（内在）す

る。重要なことは、こうした「内在」の論理が、実体、属性、様

態といった人間の思考様式を排した存在そのものや、自然ないし

物質そのものに回帰することによってではなく、あくまでも人間

の思考様式のなかに、実体、属性、様態のそれぞれが自らの本質

を下位のカテゴリーに内属させる「表現の論理」を読み込むこと

によって可能になっているということである。 

いずれにせよ、ドゥルーズ哲学において自然というテーマは、

こうした人間という問われるべき存在と緊密に結びついており、

人間存在の内的な吟味を通してのみ論究されるべきものである

といえるだろう。 

 

むすびにかえて 

これまで述べてきたように、アンセル・パーソンは、表象や主観
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性といった人間の特権を退位させるという企図を「新たな唯物論」

と共有しながらも、人間なき世界の物質性そのものや、生命その

ものを志向するその「一面的な存在論」への回帰を否定する。こ

れに対して、「人間とその他の生命の形態のあいだの差異を考慮

しつつ、人間と動物を関連付ける生態学（ethology）」（Ansell-

Pearson 2015a p. 17）を取り出すところに、とりわけスピノザ

に依拠してドゥルーズが論じていた自然主義に着目する賭金が

ある。重要なことは、「人間の条件を越えて思考すること」がはた

してどのような事態なのかという問いにとどまることであり、そ

の先にどのような自然や人間のあり方（ポスト・ヒューマン的な

何か）が立ち現れるかということは結果にすぎない。 

クレア・コールブルックもまた、アンセル・パーソンのこうし

た企図を共有するひとりであるように思われるが、彼女もまた、

「人間とは別のもの、人間の後にあるもの、あるいは人間を越え

てあるものとは何かという問いは、《決定的に》人間的である。な

ぜなら、まさに、人間というものがつねに、いかなる標準的な定

義も拒絶することによって定義されてきたからである」

（Colebrook 2015 p. 218）と指摘し、つねに確定的な定義を逃

れる「人間存在」を問題として引き受けることの重要性を示唆し

ている。そして、人間の特権を退位させると主張する、いわゆる

「新たな唯物論」によって開かれるべき「ラディカルなポスト・

ヒューマニズムの可能性（ the possibility of a radical 

posthumanism）」についてこう述べている。 

 

人は例外的なものではなく、人もまた生命やこの世界に縛

り付けられていると言うよりもむしろ
．．．．．．．．

、思考には何か単な

る人間の後に生き残るものがある、すなわち、「誰か」とい

う特定の所在や個体化の後に生き残り、「人」を越えて思考

することのできる何かがあるということを考察すべきかも

しれない。ポスト・ポスト・ヒューマニズム（Post-post-

humanism）、すなわち非人間主義（inhumanism）は、自

らを、もはや例外的なものではないと想像し、主観としてこ

の世界から切り離されてはいないと想像する人をかたちづ

くることはしない
．．．

。むしろ、ポスト・ヒューマニズムの後に

到来すべきは、思考は、思考の不在において実在しうるもの

を想像することができると主張することであるだろう。

（Colebrook 2015 p. 219）〔強調は引用者〕 

 

思考の不在において実在しうるものを想像することができる

のは、まさに思考であって、人間の不在ではない。そうした「人

間の条件を越えて思考する」可能性は、なによりも、その定義が

確定されることなく、つねに更新されざるをえない「人間である

ということ」のなかに見出されるべきものであり、ここにドゥル

ーズ哲学の真価があることをコールブルックは的確に明言する。 

 

私がドゥルーズの思想において、真なる意味で将来を開く

次元であるとみなしているのはこれである。すなわち、物質

というひとつの平面を取り戻すべき主観の理念性や〔客観

に対する〕距離を破壊することではなく、自らを人間であ
．．．．．．．

る
．

べきとみなしているものの内部において
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、《だれ》という基

盤なしに、すなわち、思考がその内に、自らに固有の関係を

見いだしうるような平面なしに、思考する力や可能性

（potentiality）を識別することである。（Colebrook 2015 

p. 219） 

 

