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【年次報告】
2 年目を通過しての成果と課題
小倉拓也

―――――――――――――――――――――――――――――――――
DG-Lab は、2016 年 1 月から 12 月に、隔月で 6 回の研究会

研究発表も、毎回たいへん充実したものであり、質疑応答を含

を実施し、2 年目の活動を終えた。1 年目の活動から引き続き、

め、刺激的な議論がなされていた。徐々に、発表者が馴染みの面

毎回、多くのメンバーが参加し、さらに新しいメンバーを迎えな

子になってきたという側面もないわけではないが、当ラボが、若

がら、読書会と研究発表を続けた。まずは、大きなトラブルもな

手研究者が萌芽的なアイデアも含め、比較的自由に発表し議論が

く、無事に毎回の研究会を実施できたことについて、ラボのメン

できる場として定着しつつあることは、喜ばしいことである。今

バーに感謝申し上げたい。

後、必ずしも学術的で文章ベースの発表ではないものも積極的に

2016 年は、読書会のテーマを「ライプニッツ」と定めた。ド

受けつけ、実施することで、ラボの掲げる理念に近づいていくこ

ゥルーズがライプニッツに言及する箇所は、主要著作では『差異

とができるのではないかと思われる。

と反復』
（1968 年）
、
『意味の論理学』
（1969 年）
、
『襞』
（1988

さて、2016 年の活動を特徴づける最も大きな出来事として、

年）などが知られているが、読書会ではそれらに加え、未刊行な

ラボが主催した一大イベントである「ジャック・ラカン『エクリ』

がら Web Deleuze で閲覧できるライプニッツ講義も扱った。ド

刊行 50 年記念 DG-Lab 公開実験「DG-Lac(an)」
」の開催をあげ

ゥルーズのライプニッツへの取り組みに触れるものとしては、本

ることができる。上尾真道氏と松本卓也氏という、本邦を代表す

格的で、かなり手厚いテクストの選定だったと言えるだろう。

るラカン研究者を招き、ドゥルーズ／ガタリ／ラカンについて、

毎回、重厚な「哲学的な」議論が華やいだ一方で、2015 年の

多面的に検討することができたのは、ラボとしてはひとつの達成

テーマ「器官なき身体」に比べると、もしかしたら、メンバーの

であったと言える。もちろん、反省すべき点も多々あったが、後

誰しもが、それぞれの現場や専門の観点から、それぞれの関心に

ろを向くよりは前を向いて、ラボのさらなる発展を目指したい。

引きつけて、取り組むことができるようなものではなかったのか

なお、
「DG-Lac(an)」
」の上尾氏、小倉、山森氏の原稿は、改

もしれない。2017 年はすでに、前半は「空間」を、後半は「科

稿のうえ、本誌に「特集」として収録されている。松本氏の原稿

学」をそれぞれテーマとし、読書会を実施しているところではあ

も、いずれ別の媒体で読むことができるようになるだろう。

るが、今後も、より開かれたラボであるために、メンバーへの希

快くラボのイベントに登壇してくださった上尾、松本の両氏に、

望の聴き取り等を踏まえながらのより入念なテーマおよびテク

そして無茶な企画につき合い、多くの支援をしてくれたラボのメ

ストの選定が望まれるだろう。テクストの読解こそ、哲学を実践

ンバーに、あらためて感謝申し上げたい。

することの根幹なのだから。

2016 年 DG-Lab 研究会内容
・第 7 回 DG-Lab 研究会
【日

時】2016 年 1 月 23 日、於・長岡京市中央生涯学習センター、4 階・学習室 3

【読 書 会】ドゥルーズのライプニッツ講義を読む（１）
：Web Deleuze 内より 2 講義（担当：得能想平）
【研究発表】平田公威「
『意味の論理学』における出来事の論理

・第 8 回 DG-Lab 研究会
【日

時】2016 年 3 月 12 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】ドゥルーズのライプニッツ講義を読む（２）
：Web Deleuze 内より 3 講義（担当：得能想平）
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【研究発表】平田公威「
『意味の論理学』における動詞の理論について――時間生成論と静的発生について――」

・第 9 回 DG-Lab 研究会
【日

時】2016 年 5 月 28 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】
『差異と反復』におけるライプニッツの位置（担当：小林卓也）
【研究発表】小倉拓也「否認と仮構の援用からみたドゥルーズにおけるフロイトとベルクソンの問題」

・第 10 回 DG-Lab 研究会
【日

時】2016 年 7 月 30 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】
『意味の論理学』におけるライプニッツの位置（担当：平田公威）
【研究発表】山森裕毅「ドゥルーズにおける法と行為の哲学」

・第 11 回 DG-Lab 研究会
【日

時】2016 年 9 月 24 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】
『襞：ライプニッツとバロック』
：第 1 部（担当：山森裕毅）
【研究発表】得能想平「ドゥルーズにおける差異の概念について」

・第 12 回 DG-Lab 研究会
【日

時】2016 年 11 月 26 日、於・長岡京市中央生涯学習センター、6 階・和室

【読 書 会】
『襞：ライプニッツとバロック』
：第 2 部（担当：山森裕毅）
【研究発表】福尾匠「ジル・ドゥルーズ『シネマ』の虚像―――知覚から身体へ」

関連イベント
・ジャック・ラカン『エクリ』刊行 50 年記念 DG-Lab 公開実験「DG-Lac(an)」
、2016 年 12 月 3 日 13：00～17：45、
於・クロスパル高槻（総合市民交流センター）
・第 4 会議室、司会：福尾匠、第 1 部「言語‐連鎖」
（松本卓也＋小倉拓
也）
、第 2 部「政治‐分析」
（上尾真道＋山森裕毅）

ポスター（表・裏）
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―――――――――――――――――――――――――――――――――
【特集：ジャック・ラカン『エクリ』刊行 50 年記念】
忘却の政治：あるいは「書かれないことをやめない」ものの周りで
上尾真道

―――――――――――――――――――――――――――――――――
０．はじめに

な戯れから離れず、口のそばにまとわりつくような言葉たちだ。

政治と分析――この接続において期待されているのは、精神分

『アンコール』では、ラカンはこれを S1 としている。
〈一〉の反

析の知見を利用したアクチュアルな政治分析であろうか。日本に

復の群れであり、
「
〈一〉あり y a d’l’Un」 4）、すなわちブンブン

せよ世界にせよ論じる材料は尽きない。しかし理論と概念でうま

うなる蜂の群れのような言葉たち

く現実を切り取って、なおかつ預言者ぶろうとしてもうまくはい

〈一〉を求めて繰り返されるだろう。もう一つ、あるいは一つの

かないだろう。むしろ、たいていのことはまずは常識的に思考し

〈他〉を求めて。ラカンは次のような図を示している。

5）

。この〈一〉は、さらなる

ておかねばならない事柄であるはずだ。その点でいえば、私のコ
S1 (S1 (S1 (S1→S2) ) )

モンセンスにとっては、何よりも今、世界を特徴づけるのは、独
特な不真面目さである。昨年、私はそんな状況を、ドゥルーズの
『意味の論理学』の特に第 34 セリーを念頭に、
「イロニー」とし

このようなシニフィアン連鎖は、ラカンにおいては六六年以降、

1）

。その後、2016 年には、

単に言語記号の問題としてではなく、身体の問題としても検討さ

「ポスト真理」という言葉が大きな話題となった。しかし哲学風

れている。ララングは「性的享楽の離接の相関項」 6）であると言

でもありつつすでに商業味を帯びたこんな名付け自体が、果たし

われるのは、〈一〉なる身体がシニフィアンを通じて構成される

て何らかの真面目さを新たに獲得するであろうか、定かではない

その時に、享楽がそこから分離されて隣接されるからだ。
〈一〉の

とも感じている。

反復は、性的享楽の次元においては〈他〉に到達可能ではない。

て名指せないか、試みたことがあった

こうした感覚の根っこはどこにあるのか。これを考えるとき、

〈他者〉を性的に享楽することはできない。すなわち「性関係は

私には、その手がかりが、ラカンと D&G の 70 年前半のすれ違

ない」
、あるいは「性関係は書かれない」
。このとき、
「書かれる」

いのところにあるように思われる。本論では、その交錯の政治的

ということは、読まれるものを作るということでもある。性的享

意義を探ってみることにしよう。そのとき一つの鍵となるように

楽の次元においては、シニフィアン連鎖は、シニフィエとして読

思われるのが「忘却」という主題である。

まれうる効果を析出しないことが強調される。
これに対してありうる解決は、性的享楽を、意味を作る心的享

１．書かれないことをやめるもの

楽へと翻すことである。S1 のうなりに対し、
〈他〉を一つのリミ

議論の出発点としてまず、ラカンが 70 年以降に到達した理論

ットとして設定し直すこと。ラカンはこれを彼自身のララングで

的成果について、整理しておこう。いくらか図式的になることを

こう述べる。
「私が話しているのは、それらの〈一〉についてだろ

最初に断っておく

2）

うか？ Est-ce d’eux? (=S2)」。S1 の対象化は、問いという形式

。

のうちに、性的〈他〉を（原）抑圧する。S1 と S2 の間には欲望

ここでは後期ラカンのシニフィアン理論の展開に注目したい。
この時代、ラカンは、浮遊するシニフィアンと流れるシニフィエ

の線が引き直される。
「書かれないことをやめない」
（＝不可能な）

の関係を理論的に整理するにあたり、いわば天上のシニフィアン

性的シニフィアン連鎖の無際限性から、その効果が、「書かれな

が、シニフィエに降り注ぎもたらす「効果」の次元を問題にしよ

いことをやめる」ことで（＝偶然に）産出される

うとしていた。シニフィアンとは話される音であり、いわば物質

の効果をファルス関数と呼んでいる。「偶然の様態としてのファ

的に把握されるざわめきであるとみてよい。このシニフィアンの

ルス関数が、性関係を、話す存在にとって出会いの体制でしかな

性格は、71 年ごろから「ララング」の概念にまとめられていく

いものへと従属させる」 ８）のだ。

3）

。科学の対象となるような「言語」とは違う、まだ音の多義的

7）

。ラカンはこ

これこそは、ラカンが晩年に整理し直したエディプスコンプレ

3

クスである。それは S1 の絶えざる反復を、外部それ自体（
「すべ

のであったとみなせる。まさに比較的最近まで、世界は、そのよ

て」の補集合）を設定することにより、
「一集合」としてまとめ、

うな過程に則って隅々まで疎外されることで、自らの真理を発見

一つの秩序を設立する。そこからは、二つの効果が「出会い」と

する、とみなされていたのではないだろうか。今日でさえ我々は、

して書かれにやってくることになる。〈一〉の集合化の帰結とし

野蛮と想定されたものをファルス関数の圏域に招待することを、

ての無意識の主体と、〈他〉の脱性化の帰結としての剰余享楽で

一つの達成とみなすことができる。例えば「アラブの春」を支持

ある。
「書かれること」
、それはいわば、シニフィアンの痕跡の回

する知識人のことを思い出そう。議論の叩き台に、ここで J.-A.

