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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。 
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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） 