つねに問題となるべきは「人間」であり、知性的な側面におい

ても身体的な側面においても、人間存在そのものの内部において、

人間とポスト・ヒューマン的なもの、あるいは非人間的なもの

（inhuman）との差異を識別し、何がその差異を生み出している

のか思考することが「人間の条件を越えて思考すること」である

といえる。ドゥルーズの自然主義ないし自然哲学の再構築を試み

るアンセル・パーソンと、ドゥルーズの思想の現代性を推し測る

クレア・コールブルックが共有しているのは、人間なき世界や人

間なき自然を思考するためには、人間それ自体を問題として引き

受けなければならないという逆説なのである(4) 

 

―――― 

Notes 

1. アンヌ・ソヴァニャルグによる解説を付した講義ノートは、（Deleuze 2004）に収録されている。 

2. （Ansell-Pearson 2015b）では、ドゥルーズによるベルクソン読解を導きとして参照し、『創造的進化』における進化

論にかんする考察から多くの教訓を引き出すことが試みられており、ドゥルーズ哲学よりもむしろ、ベルクソン哲学内

において「人間の条件を越えて思考するという試み」（Ansell-Pearson 2015b p. 82）の持つ意義が考察されている。

ドゥルーズ哲学に議論を限定する本稿では、これについては論じない。 
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3. アンセル・パーソンが幾度も指摘するように、ドゥルーズ自身、『スピノザと表現の問題』（1968）の結論部の冒頭にお

いて、スピノザとライプニッツの反デカルト主義を「新たな《唯物論》と新たな《形式主義》」（Deleuze 1968 p. 299）

と形容している。 

4. コールブルックも指摘するように、こうしたドゥルーズの議論は、思考者としての人間から思考を解放する「思弁的実

在論」のひとつの様態として読むことができる。管見によれば、人間と非人間をめぐる従来の枠組みを問い直し、情報、

資本、物質といった「非人間的なもの」から区別される、「そもそも「人間」という存在に取り憑いた、より固有にして

根源的な意味での非人間性」に着目し、これを来るべき「人間性」の到来の告知と見るというリオタールの議論は、本

稿においてアンセル・パーソンとコールブルックに見てきた議論と親和的であるように思われる（cf. 星野 2016 

pp.165-169）。また、イアン・ハミルトン・グラントは、世界を根拠づける無底、ないし無根拠化（ungrounding）に、

ドゥルーズとシェリングの思想の近さを見ている（cf. Grant 2006 pp. 199-206）。カントの『判断力批判』から、ド

イツ・ロマン主義を介したシェリングの自然哲学（Naturphilosophy）へと連なる哲学史的文脈とドゥルーズの自然哲

学の連関は、テキスト面での照合に加え、ドゥルーズが暗に参照する文献（とりわけ、ジャン・ヴァールの著作など）

との連関を含めて精査されるべき課題である。 

 