路が偶然的に全体を閉じることで、ある種の「人間的」な表面を

ミレールの意見を紹介してもよい。2011 年であるので、事態が

形成する契機であると考えられる。

今ほど紛糾する以前、シリア政府に拘束された分析家 Rafah
Nached の解放を求めて署名を集める際に、ミレールはいわゆる

シニフィアン：
効果：

S1 → S2（＝原抑圧の点）

「アラブの春」を、
「アラブ諸人民」のリベラル・デモクラシーへ

S ◇ a

の、さらには消費文化への願望を証言するものとみなしつつ、こ
う述べている。

２．「症状」のパラダイム
さて、ここで、
「不可能」の「偶然」的な解決と呼べるようなフ

消費の欲望、発話と結社の自由。享楽の権利。そう、あちこ

ァルス関数の導入が、一つの時代の政治パラダイムを規定してい

ちで諸人民は、加算可能な「一」と「一っきり」の毒性の快

たことを確認しておこう

9）

。集団形成における疎外‐危機に共

を味わいたがっている。アン（＝〈一〉
）クル・サムがそれ

立的な救済を見出すパラダイム。それは「症状」のパラダイムと

で宴会をやる毒性の快を。ある縁起の悪い人（名前を挙げぬ

呼べるであろう。

なら、ラカン・ジャックである。よく知られたコジェーヴ＝

ここには、少なくともラカンの目には、フロイトとマルクスが

ヘーゲリアン）が、それは万能薬になるまいと考えたとして

同舟する。知られるようにセミネール 16 以来、ラカンは対象 a

もどうでも良い。
「楽園」
（ソレル）はもちろんこれら幻想の

を、マルクスの剰余価値概念に「相似」とみなし、
「剰余享楽」と

端っこにないとしてもどうでも良い。諸人民はそれを望ん

呼ぶようになる。マルクスにおいて剰余価値が、市場での売買を

でいる。論理的時間の羅針盤が示すのは、諸人民は今日、世

通じてくすねられた労働者の労働力に由来するのと同じく、ラカ

界の歴史のリベラル-消費的契機を通過すべきであるとい

ンにおける剰余享楽は、知を媒介とするがゆえに喪失された享楽

うことだ。つまり「享楽欠如」の 集中生産 production

の値の差額である。この「相似」は、のちに「症状」論にまとめ

intinsive を。いつかその彼岸へ、つまりラカンが提案して

られるだろう。「フロイトが革命だった時があったとすれば、そ

いた聖性 sainteté へと向かうために。 13）

れは彼が一つの機能を最前面に置いた限りでのことだ。この機能
は、マルクスがもたらしたものでもある。もっとも、それこそ二

妙な歯切れの悪さは、政治的なシニシズムの故か、こうした立

人が共有する唯一の要素だが。つまり、幾つかの事実を症状とし

場をとる際の逡巡の跡なのか、ともかくミレールは、享楽の二段

て考える、ということだ」

10）

。この「症状」は「真理の値」を持

階革命論といった趣のもとに、主人の言説の普及のための介入を

つ

11）

。つまり、主体が知において構成されることの裏面として

支持したのだと言えよう。
しかしその後の ISIS の台頭、難民危機、第一世界におけるテ

組織される、生まれ損ないの主体、彼の脱存在である。
この症状のパラダイムは、ラカンが分析実践の前提として採用

ロの拡散といった事情の後、今日どこかリベラル‐消費的な普遍

したものであるが、同時に、近代政治思想の一つの傾向を特徴づ

主義に対する嫌気が世界中に急速に共有され始めたようにも思

けるものであろう。つまり、近代の終焉における解放。起源的な

われる。そんな空気が、例えば 2016 年のアメリカで、軍産複合・

疎外／喪失が、復権要求を可能とし、歴史的発展が終末において

リベラル・エリート主義を象徴する女性候補に、レイシストでマ

これに答えるとする展望である

12）

。リミットとしての知 S2 を開

チョイストなハッタリ売りの富豪が勝利したこととも無関係で

発／拡張していけば、記号のネットワークは、ついに記号化され

はないのではないだろうか。

ないものの手がかり、すなわち近代的主体の意味 Bedeutung を

問題は、何がすでに始まっていたのか、である。ラカンが生き

再発見するだろうと当て込む運動である。

ていた時代と連続していた世界が終わり、すでに始まっていた世

さて、
〈一〉を主体化し、享楽を喪失として生産するファルス関

界がいよいよ頭をもたげ始めた、という感じである。我々にはこ

数の体制は、実際、近代の技術開発／経済発展／リベラル・デモ

のすれ違いを初めからよく認識していた人々こそ、D&G である

クラシーの単位であった国民国家に、うってつけに誂えられたも

と思われる。

4

２．ルサンチマン治療としての地理的精神分析

析が可能にするであろう忘却に、いわば相対的な重要性が与えら

ここで早速、ドゥルーズによる精神分析批判の一節を引用して

れていると見えるのだ。
60 年代におけるドゥルーズのラカンへの関心は、こうしたニ

みよう。

ーチェ的な主体の位相‐心理学

19）

を、地理‐精神分析として追

マルクス主義と精神分析は、二つの違うやり方で、一種の記

及する試みとみなせよう。『意味の論理学』では次のような期待

憶、記憶文化の名の下で語る。さらに二つの異なる仕方で、

が書かれていた。

発達の要請の名の下に語る。反対に我々は、忘却の肯定的力
の名において話さねばならない、と信じる。誰しもが己に抱

精神分析は、歴史の逸話の分析である前に、幾何学の次元の

える低発達、ディヴィッド・クーパーが各人の内なる第三世

分析であるべきである。というのは、人生は、性でさえも、

界と呼んだものの名の下に。

14）

肥沃な素材と産出される形態との中に入り込む前に、幾何
学的次元の組織と方角決定の内部にあるからである。……

この発言がなされた討論会が行われた 73 年という日付は重要

精神分析は、意味の精神分析である。精神分析は、歴史的で

だ。
『アンチ・オイディプス』出版のみならず、ロベール・カステ

ある前に、地理的なのである。精神分析は異なる国を区別す

ルの『精神分析主義』の出版によっても、より広い射程を伴う精

るのである。 20）

神分析批判が一般に始まっていた時代である。ドゥルーズはここ
で、精神分析＆マルクス主義における記憶‐発達パラダイム（こ

しかしそのことはドゥルーズを「症状のパラダイム」へと留め
21）

れを前節の「症状のパラダイム」の政治的含意として検討するこ

ることにもなろう、たとえ症状を愛するためにではあれ

。そ

とができよう）に対して、いわば対案として「忘却の肯定的力」

して『意味の論理学』は、この治療的な意識の「表面」の形成に

と「低発達」
、
「内なる第三世界」を提示している。

ついて跡付けるために、メラニー・クラインに依拠しながら、あ

さて、これをめぐりまず確認しておきたいのは、この主題、と

る種、発達論的に、ファルスに動因される動的発生を語るのでは

りわけ「忘却の肯定的な力」は、60 年代には、むしろ親‐精神分

なかったろうか。問題の要となる箇所は第 27 セリーである。そ

析的な特徴を有していたことである。あるいは正確には、ニーチ

こでは事物状態のうちに、高所に由来する良き対象の喪失がすで

ェに由来するこの概念を以って、ドゥルーズは、精神分析の肯定

にあったかのように忍ばされるのであり、その限りにおける条件

的な使用について考えようとしていたように思われる。つまり非

付けが、表面の形成に寄与するのだ

歴史的（＝地理的）精神分析について。

22）

。

ドゥルーズとラカンが、ファルス的なものの周囲で、60 年代

六四年の『ニーチェの哲学』をみたい。ヘーゲル的な矛盾と弁

に接近を果たしていたというのなら、我々は、そこにやはり「症

証法に対して、差異の哲学としてのニーチェを設定するこの書は、

状のパラダイム」と呼ぶものが、時代の政治的課題に触れる幾つ

その第四章で、ニーチェとフロイトの類似を取り上げている。そ

かの次元を認めるべきであろう。ここでは二つの点でその意義と

こではいわば両者において、忘れない「無意識」 15）と、忘れる

限界を同時に指摘することができると思われる。第一には、フラ

意識とが対照されている。つまり、ある刺激に対し、
「無意識」は

ンスの帝国主義と植民地解放戦争の問題。アルジェリア解放戦争

その痕跡を持続することで応える。他方、刺激が適応という名の

から始まり、ベトナム戦争を通じて、60 年代の思想は、先進国

創造を促すためには、刺激への直接的な反動が可能でなければな

民国家の主人性と裏腹の他性に対する新たな連帯の思想を模索

らない。意識のそのような活動性、創造性には、痕跡を保持せず、

したのではないだろうか。第二に、戦後の精神医療制度改革。病

また痕跡の「無意識」からの侵入をも防ぐ力が必要であり、それ

院への監禁制度と、それに支えられた医師の権威への批判により、

16）

。さらに『ニーチェの哲学』で

六〇年代を通じてリベラルで水平的な臨床制度の構築が試みら

は、この「忘却能力」の衰退によって、ルサンチマン、すなわち

れた。その限りで狂気＝症状が、主体が出会い直し、ともに付き

痕跡の感覚化が説明されているが、それは我々にとっては、フロ

合っていくべき他性として視野に収められるようになった。

こそが「忘却の能力」である

イトのトラウマ理論と多くの点で共通点を見出しうるものと思

しかしその出会いにはすでに、解放のために疎外の導入を正当

われる。つまりフロイトにとって症状とは、感性に拿捕される記

化する類の先取りも認められるだろう。出会いはオリエンタリス

憶痕跡、モニュメントであるからだ

17）

。

ムであるか、精神医学権力の行使であるほかない。政治的な課題

それゆえここでは忘却の力への期待は、精神分析の治療的側面

は、未だ内から外を眺めているだけでは解決されないであろう
23）

への期待と大きくかけ離れていないと考えられるのではないだ
ろうか

。

18）

。すなわちルサンチマンの解消の契機として、精神分

5

３．忘却の政治パラダイム−地理哲学

的能動性 activité を構成する。あるいは現実的な政治的能動性に
参与しうるのである」 28）。

こうした限界を超えるための D&G の精神分析批判は、我々に
は、記憶と発展による限界づけから「忘却の肯定的力」のみを切

しかしその上で注意が必要なのは、忘却は、今度は内在性との

り離すことと関係すると思われる。

関係において、二種類の脱領土化‐再領土化に応じて、その意義

ここでニーチェの「生における歴史の利害」に戻って議論の補

を図られねばならないだろう、ということである。すなわち資本

助線を引いてみたい。このテクストでニーチェは、忘却を、行動

主義とそれへの抵抗として。いささか急ぎ足になるが、『哲学と

に不可欠であるような「雰囲気」ないし「非歴史の叢雲」として

は何か』を見ておきたい。その「地理哲学」の章では、ニーチェ

論じている。それは、「ある女やある偉大な思想に対する激しい

の非歴史的雰囲気が再び重要な主題となっている。「地理は、歴

24）

情熱によって引き摺り回されている男」

に認められるような、

史を必然崇拝から引き離し、偶然の還元不可能性に価値を与える。

惚れ込みと呼びうるような視野狭窄である。あるいは「夜と忘却

歴史を起源崇拝から引き離し、「ミリュー」の力能を肯定する」

の死海における生生たる小さな渦巻き」 25）である。そして、そ

29）

。このように歴史より地理を優越させながら、ドゥルーズは

れは動物的でもある。「動物は直ちに忘れ、あらゆる瞬間が現実

そこに非歴史的なエレメントとしての生成を認めようとするの

に死に、霧と夜の中に沈み込み、永遠に消え失せるのを見る。動

である。

物はかくして非歴史的に生きる」

26）

。

さてそうしたミリューの発見は、脱領土化が再領土化される契

しかしこのテクストでさらに重要なのは、ニーチェが超歴史的

機とともに視界に入らねばならない。そこでは二つの脱領土化が

な立場と呼ぶものに他ならない。つまり歴史のあらゆる事象にこ

問題となる。相対的脱領土化としての資本主義と、絶対的脱領土

の非歴史的な雰囲気を嗅ぎつけて、かつ、そこでいくつもの終末

化としての思考の内在平面である。近代哲学は、資本主義的脱領

を生き切る、という立場。「この種の人間は過程のうちに救いを

土化の、近代国民国家への再領土化に深く結びついていると

見ず、彼にとってはむしろ世界はあらゆる個々の瞬間に完了して

D&G は捉えるのだ。

おり、終末に達しているのである」

27）

。

さてこのとき、哲学が広告業者（コンセプター）により、西洋

超歴史において終末は発展の達成ないし外部ではなく、内的な

的な民主主義と社会性のために横領される危機もまた指摘され

極限として導入されている。我々はここでニーチェのスピノザ主

ている。D&G は言及していないが、この逸脱のうちにおいても、

義や永遠回帰といったテーマに向かっていくこともできるかも

やはり「忘却」はある種の能動的な働きとして発展すると考えら

しれないが、今は D&G の方へ戻ってこよう。問題は、内部から

れるかもしれない。とりわけ今日、記憶や歴史をあえて無視・捏

眺められた彼岸に非歴史を封ずるのではなく、永遠性の内部にお

造・発明する行動者らは、資本主義の重要な駆動力とみなされて

けるその配分を考えることである。
『アンチ・オイディプス』が書

いるのであり、また政治的な権力をもそうして獲得しているので

かれたとすれば、それはまさに、このような、すでに存在する内

あるから。これらについて多くの実例をもとに考えるこことは興

部のうちで、スキゾ的＝超歴史的な忘却を考えるためであろう。

味深いだろう

30）

。

超越の帝国主義から、内在の帝国へ。思えば帝国主義は、あた

もちろん D&G はそうした横領を認めない。だが、それへの非

かも自らの外に搾取の対象が実在しているかのように見なし、そ

難に代えて彼らが書き記すのは、哲学への叱咤であることは覚え

の〈他〉性におののいていたのだった。しかし資本主義は最初か

ておこう。哲学の仕事は「資本の相対的脱領土化を絶対的なもの

ら世界として外部を持たずに存在しているのであり、ただ内的極

へと到達させる」 31）ことである。資本を内在平面へと移行させ

限としての低開発の分布があるのにすぎない。外部へ向かう極限

ながら、新たな大地、新たな人民に訴えること。
「そのつどユート

を刷新する運動から、内的極限の消費の運動へ向かわねばならな

ピアを携えてこそ、哲学は政治的なものに生成し、己の時代に対

い。外へ向けて限界を拡張するのではなく、限界をまさしく「内

する批判をこのうえなく激しく遂行する」32）。ここで言われるユ

なる第三世界」として捉え直さねばならない――このように『ア

ートピアに、D&G は、
「革命的・内在的」と形容詞を付与するの

ンチ・オイディプス』執筆の背景を理解することができる。そこ

を忘れない。こうして、我々は、D&G は、まさしく革命の友であ

では、ルサンチマンはその治療論的共犯者と一緒に、エディプス

るような哲学に、忘却の肯定的力を添えようとするのだと言うこ

的な再領土化の問題へと委ねられている。忘却の肯定的な力は、

とができるだろう

33）

。

超歴史的な内在平面においてようやく、治療論的ではなく、単独
４．
「書かれないことをやめない」わけではないもの

で政治的な身分を得るだろう。73 年に言われている。
「忘却を反
動的慣性の力と肯定的忘却の力との二つに分けるなら、私が語っ

D&G が精神分析と袂を別つのは、去勢的偶然の介入に依らな

た忘却、革命的忘却が後者であるのは明らかだ。この忘却が現実

い全体性を考えてしまうところにおいてであろう。限界を外部へ

6

と拡張する代わりに内的に織り込む。症状圏から忘却圏へ。片や

始めることはできない。我々は『アンコール』第七講で示された

近代の発展の臨界点で自らの運命と出会う。片や脱領土化‐再領

性別化の図を参照しつつ、全てではないシニフィアンの体制にお

土化を通じて再構成されるミリューにおいて未来の人民に出会

ける主人の言説のバージョンを、次のように書いてみることにし

う。

よう。
全てではないシニフィアン：S1→S2（開かれた知）

おそらく我々の時代は、幾つかの理由により、前者のパラダイ
ムが大きく後景に退いた時代であろう。地球＝大地の全体性への

効果：Φ←La→S(A)

満遍ない意識化の上に、資本主義の金融-情報的な形態と、安全
保障インフラのネットワークが組織され、貨幣・兵器・資源・廃

このように書くことは、我々の人間的な身分を、
〈一〉の効果と

棄物・人間といったものからなる物と記号のフローが高速で回流

しての主体ではなく、
〈他者〉の場に半実在的に生産されるもの、

している。記憶痕跡の備給、つまりシニフィアンの供給は、記号

La として考えるよう誘う。

的と同時に物質的になされ、ルサンチマンではなく、絶えざるシ

さらに図に即してみるなら、ラカンがフロイトの性差の理論を

ョックとして組織される。いわば強制された享楽身体へのプッシ

敷衍して描いた二つの線は、このような非実在に許される二つの

ュ。そのことは何より、我々を、絶対的ないし相対的な終わりの

運動を示している。一方で、Φ とは、象徴的ファルスだが、
『ア

なさにあらかじめ位置付けるであろう

34）

。

ンコール』でこの運動を説明する箇所での定義は、むしろ、その

最後に我々は、この点を踏まえてラカンに戻る事で、精神分析

闖入的な振る舞いが強調されている。「意味についての失敗を象

思想の現代的展開の可能性に関する実験的な考察を行っておき

徴化するシニフィアン」であり、「半意味 mi-sens、とびきりの

たい。

場違意 indé-sens、さらにお望みなら、意いよど味 réti-sens」
35）

本論第一節の「書かれないことをやめない」性関係という主題

なのだ。我々はそこに、いわば新たなアイデンティティの形
36）

に戻るなら、
〈一〉と〈他〉の連鎖は、今日、その開かれを、偶然
．．．．．．．．
によって閉じないわけではない、と言えるだろう。このような言
．．．．
い方で、我々は脆い偶然を強調したい。あるいは脆い出会い。シ

成に関わる闖入的な運動を見ることができるだろう

。

ニフィアンの連鎖を牽引するのは、欠如を相関項とする問い-欲

の欠如、あるいは「全てでない」のシニフィアン的根拠へ。この

望であるよりも、メタ欲望的と呼ぶべき、触覚的な徘徊のような

具体的な姿を認めることは未だ困難であるものの、我々はここに、

ものであろう（この観点からむしろ D&G のいう欲望とは何か、

未知の連帯の可能性を見出すことができるのではないか。そこに

改めて問う必要があろう）
。
〈他〉は不明瞭な限界であり、不明瞭

は、アノマリテとしての連帯、不安-享楽的連帯を通じて、我々の

な禁止を与える。偶然性は今やハッキリとした決断と結びつかず、
．
蓋然性として処理され、その結果、書かれないことをやめるわけ
．．．．
でもない。不可能性は、今や論理的矛盾を通じて現実界に触れる
．．．．．．
ことなく、書かれないことをやめないわけでもない。主人の言説

融通を高めるための通路があるように思われる。

の機能に即して言うならば、それは〈一〉のまとまりを確たる輪

の「忘却」の哲学-政治は、精神分析的思想を「症状」のパラダイ

郭として与えない。その結果、主体は表象されそこね、享楽の喪

ムを超えて展開させていくための、不可欠な同伴者であるように

失も与えられそこね、代わりに、何か半実在のようなものが生み

思われる

だが、より重要なのは、もう一方の運動、
〈他者〉の場に留まり
続けることで開かれるもう一つのベクトルである。S(A)、
〈他者〉

重要なのは、この二つの運動が同時的に可能であるのは、いか
にしてか、ということであると思われる。結ばれること＆解ける
ことを同時にこなす、ということ。こうした関心をめぐって、D&G

37）

。

出されよう。
こうした記述は、実のところ、ラカンによる「女の論理」を念

参考：性別化の図式

頭に行われたものである。つまり「男」が、例外設定による集団
の限界画定の操作であるのと裏腹に、女とは、例外を設定しない
ことで「全て」を設定しない論理を有する。我々は、『アンコー
ル』におけるこの議論を、ラカンが話存在と呼ぶ動物種のジェン
ダー的特徴を示すものとして受け取るよりも、むしろ、72 年の
政治的敷居への応答である、と考えたい。つまり、帝国主義的な
拡張の極限に自らの症状を見るパラダイムが、別のものへ転じよ
うとする事の先触れ的応答として。実際まさにそこからしか、フ
ェミニズム、ポストコロニアル、マイノリティ政治について話し
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Yad’lUn ないし Y a d’l’un は、72 年 3 月 15 日講義（セミネール一九『ウ・ピール』
）が初出と思われる。これについて
ラカンはプラトン『パルメニデス』と格闘している。J. Lacan, Séminaire XIX, Seuil, 2011, p. 127. ただし〈一〉の
主題は、セミネール 9 でも取り上げられた「一なる印 trait unaire」以来、長い歴史を持つ。

5.

74 年にはラカンによって「喃語 lallation」と関連付けられる。出される音、聞かれる音として考えれば、我々はものと
しての身体のざわめき、例えばジョン・ケージが無音室で聞いた、自らの肉体の音や、自閉症者が打ちならす騒音や、
『ドグラ・マグラ』冒頭のうねりと三点リーダーのようなものまで、この概念との関連で考えられるはずである。

6.

J. Lacan, Je parle aux murs, p. 74.

7.

ラカンはセミネール 20 で、様相の四つ、可能・不可能・偶然・必然をそれぞれ、
「書かれることをやめる」
・
「書かれな
いことをやめない」
・
「書かれないことをやめる」
・
「書かれることをやめない」と定義している。ちなみにセミネール 12
でもすでに同じアプローチは採用されていたが、その際、
「書かれる s’écrire」ではなく、「存在する être」と言われて
いた。セミネール 20 ではむしろ、
「書くこと」が存在を作る、とみなされている。言語の関係から存在論を相対化する
議論としては以下を参照。Sé XX, p. 33.

8.

Sé XX, p. 86.

9.

つまりは主人の言説（とその三種のヴァリアント）
。我々はラカンの四言説の理論は近代的条件の枠内にとどまるものと
考える。70 年以降から現在に至る中で、その撹乱が問題となるべきであった。ラカンが「資本家の言説」として提示し
た第五の言説は、そうした観点から改めて検討に付されるべきであろう。

10. Sé XVIII, p. 24.
11. Lacan, Je parle aux murs, p. 48.
12. 我々はランシエールが批判的に取り上げた「メタポリティーク」に、これを関連付けることもできるであろう。Rancière,
La mésentente, Galilée, 1995, p. 118-119. この文脈における議論の進展は、リオタールの崇高論へのランシエール
の批判を媒介に、精神分析のメタエステティーク的特徴を明らかにすることになるかもしれない。詳しい検討は別の機
会に譲る。
13. J.-A. Miller, « Jacques-Alain Miller s’engage pour la libération de Rafah Nached », La règle du jeu, 13/9/2011
(http://laregledujeu.org/2011/09/13/7095/jacques-alain-miller-sengage-pour-la-liberation-de-rafahnached/) このテクストは BHL の運営するサイト La règle du jeu に掲載された。
「分析家の連帯」もまた 80 年以降の
ラカン派運動の政治的文脈で考え直すべきであろう。
14. G. Deleuze, « Cinq propositions sur la psychanalyse », L’ïle déserte. Textes et entretiens 1953-1974, Minuit,
2002, pp. 384-385.
15. ここでの「無意識」の使用はフロイトを踏まえたドゥルーズの使い方である。先に我々はララングに強調を置くラカン
理論を見たが、その枠組みにおいて、このような痕跡の持続は、シニフィアン連鎖＝ララング的次元を構成するものと
考えられよう。ラカンにとって「無意識」は、こうしたララングから作り出される実践知 Savoir-faire であり（J. Lacan,
Séminaire XX, p. 126-127）
、その限りにおいて後期理論において無意識の重要性は相対化されることとなる。
16. G. ドゥルーズ『ニーチェと哲学』江川隆男訳、河出書房新社、2008 年、224-226 頁。
17. 「ヒステリー患者の症状は、ある（外傷的）体験の残滓にして、想起象徴である。別の領域の別の想起象徴と比較する
ことで、もしかすると、この象徴論の理解がいっそう深まるだろう。大都市を飾る記念碑 Denkmäler やモニュメント
も、そうした想起象徴なのだ。ロンドンをぶらついてみれば、この街最大の駅の一つの向かいに、派手な装飾のゴシッ
ク様の柱、チャリング・クロスが見つかる。13 世紀、古のプランタジネット朝の王の一人が、愛する王妃エレアノール
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の亡骸をウェストインスターに運ばせたのだが、このとき棺が降ろされた停留所のそれぞれに、彼はゴシック風の十字
架を立てた。チャリング・クロスは、この葬列の想い出を湛える記念碑のうちの最後のものである。…しかし、王妃エ
レアノールの葬列の記念碑の前で今も憂いにふけるロンドンっ子がいたら、何と声をかけるだろうか。…ヒステリー者、
神経症者、彼らはとっくに過ぎ去った苦痛の体験を想起するばかりか、今なお情動込めてそこに執着している。過去か
ら離れ るこ とがで きず 、そ のせい で 、 実のこ と、 目下 のこと をな おざり にす るの である 」。S. Freud, « Über
psychoanalyse », G. W. VIII, S. 11-12.
18. すでにそのような議論は精神分析の歴史の中で存在していた。ドゥルーズが参照するオットー・ランクをその代表とす
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19. 『ニーチェと哲学』232 頁。
20. G. Deleuze, Logique du sens, Minuit, 1968（
『意味の論理学』小泉義之訳、上、168-169 頁）
。
21. 不幸の原因を愛すること。
『ニーチェと哲学』では能動的革命家ジュール・ヴァレスが、そして『意味の論理学』ではジ
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22. しかしのちにドゥルーズが語るように、ここでの高所-深層の対立は「偽の対立」であるとして退けられる。一方で深層
にすでに導入されていた器官なき身体と部分対象とによるファルスを媒介しない素材‐形式の分節化（二重分節化）が
『アンチ・オイディプス』以降において問題となるだろう。この点を詳しく論じるものとして以下を参照。千葉雅也『動
きすぎてはいけない』河出書房新社、2013 年、第 6 章。
23. ラカンはそこからの出口として「行為」を問うている。その時に生産されるものとしての「精神分析家」には、治療的
価値以上のものが認められる。その意義に迫る試みを筆者は以下で行った。上尾真道『ラカン 真理のパトス』人文書院、
2017 年。
24. ニーチェ『反時代的考察』小倉志祥訳、ちくま書房、1993 年、128 頁。
25. 同上、129 頁。
26. 同上、123 頁。忘却それ自体を、スキゾ＝カオスモスとデメンチア＝カオスのそれぞれで区別して論じるべきであろう。
最近の論文で小倉は慧眼にも、認知症論として、連鎖のまとまりを構成し、それによって「現在」を確保する類の記憶
における「疲労」というテーマをドゥルーズ『差異と反復』の読解から取り出している。小倉拓也「老いにおける仮構」
『at プラス 30』太田出版、2016 年。
27. 同上、131 頁。ドゥルーズにおける終末については以下も参照せよ。F. ズーラビクヴィリ『ドゥルーズ・ひとつの出来
事の哲学』小沢秋広訳、河出書房新社、77-81 頁。
28. G. Deleuze, L’ïle déserte, p. 386.
29. G. Deleuze & F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie, Minuit, 1991, p. 96（
『哲学とは何か』財津理訳、河出書房
新社、1997 年、137 頁）
30. 実際はいっそう繊細な考察が必要となるだろう。我々とは異なる読み方において、ナドーは「忘却」と資本主義それ自
体とを対立させている。S. ナドー「メランコリーとノスタルジー」『アンチ・オイディプスの使用マニュアル』信友建
志訳、2010 年。
31. G. Deleuze & F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie, p. 100（142 頁）
32. Ibid., pp. 100-101（143 頁）
33. 「地理哲学」におけるこの議論についてより詳しくは以下。小泉義之「ドゥルーズ／ガタリにおける政治と哲学」
『現代
思想と政治』平凡社、2016 年。
34. ここでの見方は今後より精確に吟味されねばならない。さしあたり以下のような事柄について考えなければならない。
生活圏に拡大する爆撃＝一般化する戦争神経症＝戦争環境学。メディア-補綴具に囲まれたサイボーグ身体。遺伝子キャ
ノンによる組み替え（フロイト‐ラブクラフト‐ゾラ的なものの実現）
。化学物質によって構成-再構成されるメンタル。
国境の不安定化。etc.
35. Sé XX, p. 74.
36. ポストマルクス主義の政治思想を、これに敏感なものとして取り上げることができるだろう。La が Φ へ向かう動きと
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して、山本の「不審者のデモクラシー」と「ヘゲモニー」への接続を捉え直すことができる。山本圭『不審者のデモク
ラシー』岩波書店、2016 年。
「不審者」という名称は、しかし、その不穏な響きにおいて、穏健な近代国民国家の良き
秩序の外を匂わす、もう一つのベクトルの予感を内包しているのではないだろうか。ポストマルクス主義と国民国家の
関係についての批判は小泉前掲論文を参照。
37. 本稿はラカンがジョイスに即して提示する sinthome 概念について扱わなかった。この概念についてはいずれ改めてそ
の導入の批判的検討を行う必要がある。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――
【特集：ジャック・ラカン『エクリ』刊行 50 年記念】
部分的依存と半‐偶発――ドゥルーズにおける「連鎖」概念の行方
小倉拓也

―――――――――――――――――――――――――――――――――
あ ら ゆ る も の と 連 鎖 す る n’importe quoi s’enchaîne avec

はじめに
ドゥルーズとガタリのラカンに対する評価が、多くの場合、
『ア

n’importe quoi」 3）ような純粋な偶然に対して、ある種の「規則

ンチ・オイディプス』
（1972 年）に代表される精神分析批判によ

性 régularité」4）によってミニマムな秩序を敷くことに置かれて

って特徴づけられることはよく知られている。とはいえ、事態が

いることである。誤解を恐れずに言えば、マルコフ連鎖の援用は、

それほど単純でないこともまた、今日ではよく知られている。慎

ドゥルーズにおけるある種の「秩序指向的な」側面を構成してい

重に読むなら、ドゥルーズとガタリの記述の節々にラカンに対す

るのである。

る高い評価が認められるほか、近年、
「いわゆるラカン」とは一線

私たちは以下で、ドゥルーズにおけるマルコフ連鎖の概念化を

を画す 1970 年代以降の
「もうひとりのラカン」
の思索に着目し、

ラカンから辿り、あえてラカンの貢献を強調する立場を取ること

その理論的並走可能性を明らかにしようとする研究も行われて

にする。たしかに、マルコフ連鎖の概念は、ラカンのシニフィア

いる

1）

。本稿も、ドゥルーズとガタリとラカンのあいだには、粗

ン連鎖の概念に対するオルタナティヴとして提示されているが、

野な対立に還元してしまうことができない豊かな関係があると

実は、ラカン自身、「『盗まれた手紙』についてのセミネール」

考える。とはいえ、1970 年代以降の「もうひとりのラカン」の

（1966 年）においてすでに、シニフィアン連鎖を明示的にマル

歩みに、当時のドゥルーズとガタリ――とりわけドゥルーズ――

コフ連鎖として構想しているのである

が自覚的に注意を払っていたということは、彼らが実際に書いた

ガタリも、
『アンチ・オイディプス』においてマルコフ連鎖の概念

ものを見るかぎりやや考えにくい。そこで本稿は、彼らが当時対

を最初に導入する箇所で、リュイエではなくラカンの名をあげ、

峙した「いわゆるラカン」が実際に彼らにもたらしたものに注目

その功績を評価している

し、その理論的重要性と射程について論じたい。そこで焦点とな

とガタリによるラカンへの批判的コミットメントが帳消しにな

るのが「連鎖 chaîne」の概念である。

るなどということは決してないが、すでに「定説」と化したとも

5）

。実際に、ドゥルーズと

6）

。もちろん、これによってドゥルーズ

ドゥルーズとガタリは、
『アンチ・オイディプス』において、ラ

言える粗野な対立関係を両者のあいだにつねに確認し続けるよ

カンのシニフィアン連鎖の概念を批判しながら、主にレイモン・

りも、両者がたしかに共有している問題に定位して、その上で両

リュイエの哲学に依拠して「マルコフ連鎖 la chaîne de Markov

者がどのように袂を分かつのかを見定めることの方が、
『エクリ』

(Markoff)」の概念を導入している。ドゥルーズはそれ以降、
『シ

刊行 50 年を経た現在においては、より実りのあることだと本稿

ネマ 2』
（1985 年）や『フーコー』
（1986 年）などで、言語、形

は信じている。

態、イメージ、脳、社会、歴史、等々、実に様々な現象を、マル
コフ連鎖として独自に記述することを試みている。マルコフ連鎖

１． ドゥルーズの秩序指向性

とは、ロシアの数学者アンドレイ・Ａ・マルコフの発案による確

先ほど私たちは、マルコフ連鎖の概念が、ドゥルーズにおける

率過程のことであるが、ドゥルーズはそれを、
「半‐偶発的な現

ある種の「秩序指向的な」側面を構成していると述べた。連鎖概

象に、あるいは依存と不確実性の混合に関わっており、それゆえ

念について詳しく見ていく前にこれについて確認しておこう。こ

決定された連鎖からも、偶然の配分からも同時に区別される」2）

の秩序指向性は、ドゥルーズの哲学をひそかに貫いているひとつ

と規定している。マルコフ連鎖を援用するドゥルーズの狙いは、

の原理だと言えるが、それが最も明示的に現れるのが、晩年の『哲

言語や形態やイメージなどの様々な現象について、決定か偶然か

学とは何か』における「カオスに抗する闘い」という考えである。

の二者択一を退け、決定と偶然が混合状態で進行する連鎖を理論
化することである。注意しなければならないのは、ドゥルーズの

私たちはただ、カオスから私たちを保護するために、少しば

力点が、決定論的秩序を批判することよりも、
「あらゆるものが

かり秩序を要求する。 7）
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地点から眺めてみると、そこに至るまでのドゥルーズ哲学の決し
まずは、このようにドゥルーズがカオスに対して秩序を要求し

て少なくない部分が、様々な仕方でこのような闘いに関わるもの
10）

ている事実を確認することができる。しかし、ここで言われてい

であることが分かる

。上記の哲学、科学、芸術のいずれかに

るカオスとはいかなるものだろうか。それは単なる無秩序ではな

正確に位置づけられるかどうかは措くとしても、本発表の主題で

いという。ドゥルーズは次のように定義している。

ある「連鎖」もまさに、それなしにはいかなる成果もなしに流産
し続ける諸要素を結びつけ、それらに絆を与えることで、カオス

カオスは、無秩序によってではなく、むしろ、そこに輪郭を

からのある種の形態化を遂行するものだと言える。

現そうとする形態がすべてそれによって消散するところの

以上をドゥルーズにおける「秩序指向的な」側面に関する基本

無限速度によって定義される。カオスとは空虚であり、この
．．．．． ．
空虚は無ではなくひとつの潜在的なもの un virtuel である。

的な確認とし、ここからは具体的にマルコフ連鎖をめぐる議論に
入っていこう。

そこには、すべての可能な諸粒子、すべての可能な諸形態が
含まれているが、これら諸粒子および諸形態は、共立性も準

２．ラカンのシニフィアン連鎖

拠もなく、結果を生み出すことなしに出現してはただ即座に
消失する。それは誕生と消滅の無限速度である。

本節ではまず、ラカンがいかにシニフィアン連鎖をマルコフ連

8）

鎖として構想したかを見ていこう。
マルコフ連鎖は数学における確率過程のひとつとして発案さ

誕生と消滅の無限速度としてのカオス――それは、経験を構成

れたものだが、その数学以外の領域への応用、とりわけ言語への

しうる諸要素が、形態を現そうとしては消えるだけで、いかなる

応用は、他ならぬマルコフ自身によって着手された。マルコフは、

まとまりも形成しないような事態を意味する。ドゥルーズはこの

1913 年の論考で、アレクサンドル・プーシキンの韻文小説『エ

着想を、過融解水溶液が、結晶の核を形成しておきながら結晶化

ヴゲーニイ・オネーギン』における文字の出現の確率について計

せずに核を流産させる事例から得ている。このことは即座に、
『差

算を行っている。その際に彼が注目するのは、生起するランダム

異と反復』
（1968 年）や『意味の論理学』
（1969 年）などの 1960

な出来事の、つまりこの場合は小説内の文字の出現の、「時間的

年代後半の仕事における、ジルベール・シモンドンの個体化論を

側面」である。当時の確率理論は時間的側面を考慮に入れていな

援用した超越論的領野からの静的発生という考えを問いに付す

かったらしいが

ものであるが、本稿ではそれについては措いておこう。ともかく、

を問題とするものである。マルコフはこれによって、ランダムな

結晶化に至らずに結晶の核が消失し続けることに比されるよう

出来事の生起は、その都度の現在の状態に依存することがあると

な、諸要素がいかなる成果ももたらさずただ流産していくことを

考えた。たとえば、プーシキンのテクストの任意の文字の生起の

もって、ドゥルーズはカオスを「誕生と消滅の無限速度」
、あるい
は「現出と消失が合致する無限の変化可能性」 と定義するので

確率を計算しても、単に無時間的な統計的特性を示すだけである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
が、もし諸々の子音と母音からなるシークエンスの生起の様態に

ある。

着目するなら、ある文字の生起の確率は、特定の子音の後には特

9）

注意しなければならないのは、ドゥルーズがこのようなカオス

11）

、マルコフ連鎖はそのような時間的側面こそ

定の母音が高い確率で生起するというように、その都度の現在の

を決して賞賛してはいないということである。ドゥルーズにとっ

状態にある程度依存するのである

12）

。

て重要なのは、むしろ、無限速度で諸要素を流産させ続けるカオ

ラカンがシニフィアンを「連鎖」の相において捉えるのも、こ

スを、何らかの仕方で把捉し、それを一貫性のあるシステム、つ

れと似た問題関心からである。ラカンがシニフィアン連鎖と言う

まり「カオスモス」あるいは「カオイド」と呼ばれるものへと変

科学、芸術が、カオス概念との関係において定義されていく。無

ときに問題となっているのは、マルコフが諸々の子音と母音から
．．．．．．．．．．．．．
なるシークエスに注目したように、ある語とその語の後にやって
．．．．．．．．．．．．．
くる語との統語的な結びつきである。ラカンは、この統語法、つ

限速度、無限の変化可能性としてのカオスは、たしかに、そこか

まり語の生起を統制し一定の形態へと拘束するそれ自体は語で

ら一切が生み出されうる潜在的なものとして捉えられてはいる

はない象徴的なものの秩序に、現実にはただ現れては消えるだけ

が、哲学、科学、芸術によって、共立的なもの、準拠づけられた

のランダムな出来事を執拗に記憶し、反復し、離さない、心的過

もの、合成されたものへと変成しないなら、それ自体は何も生み

程の無意識のメカニズムを見いだそうとするのである。このよう

出さない「空虚」でしかないのだ。

に言語と心を「連鎖」の観点から捉える考えの根底には、語をひ

成させることである。そして、その役割を担うものとして、哲学、

以上のようにドゥルーズは、晩年の『哲学とは何か』において、

とつの独立した単位とみなし、言語活動をそれらの組み合わせに

「カオスに抗する闘い」を明示的に主張し、展開している。この

還元する原子論的言語観への批判と、心的過程を表象の組み合わ

12

せとして理解する連合主義的心理学への批判がある

13）

＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ － － ＋ － etc.

。マルコ

３

フと同様に、ラカンは、言語と心を無時間的な組み合わせの観点

……

２

からではなく、その時間的側面の観点から捉えるのである。
１

このような試みが最も明示的に提示されているのが「『盗まれ
た手紙』についてのセミネール」
（1966 年）である。ラカンはそ
こで、フロイトの『快原理の彼岸』
（1920 年）の有名なフォルト

この数字の行列を一列に生成させると次のようになる。

‐ダーに着想を得て、「＋」と「－」からなる行列を構築してい
る。フォルト‐ダーは、フロイトの孫エルンストが行っていた遊

＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ － － ＋ － etc.

びであり、糸巻きを見えなくし、それを発見するということを繰

１ ２ ３ ２ ２ ２ ２ ３ ……

り返すものである。ラカンによればこれは、「人間という動物が
象徴的なものの秩序から受け取る決定をその最も根本的な特徴
において表現している」

注目すべきは、このとき、＋と－の厳密に偶然的な生起に付随

14）

。ラカンによれば、エルンストは、母

して、それ自体はもはや偶然ではなく、生起の可能性と不可能性

が現れたり消えたりする「厳密に「偶然的な」
」 15）出来事を、糸

の規則を備えた行列が生成するということである。各数字の可能

巻きの出現と消失の反復によって把捉し、象徴化しているのであ

な連鎖は次のように図示される

18）

。

る。ラカンはその出現と消失を「＋」と「－」によって示し、そ
れを前提にいくつかのコード化を施すことで、象徴的なものの組
成を解明しようとする。＋と－はコイントスの「表」と「裏」に
比されるもので、偶然の転変を表すものであるが、そのような本
来はまったくの偶然に委ねられている諸要素の振る舞いが、おの
れ自身を一定の規則にしたがって「記憶する」ようになるという
のだ。
ごく簡単に議論を要約しておこう。
まず、コイントスの結果が表か裏かは、それ自体は、象徴的決
定とは無関係に生起する。エルンストにとって母はまったくの偶
然で現れては消えるということだ。たとえば、ラカンは「＋ ＋

ここでは、現在の状態が 1 のとき、続く可能な連鎖は 1 か 2 で

＋ － ＋ ＋ － － ＋ － etc.」 16）という例を与えているが、

あり、3 は不可能である。仮に２が連鎖したとすると、その新た

ここにおいては、その都度＋がくるか－がくるかは、先行するも

な現在の状態 2 に続く可能な連鎖は 2 か 3 であり、1 は不可能

のが＋であるか－であるかに依存しない。換言すれば、それら諸

である。こうして、各数字の連鎖の可能性は、その都度の現在の

要素の現実的な振る舞いのあいだには、それらを拘束するいかな

状態に依存し、部分的に限定される。ラカンはさらに複雑なコー

る絆もないということである。

ド化を重ねていくことで、より厳密な象徴的決定のシステムを構

．．．．
次に、ラカンは、＋と－を三つひとつで括り、つまりトリグラ
．．
ム化し、それをひとつの単位として扱う。ラカンはこの括り方を
次の三とおりに分ける

成していくだろう。それによってラカンが主張するのは、＋と－
の連続、つまり現実的なものにおける現出と消失が「まったくも

17）

って偶然に委ねられている」にもかかわらず、
「現実的なものか

。

ら象徴的決定が切り出されてくる」 19）ということ、そして心的
１

２

３

過程の無意識のメカニズムとしては、「この象徴的決定――その

同じ並び

半端な並び

交代する並び

なかにシニフィアンの重層的決定が位置づけられる――以外の
いかなる絆も存在しない」 20）ということである。そしてラカン
．．．．．．．．．．．．．．
は、まさにマルコフに言及しながら、この事態を「統語法の勝利

＋＋＋

＋＋－

－－＋

＋－＋

－－－

＋－－

－＋＋

－＋－

triomph de la syntaxe」 21）と呼ぶのである。
これによって、先行するトリグラムの最後の二つの要素が後続
３．リュイエの「ジャルゴン」と「くじ引き」

するトリグラムの最初の二つの要素となるように先の行列をコ

ドゥルーズが、
『差異と反復』および『意味の論理学』で、とり

ード化すると、次のようになる。

わけ時間の三つの総合の議論と構造概念の定式化をめぐって、こ

13

のようなラカンのシニフィアン連鎖および象徴的なものの理論

るいは先行する引きによって拘束される Tn-1 と Tn-2 の総体や、

から大きな影響を受けていることはよく知られている。それだけ

より複雑な総体に依存するような法則」 27）を導入すると、
「部分

でなく、冒頭でも触れたとおり、精神分析に対する強烈な批判の

的に依存的な偶然的現象」 28）が得られるという。この法則は、

書である『アンチ・オイディプス』でも、マルコフ連鎖の概念を

各引きが、その都度の現在の状態にのみ依存するようにするもの

導入する箇所でラカンの試みは高く評価されているのである。

である。
リュイエのくじ引きは、
『アンチ・オイディプス』の当該箇所の

ひとつあるいは諸々のシニフィアン連鎖を包み込んだ無意

みならず、ドゥルーズが『フーコー』など後期の仕事に至るまで

識のかくも豊かな領野を発見したこと、そしてそれによって

援用し続けるものなので、やや煩雑になるがもう少し丁寧に見て

分析を変化させたことは、ラカンの功績である（この点に関

おこう。それは以下のように設定されている。

する基本テクストは『盗まれた手紙』
）。

22）

いくつもの抽選箱がある。各箱のなかには、その並びが存在す
ることを確認されているトリグラム（三つひと括りのアルファベ

しかし、そこでは重大な批判も提出されている。
『アンチ・オイ

ット）がいくつも入っている。各箱には名札がついていて、その

ディプス』におけるラカン批判を網羅的に検討することは本稿の

名札には、その箱に入っているトリグラムの最初の二文字のアル

射程を越えるので、ここではドゥルーズの連鎖概念の展開へと道

ファベットが記載されている。つまり、箱 IB には、IB～ではじ

筋をつけるべく、論点をかぎって見ておきたい。ドゥルーズとガ

まるトリグラムがいくつも入っているということである。最初の

タリは、ラカンを評価している当のくだりで次のように述べてい

箱からトリグラムを引いた後、次の箱からまた引くのだが、その

る。

箱は、引いたばかりのトリグラムの最後の二文字を名札に記載し
ている箱でなければならない。これを繰り返すと、最終的に、そ
この連鎖がシニフィアン〔意味的〕と言われるのは、それが

の並びが存在することを確認されている言語の「ジャルゴン」が

諸々の記号からできているからだが、これら記号そのもの

得られるという。ちなみに、ここでのジャルゴンは、ある集団内

はシニフィアン〔意味的〕ではない。コードはひとつのラン

だけで流通する「隠語」という狭い意味ではなく、シンプルに「奇

ガージュよりもひとつのジャルゴン jargon に似ており、多

妙な言葉」、「くずれた言葉」といったニュアンスで、「言語もど

義的な開かれた形態化である。 23）

き」とでもしておくのが適切だと思われる

29）

。

リュイエは、ラテン語でその並びが存在することを確認されて
まず言われているのは、ラカンの言う連鎖は、それ自体はシニ

いるトリグラムを用いた例をあげている。まず T1＝IBU だとす

フィアンではない記号からできていて、その結果として意味的

ると、次は（最後の二文字である）BU の箱からランダムに引く。

（シニフィアン）になるのであって、その逆ではないということ

それが仮に T2＝BUS だとすれば、次は（最後の二文字である）

24）

と

US の箱からランダムに引く。以下、T3＝USC → 箱 SC、T4＝

呼ぶ。そしてそれは、ランガージュのように構造化されているの

SCE → 箱 CE……と繰り返しいくと、最終的に IBUS CENT

ではなく、
「ジャルゴン」のようだというのである。私たちが注目

IPITIA VETIS IPSE CUM VIVIUS SE ACETITI DEDENTUR と

したいのは、ここでの「ジャルゴン」、引用内の「開かれた形態

いう、ラテン語を模倣するジャルゴンが生成する。そして、ボー

化」
、そして引用に続く箇所に出てくる「くじ引き」というキーワ

ドレールやマラルメのテクストのなかでその並びが存在するこ

ードである。これらはすべて、リュイエがマルコフ連鎖をめぐる

とを確認されているトリグラムでこれを行うことで、ボードレー

自身の議論のなかで用いているものである。

ルやマラルメのジャルゴンを語らう「模倣者 pasticheur」が現出

である。ドゥルーズはそのような記号を「非意味的要素」

リュイエは、
『生物の形態の発生』
（1958 年）で、環境からの

するという

刺激に応答しながらみずからを形づくる生物の形態を「有機的な
ものと偶然的なものの混成体」

30）

。

このように、リュイエのくじ引きにおいては、決定された連鎖

25）

と呼び、その「開かれた形態

からも偶然の配分からも区別され、依存と不確実性の混合した連

化」の論理をマルコフ連鎖によって特徴づけている。リュイエに

鎖、つまり「部分的に依存的な偶然的現象」が生起する。先にも

よれば、マルコフ連鎖とは「偶然と依存の混成体」

26）

であり、

触れたが、ドゥルーズは後期の議論でもしばしばくじ引きを引き

その例として「くじ引き」を想定することができるという。リュ

合いに出すことがあるが、そこではこのリュイエのくじ引きが念

イエのくじ引きは次のような一般的規定を持つ。

頭に置かれているのである。

まず、あるくじ引きにおいて、各引き T1、T2、Tn は、引きご

では、以上に確認したリュイエのジャルゴンおよびくじ引きは、

とに互いに完全に独立している。そこで「Tn の確率が Tn-1 に、あ

どの点においてラカンのシニフィアン連鎖と共通し、そして袂を
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分かつのだろうか。

の非意味的要素が意味や意味作用の効果を持つことができ

まずは、トリグラムを用いたリュイエのくじ引きが、先に見た

るのは、それら諸要素がくじ引きの連鎖や、部分的依存や、

「『盗まれた手紙』についてのセミネール」のシニフィアン連鎖

中継の重なりによって形づくる大きな総体のなかにおいて

と同様の構造になっていることを指摘することができる。

だけである。 31）

I B U

S

C E N

T3

……

T

I P etc.