―――― 
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【報告】 

日仏哲学会ワークショップ「ドゥルーズ哲学と先行者たち――リュイエル、

マルディネ、シモンドン」に登壇して 

小倉拓也

2015 年 9 月 11 日、立教大学池袋キャンパスにて、日仏哲学

ワークショップ「ドゥルーズ哲学と先行者たち――リュイエル、

マルディネ、シモンドン」が開催され、報告者はオーガナイザー

兼提題者として、他の提題者である近藤和敬氏および小林徹氏と

ともに登壇した。ワークショップには、司会に米虫正巳先生、コ

メンテーターに廣瀬浩司先生、杉山直樹先生、合田正人先生とい

う、実に豪華な面々を迎えることができた。 

このワークショップには、DG-Lab とドゥルーズ研究会が協賛

しており、日仏哲学会から機関誌への報告の要請がなかったこと

もあり、ここ DG-Lab の『hypen』誌にささやかな記録を残して

おこうと思う。とはいえ、私以外の発表者は DG-Lab に直接の関

係はないので、ここで彼らの発表内容について詳しく書くことは

しないでおきたい。各発表内容は、各発表者の手によって、いず

れ何らかのかたちで、何らかの媒体で、目にすることができるは

ずである(1)。 

まずはこの日仏哲学会のワークショップそのものについて説

明しておきたい。このワークショップは、日仏哲学会が 2015 年

度より新たに導入した公募型のものであり、学会員がオーガナイ

ザーとして企画書を提出し、理事会の承認を経て、原則的に自主

運営イベントとして開かれる。テーマ、人選、時間配分など裁量

の自由度が高い分、会場の確保や当日の運営も自分たちで責任を

持って行う必要があり、このようなイベントに不慣れな報告者の

ような若輩者には難易度が高かった。協賛した DG-Lab やドゥル

ーズ研究会からの参加者の方々や、会場となった立教大学の先生

方や学生方、そして司会やコメンテーターの先生方の協力がなけ

れば、とてもではないがやりきることはできなかったと思う。み

なさまには心から感謝したい。 

さて、このような機会が学会で設けられたこと、そして 2015

年がドゥルーズ没後 20 年にあたることが、私たちがドゥルーズ

をめぐるワークショップを企図した理由である。冒頭で触れたよ

うに、「ドゥルーズ哲学と先行者たち」と題して、ジルベール・シ

モンドン（1924-1989）、レイモン・リュイエル（1902-1987）、

アンリ・マルディネ（1912-2013）を取り上げることにした。優

れた哲学史家でもあったドゥルーズが、歴史上の哲学者だけでは

なく、同時代の哲学・思想をも取り込みながら自身の哲学を形づ

くっていったことはよく知られている。しかし、『差異と反復』

（1968）から『哲学とは何か』（1991）に至るまで陰に陽に援用

され続け、ドゥルーズ哲学に大きな影響を与えていたこの三者に

ついては、主題的に取り組まれることがほとんどなく、ドゥルー

ズ哲学とのその関係についての研究が求められていた。 

ただし、この三人を選んだのには、単に現在の研究状況におい

てあまり取り組まれてないという否定的な理由だけでなく、積極

的な理由があった。それは、ドゥルーズにおける「カオス」の問

題においてこの三者がかち合うという理由である。 

ドゥルーズは『差異と反復』において、シモンドン哲学を援用

しながら、齟齬するセリーからなるシステムを記述しつつ、それ

を「カオス」と形容している。これは、秩序の可能的な反対物で

はなく、現象をその効果として生み出す一貫性を持った差異と反

復のシステムであり、カオスモスと呼ばれる。しかし、『哲学とは

何か』になると、カオスの意味が微妙に変わり、むしろそのよう

な一貫性を持ったシステムがそれに抗して打ちたてられなけれ

ばならない何か、それ自体としては何も生み出すことなく一切を

流産させてしまう何かとして考えられるようになる。『哲学とは

何か』から引用しよう。 

 

カオスは、その無秩序によってではなく、無限速度によって

定義されるのであり、カオスのなかに輪郭を現す形態はす

べてその無限速度によって消散してしまう。それは空虚で

あるが、無ではなく、潜在的なも
．．．．．

の
．
である。この潜在的なも

のは、すべての可能的な粒子を含み、すべての可能的な形態

を描くのだが、それら可能的な形態は、存立性も準拠もなく、

いかなる結果ももたらさずに即座に消失する。それは誕生

と消滅の無限速度である。(2) 

 

ドゥルーズが念頭に置いているのは、過融解水溶液が、結晶の

核を形成しておきながら、結晶化することなく核を流産させる事

態である。ここには、シモンドンの物理的個体化論を援用したか

つてのシステム論や超越論的領野に対するある種の批判的な相

対化を見ることができる。『哲学とは何か』で問題となるのは、こ

のような無限速度を把捉することでカオスをカオスモスへ、すな
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わち「カオイド」へと変成させる闘いであり、この観点から哲学、