一方で、シニフィアン連鎖は、それがシニフィアンを単位とし、
ランガージュのように無意識を構成するという点で批判される

T2

が、他方で、その連鎖の論理そのものは否定されるのではなく、

T1

むしろ非意味的要素からなるマルコフ連鎖のなかに位置づけな
おされるのである。アンヌ・ソヴァニャルグが言うように、
「連鎖

このように書き下すと、マルコフ連鎖が、その都度の現在の状

が意味を生み出すのは連鎖が記号によって構成されているから

態にのみ依存するということが理解しやすくなると同時に、逆説

であって、記号そのものが意味を持つからではないということを

的にも、ラカンとの大きな差異もまた浮き彫りになる。どういう

明確にするなら、ラカンが行ったようにシニフィアン連鎖につい

ことだろうか。

て語ることは十分に可能」 32）なのである。

T1、T2、T3……は、それぞれその都度の現在の状態にのみ依存
し連鎖していくが、たとえば T4 は T3 には依存するが T1 には依
．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．
存しない。つまり、連鎖は、現在にのみ依存し過去による決定を
．．．．
受けない。これが、決定論と純粋な偶然をともに退ける「部分的

４．その後の展開――〈形象〉と歴史

に依存的な偶然的現象」の積極的な意義であり、連鎖が連鎖であ

抱えていたわけではなく、むしろその発想そのもの、つまり決定

ることをやめずにみずからに「切断」を呼び込むことを可能にす

された連鎖からも偶然の配分からも区別される部分的に依存的

る論理である。リュイエのジャルゴンは、このように、それ自体

な偶然的現象の理論を描こうとしている点ではきわめて近いと

は非意味的であるトリグラムが織りなす、「部分的に依存的な偶

ころにいること、そして 1960 年代の「
『盗まれた手紙』につい

然的現象」なのである。

てのセミネール」の援用を鑑みれば、ドゥルーズが終生保持する

さて、
『アンチ・オイディプス』に関しては、以上のように、連
鎖概念をめぐってドゥルーズとラカンが決定的な相容れなさを

ここから引き出すことのできるラカンとの大きな差異を整理

連鎖概念にとって、ラカンが重要な理論的貢献をしていることが

しておこう。第一に、ドゥルーズとガタリがリュイエに見いだす

理解できる。もちろん、これで済むはずのない両者の『アンチ・

マルコフ連鎖は、現在にのみ依存し過去による決定を受けない。

オイディプス』での争点はあるだろうけれど、とりあえずはここ

これは、ラカンのシニフィアン連鎖が、幾重にもコード化を重ね

では措き、ここからはドゥルーズにおけるマルコフ連鎖のその後

ていくことで、やがて象徴的に不滅である過去の形成、「記憶形

の展開について見ておきたい。連鎖を構成する「非意味的要素」

成」を構想することと対照されるだろう。第二に、リュイエのく

は、以降の仕事で、ランガージュからきわめて遠く離れて展開さ

じ引きは非意味的なトリグラムからのみなり、その結果として意

れていくことになる。

味が生み出されることはあっても、決してその逆ではない。ラン

まず取り上げるべきは、フランシス・ベーコンの絵画を主題と

ガージュの中心にはジャルゴンが、言語の中心には「言語もどき」

する『感覚の論理学』
（1982 年）の〈形象〉論である。ドゥルー

があるのだ。

ズはここで、絵画史とベーコンの作品を論じながら、同じく、決

リュイエは、この言語ならざるジャルゴンを、広く生命、自然、

定か偶然かという二者択一のあいだの「中庸な道」について考察

文化を貫く論理として提示する。ドゥルーズとガタリはそれを踏

している。ドゥルーズによれば、画家が描く前のキャンバスは、

まえ、ラカンのシニフィアン連鎖をそこに包摂しようとする。

まっさらということはありえず、紋切り型で占められている。そ
れゆえ画家は、様々な手法によってキャンバスに偶然を吹き込ん

この意味で、人間の文化と生物の種とに共通の特徴を「マル

で、紋切り型を排除しなければならない。それが「ダイアグラム」

コフ連鎖」（部分的に依存的な偶然的現象）として主張する

と呼ばれるものである。ダイアグラムとは、「非合理的、非意志

ことが可能となった。なぜなら、遺伝子のコード化において

的、偶発的、自由な、偶然的な」マークや描線であり、それらは

も、社会的コードにおいても、シニフィアン連鎖と呼ばれる

「意味を持つものでも意味的でもない」33）。非意味的要素として

ものは、ひとつのランガージュである以上にひとつのジャル

のマーク、そして描線。一見すると、ベーコンのおどろおどろし

ゴンであって、非意味的要素からなっているからである。こ

い絵画、その形態の激しい歪曲は、このようなダイアグラムの繁
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茂によって定義されるように思われるかもしれない。しかしそう

が偶然に行う連続的なくじ引きのようなもので、ただし先行する

ではない。ダイアグラムが画面全体に広がると、それは「本当の

くじ引きによって決定される外在的条件に左右される。それはマ

「台無し」
」

34）

しか帰結しないのである。

ルコフ連鎖のような不確実なものと依存的なものの混成体なの
だ」 38）。

それゆえダイアグラムは、操作されうる状態にとどめ置かれな
ければならない。むしろ「ダイアグラムとは、非意味的で非表象

ダイアグラムはこのように、そのなかで「突然変異」を引き起

的な線や領域、軌跡や染みの、操作的な総体」 35）でなければな

こすのだが、それは「あらゆるものがあらゆるものに連鎖する」

らないのである。これは抽象絵画の幾何学的秩序と、抽象表現主

ということではなく、マルコフ連鎖のような部分的に依存的な偶

義やアンフォルメルの全的破壊の「中庸」を行く道であり、それ

然的現象として、力の諸関係を絶えず再調整し続けるのである。

らのあわいで何とかして視覚的な〈形象〉を救い出す試みである。

そしてドゥルーズによれば、ダイアグラムは、神の死の後、人

ドゥルーズは、このような「中庸」のための節度、慎重さ、そ

作的なものにとどまるダイアグラムについて書かれた別の書物

間の死の後に、すべてが終わってしまうことなく、新しい力の布
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
置を生み出す。「力の諸関係の総体を決定するものとしてのダイ
．．．．
アグラムは、力を消尽してしまうことはなく、力は別の関係と別

の記述である。ドゥルーズは『フーコー』のなかでこう書いてい

の組み合わせのなかに入っていくことができる」 39）のである。

る。

消尽しないもの。ドゥルーズはそれを「抵抗」40）と呼ぶだろう。

して手法についていくらか書かれているが、注目したいのは、操

このように、マルコフ連鎖の概念は、ラカンとの対決から展開
ダイアグラムは、そしてダイアグラムのある状態は、つねに

していき、
〈形象〉や歴史を貫くきわめて広い射程を持つのであ

マルコフ連鎖の場合のように、偶然と依存の混成体である。

る。

36）

結語に代えて
さらに次のように書かれている。

以上、本稿では、かなり足早に、ドゥルーズにおける連鎖概念
を辿った。それはドゥルーズが「カオスに抗する闘い」と呼ぶも

偶然は、第一の試行によってしか有効ではない。おそらく第

のの一部を構成するものであり、その試みの全体も、あるいはそ

二の試行は、マルコフ連鎖におけるように、つまり部分的再

れとの関わりにおけるマルコフ連鎖概念のさらなる詳細も、以上

‐連鎖の継続におけるように、第一の試行によって部分的

の議論に尽きるものではない。とはいえここでは、ドゥルーズが

に決定された条件の下で行われる。 37）

終生保持し続けることになるマルコフ連鎖の概念について、ラカ
ンのシニフィアン連鎖との関係において、その概略を提示するこ

フーコー論のダイアグラムは、歴史を論じるものとして導入さ

とで終えることにしたい。ドゥルーズのなかに、そしてラカンと

れており、
「力の諸関係の総体」と規定される。そこでは、
「突然

のあいだに、このような思考の線があるということを示せたので

変異が起き、力の諸関係の再調整が行われる。それはあらゆるも

あればいいのだが。

のがあらゆるものに連鎖するからではない。むしろそれは、各人

――――
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カフカ式スキゾ分析について
山森裕毅

―――――――――――――――――――――――――――――――――
はじめに

では内容に踏み込んでいこう。

フェリックス・ガタリが「スキゾ分析」という考え方を公式に
提示したのは『アンチ・オイディプス』
（ジル・ドゥルーズとの共

導入：『アンチ・オイディプス』のパラノイアとスキゾフレニー

著：1972 年公刊）においてである。ガタリによれば、これは神

スキゾ分析は神経症化を行う精神分析に対抗して考案された。

経症化することを治療とする精神分析に対して考案されたもの

これが通説であり、その出発点においては間違っていない。その

で、スキゾフレニー化する（schizophréniser）ことを目指す分析

ため、神経症と精神病（スキゾフレニーが含まれる）の区別が重

方法だとされる

1）

。以後、スキゾ分析はガタリの思考法を指す代

要であり、スキゾ分析は精神病をその射程に入れた議論であると

表的な用語のひとつとなった。実際、ガタリは留まることなくス

される。これ自体もおおよそ間違いではない。しかし、もう少し

キゾ分析を更新し続け、
『スキゾ分析的地図作成法』
（1989 年公

精度を上げて見てみるならば、その光景も印象を異にするものに

刊）という難解な著作を世に問うことになる。

なるだろう。

ではスキゾ分析とは何か。この問いが納得いく形で答えられる

まず、ガタリは精神分析そのものを批判したわけではない。彼

ことはこれまでほとんどなかった。理由はさまざまあるだろう。

の友人であり、同僚でもあった精神科医のジャン＝クロード・ポ

ガタリに責任があることだけを挙げておくなら、スキゾフレニー

ラックによれば、ガタリは晩年まで寝椅子を用いた精神分析に従

化することの臨床的・実践的な価値を明示することができず、研

事している

究を触発することにつながらなかったことが大きいと考えられ

析を日常的に用いていたことを示している。彼が危惧し、批判し

る。結果として、スキゾ分析を理解し、実践で用いることに有効

ようと努めたものは「オイディプス」という考え方であり、精神

性を見出す者はほとんど出てこなかった。

分析のオイディプス化である。オイディプスとは、フロイトが精

2）

。これはガタリが自分の実践の道具として精神分

本稿では、打ち捨てられたといっても過言ではないスキゾ分析

神分析の解釈作業のために導入した分析格子である。父‐母‐子

を、実際に使用できる形で取り出すことに挑戦する。有効性への

の三項からなる関係を基盤にさまざまな心的現象や精神症状を

判断は留保しておかざるを得ない。というのも、それは実際に使

解釈することが可能となる。精神分析にとって重要な分析格子で

っていくなかでしかわからないからである。今回は『カフカ：マ

あるオイディプスが、現代社会になぜ現れ、どのように機能し、

イナー文学のために』
（ドゥルーズとの共著：1975 年）を主に取

どのような悪影響をもたらしているのかを論じたのが『アンチ・

り上げる。この著作は、
『アンチ・オイディプス』で「スキゾ分析

オイディプス』であった。決して『アンチ精神分析』ではなかっ

への序章」が書かれた後、その続編となる『千のプラトー』
（ドゥ

たのである。

ルーズとの共著：1980 年）にいたる中間に位置しており、その

次に押さえておくべきは、
『アンチ・オイディプス』では、オイ

ためスキゾ分析を『アンチ・オイディプス』よりも洗練された形

ディプスが本来付属するのは神経症ではなくパラノイアだと考

で、そして『千のプラトー』よりも複雑にならない形で取り出す

えられているということである。例えばこのようにいわれる。
「息

ことができる点で優れている。注意が必要なのは、この著作に「ス

子をオイディプス化するのはパラノイア的な父である。罪責感、

キゾ分析」という言葉が一度も登場することがないという点であ

それは息子によって経験される内面的感情である前に、父によっ

る。本稿では、内容から見てもガタリの思想の針路から見ても、

て投影された観念である」3）。
「だから、オイディプスは神経症患

ここで論じられていることはスキゾ分析のことであると主張し

者の感情である前に、パラノイア患者の観念であるように、私た

て、議論を進めていく。

ちには思われた」 4）。すると、オイディプス批判を真に展開する

本稿の問いはシンプルである。スキゾ分析とはいったい何なの

ためにはパラノイア批判が要請される。このことから、神経症と

か。どのような概念群を用いて、何を、どのように分析するのか。

精神病の区別が重要でないわけではないが、『アンチ・オイディ
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プス』では精神病圏におけるパラノイアとスキゾフレニーの区別

へ行くのか。それは「オイディプスの倒錯的あるいはパラノイア

のほうがより重要となってくる。とすれば、シュレーバーとアル

的使用」8）という術語において登場することになる。オイディプ

トーの言説（妄想）には何らかの差異があることになる。こうし

スのパラノイア的使用とは、オイディプスの拡張的使用（脱領土

5）

て前者がモル的なもの、後者が分子的なものと区別され

、スキ

化）を意味し、官僚制や資本主義、ファシズム、司法機関、ある

ゾ分析は後者を倫理的に高く評価する立場を取る（ここで倫理的

いは超越的な法といったさまざまな形態を取ることになる。ガタ

というのは、
「欲望を肯定する」ということを指す）
。

リの別の言い方を借りれば、父の（地理的・歴史的・政治的な）

スキゾ分析は、オイディプスをめぐって神経症から精神病にい

世界地図への投影といわれるものである。

たる技法というよりも、パラノイアからスキゾフレニーにいたる

トライアングルとそのパラノイア的使用とはどのような関係

（
「壁を抜ける」
、あるいは Break through ともいわれる）技法

にあるのか。トライアングルは、子にあたる者をこのトライアン

と捉えたほうがより精確である。この点から、
「神経症者をスキ

グルに封鎖するよう機能する。簡単な構図だけでいえば、父への

ゾフレニー化する」というスキゾ分析のスローガンを理解すると

従属を強いるということである。ここで父への従属に対して子が

すれば、こう考えられるだろう。つまり、神経症者が、パラノイ

自由を求めることをガタリは評価しない。おそらく彼は、それは

ア的な父によってオイディプス化された息子なのだとすれば、パ

オイディプスに織り込み済みの出来事であると考えるのだろう。

ラノイアからスキゾフレニーへと移行する分析技法が実践され

では自由に対して何があるのか。

ることで、神経症者はオイディプスを脱してスキゾフレニー化す
る。もっと端的にいえば、パラノイア的父から神経症的息子を逃

父に関わる問いは、父に対してどうやって自由になるかとい

がす算段（あるいは息子が逃げる算段）
、これがスキゾフレニー

うこと（オイディプス的問い）ではなく、父が道を見出さな

化であり、スキゾ分析である。では、具体的にどうするのか。こ

かった場所でどうやってそれを見出すかということだ。 9）

の問いへの応答は慎重を期す必要があり、論じることも実践で示

．．
従属に対立する自由が問題なのではなく、もっぱら逃走線が
．．
問題であり、あるいはむしろただの出口、
（…）可能な限り最

すことも難しいが、本稿では『カフカ』から分析道具一式とその
使い方を提示したい。

も意味のない出口が問題なのである。 10）
オイディプス・トライアングルとその封鎖
『カフカ』では、上で示したオイディプスをめぐる神経症‐パ

トライアングルでの封鎖に対して「逃走線」
、そして「出口」を

ラノイア‐スキゾフレニーの構図がやや変形した形で論じられ

見出すこと、これがカフカの活動から導出されるスキゾ分析の要

る。ここでオイディプスはまず何より父‐母‐子が作る家族的三

点である。だが、まだスキゾ分析の考察に入らず、パラノイア的

項関係である。この三項関係は欲望を抑圧し、このなかに封鎖す

使用についてしつこく見ておこう。オイディプスのパラノイア的

るものとされる。これをここではオイディプス・トライアングル

使用は、オイディプスを脱領土化するといわれる。つまり子の家

と呼ぼう。ガタリはカフカとその父の関係を捉えつつ、トライア

族的トライアングルへの封鎖を打ち破る働きを持っている。では

ングルのひとつの項である父について次のように述べる。

具体的にはどういった使用なのか。
まず父‐母‐子が作るトライアングルの三項のうちのひとつ

［父と子に共通の無垢と苦悩という最悪の仮説において］父

が別の項に置き換えられる場合を見てみよう。たとえば、父が経

は、たとえ自身が生まれた〈田舎のゲットー〉から抜け出る

営する商店において、父‐使用人‐子というトライアングルが考

ためにすぎないとしても、自分自身の欲望や信念を諦めなけ

えられうる。ガタリによれば、この使用人は母の代理物ではなく、

ればならなかった男として現れる。そして見たところ出口の

子が使用人の足にキスすることを欲望するのであれば、そのとき

ない状況のなかで自分は支配的秩序に従属したのだという

使用人は家族的トライアングルからの出口として機能し、子の欲

理由だけで、息子に従属を望む男として現れる。

6）

望を社会の方へとつなぐことになる（欲望を母に向けて還元する
ような解釈は採らない）。次にトライアングルの三項すべてが置

トライアングルは、従属する者が従属する者を再生産するメカ

き換えられる場合を見てみよう。ガタリは『訴訟』を例にとりな

ニズムとして示される。そしてこれは「オイディプスを生み出す

がら、裁判官‐弁護士‐被告（ヨーゼフ・K）の作るトライアン

7）

のは神経症である」 と表現されており、さらにここで神経症と

グルや K の伯父‐弁護士‐ブロックのトライアングル、そして銀

されるのは父である。パラノイアの位置が『アンチ・オイディプ

行員‐警官‐裁判官のトライアングルを提示する。さらにより大

ス』とは異なっているのに気づくだろう。ではパラノイアはどこ

きなものとして、カフカの父の背後にあるドイツ人‐チェコ人‐

20

ユダヤ人の地理的‐政治的トライアングルをパラノイア的使用

的使用の例に当たるのは、グレゴールの職場の支配人、再就職先

の例として挙げている。

の制服を家でも脱がない父、虫への変化後に間借りさせることに

以上がオイディプスの拡張的使用であり、父の世界地図への投

なる三人の紳士である。支配人はグレゴールの姿を見て逃げ出し、

影といわれるものである。このパラノイア的使用という契機でガ

三人の紳士は最後には父に追い出されてしまう。結末に残るのは

タリが示したかったことは、「自分たちが地理的・政治的な地図

父‐母‐妹の家族三人である。このようにオイディプスによる封

全体を持っているということを知る能力のない子どもたちはい

鎖が完成することで、作品は完結する。

ない」

11）

ということである。言い換えれば、家族的トライアン

ガタリは、グレゴールが死によって出口から出たとは考えず、

グルに還元し封鎖しない仕方で、つまり地理的‐政治的方向へ展

袋小路に陥ったと考える。
『アンチ・オイディプス』でも、病院内

開する仕方で、欲望を走り抜けさせる道があるということを子ど

で極度の自閉に陥った統合失調症者を、壁を Break through し

もたちは知っているということである。こうした見方が「地図作

た者としてではなく、壁にぶつかって Break down した者とみ

成」という考え方につながっていくことになる。

なすが、それと同様の事態といえるだろう。ガタリによれば、カ

カフカの作品で官僚機構、司法機関、城、超越的な法などへと

フカの短・中編小説は往々にして逃走線が封鎖されてしまうとい

展開されるパラノイア的使用は、家族的トライアングルからの一

う。また、だからこそ作品が完結するともいう。では、いかにし

種の「出口」を作り出すとされる。しかし、あくまでオイディプ

て逃走し、出口を見出してそこから出るのか。この問いを基点と

スの使用である限り、それはやはりトライアングルとして機能し、

して、スキゾ分析は独自の領域を開いていくことになる。そして、

抑圧や封鎖をもたらすことにもなりうる。こうした封鎖にも逃走

それはカフカにとっては完成することのない開かれた長編小説

線を引くこと、出口を見出すことが、パラノイアに対するスキゾ、

と深く結びついている。

つまりスキゾ分析に課せられることになる。
カフカ式スキゾ分析の機械主義
事例としての『変身』：動物への生成変化

スキゾ分析に関する考察に入っていこう。スキゾ分析が考える

ガタリによる『変身』についての分析から、オイディプス・ト

世界の構成要素は「機械」（machine）である。これは対象関係

ライアングルとその封鎖、パラノイア的使用、そして逃走線につ

論で用いられる「部分対象」という概念を下敷きにして、そこに

いて確認しておこう。

機械の持つ特性（諸部分の連結と分解の仕方によって機能が変わ

『変身』はカフカの中編小説であり、彼の代表作ともいえる作

ること、意味も主体もなしに機能＝作動すること

13）

など）を与

品である。主人公であるグレゴール・ザムザは、父と母、そして

えることで作られた概念である。この考えを展開することで、あ

妹と暮らしており、女中を雇っている。父は五年間仕事をしてお

らゆるものが機械からなり、あらゆるものが機械であり、あらゆ

らず老いており、グレゴールはその分を容赦ない労働環境のなか

るものが別の機械の部品となりうる、という機械主義が採用され

で働いて稼いでいる。その稼ぎのなかから、いつかは妹を音楽学

る。スキゾ分析はこうした世界の見方に立脚する。

校へ通わせたいと考えている。ある日、グレゴールは自室で悪い

『カフカ』では、カフカの作品群から機械に関わる三つの基本

夢から醒めると虫になっている。そして息子であり、兄である人

概念が抽出される。
「機械状インデックス」
、
「抽象機械」
、
「機械状

物が虫になってしまったことで生じる家庭内のいざこざの顛末

アレンジメント」と呼ばれるものである。カフカの作品群におい

が描かれることになる。

て、それぞれがどのように機能しているかを見ていこう。
（注記：

ここではグレゴールの虫への生成変化（動物への生成変化の一

アレンジメントには二つの側面があり、機械状アレンジメントと

例）が、トライアングルからの逃走線として機能しているといわ

はそのひとつに当たる。もうひとつは言表行為の集合的アレンジ

れる。虫になってしまった息子はもはや家族とは見なされず、虫

メントと呼ばれるものである。前者はアレンジメントの「内容」
、

を追い払うために父からリンゴを投げつけられ、やがて虫として

後者は「表現」とされる。本稿では、何の形容もつかない「アレ

死ぬことになる（終局の手前で家族は、なぜこの虫が息子であり

ンジメント」をそれらの統一体を示す言葉として用いることにす

兄であるグレゴールだと信じたのかと話しはじめる）。妹は曖昧

る。
）

な項であり、虫になった兄の世話を母に代わって進んで引き受け

機械状インデックスとは、ガタリによれば、
「それ自体に対し

る点で、またバイオリンを奏でる点で、一種の出口として機能し

てまだ取り出されても分解されてもいないアレンジメントにつ

。だが実際には特に機能すること

いての記号」 14）のことである。インデックスとは、チャールズ・

はなく、最終的には妹もまたトライアングルへと封鎖されること

S・パースの使う記号分類のひとつで、自然的・因果的な結びつ

になる（虫の排除を実質的に決めるのは妹である）。パラノイア

きにおいて対象を指示する記号である。例えば、煙はその発生元

ようとしているかに見える

12）
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で何かが燃えていることのインデックスとなりうるし、扉をノッ

カフカ式スキゾ分析：第一手

クする音は誰かの到来のインデックスとなりうる。ここで機械状

機械状アレンジメントという世界の見方を基盤にして、抑圧や

インデックスといえば、「そのアレンジメントを構成する部品だ

封鎖からの出口を見出すこと。ここからの議論はカフカ式スキゾ

けが把握され、それらの部品がどのようにそのアレンジメントを

分析の手順あるいは操作である。

構成しているのか知ることさえない」

15）

という状況にある記号

スキゾ分析の第一手から見ていこう。ガタリはカフカの創作手

ということになる。

法に関して次のように述べている。

カフカの作品において何が機械状インデックスにあたるのか
といえば、ガタリによれば、短・中編小説では動物であることが

カフカについての多くの解釈のなかで最も有害な三つのテ

多いという。
『変身』におけるグレゴール（虫）は、彼を含むアレ

ーマは、法の超越性、罪責性の内面性、言表行為の主観性で

ンジメントの部分であり、インデックスのひとつとして挙げられ

ある。
（…）彼はオイディプスにさえ、何にもましてオイディ

る。ただし、そこではどのようなアレンジメントが作動している

プスに救いの手を差し伸べる。好意からではまったくなく、

かは明らかにならない。長編小説ではその在り方あるいは機能の

オイディプスを彼の悪魔的な企てに役立つ非常に特殊な用

仕方を変えるが、そのことは後で触れることにしよう。

途に使いたいからである。
（…）実際のところカフカは、自身

抽象機械とは、短・中編小説においては、機械状インデックス

の作品の外見上の運動として、法・罪責性・内面性を最も必
要とする。 16）

なしに現れるすべて組みあがった機械であり、機能を持っていな
いか、機能を失っている状態にある。例として挙げられるのは『流
刑地にて』の処刑機械である。この機械は罪人の肌に判決を刻み

オイディプスの特殊な用途をここではオイディプス・トライア

込む仕方で処刑するもので、その残忍なやり方のためにいまや時

ングルのパラノイア的使用と解する。このことで何が起きるのか

代錯誤の代物となっている。しかし司令官によって流刑地での処

といえば、すでに述べたようにトライアングルを拡張的に使用す

罰の執行のために愛用され、その必要性が説かれる。最後には司

ることで、家族的トライアングルの関係項を社会へとつなぎ、家

令官自身に判決を刻み込みながら崩れていくことになる。ガタリ

族的トライアングルへの封鎖を解除することである。ただし、引

はカフカの短・中編小説に描かれるこのような抽象機械群に超越

用からわかるように、パラノイア的使用はオイディプスの備えて

的かつパラノイア的な法の表象を見出していく。抽象機械もまた

いる法の超越性、罪の内面性、言表行為の主観性までも社会へと

長編小説においては在り方、機能の仕方を変えるが、ガタリの説

適用することになる。そのことでこの世界は罪責性に満ちたもの

明に不明瞭な点が多いため、本稿では立ち入らない。

として捉えられる。しかし、そのような罪責性はカフカにとって

機械状アレンジメントとは何か。これまでの規定を用いて暫定

はあくまでも外見上のものでしかないため、実際にはまったく機

的に説明すると、機械状インデックスを伴うもの（＝どんな部分・

能していないことになる。ではこの操作で何をしているのか。カ

部品でできているかわかっているもの）で、かつ組み上げられて

フカはこの外見上の運動を与えることを通して、言い換えれば

おり、また機能を失ってもいない機械だといえる。さらに追加す

法・罪責性・内面性が機能していないことを示すことで、実際に

るなら、その機械のアレンジメントは動的あるいは可変的でもあ

作動している別のもの、つまり機械状アレンジメントを取り出す

る。この概念で捉えられるものは、カフカ作品では長編小説にし

実験をしているのだという。

か登場せず、例としては『失踪者』のホテル、
『訴訟』の司法機関

『訴訟』を見ておこう。まずパラノイア的使用として、K は罪

（裁判所）
、
『城』の（村まで含めた）城が挙げられる。

に問われ、司法機関と関わることになる。次に、K が罪を感じて

まだ機械状アレンジメントの説明が不十分であるが、ここから

おらず、不安も持たず、逃げもしないことで、オイディプスのも

先は複雑さを増すため、ここで一度区切りをつけておこう。道を

たらす罪責性が外見上のものであることが示される。そして K が

失わず先に進むために、次の問いを道標としたい。スキゾ分析と

自身の裁判をめぐって司法機関にさまざまに関わっていくなか

はオイディプス・トライアングルからの出口を見つけ、そこから

で、司法機関が機械状に作動していること、機械状アレンジメン

出ていくことであった。そしてカフカの長編小説はそれを成し遂

トであることが明らかになっていくという過程をたどることに

げたとガタリはみなした。すると長編小説に固有の機械状アレン

なる。

ジメントは出口についての理論でもあるはずである。それはいっ
たいどのようなものか。

第二手
一手目はパラノイア的使用によって機械状アレンジメントを
取り出すことであった。それを受けて、二手目に行われる操作は
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機械状アレンジメントの「分解」である。この分解という操作か

奇紳荘、学校、バルナバスの家などの切片からなっており、さら

ら「スキゾ」という特性が現れてくるとガタリは考える。丁寧に

に奇紳荘はそのなかに酒場、中庭、馬小屋、宿泊室、廊下、階段

議論を追っていこう。機械状アレンジメントに関して、すでに上

下の部屋などの切片を含んでいる（同様に城もいくつもの切片か

で規定したが、あれは暫定的なものであった。ここでガタリによ

らなっている）。そしてそれらの場所に機械状インデックスとし

る規定を確認しておく。

ての登場人物たちが配分されている。この一連の下位分割的な操
作が「分解」と呼ばれるものである。

要するに、このアレンジメントは、神秘的な作動によって組
み立てられ続ける機械としての価値はないし、機能しない、

第三手

もしくはもはや機能しない完全に組み立てられた機械とし

分解はセットとして別の操作を伴ってもいる。それは「増殖」

ても価値はない。というのも、アレンジメントは、それが機
．．
械や表象に対して行う分解によってしか価値を持たないの

と呼ばれるもので、スキゾ的と形容されることもある。これをス

である。そして実際に機能するとき、それはそれ自身の分解

分解の過程で新たな登場人物、切片およびセリーを生産していく

によって、かつ分解においてのみ機能する。アレンジメント

のである。わかりやすい例は、
『訴訟』においてブロックが六人の

はこの機能＝作動から生まれる（カフカの関心を引くのは

弁護士を雇っていると告白する場面であり、弁護士の増殖がある。

決して機械の組み立てではない）
。 17）

ガタリが示す別の例は、
『訴訟』におけるエルザ、ビュルストナー

キゾ分析の三手目とみなしてよいだろう。何を行うのかといえば、

嬢、洗濯女、レーニ、ティトレリにまとわりつく少女たちといっ
この規定は何をいわんとしているのだろうか。ここでは次のよ

た女性の増殖である

18）

。しかし、この例はわかりにくく、その

うに考えておく。パラノイア的使用は、トライアングルを大きな

ために重要でもある。わかりにくいというのは、この例は分解な

スケールで適用することである。トライアングルとはひとつの閉

のか増殖なのか識別できないからである。重要だというのは、こ

じた全体なので、それを適用することで、司法機関や城の官僚機

の識別不可能な操作がカフカ式スキゾ分析の革命論となってい

構などの外見上の運動をする大まかな全体を捉えることはでき

るからである。しかし、この話は後で触れることにして、増殖の

る。しかしそれでは、実際の機能を引き起こしている内部の機構

話を続けよう。

まで捉えることができない。実際の作動を捉えるためには内部の
機構を分解する必要がある。電化製品で例えると、買えば製品が

第四手

届き、配線をつなげば作動するが、なぜその作動をするのかは内

増殖は機械状アレンジメントに何をもたらすのか。ガタリによ

部の機構によるものである。それを知ろうとして分解してみると

れば、「これらの増殖するセリーの第一の特徴は、他の場合には

いうのはひとつのやり方だといえる。ただし、この例から考える

袋小路で閉じられたひとつの状況を開いていくことにある」 19）。

ならば、引用にあるような分解することが機能することであると

この引用でいわれている「状況を開いていく」というのは、私た

いうのは奇妙な発想である（分解することで機能する電化製品な

ちが追っている「出口」のことだと考えてよい。ここまで来てよ

どあるだろうか）
。分解することで機能するとはいったいどのよ

うやく機械状アレンジメントと出口が理論上つながることにな

うな事態なのだろうか。

る。では、どのように開いていくのか。ここで「隣接性」と「コ

この問いに答えるためには、次の問いを中継しておく必要があ

ネクター」という概念が追加されることになる。隣接性とは、切

る。機械状アレンジメントは何に分解されるのか。それは機械状

片あるいはセリーが隣り合っており、移動できるということであ

アレンジメントの構成要素であり、「機械状インデックス」、
「切

る。ただし、移動するためには隣り合った切片やセリーを連結し

片」（segment）、「セリー」と呼ばれる。機械状インデックスは

ている人物による導きが必要となる。この人物がコネクターと呼

上で少し触れたが、これは長編小説ではひとの形を取るといわれ

ばれる。

る。登場人物のすべてが機械状アレンジメントの部品であり歯車

この隣接性とコネクターが機能している場面は、カフカの作品

である。これらの登場人物がそれぞれ配分されている場所が切片

群ではさまざまに登場する。例えば『訴訟』に登場するレーニと

であり、セリーである。機械状アレンジメントは、いくつもの切

いう女性は、弁護士の女中であり愛人であるが、K を誘惑する娼

片あるいはセリーによる編成体だといえる。

婦でもある。レーニは弁護士の切片に配分されており、そのこと

『城』で見ておけば、城は統治下の村を含んだ状態でひとつの

で K を弁護の依頼人のひとりであるブロックに結びつけること

機械状アレンジメントをなしている。そのなかで、城と村はそれ

ができる。それだけでなく K を司法機関専属の画家であるティト

ぞれ別の切片として区分することができる。また村は村長の家、

レリに結びつけるコネクターとしても機能する。そのティトレリ
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もまたコネクターであり、彼の家が裁判所とは逆方向の郊外にあ

は K から批判を引き出すことはない、しかし［雇用先の］

るにもかかわらず、彼の家の裏口から K が出るとそこは裁判所に

ホテルから追い出されるのではないかという彼の不安をよ

つながっている。
『城』では、K に切片やセリーの移行をもたらす

り一層強めることになる。カフカは、チェコの社会主義やア

ものは隣の部屋からやってくる（奇紳荘での官僚たち、学校での

ナーキストの運動をよく知っていたが、それらの方法を借

ハンス少年、城にある事務局から出た廊下で出会う官僚など）
。

りはしない。労働者の行列にすれ違っても、カフカは『アメ
リカ』の K と同様に無関心を示す。 21）

以上のように、第二手と第三手で行われた登場人物、切片、セ

22）

リーの分解と増殖の操作と連動して、どの切片と切片が隣接して
おり、どの人物がどの切片のコネクターとして機能するのかを分

カフカのこの無関心は何を表しているのだろうか。解釈の余地
23）

析するのが、スキゾ分析の第四手となるだろう。重要な点は、コ

はさまざまあるが

、なんにせよカフカには社会運動への関心

ネクターとして女性が機能する場合を「女性への生成変化」と呼

はない。ここからガタリはカフカのミクロ政治学への関心を引き

び、子どもが機能する場合を「子どもへの生成変化」と呼ぶとい

出してくる。ガタリによるオイディプスのパラノイア的使用に関

うことである。生成変化が、組み合う相手の力能を自分のうちに

する言及を引用しておく。

捕捉することを指す現象だからである。つまり第四手は生成変化
の技法だといえる。ここでつけ加えていっておくべきことは、抑

逆に、オイディプスを拡張させ、太らせ、それに余分に付け

圧や封鎖から逃れるためには、この分析は原理上無制限に続けら

足し、オイディプスを倒錯的あるいはパラノイア的に使用

れる必要があるということである。というのも、ある切片から出

すること、それはすでに従属を脱し、頭を再び挙げることで

られなくなることを封鎖とみなすからである。 20）

あり、父の肩越しにこの歴史のあらゆる時代で問いであっ
たものを見ることである。それはつまり欲望、袋小路と出口、
（24）
従属と矯正のミクロ政治学全体である。

第五手
カフカ式スキゾ分析の第五手は『カフカ』ではまだ明確になっ
ていないが、萌芽状態にある「地図作成」である。『千のプラト

これまでの考察から、ここで記されていることがカフカ式スキ

ー』の序章「リゾーム」では地図は多数の入り口を持っていると

ゾ分析の方法だということはわかるだろう。言い換えれば、カフ

されるが、同様に多数の出口を持っていると考えてもよいだろう。

カの文学作品の書き方でもある。するとカフカの作品は「ミクロ

切片やセリーへの分割は線を引くことであり、製図することであ

政治学」を扱うものと考えることができる。ではミクロ政治学と

る。それによって、どことどこが隣接しており、どこに袋小路や

は何なのか。それは個人的な事件が政治に直接結びつくことであ

出口があるのかを図表化（ダイアグラム化）することができる。

る（マイナー文学の特徴のひとつ）
。
『訴訟』でいえば、自分に罪

また地図は図表を固定するものではなく、常に変更に備えており、

などないと考える K の行動のひとつひとつが、裁判所、弁護士、

切片やセリーの増殖に対応することができる。そして描かれた場

警官を巻き込む司法機関の政治になっているということである。

所や経路はすべて中間地点、中継点となりえ、スキゾ分析の無制

ここでいう政治とは、切片を分割する線を引くこと、切片やセリ

限性にも対応可能となる。このように地図作成は、スキゾ分析の

ーを増殖させて出口を見つけて出ていくこと（逃走線を引くこ

特性によく対応し、その実践をサポートする優れた手段となりう

と）、判決を無際限に引き延ばすことである。ガタリはここにカ

る。

フカの革命観を見出す。

カフカ式スキゾ分析と政治、革命

カフカには、ロシア革命は転覆や復興というより、むしろ新
たな切片の生産のように思われる。 25）

さて、第三手で触れずにおいた革命に関する議論に戻ろう。こ
れはカフカの政治観に関わるし、またスキゾ分析の政治的側面に
も関わる。ある意味でいえば、それはガタリの政治観でもありう