科学、芸術の営みが定義されていく。このカオスに抗する闘いに

おいて、ドゥルーズはリュイエルとマルディネから決定的な概念

を援用しているのである。 

ドゥルーズはリュイエルから「絶対俯瞰」という概念を援用す

ることで、哲学による闘いを定義する。哲学は、無限速度で流産

し続ける諸要素を、非感性的な仕方で一挙に把捉する。それが概

念を発明することである。非感性的な仕方で一挙にということは、

現象学的な身体主観へと諸要素を相関させないということであ

り、それゆえに無限を有限化しないということであり、まさにこ

こにリュイエルの絶対俯瞰の意義がある。リュイエル自身まさに、

メルロ＝ポンティの現象学を具体的な対決相手にしながら、身体

が介在することのない意識の絶対俯瞰を見いだしたのであり、リ

ュイエルを援用するドゥルーズの議論は彼の反‐現象学的側面

の最たるものだと言える。 

しかしドゥルーズは、カオスに抗する闘いにおいて感性的なも

のや身体的なものを排除したわけではない。むしろそれらを、芸

術による闘いに固有のものとして見いだすのである。芸術は、無

限速度で流産し続ける諸要素を、一時的に受肉し、具現化し、感

覚可能にするものとしての芸術作品をつくりだすのだが、ここで

マルディネの作品概念である「モニュメント」が援用されるので

ある。マルディネによれば、モニュメントとは形態の非ゲシュタ

ルト的な自己定立であり、ドゥルーズはここから、見えるものす

なわち「見え vison」そのものを、カオスのただなかで自分で自

分を打ちたてる「行為 acte」と定義し、哲学による発明物である

概念に比される、芸術による合成物である「感覚の存在」という

考えを練り上げている。 

このように、シモンドン、リュイエル、マルディネの三人は、

ドゥルーズ晩年に際立つ「カオス」および「カオスに抗する闘い」

において交錯するのであり、この三人を取り上げることには研究

上の内的な必然性がある。そして上記のまとめから明らかなとお

り、この三人に取り組むことは、「ドゥルーズと現象学」という、

すでに一般的な解答が与えられてしまっているかに見える問題

に、別の角度から、少なくともその一般的な解答よりはるかに豊

かな光を投げかけるものでもある。 

ワークショップでは、このような観点から、各登壇者がそれぞ

れに議論を展開した。必ずしも当初想定していた着地点にたどり

着いたわけではないが、コメンテーターの先生方の鋭い介入や、

会場との質疑で、ワークショップは予想以上に大いに盛り上がっ

た。個人的にはとりわけ、ドゥルーズとマルディネの関係を考え

ると浮上せざるをえないハイデガーの問題、そしてメルロ＝ポン

ティ自身にひそかに胎動していたモニュメントの問題は、今後取

り組んでいきたい問題である。このような貴重な機会を与えてく

れた日仏哲学会と、協力してくださった関係者各位に、あらため

て感謝を申し上げたい。 

 

―――― 

Notes 

1. 近藤和敬「ドゥルーズはシモンドンの議論をいかに理解し使用したか――ドゥルーズの忠実さと過剰さ」『鹿児島大学法

学部紀要人文学科論集』第 83 号、鹿児島大学、2015 年。 

2. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, Minuit, 1991, p. 111. 
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【報告】 