機械状アレンジメントを分割し、そのなかで切片やセリーを増

る。それはいったいどのようなものか。ガタリはカフカの次のよ

殖させること、これがカフカ式スキゾ分析による革命の仕方であ

うな一面を押さえている。

る。切片の生産や増殖は、もちろんある面ではそれを含み込む官
僚機構の強化・拡大にもなりうる。ガタリはこのことをよく理解

権力や権力の機械に対立するような革命的な欲望というも

している。だからこそ切片の生産や増殖の速度を上げることで対

のもない。カフカの作品における社会批判の毅然とした不

応できる（逃走できる）という考え方を述べているが、考察が終

在を私たちは見た。
『アメリカ』では、最も厳しい労働条件

わらなくなるのでこれ以上踏み込むことはやめておこう。
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本稿がここで示したかったことはささやかながら次のことで

たと考える。さらに厳密に学ぼうとするのであれば、
『カフカ』を

ある。つまり、スキゾ分析による政治は「自由」や「抵抗」とい

丁寧に読み直すのがよい。まだまだ多くのことがそこに記されて

うものを主題とせず、「逃走」と「生産」を主題とするというこ

いる。また、スキゾ分析の理論的展開を追って『機械状無意識』
、

と。そして革命というものは分析の過程に織り込まれているとい

『千のプラトー』
、
『スキゾ分析的地図作成法』を辿っていくのも

うこと。

よいだろう。より先に進める人は、トライアル・アンド・エラー
で実践感覚を磨き、有効性を確かめていくという局面へと進めば

結び

よい。むしろこの局面でこそ、多くの才能やセンス、工夫、努力

『カフカ』から読み取ることのできるスキゾ分析の方法と手順

が要求されることになるだろう。スキゾ分析の真価が問われるの

を概説した。ここで取り上げることのできなかった重要事項はい
くつもあるが

は、テキスト読解よりもむしろ実践においてなのだから。

26）

、分析を試行してみるための準備は最低限整っ

――――
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―――――――――――――――――――――――――――――――――
【論考】
ドゥルーズ『意味の論理学』における自由と実現主義について
平田公威

―――――――――――――――――――――――――――――――――
が、作品そのものを生産するからである。（LS pp. 175-

はじめに

176/上 260-261 頁）

『意味の論理学』において、ドゥルーズは出来事についての思
考を深めていた。そこでは、言葉のなかで「表現されうるもの」
としての非物体的な出来事こそが、言葉の条件として論じられて

ブスケは、自らに到来する出来事をその詩作に高め、彼自身の

いた。端的にいえば、出来事が実現することで物体は意味的に分

身体を貫いた弾丸（運命）を肯定する。そこには、到来する出来

節されるのであり、このことがわれわれの認識論的条件となるの

事を自ら意志する姿勢が見いだされるのだが、
『意味の論理学』

である。こうした認識論的な探求の一方で、ドゥルーズは出来事

では、これが道徳として提示されるのである。ドゥルーズは、こ

に関する道徳について語っている。

の道徳を次のように定式化している。すなわち、「ストア派の道
徳は、出来事に関わる。ストア派の道徳とは、出来事をそのまま

道徳に意味がないにせよ、道徳に意味がないということが

意志すること、言いかえるなら、到来するものを到来するがまま

道徳の言わんとすることであるにせよ、道徳が語るべきは、

に意志することである」
（LS p. 168/上 249 頁）
。このように、

われわれに到来することにわれわれは値しないものではな

出来事の道徳は、到来する出来事が到来するがままに実現するこ

いということ以外ではない。
（LS p. 174/上 259 頁）

とへの意志として定式化されているのだが、ドゥルーズのストア
哲学解釈が独特なことも相俟って、これがいかなる道徳をなすの

ここでドゥルーズは、われわれに到来する出来事に相応しいも

か、
『意味の論理学』に即して理解することは容易ではない。

のになることこそが、出来事の道徳であると論じ、そして、こう

そこで、本稿では、
『意味の論理学』で示されるストア派／ブス

した道徳を体現したものとしてジョー・ブスケの名を挙げている

ケ的な道徳について、特に「自由」の問題を中心に考察する（2）。

（1）

これにあたり、以下の段階を踏まえる。第一に、ストア哲学に則

。

第一次世界大戦において、銃弾を受けたジョー・ブスケは、そ

って提示される物体と非物体的なものの二元論と、出来事の実現

の後、寝たきりの生活を余儀なくされる。その後の彼の人生は、

がその交差として理解できることを示し（第一節）、自由に三つ

身体的な自由の利かないものであったが、訪れに来る文学者や哲

の場所が与えられていることを示す（第二節）
。次いで、物体と非

学者らとの交流のなかで、ブスケは思索を深め、物を書き、しば

物体的なものという二極に見いだされる自由をそれぞれ考察し

しば傷を負ったという出来事を肯定的に描いている。こうしたブ

（第三節、第四節）、最終的に、ドゥルーズが採る道徳論におい

スケの思考に、ドゥルーズは出来事の道徳を見出し、次のように

て、自由が物体と非物体的なものの二つにまたがっていることを

語っている。

示す（第五節、第六節）
。以上を経て、
『意味の論理学』における
実現主義、現世主義的な態度を示す。本稿の結論部では、
『意味の

「君の不幸の人間になれ。君の不幸の完全性と閃光を受肉

論理学』のストア派／ブスケ的な道徳論を、カントの『たんなる

することを学べ」
。これ以上のことは言えないし、一度も言

理性の限界内の宗教』と比較することで、その特徴を明らかにし

われたことはない。すなわち、われわれに到来することに値

たい。

する者になること、したがって、到来することを意志し到来
することから出来事を解き放つこと、自己自身の出来事の

１．出来事の実現、あるいは物体と非物体的なものの交差につい

息子になること、そして、それによって再び生まれること、

て

出生をやり直すこと、肉の出生と訣別すること。出来事の息

出来事の道徳では、出来事の到来と意志の関係が問題にされて

子であって自分の作品の息子ではない。出来事の息子だけ

いる。このうち、出来事の到来とは、非物体的な出来事が物体に
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おいて実現されることである。まずはこのことについて確認しよ

われは、確かに出来事の実現を認識するのだが、その「歩く」の

う。

絶対的な開始点（また終点）を取ることは不可能である。という

ドゥルーズは、エミール・ブレイエの解釈を通じて、ストア派

のも、
「カトーが歩く」は、カトーの足が地面に着いたときにも、

における物体と非物体的なものの二元論を採りいれている。ドゥ

足が地面を離れたときにも、はたまた脚が動き始めたそのときに

ルーズの整理に従えば「あらゆる物体は原因である。つまり、別

もはじまっていたということができ、いつまでもその絶対的な開

の物体との関係では、別の物体に対する原因である」
（LS p. 13/

始点（また終点）が定められることはないためである。このこと

上21頁）といわれるように、物体は原因になることができるもの

は、出来事が実現に還元されない純粋な部分をもつことと同時に、

である。これに対して、非物体的なものとは、原因になることが

事物の状態への実現において、出来事がその純粋性を失うという

ない純粋な結果のことであり、原因から派生するものである。こ

ことも示している。つまり、物体の運動に非物体的なものが見い

の非物体的なものは、出来事や意味と呼ばれ、物体の運動に認識

だされるということは、純粋な非物体的なものが物体へと「失墜」

上の分節をもたらす。たとえば、ある物体的原因が次から次へと

することなのである（5）。したがって、出来事の道徳で論じられ

作用してわれわれの精神に達するとき、
「カトーが歩く」という

る「実現」は、物体的になった非物体的なものとして、物体と純

命題のかたちでの認識が形成される。原因の連鎖は、それだけで

粋な非物体的なものの間に位置付けられるのである。

はいかなる測度ももたずに次から次へと送り返されていくだけ

こうした物体と非物体的なものの関係は、動詞の活用をモデル

であるが、そこに「歩く」という認識上の分節がもたらされるこ

にして説明される（6）。まず、非物体的な測度なしの物体は、非

とではじめて測定されるのである。

表現的であるため、
「動詞なし」にあたり、次いで、純粋な非物体

このように、物体は、認識上の測度の有無により二つに区別さ
（3）

れる

的なものは、あらゆる主語（運動する物体）に無関与な「不定法

。非物体的なものは、物体とともに見いだされるが、そ

の動詞」にあたり、最後に、物体のなかに実現した非物体的なも

れはあくまでも認識上のことに過ぎないため、決して物体的原因

のは、主語に応じて活用を受けた「直説法現在形の動詞」にあた

となることはない。こうして、非物体的なものは、物体的原因性

る。これを表に表わせば次の通りになる（表１）
。

から派生する絶対的な結果／効果と考えられるのであるが、ドゥ
表1

ルーズはここに物体への還元不可能性を見出し、ストア派の学説
から純粋な非物体的なものについての思考を引き出していく。こ
こでドゥルーズが着目するのが、ストア哲学における「空虚」の
．．
概念である。ストア派は、物体に占有されうる非物体的なものと

物体

物体的な非物体的なもの

純粋な非物体的なもの

該当なし

カトーが歩く〔Kato marche〕

歩くこと〔marcher〕

２．自由の所在

して「空虚」を提示している。空虚は、物体に占有されるや否や

ここでわれわれの関心に戻ろう。ドゥルーズは、ストア派／ブ

「場所」になってしまうため、それ自体としては、どこまでも「占
、、
有されうる」に留まる純粋に非物体的なものである（4）。ドゥル

スケ的道徳を出来事の実現を意志することとして提示していた

ーズは、この概念を評価し、純粋な非物体的なものと、物体の表

が、これは、物体と非物体的なものという二つのステータスをも

面上で見出される非物体的なものを区別するのである。

つ対象への意志として読み替えることができる。すなわち、眼前
．．．．．．
の物体の運動に「歩くこと」といった出来事が実現することへの

出来事は観念的／理念的〔ideal〕である。ノヴァーリスが

意志である。それでは、なぜドゥルーズは、自身の提示する道徳

語ったことであるが、観念的／理念的な出来事と現実的で

の中心に、この意志を据えるのであろうか。結論からいえば、こ

不完全な出来事の二つの列がある。たとえば、観念的／理念

こにわれわれの自由の可能性があるためである。次の一節から、

的なプロテスタンティズムと現実のルター主義である。し

ドゥルーズが自由の可能性をどこに求めていたのか検討しよう。

かし、この区別は、二種類の出来事の間にではなく、本性的
に観念的な出来事と事物の状態のなかでの空間的‐時間的
．．． ．．
実現の間にある。出来事と事故の間の区別である。（LS p.

ストア派のパラドクスとは、運命を肯定するが必然性を否

68/上 106 頁、原文ママ）

極に応じて、二つの仕方で自由であるということでもある。

定するということである。すなわち、賢者は、道徳の二つの

ある機会には、賢者の魂が完全な物理的原因の内面に達す
そもそも、非物体的な出来事は、決して時間と空間上での物体

るから自由なのであり、別の機会には、賢者の精神が、結果

的な実現に還元されることがない。たとえば、外的な物体の原因

／効果の間の純粋な外面的要素において確立される極めて

を受けて「カトーが歩く」という認識が形成されるとする。われ

特殊な関係を演ずるから自由なのである。（LS p. 198/上
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294-295 頁）

混在〉
〔le Grand mélange〕に同一化することで保障されるので
ある（LS p. 157/上 233 頁）
。

ここでは、物体的な原因性と、そこから派生する非物体的な結

ところで、このようなストア哲学解釈は、唯物論哲学として知

果／効果のもつ原因性が区別された上で、その二つの原因性にお

られる正当な初期ストア哲学解釈と重なる。すなわち、自然＝神

ける自由の可能性が示されている。物体的な原因だけでなく、観

という真理を把握し、協働する賢者という姿で知られるストア哲

念的な結果／効果の間での自由が可能とされるのは、非物体的な

学である（7）。ここですでに明らかなように、ドゥルーズは、従

ものが物体から独立に考えられるためである。ドゥルーズは、こ

来のストア派の道徳の重心をずらしている。一般に、ストア派の

の観念的な原因性を準‐原因と呼び、これを物体的である原因と

ひとびとにとっての最大の関心事は、物体的秩序を把握すること

対置することで、二つの自由の可能性を論じているのである。す

にあり、そこでの自由に到達することであった。しかしながら、

なわち、自由は二重の仕方で救い出されるのであり、
「一回目は、

ドゥルーズの関心は、あくまでもストア派の道徳を非物体的なも

原因の連結としての運命の内部において、二回目は結果の結び付

のの実現とその意志に見いだすことにある。ここには、いわゆる、

きとしての出来事の外面においてである。それゆえに、ストア派

ドゥルーズの「誤読」が認められるのである（8）。

は運命と必然性を対比することができるのである」
（LS p. 15/上

また、こうした物体の側での自由は、アルトーの「叫び」や「器

25 頁）
。

官なき身体」とともに論じられており、ドゥルーズの哲学を理解

それでは、出来事にかんするストア派／ブスケ的な道徳は、非

するうえで、重要な論点を構成している（9）。しかしながら、
「ア

物体的なものの自由にかかわるのだろうか。本稿の考えでは、こ

ルトーは、文学で絶対的に深かった唯一の者であり、自身でいう

れは一面では正しいが、正確ではない。というのも、繰り返すよ

ごとく、苦痛の力のおかげで、生ける身体を発見し、生ける身体

うに、ドゥルーズが出来事の道徳ということで重視するのは、到

の途方もない言葉を発見した唯一の者である」（LS p.114/上

来として語られる「実現」であり、物体と非物体的なものの交差

170 頁）と論じつつも、ドゥルーズは、非物体的なものの側での

だからである。

自由を探究するのである。

以下では、物体と非物体的なものという二極における自由を順
４．非物体的なものの自由

に取り上げ、その上で、この二極の間で立てられる自由、ストア
派／ブスケの道徳について考察を深めたい。

それでは、もう一方の極、非物体的な原因性とはそもそもいか
なるものであり、そこに見いだされる自由とはいかなるものであ

３．運命との同一化：物体の側における自由

るのか。

まず、物体の側での自由についてである。すでにみたが、物体

ドゥルーズによると、この非物体的な原因性とは、出来事同士

的原因は連鎖を形成する。ある原因は、何らかの物体に働きかけ、

の表現関係のことである。さきにみたとおり、ある出来事は物体

働きかけられた物体は、新たな原因として作用する。ある原因は

的な原因性から派生する限りではこれに服従するのだが、それと

次の原因へと絶えない連鎖を形成していき、運命と呼ばれるもの

は別に、この出来事と他の出来事の間に、原因を離れた非物体的

を形成することになる。「ストア派は、原因を原因に送り届けて

な関係性をみいだすことができるのである。

原因間の連結を確立する（運命）
」
（LS p. 15/上 24 頁）
。そして、
この原因の連鎖を辿って行けば、最終的にはこの世界の第一動者

ストア派の思想で最も大胆なもののひとつは、因果関係の

としての神に到達する。すなわち、世界を作った神の配慮、神の

切断である。原因は、深層で原因に固有の統一性に送り返さ

与えた法則が全原因を貫いているのである。したがって、この物

れ、結果は、表面で別の特殊タイプの関係を維持する。運命

体的原因性における自由が可能であるとすれば、それは、この世

とは、まずは物理的原因相互の統一性や結びつきのことで

界を貫く自然法則との同一化、すなわち、神との同一化に求めら

ある。非物体的な効果は、原因の結果であるかぎりにおいて、

れるだろう。局所的な視点に立つ限りでは、必ずわれわれは、何

運命に服するのは明白である。しかし、非物体的な効果が本

らかの原因性により受動的にされるために、自由の余地はなく、

性において原因と異なるかぎりにおいて、非物体的な効果

ただ、全体の秩序においてのみ、絶対的な自由が認められるため

は、相互に準‐原因性の関係に入り込み、その集合全体とし

である。ドゥルーズは、全体の秩序において捉えられる物体の全

てそれ自身非物体的な準‐原因との関係に入り込む。
（LS p.

体性を「全混在〔tout mélange〕
」とし、これをストア哲学の自

198/上294頁）

然学と重ねている（LS p. 156/上 231-232 頁）
。ここで、自由
は、物体的原因を統一する神の視点に参与すること、すなわち〈大

ドゥルーズは、ストア派の論理学における複合命題の分析に着
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目して、こうした観念的な原因性を論じている。ストア哲学では、

躍を求める態度からは距離を取るのである。観念的な世界への飛

「
（日が）明ければ、明るい」といった複合命題における、二つの

躍とは、「到来することがありえたかもしれない」世界に値する

出来事の表現関係が分析されていた。ドゥルーズは、一方の「
（日

として、物体的所与を棄て去り、非物体的な世界に住まうことを

が）明ける」という出来事が、
「明るい」という出来事を表現する

目指す態度といえるが、ドゥルーズのねらいはここにはないので

ことから、物体的な原因性ではない観念的な原因性を見出すので

ある。したがって、われわれは準‐原因との同一化による自由に、

ある。そして、この原因性が「準‐原因」と呼ばれることになる。

実現を伴うものと伴わないものの二つを区別しなければならな

これをもとにドゥルーズは、この準‐原因による表現関係が、

い。

原因に還元されず、出来事を実現する特定の事物の状態に制限さ

本稿の見立てでは、実現なしに、準‐原因との同一化だけを目

れないと論じる。というのも、特定の事物の状態に実現された出

指す態度は、物体の極での自由を論じる伝統的なストア哲学やア

来事の間ではじめて、相互表現の不成立、つまり、共立不可能性

ルトーの裏返しとなっている。つまり、非物体的なものに「無限

が生じるが、純粋な出来事同士の関係を考えるなら、あらゆる出

なる神」を見出し、そこに物体的な神のもつ実在性以上のものを

来事は相互に表現し合うためである。

与える態度である。こうした態度は、ブレイエにより、
「グノーシ
ス主義的」という呼称を与えられている（10）。グノーシス主義と

共立不可能なものが生じてくるのは、そこで出来事が実現

は、おおよそのところ、物体的世界を悪とみなし、自己の本質で

するところの個体・人格・世界とともにであって、出来事そ
．．．．．．．．．．
のものの間では、あるいは、出来事の非コスモス的で非人称
．．．．．．．
的で前個体的な特異性の間では共立不可能なものは生じな

ある霊魂のうちなる光の認識を通じて、神への到達を目指す態度

い。
（LS p. 208/下 9 頁、原文ママ）

ノーシス主義的」という表現自体はドゥルーズのものではないの

のことである（11）。つまり、真の世界を非物体的な世界に求め、
自己自身をその彼岸の世界の住人とみなす態度である。この「グ

だが、経験的世界を超越した彼岸への到達を目指す態度をこう呼
たとえば、カエサルという事物の状態は、
「（ルビコン河を）渡

ぶことができるだろう。
『意味の論理学』では、超越的な水準とし

る」や「
（ブルータスに）暗殺される」といった実現された出来事

て「高所」が提示されるが（12）、そこへの上昇を目指す態度は、

により規定されている。ここでは確かに、実現された出来事は、

「グノーシス主義的」といえるものである。しかしながら、われ

「
（元老院派と）和解する」といった出来事と共立不可能である。

われが探求するストア派／ブスケ的態度は、これとは異なる。両

しかしながら、出来事そのものの関係を考えれば、
「渡ること」や

者はともに、準‐原因との自己同一化による思考上の自由を論じ

「和解すること」を表現することは十分可能なのである。ドゥル

るのだが、実現という契機が重視されることから明らかなように、

ーズは、ある出来事が他の出来事を表現することに準‐原因とい

ストア派／ブスケ的な道徳が、物体的な経験的世界を棄て去るこ

う観念的な原因性を見出し、本来的にこの原因性が原因から独立

とはないのである。

していると論じるのである。

このように、
『意味の論理学』では、自由をめぐる態度に三つの

したがって、非物体的なものの側での自由は、この非物体的原

種類が見いだされる。次の表はこの三つを表わしている（表２）
。

因性である準‐原因との同一化に求められる。たとえば、
「（日が）
明けること」は、原因と実現の水準にしたがうかぎりでは、その

表2

出来事が実現している一定の時期と共立可能な出来事としか表
現し合わない。しかしながら、原因から解放された準‐原因とし

物体

物体と非物体

非物体

アルトー（伝統的ストア派）

ストア派／ブスケ

グノーシス主義

て「明けること」を捉えるならば、この出来事は、他のあらゆる
それでは、『意味の論理学』が提示するストア派／ブスケ的態

出来事を表現することができる。そして、この観念的な原因性は、
原因と特定の事物の状態から離れて思考するという自由を示す

度とは、グノーシス主義とどのように異なるのであろうか。端的

のである。これこそが、観念的な原因性との自己同一化による自

にいえば、グノーシス主義が、非物体的なものを第一義的に考え

由であり、ここに、ストア派／ブスケ的な出来事の道徳が見いだ

るのに対して、ストア派／ブスケ的な道徳論は、次の二つの点で

されるのである。

物体的な経験的世界を手放すことがないのである。第一に、『意

しかしながら、ここで注意しなければならないのは、ストア派
．．．．．
／ブスケ的な道徳が、実現なしの観念的な世界への移行ではない

味の論理学』における二元論からは、表現と実現が不可分である

ということである。実現への意志に出来事の道徳を見出すドゥル

観念的な準‐原因が準備されると論じられるのである。この二点

ーズは、物体的原因に貫かれる現世を棄て、観念的な世界への飛

について、順にみていこう。

ことが帰結するのであり、第二に、物体的な原因性のなかでこそ、
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頁）
５．よく意志された出来事は必ずや実現される
われわれは、原因から独立して自由に出来事を表現する思考の

準‐原因に自己同一化することで、他の出来事を表現するとい

操作として、準‐原因との自己同一化を論じ、この操作を原因や

うことは、思考上の自由だけでなく、その出来事の実現も導く。

実現という物体的契機から切り離す態度をグノーシス主義とみ

ドゥルーズは、ストア派／ブスケ的な道徳として、実現と意志の

なした。しかしながら、
『意味の論理学』における出来事論に基づ

関係を論じていたが、出来事は意志されるなら到来するのである。

くなら、実際のところ表現と実現を切り離すことができない（ま

つまり、準‐原因に自己同一化するということは、決して物体的

た、次節で論じるように準‐原因と原因も切り離すことができな

な実現を避けることではなく、むしろ、あらゆる出来事を実現さ

い）
。というのも、出来事の表現がなされるのであれば、その出来
．．．．．．．．．
事は必ず実現されるためである。これには、出来事が実現に尽く

せることなのである。こうしたドゥルーズの態度は、
「実現主義」

されないことが関係している。

であり、彼岸を目指すグノーシス主義的態度とは異なるというこ

と称することができる（13）。これは物体的な経験的世界への回帰

われわれは、既に、出来事の純粋な部分が物体に還元されない

とができるのである。

ということをみた（第一節）
。つまり、物体的実現には尽くされな
６．出来事の意志を養う傷

い部分が、出来事には認められるのである。
「カトーが歩く」とい
う出来事の始点（また終点）を取ることはできず、そうした瞬間

この点に加えて、グノーシス主義とのより根本的な相違点があ

を取ろうとしても、出来事は過去・未来に逃れ去ってしまうので
．．．．
ある。しかしながら、裏を返せば、このことは出来事がどの瞬間
．．．．．．．．．．．．．．．．
にも実現しうることをも示している。したがって、準‐原因にし

る。グノーシス主義においては、非物体的なものが第一次的とさ

たがって、原因と実現が定める特定の時期からは考えられない出

『意味の論理学』における動的発生と呼ばれる一連の議論が物体

来事でさえ、われわれがそこでの表現を見出すのであれば、たち

からの非物体的なものの発生を扱っていることからも明らかで

まち実現されるということができるのである。たとえば、冬の

ある。ストア派の二元論に従うなら、物体的な身体をもつわれわ

実現は、それが依存する事物の状態、その特定の時期をみるとき、

れにとって、準‐原因は原因から生じるしかない。準‐原因と同

春の実現と共立不可能なように思える。しかし、出来事の水準で

一化する出来事への意志、自由は、原因のなかで養われなければ

見るとき両者は共立可能であり、それだけでなく、すでに春も実

ならず、それはストア派の賢者といえども例外ではないのである。

れるのに対して、あくまでも『意味の論理学』の出発点は物体で
あり、非物体的なものはそこから発生するしかない。このことは、

現しているということができる。
「冬来たりなば、春遠からじ」と
いわれるが、冬として規定された物体とその原因から離れ、冬と

しかし、出来事が物体的原因の深層によって、また、物体的

相互に表現し合う春が見いだされるなら、そのとき、冬だけでな

原因の深層において、既に生産されつつあるのでなければ、

く、春も実現しているということができるのである。準‐原因と

賢者が非物体的出来事の準‐原因になってその受肉を意志

しての「冬になる」があり、それにより表現される「春になるこ

することができるだろうか。病気が身体の奥底で準備され

と」が実現に導かれるのである。

ているのでなければ、賢者にそんなことができるだろうか。

このように、準‐原因と自己同一化し、出来事を自由に表現す

準‐原因は創造しない。準‐原因は、
「操作し」
、そして、到

ることは、その実現を意志することでもある。出来事の表現、そ

来するものを意志するだけである」
（LS p. 172/上 256 頁、

の実現への意志は、ただ準‐原因という非物体的な原因性に入る

原文ママ）
。

だけであり、原因として物体的にはたらきかけることはないが、
実現を生産することはできるのである。ドゥルーズは、この物体

まずもって、出来事が原因のなかで準備されなくては、出来事

的には不毛な、非物体的な生産性を「処女懐胎／穢れなき御宿り

の哲学は開始されない。つまり、準‐原因により自由が保障され

〔l’immaculée conception〕」と表している。

ていようとも、いかなる出来事でも意志されるわけではない。つ
まり、なんでもありではないのである（14）。あくまでも、その到

あらゆる出来事には私の不幸があるが、光輝があるし、不幸

来が準備された出来事に、準‐原因を介入させることが可能なの

を乾かす閃光もあるということ、そして、出来事が意志され

である。たとえば、物体的な原因の連鎖のなかで、「カトーが歩

るなら、出来事は、その最も細い尖端において、手術刀にお

く」という出来事の到来が現に準備される。出発点はここにあり、

いても実現されるということ、これが静的発生あるいは処

ここを離れたところで準‐原因を立ち上げることは、『意味の論

女懐胎／穢れなき御宿りの効果である。
（LS p. 175/上 260

理学』が採るストア派的二元論において不可能なのである。つま
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り、「カトーが歩く」をその表現の結果としてもつような準‐原

そもそもストア派の二元論をとるならば、あらゆる言葉は傷か

因としての出来事、たとえば「
（その出来事を）身体化する」ある

ら生まれるということができる。われわれの身体を貫く運命とい

いは「
（その実現を）意志する」などのもうひとつの出来事の実現

う原因性をもとにしてしか、われわれは言葉を紡ぐことはできず、

で二重化することだけが可能なのである（15）。そして、この「意

そのような言葉を発するということは、自分自身でその言葉を受

志すること‐歩くこと」という観念的な原因性に同一化すること

肉すること、それを意志するということにほかならない。そして、

で、思考の自由は担保されるのである。

ここに、自由が宿るのである。

このように、物体的な原因性に属しながら、観念的な原因性を
介入させるという操作は、ある意味では、物体的な所与との折り

おわりに：ドゥルーズの実現主義、または現世主義

合いをつけることである。そのかぎりで、ストア派／ブスケ的意

本稿では、
『意味の論理学』における自由の所在として、原因と

志は、ある種の運命愛の相貌をまとう。しかしながら、そこには、

準‐原因の二極とそれら二つの中間を論じた。これにより、われ

準‐原因との同一化による自由がある。
「運命愛が自由な人間の

われは、ドゥルーズの取る道徳的態度が、アルトー的でもグノー

闘争とひとつになるのは、この意味においてである」
（LS p. 175/

シス主義的でもないストア派／ブスケ的な「実現主義」であると

上260頁）
。物体的原因性を貫く運命により準備される出来事を、

結論した。ドゥルーズは、単に物体的でも非物体的でもなく、両

準‐原因となることにより意志し、その穢れなき御宿り／処女懐

原因性が交わる地点に自由という道徳的賭け金を置くのである。

胎の結果／効果として実現すること、これが、
「到来することを

ところで、このように二つの原因性にまたがる自由を論じた哲学

到来するがままに意志すること」として語られる出来事の道徳と

者として、ドゥルーズの最大の敵の一人であるカントを挙げるこ

その自由なのである。

とができるだろう。本稿の結論に代えて、両者が論じる自由を比
較し、ドゥルーズの立場を明確にしたい。

すなわち、われわれに到来することに値する者になること、

まず注意されたいのは、
『意味の論理学』では、表向きは、カン

したがって、到来することを意志し到来することから出来

トは「道徳法則の天」を目指し上昇する哲学者として論じられて

事を解き放つこと、自己自身の出来事の息子になること、そ

いるということである（LS p. 152/上225頁）
。つまり、本稿の

して、それによって再び生まれること、出生をやり直すこと、

語法でいえば、カントはグノーシス主義的な哲学者として位置付

肉の出生と訣別すること。出来事の息子であって、自分の作

けられているのである。たしかに、人格という二つの原因性に属

品の息子ではない。出来事の息子だけが、作品そのものを生

する存在者を立てつつ、人格性に重点を置く『実践理性批判』で

産するからである。
（LS pp. 175-176/上 261 頁）

のカントはグノーシス主義的といえるだろう。しかしながら、後
年の著作である『たんなる理性の限界内の宗教』ではいささか事

到来する出来事を準‐原因として意志することは、「到来する

情が異なる。ドゥルーズ自身が記述を与えているわけではないの

ことに値する者になること」であり、その結果として表現される

だが、意志の自由と道徳を論じる両者の態度は極めて近いのであ

出来事が実現するということは、「自己自身の出来事の息子にな

る。

ること」である。本稿の冒頭で示したように、ドゥルーズはブス

『たんなる理性の限界内の宗教』では、道徳法則への意識とは

ケに、自らの身体的／物体的な傷をその思考上の操作によって受

区別される善でも悪でもない選択意志に道徳主体の自由が位置

肉する意志を見出している。いまや、このことは、
「
（傷を受肉す

づけられている（17）。そこでは、二つの原因性に属し、その間で

ることを）意志する」と「
（傷を）受肉する」という準‐原因の関

揺れる選択意志が、自らの自由に基づいて、いかにして道徳法則

係にある出来事同士の相互表現とその実現として理解すること

を実現しうるのかが問われている。つまり、感性的な原因性によ

ができるだろう

（16）

。そしてこの思考上の操作は、物体的所与と

らない、観念的な原因性との同一化による意志規定が問題にされ

出来事の実現を棄て去ることではなく、物体的原因から出発して、

ているのである。しかしながら、道徳主体である人間は経験的世

準‐原因を経由して、再び物体的で経験的な此岸に還ることであ

界に属し、感性的原因性にさらされているため、叡知的な道徳法

る。ブスケによるあらゆる言葉、作品は、彼を貫いた弾丸により

則に一致することは根本的に困難である。カントは、この困難か

準備されていたのであり、彼自身がその受肉を意志した効果／結

ら人間の「根本悪」を論じ、その上で、選択意志の自由に基づい

果なのである。だからこそドゥルーズは次のように自問するので

た悪の克服可能性を示している。カントによれば、人間は、自ら

ある。「だが、挑発的な例示を荷う思弁的逸話でもある生き生き

の力で根本悪を克服し、善へ漸近することができる。しかしなが

とした警句と傷からでなければ、学説はどこから来るというのだ

ら、本来、この漸近が善に到達することはない。そこで、人間の

ろうか」
（LS p. 174/上258頁）
。

心術の「漸近的改革」をひとつの完結した全体とみなし、善の実
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現をもたらす神の恩寵が要請されることになる（18）。ここでカン

ける分離を保証する」
（LS p. 205/上305頁）というわけである。

トが重視するのは、神の恩寵に値するために、われわれが予め悪

ドゥルーズにとって、観念的原因性に自己同一化する出来事へ

を克服しておかなければならないということと、その克服可能性

の意志は、カントと異なって物体的な原因性のなかで養われる。

である。カントは、悪の克服のために自律する道徳的主体だけが、

また、神という超越的対象や出来事の排除を保証する収束点は廃

恩寵に与ることができ、これにより現象界に属しながらも善を実

され、あらゆる出来事は相互に表現し合うようになる。こうした

現することができると論じるのである。そして、ここからさらに、

意志と自由は、超越的な神のいない道徳を拓くのである。カント

個人のレベルでの悪の克服にとどまらず、道徳法則が支配する倫

は、超越的な神のひとり子が、人間として生まれたことを重要視

理的共同体である神の国の実現可能性、それによる悪への完全な

し、道徳法則が支配する神の国を実現する倫理的共同体として

勝利が示される。

「教会」を示したが、ドゥルーズは、身体を貫く銃弾のような原

このように、観念的法則と物体的法則の中間での自由や、物体

因が準備する〈御言葉／動詞〉
〔Verbe〕による「穢れなき御宿り

的な原因性から出発して、この世界における観念的法則の実現を

／処女解体」の結果／効果として、
「出来事の息子」を論じ（21）、

論じる点で、
『たんなる理性の限界内の宗教』でのカントと『意味

準‐原因にしたがった出来事により分節される事物たちからな

の論理学』のドゥルーズは共鳴している。両者は、意志の自由を

る共同体（測度をもった諸混合）を示すのである。『意味の論理

問題にして、物体的な現世において、いかにして観念的な法則を

学』の学説では、物体的な現世から出発して、神を経由せずにそ

実現するのかという問い、そして実際にそれが実現可能であると

こへ還ることが説かれるのであり、いわば、神なき受肉主義、神

いう現世主義的な態度を共有するのである。しかしながら、カン

なき教会論が示されるのである。

トは、根本悪の完全な克服と神の国の実現の可能性を保証するた

このように本稿で論じた『意味の論理学』における出来事の道

めに、神という超越的対象を要請しており、この点で、やはり両

徳は、カントの道徳論を転倒させるものでもある。「道徳法則と

者は袂を分かつことになる（19）。カントは、あくまでも道徳的主

いう天」への上昇をあくまでも目指すカントに対して、ドゥルー

体がもつ選択意志の自由を議論の出発点に据えるのだが、神の恩

ズは経験的世界へ「下降」する方向転換の術を提示するのである。

寵に「値する」ことが予め求められている（20）。そこでは、あら

こうして意図的に経験的世界へと道徳法則を「失墜」させるスト

ゆる意志は、神という収束点に収斂されるため、たとえば、意志

ア派／ブスケ的意志は、カントによって「悪魔的」と称されるか

される出来事は、神の御旨に適うかどうかという裁きを受けるこ

もしれない（22）。しかしながら、『意味の論理学』では、この出

とになる。ある出来事と他の出来事の分離は、排他的な選別とし

来事とその自由の宿る「霊的意志」が、道徳における隅の親石に

て理解されてしまうのである。
「
〔……〕そして、神の形態は、カ

据えられるのである（23）。

ントがよく見ていたように、分離の排他的使用や制限的使用にお

――――
Notes
1.

広く知られるように、ドゥルーズは、スピノザやニーチェにならって、道徳ではなく倫理を論じている。そのため、こ
こで、出来事の「道徳」といわれることには理由があるように思われる。もちろん、ストア派の語法にあわせていると
いうことも考えられるのだが、今後検討されるべき点かもしれない。

2.

本稿では、
「ストア派的」ということで、Bréhier［1908］と Goldshmidt［1953］の解釈が提示する「ストア哲学」を
想定している。煩瑣になるのを防ぐために、本論ではストア哲学という学説そのものについての言及を避けるが、Bréhier
［1908］では第三代学頭クリュシッポスに代表される「初期ストア哲学」が論じられ、Goldshmidt［1953］では、ブ
レイエの解釈をもとに、マルクス・アウレリウスやエピクテートスなどの後期ストア哲学までを含めて再構成された「ス
トア哲学」が提示されているということができる。なお、ストア哲学の学説を哲学的理論として再構成するこうした解
釈に対して、ピエール・アドが「霊的実践」としてのストア哲学像を提示したことは広く知られる通りである。

3.

測度を持たない運動は、すべてをただ過ぎ去らせるために、
「狂気‐生成」と呼ばれる。測度をもたない運動がいかにし
て認識されるのかは定かではないため、正確には、認識されうるものは、非物体的な分節を受けた物体だけであろう。
こうした測度なき生成は、カオスとして論じられることになるが、この点については、小倉［2016］に詳しい。

4.

「結局、空虚もまた物体の属性にほかならないが、それは、実在的属性ではなく、可能的属性であり、物体によって占
有されるものではなく、占有されることのできるものである」
（Bréhier［1908］p. 49/81 頁）
。
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5.

「出来事において過剰であるものは、失墜〔ruine〕なしには実行されることも実現されることもありえないが、それで
もやはり、完了されているはずである」
（LS p. 196/上 292 頁）
。

6.

「動詞には二つの極がある。ひとつは現在形で、これは、継起の物理的時間に応じて、指示可能な事物の状態と動詞と
の関係を表わす。もうひとつは不定法で、これは、動詞が含む内的時間に応じて、意味や出来事と動詞との関係を表わ
す」
（LS p. 215/下 21-22 頁）
。

7.

したがって、自然学から道徳への移行は必然的であり、ゴルトシュミットがいうように、「自然学は道徳を含む」
（Goldshmidt［1953］p. 68）のである。

8.

ドゥルーズの「誤読」を指摘する文献は多々あるが、そのストア派読解に焦点をあてたものは、近藤［2008］がある。

9.