小林徹『経験と出来事――メルロ=ポンティとドゥルーズにおける身体の哲

学』合評会の様子 

小林徹 

 2016 年 3 月 21 日、國學院大學にて拙著『経験と出来事――

メルロ＝ポンティとドゥルーズにおける身体の哲学』（水声社、

2014 年）を巡る合評会が執り行われた。実に４時間半にも渡る

会となったが、供犠における生贄のように燃やし尽くされた書物

の周囲にかくも豊かな出会いの場が開けたことは、途惑いながら

この拙い書物を執筆し、いまだなおその途惑いの中に置き去りに

されている者としては身に余る光栄であった。オーガナイザーの

小手川正二郎氏（國學院大學文学部助教）の御尽力に、感謝の意

を表したい。今回 Deleuze-Guattari Laboratory の御依頼を受

け、このイベントの報告書を提出させていただくことになった。

すでに書物として世に問われてしまったものについて、「著者」

という肩書きのもとにコメントを行うのは想像していた以上に

難しい作業であった。おそらく当日に交わされたやり取りについ

て、私はそれを十分に客観的に伝える資格を持たないだろう。そ

れでも、その場で感じたことを文字にして残しておくことが、拙

著をめぐる合評会に参加していただいたすべての方々に対する

私なりの謝意の表明になればと思い、御依頼を引き受けさせてい

ただいた次第である。 

＊ 

会の冒頭に、本書に関する私自身の現在の見解を述べさせてい

ただいた。要すれば、本書の「欠陥」とは何よりも結論の不十分

さであり、モーリス・メルロ＝ポンティとジル・ドゥルーズとい

う二つの独創的な哲学の比較論という目論見が、その先にいかな

る哲学的・思想的立場を提示しうるかという点に関して、結局不

分明なままに留まったことである。本会の評者の方々のコメント

もまた、基本的にはこの「欠陥」を踏まえたうえで展開されてい

たように思う。「メルロ＝ポンティとドゥルーズの哲学をあたか

も合わせ鏡のようにして向かい合わせる」という本書の出発点と

なる前提は疑わしいのではないか。二人の哲学者の想像的対話と

いうテーマを展開するにあたって、「距離」と「接近」というあま

りに図式的な関係性を設定したことで、それぞれの哲学の独自性

が損なわれ、かつまたテクスト解釈上の誤りも生じることになっ

たのではないか。著者が描いた哲学的フィクションは、実際に二

人の哲学者の間に渦巻いていた問題圏に比べてあまりに貧しい

ものだったのではないか……。しかしそれでも掬い取るべきもの

が何か残っているとすれば、それは何なのか。「著者」として、こ

の問いを引き受けなければならない。 

本会の総合司会の任を引き受けてくださったのは、合田正人先

生（明治大学文学部教授）であった。合田先生の御紹介のもと、

加賀野井秀一先生（中央大学理工学部教授）、中村大介氏（豊橋技

術科学大学総合教育院専任講師）、小倉拓也氏（学術振興会特別

研究員ＰＤ・明治大学）、山森裕毅氏（大阪大学コミュニケーショ

ンデザイン・センター招聘研究員）が順番に登壇し、それぞれの

観点から発表を行い、その都度「著者」である私とやり取りする

という形式であった。また、合間に会場からの質疑応答も行われ

た。その際には伊藤泰雄先生、江川隆男先生、鈴木康則氏などか

ら有益なコメントをいただいた。 

 最初の評者であった加賀野井先生は、本書全体の試みを最大限

に擁護しながらも、メルロ＝ポンティ研究者の立場からいくつか

疑問点を提示していただいた。メルロ＝ポンティの哲学が、現象

的領野の限界点（「幻覚的瞬間」）でドゥルーズにおける内在平面

の哲学に反転すると主張することによって、本書は哲学史の新し

い読み方を提示していると言えるかもしれないが、その一方で、

メルロ＝ポンティの思想に留まることによって見えてくる問題

群（たとえば「世界の湧出」についての問題）をあまりに「身軽

に」素通りしているのではないか。そもそも一つの思想の反対側

にもう一つの思想が見えてくるという筋書きは、本当に正しいの

か。何がこの構図を保証しているのか。これらの点に関しては、

私が設定した構図が図式的に過ぎたのかもしれないと反省して

いる。引き続きメルロ＝ポンティとドゥルーズ双方に対してさら

に踏み込んだ研究を行いながら、本書の図式を補強し、両者の間

を繋ぐ論理をさらに精密なものにせねばならないだろう。 

 中村氏は、本書の大きな枠組みを「発生と遡行の〈間〉」という

形で明示した上で、とりわけジルベール・シモンドンの〈情報〉

概念に関する解釈上の問題点を御指摘くださった（またドゥルー

ズの『シネマ』に関しても、有益な御指摘をいただいた）。氏に従

えば、シモンドンが語る前個体的領野は、本書が記述したような

「情報に満ちた領野」ではない。あくまで〈情報〉は外部的な偶

然性に関する概念である。メルロ＝ポンティとドゥルーズを接近

させるという本書の方向性が、シモンドン理解を偏ったものにし
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てしまったのではないか。この点に関しては、シモンドンにおけ

る〈情報〉概念自体のより厳密な考察が必要となるだろう。いず

れにせよ〈情報〉がすでに
．．．

理念的水準に内在しているという本書

の議論は、たとえば氏の御提案にもあったように「偶然」の概念

を手がかりにして、より精密に見直されなければならないと思わ

れる。そのことによって、メルロ＝ポンティとドゥルーズの〈間〉

を今一度考え直すことができるだろう。 

 休憩を挟んで、小倉氏の発表（「断ち切られた絆」）が行われた。

本書の最も中心的な議論を第三部の芸術論に求めたうえで、たと

えばアンリ・ミショーへの言及が外挿的に留まっている点や、ド

ゥルーズの後期哲学の展望があまりに矮小化されている点を御

指摘いただいた。氏のドゥルーズ美学に関するコメントには学ぶ

べき点も多く、とりわけ「カオスとの闘い」論は、本書の枠組み

を超えて一つの新しい立場を見事に素描していたように感じた。

重要な批判としては、本書が語る「幻覚的瞬間」について、メル

ロ＝ポンティがそれを根源的信憑の欠如と見なしている以上、こ

れをメルロ＝ポンティとドゥルーズとの接点と見なすことはで

きないのではないか、というものがあった（これが氏の言う本書

の「空回り感」の内実であろう）。私としては、まさにここにおい

て、メルロ＝ポンティは自らが設定した現象学的枠組みを踏み越

えようとしていたのではないかと推測するが、この点に関して本

書はより踏み込んだ議論を展開する必要があっただろう。 

 評者として最後に登壇したのは、山森氏であった。冒頭から、

社交辞令抜きに本書の「欠陥」をはっきりと指摘する一見粗野な

しぐさの中に、どこか予定調和的な臭いが漂う本書が覆い隠して

いる真の論争ポイントを露呈させる力強く哲学的な意図が感じ

られた。なかでも印象的だったのが、氏にとっては読む理由より

も読まない理由の方が目についたであろう本書に対して、いくつ

かの「改善案」を提示していただいたことである。いずれも傾聴

に値する御指摘だったと言わざるを得ないが、中でもメルロ＝ポ

ンティとドゥルーズを「有機体論」の枠組みで捉え直してはどう

かという案については、私自身もその方向性を考慮しなかったわ

けでなかったがゆえに、本質を突かれた思いであった。今後の課

題としたい。また潜在的領域と新しい出来事の関係について、本

書はそれを現働化の側面だけで捉えているのではないかという

踏み込んだ御批判をいただいた。先述した「偶然」の問題と絡め

て、出来事の哲学をもう一度考え直してみたい。 

＊ 

 いずれの評者も、それぞれの思考のスタイルに則りながら、

拙著を巡ってさまざまな議論を展開してくださった。批判（あ

るいは批評）行為の豊かさについて、大変多くのものを学ばせ

ていただいたと思っている。会の締めくくりとして、最後に、

総合司会の合田正人先生から総括的なコメントをいただいた。

本書の文体上の傾向である比喩表現の多用（とりわけ織物
、、

の喩

え）について、つまり哲学的議論におけるレトリックの危険性

について明確にご指摘いただいた。先生も述べておられた通

り、これが悪しき文学趣味に終わってしまうか、それとも何ら

かのスタイルとして結実するか、私自身の今後の活動に委ねら

れているのだろう。襟を正す思いであった。また、すでに提示

されてしまっている書物に関して「著者」を取り囲んで議論す

る合評会という形式そのものについての疑義を表明されていた

のが、印象的であった。確かに、本書を書いた「著者」と、「著

者」としてこの会に参加した私との間にはどこか越え難い溝が

あることを、私自身も終始感じ続けていた。とはいえ、合評会

というイベントを終えてみて、その場で感じた言葉にならない

途惑いも含めて、本書が残したすべてのものを、私自身が積極

的に自らの活動の糧にすることを求められていると強く感じた

ことも否み難い事実である。その意味では、このささやかな報

告書が、そうした活動の出発点となることを心から願ってい

る。そして私の研究活動が、拙著にコメントをくださった方々

の活動といつかまた交叉し、この日のような出会いの場がまた

開ける日を心から待ち望んでいる。
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