『意味の論理学』における「器官なき身体」概念について、特にその精神分析の側面からの論考としては、小倉［2013］
を参照されたい。

10. 「われわれは、何らかのグノーシス主義的な民衆の宗教のなかでこの理論が変転したところのものについて述べたいと
思う。ストア派の人々は、あらゆる実在性を世界に対して与えるが、空虚にはいかなる実在性も与えない。しかし、世
界が形成されるこの無限な深淵を〈生ける点〉として考えるならば、想像力は世界それ自体に与えるよりも多くの実在
性をこの深淵に与えるだろう。つまり、空虚は、諸々の存在者の種子が奇跡的に生じるある一点において深淵で無差異
な《深み》になるということである。こうした民衆の宗教によって、ストア派の人々のこの空虚は、何ものでもないが、
同様に何ものでもない、非受動的で無差異的な、無限なる神を生みだすだろう」（Bréhier［1908］pp. 51-52/85-86
頁）
。なお、江川は、この空虚こそが、非物体的なものの〈成立〉の一義性を保証するとして、ここに、
〈強度＝0〉とし
ての「器官なき身体」を見いだし、グノーシス主義の偉大さを讃えている（江川［2006］196-198 頁）
。しかしながら、
あくまでも江川は、身体とともにこの空虚を考えており、その関心は、器官なき身体を「獲得すること」
、空虚が身体か
ら発生することにある。
「いずれにせよ、ここで重要な論点は、ストア主義から言えば、空虚という身体の本質に、身体
の存在を強度として受け入れさせるということである（本質と存在との全面的混合、すなわち絶対的身体）
。言い換える
．．．．． ．．．．． ．．．．．．．． ．． ．．．．．．．．．．
と、ストア派の人々が言う宇宙の大火、大燃焼とは、世界が強度として〈存在〉をやり直すことであり、したがって、
．．．． ．．．．．．．．．．．． ．． ．．．．．．．．．．
そのとき、まさにそのときだけ空虚は〈存在〉を受け入れるのである」
（同上、200-201 頁、強調原文）
。
11. 大貫によれば、古代末期のグノーシス主義には二つの型があり、ひとつは、人間の真の自己の「光」とその対立原理と
しての「悪」の混合により世界を捉え、もうひとつは、
「光」そのものに生じた「破れ」から派生的に発生する「闇」に
属する造物主が宇宙万物と「心魂」と肉体からなる人間を造ると論じる。このどちらも「闇」を脱して「光」へ到達す
ることを救済とする（大貫［1999］16-18 頁）
。本稿では、グノーシス主義に細かな検討を与えることはできないが、
キリスト教に限定されない「グノーシス」とともに、超越性やキリスト教との関連において、今後のドゥルーズ研究に
おいて注目されるべきテーマである。
12. 「高所とは、まさにプラトン的なオリエントである。そして、哲学者の為す操作は、上昇・転向として、言いかえるな
ら、運動が由来する高所の原理の方へと自己を向ける運動として、その運動のおかげで自己を決定し自己を満たし自己
を認識する運動として決定される」
（LS p. 152/上 226 頁）
。以下の引用のように、ドゥルーズによるストア哲学導入の
意義は、この高所を、たんなる物体の運動の結果／効果に落下させることにある。
「しかし、さらに、ストア派はプラト
ン主義の初めての大転倒、根本的な転倒を進める。というのは、物体が物体の状態・形態・形質・量とともに、実体と
原因の全特徴を引き受けるのなら、他方では、逆に、イデアの特徴は、事物の表面における非情で不毛で非実行的なこ
．．．．．． ．．．．．．．． ．．． ．． ．． ．．．．．．．．
の外‐存在のなかに落下するからである。観念的なもの、非物体的なものは、もはや「結果／効果」以外ではありえな
．
い」
（LS pp. 16-17/上 26 頁、強調原文）
。
13. ドゥルーズによるストア哲学の誤読については既に指摘したが、出来事への意志によりその実現を導くと論じる姿は、
マルクス・アウレリウスと奇妙にも共鳴している。たとえば、次のような一節は、
『意味の論理学』の議論と極めて親和
的である。「〔君の魂の〕支配的部分とは、己を目覚めさせ、わが方向を定め、意のままに己を形づくり、また、すべて
の出来事を自分の望みどおりの姿に、自分の眼に映じさせる、そういう部分である」（アウレリウス［1968］第六巻第
八節、
〔 〕内は引用者による）。また、André-Jean Voelke は、出来事を捉える表象と表象の様態としての意志の内的な
関係から解釈して、意志された出来事だけが実現するのだと論じている（Voelke［1973］p. 45）
。

35

14. 本稿で取り上げる、グノーシス主義的意志となんでもありではないストア派／ブスケ的意志は、contre-effectuation の
二つの側面に対応するように思われる。ドゥルーズは、contre-effectuation を実現の水準に置かれた出来事の純粋性を
表現する技法として提示し、その用法に、実現を伴うものと伴わないものの二つを区別しているのだが（LS p. 188/上
280 頁）
、これは、原因といかに距離を取るのかという、自由の問題と関係しているといえるだろう。特に、
『意味の論
理学』では、実現を伴う contre-effectuation の操作者として提示されるパントマイム師が、ストア派の賢者のたとえ
として用いられていることに注意されたい。
15. 本稿では、物体的原因のなかで準備される出来事（
「カトーが歩く」）を二重化することとして、「
（その実現を）意志す
る」といった出来事の実現を提示するが、これは、賢者やパントマイム師が属するとされるアイオーンの現在に相当す
る。こうした出来事のほかにも、ドゥルーズが、強調して表記していることを考慮すれば、「
（準‐原因に）自己同一化
する」という出来事の実現を考えることもできるだろう（LS p. 172/上 255 頁、また LS pp. 196-197/上 292-293
頁）
。
16. この点で、ストア派／ブスケ的意志は、
『意味の論理学』第 29 セリーで論じられるオイディプス的な意志とは異なる。
ドゥルーズは、実現された出来事と意志された出来事の齟齬を見出し、
「これはわたしが意志したことではない……」と
いう否認の機構が思考の成立の契機をなすと論じるが（LS p. 242/下 60 頁）
、このように、物体的になされてしまう実
現を認めず、非物体的なものとの自己同一化だけをねらう意志は、グノーシス主義的とみなすことができるだろう。
17. 「
〔……〕ここでいう人間本性とは、自らの自由の使用（客観的な道徳法則下での使用）一般にたいする主観的根拠のこ
とにほかならず、この根拠はそれがどこにあろうとも、感覚により捉えられるすべての行いに先立つということである。
しかしこの主観的根拠そのものも、やはりつねに自由の作用でなくてはならない（さもなければ、人間による選択意志
の使用にせよ誤用にせよ、その責任を道徳法則に鑑みて人間に帰しえないことになろうし、善も悪も、人間にあっては
．．．．
道徳的とはいえなくなろうからである）
。したがって傾向性を通して選択意志を規定する客体や自然衝動などに、悪の根
拠がふくまれているということはありえず、むしろそれは、選択意志が自由のために作る規則すなわち格率にのみ含ま
れるのである」
（カント［2000］27-28 頁、強調原文）
。このように、悪とは、選択意志という人格だけに帰属させられ
るものであって、人間に固有の自由の証しでもある。
18. 心術の「漸近的改革」と「心術の革命」の統合については、同上、64 頁の記述を参照。また次の一節は、このことを簡
．．
．．．．．．
潔に表わしてる。
「そのために私たちは善を現象においては、すなわち行いに関しては、私たちのうちではどんなときで
．
も聖なる法則には不十分だと見なさなくてはならないわけである。しかし、前進は超感性的である心術から導き出され
．．
るので、この心術に関して聖なる法則への適合性をめざす無限への前進は、人の心を知りたまう神により、その純粋な
知的直観において、行い（生き方）の点でも、一つの完成した全体として判定されると考えうる」
（同上、89 頁、強調
原文）
。この点について、保呂は、恩寵とそれに値する人間への心術の革命という思想が、
「有限な現生の肉体の死後に、
無限の道徳的進歩を通じて「最上善」を実現するために「霊魂の不死性」を「要請」するという『実践理性批判』弁証論
の思想を無効にするものであるように思われる点においても問題を孕んでいる」
（保呂［2008］41 頁、注四）と指摘し
ている。この点は、カントにおける現世主義を表わしているように思われる。
19. なお、ここでの神の要請は、
『実践理性批判』と異なるものであることに注意されたい。この点について、保呂は次のよ
うにまとめている。「また、「最高善」における幸福の要素と徳の要素との一致のために「神」の力が「要請」されてい
た『実践理性批判』弁証論の場合と異なり、ここでは（少なくとも第一義的には）人類の道徳的協同と一致による「根
本悪」の克服と善の実現のためにこそ、「神」の援助が求められているという点に、十分注意を払うべきであろう」（保
呂［2008］35 頁）
20. 観念的法則にしたがって意志すること（自律）が善い意志とされるが、その帰結としてなされる行為は、経験的で感性
的な原因性に属する。したがって、意志は善いはずが、帰結される事実〔fait〕は非適法的で罰せられるという事態が起
こりうる。
『意味の論理学』第 29 セリーの題目「善意は当然にも罰せられる」はこのように解することもできるだろう。
中島は、カント倫理学では、意志の形式だけが問題にされており、適法性（行為のよさ）が不問にされていることを指
摘し、義務の衝突などから善い意志とよい行為のずれを読み取っている（たとえば、江戸時代のキリシタンや戦前の共
産党員など（同上、115-117 頁）
。こうした自律の概念が帰結として導く困難は、以下のようにまとめられている。
「ひ
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たすら道徳法則を尊敬し、みずから立法するという自律の道をたどる場合でも、適法的行為とは何かが詳細に与えられ
ているわけではないのであるから、われわれが誤る可能性はいつでもある。すべてを自分の内部（理性）によって決す
るのであるから、そしてそれ以外にはどこにも（神にも、権威にも、伝統にも）基準を仰ぐことができないのであるか
ら（これが自律の意味である）、神のような存在者でないわれわれ人間は、むしろいつでも誤りうる。これが、自律から
当然に導かれる結論である」
（同上、157 頁）
。中島は、こうした自律に基づく道徳が抱える危うさを指摘して、アイヒ
マンのように「ユダヤ人を絶滅すべきだ」といった格率が採用されうるという事態にも言及している（同上、153-154
頁）
。この困難は、カントがそうしたように、恩寵を与えるために人間を裁き、道徳法則が支配する神の国を実現する神
を要請することで回避されるだろうが、神なき道徳を生きるものにとっては依然として重大な問いであり続ける。
21. 福音書のなかでも『ヨハネによる福音書』では、聖母マリアのキリストの懐胎が、神としての「御言葉」を身籠ること
として語られている（
『ヨハネによる福音書』1.1-18）
。ドゥルーズ自身による「穢れなき御宿り／処女懐胎」という言
葉遣いに加え、
〈存在〉という出来事の一義性を示しながらこれを「御言葉／動詞」
〔Verbe〕と言い直していることを考
慮すれば（LS p.216/下 22 頁）
、
「出来事の息子」をキリストに重ねることができるように思える。ドゥルーズとキリス
トについては、キリスト教との差異も含めて検討すべき問題をなしているが、本稿では問いの可能性を示すにとどまる。
22. カントは、人間が自由に道徳法則に背くことはありえないとし、そのような主体がありうるとすれば、それは悪魔的存
．．
在者であると断じている。「〔……〕したがって人間のうちなる道徳的悪の根拠を挙げるには、感性はふくむところが少
．．．
なすぎるのであって、そもそも感性だとすれば、自由に源を発しうる動機が除去されて、人間は動物的にすぎないもの
．．．．．．．．．．
となってしまうのである。逆に道徳法則を免れた、いわば悪意ある理性なるものは（端的に悪い意志は）
、それにより法
則そのものへの反抗が動機にまで高められてしまい（動機がまったくなければ選択意志は規定されえないのである）
、か
．．．．．．
くして主体が悪魔的存在者とされてしまおうから、ふくむところが多すぎるのである」
（同上、46-47 頁、強調原文）
。
つまり、カントによれば、「人間は（もっとも邪悪な人間ですら）、いかなる格率においてであれ、いわば反逆的に（不
服従宣言をして）道徳法則を放棄することはない」
（同上、47 頁）のである。
23. 「ブスケは述べている。私の死の趣味は、意志の挫折であった。それを私は死ぬことの切望で置き換えるだろう。これ
が意志の栄光である」
。趣味から切望へ、何も変わっていないともいえる。ただし、意志の変化、その場での全身の一種
の跳躍があって、有機体の意志を霊的な意志に取り替えてしまう。
」
（LS p. 175/上 260 頁）
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―――――――――――――――――――――――――――――――――
【論考】
非連続の筆致――『触覚』におけるデリダのドゥルーズ批判をめぐって（1）
小川歩人

―――――――――――――――――――――――――――――――――

はじめに

触覚中心主義

哲学者ジャック・デリダは、かつてドゥルーズを「この「世代」

デリダの『触覚』は、西洋哲学の歴史を「触覚中心主義」とい

に属するあらゆる人々の中で私にとって最も近い立場にいると

う観点から批判的に検討しており、また本書を、その触覚的系譜

思われた人物」と評した（CFU235/131 頁）
。互いに積極的な言

の臨界点において思考を続けるジャン・リュック＝ナンシーに捧

及は少なかったが、共に「差異」を主題とした二人の「近さ」
（あ

げている。触覚中心主義とは何か。ここでの問題は自他との関係

るいは遠さ）は、折に触れ、さまざまなかたちで論じられてきた。

また真理との距離を無媒介に接続する態度である。例えば、メル

しかし、にもかかわらず、両者の哲学的背景、語彙選択の決定的

ロ＝ポンティを中心とする触覚中心主義的な間主観性論は、自他

な異質さは、この二人の関係を論じることを今なお困難にしてい

の無媒介で連続的な交流を可能なものとする態度を「触れる」と

る。

いうモチーフが喚起する無媒介性に依拠しながら展開している

本論では、両者の関係を論じる際に、デリダがむしろドゥルー

とされる。デリダは、この系譜の中に、プラトン、アリストテレ

ズとの齟齬をきたす場面について、ドゥルーズの生前に予定され

ス、ベルクソン、メルロ＝ポンティなどの哲学者たちを位置づけ

ていた対談企画での最初の質問として用意されていた「器官なき

る。例えば、デリダは触覚中心主義として、ベルクソンとメルロ

身体」読解に注目したい。追悼文ではあくまで問いの方向性が提

＝ポンティを「合致〔coïncidence〕」、触覚的直接性をわれわれ

示されたのみだったが、デリダはその後、
『触覚――ジャン・リュ

に想起させるような「接触〔contact〕
」への関心から批判してい

ック＝ナンシーに触れる』
（2000）内で『千のプラトー』
（1980）

る（TJ141/236 頁）（2）。これに対して、デリダは、ナンシーを

第 14 プラトーの「平滑空間〔l’espace lisse〕
」および「触知的

筆頭にレヴィナス、フッサール、カントといった哲学者たちの議

〔haptique〕
」概念の検討を通して、ドゥルーズ／ガタリの「器

論を引き受けつつ、
「接触の只中における断絶」
、
「空間化」
、
「接触

官なき身体」解釈への批判をおこなっている。本論では、この『触

の直接性や連続性との断絶」を思考すべく「触覚」の脱構築をお

覚』から出発し、ドゥルーズ／デリダにおける連続／非連続とい

こなうのである。
さて、問題となるのは、第 6 章「触覚なるものはない」である。

う対立軸について明らかにすることを目的とする。
議論の道筋を示しておこう。まず、デリダの『触覚』における

この章において、連続主義として厳しく批判されているのが、現

問題設定、ドゥルーズ／ガタリが組み入れられる「触覚中心主義

象学者アンリ・マルディネ、美学者アロイス・リーグルに由来す

〔haptocentrism〕」について概観する。次いで、中心的主題とな

るドゥルーズ／ガタリの「触知的」概念および「平滑空間」概念

る
「器官なき身体」
に関する 60 年代のデリダの解釈を提示する。

である。ドゥルーズ／ガタリは『千のプラトー』第 14 プラトー

その後、デリダが賛意を示す 60 年代のドゥルーズの著作から出

において、それ以前のプラトーで展開した平滑空間と条理空間を

発して、批判の矛先となる器官なき身体の連続主義が全面化して

美学的領域に拡張しながら、触知的／光学的と対で用いている。

いく『アンチ・オイディプス』
（1972）
、
『千のプラトー』を検討

平滑空間では、遠隔像／条理空間に対して、対象との徹底的な近

していく。最終的に、ドゥルーズのなかで後景化していく「平滑」

さ、連続性をもって、「意味＝感覚が近さを我有化するあらゆる

概念とともに精緻化されていく触覚的修辞が『感覚の論理』

場所で、触覚的なものが感覚＝意味全体を潜在的に満た」してい

（1981）
、
『シネマ２』
（1985）において、
『触覚』におけるデリ

るのである（TJ143/238 頁）
。

ダの位置に再度接近していることを示す。
このように解釈された触覚的なもの、それを近さに接合す
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るもの、それを近さの接近と同一視するもの、それを「近づ

「連続」
、
「未分化」という観点から捉えているが、ここでの背景

いた視覚」だけではなく、あらゆる意味でのまた全ての感覚

となる『エクリチュールと差異』
（1967）におけるデリダのアル

にとっての接近と同一視するもの、それを近さの我有化に
．．．
伝えるもの、それは連続説の要請であり、欲望の連続主義で

トー読解を確認しておく。

あり、これはドゥルーズとガタリが、アルトーに従って、
「器

ろうとする神＝創作者に対する戦いである。「神」はアルトーが

官なき身体」の名で要求していることの一般的モチーフに

生まれた瞬間に彼の生を剥奪するものとされる。アルトーは彼の

この言説全体を一致させるものである。したがって、この触

経験、詩作、演劇実践を重ね合わせて思考しているのだが、演劇

知的連続主義[continuisme haptique]が、その我有化の要

的実践において、
「神」とは古典的演劇における作者である。この

素を見いだすのは、むしろ探求するのは「平滑空間」におい

作者は、起源的な台本＝テクストを書き、舞台に不在のまま、自

てであって、条理空間においてではない。まさにそこにおい

身の再現前化を舞台演出家や俳優という代理人を用いて行う存

て、連続主義は、その接近の論理を強調し、滑らかに仕上げ

在である。古典演劇においては、再現前化によって演出家や俳優

るのである。
（TJ143/239 頁）

は自分自身の言葉、行為を奪われ、作者自身も自身の思考を間接

デリダが扱おうとするのは、まずアルトーの固有の生を奪い取

的にしか示すことができない。「神」の支配する古典演劇におい
このようなデリダの批判に対して、コールブルックは、しばし

ては、思考も行為も言葉も全て非連続なものにされているのであ

ばみられる生気論／テクスト主義という粗雑な対立軸を回避し

る。アルトーの経験における「非能力〔impouvoir〕」という事態

つつも、デリダがフッサールやメルロ＝ポンティといった現象学

は、「神」の支配する古典的演劇の非連続性を反映するものでも

者たちのリストにドゥルーズを巻き込んでいることに疑義を呈

ある。アルトーは自身の詩が形式を失い、ばらばらであることの

する（Colebrook [2009]）
。またコールブルックは、現象学とド

理由を、「自身の思考の諸要素の異常な分離〔 la séparation

ゥルーズの議論との混同を指摘したのち、触知的概念と同時に議

anormale des éléments pensée〕」によるものとしているが

論される戦争機械概念という分散的、破壊的要素をドゥルーズが

（ED264/356 頁）
、その分離は原初の「神」によるアルトーの疎

論じていると主張することで、デリダの批判を中性化し、ドゥル

外、彼固有の言葉の剥奪によるものなのである。アルトーは、こ

ーズとデリダとを対話させることを試みている（同上）
。しかし、

の非連続性に苦しみ、嫌悪し、神＝作者の疎外的暴力を告発する。

これはデリダのドゥルーズに対する論点をずらしてしまってい

そして、自身の身体経験と演劇的実践を重ねあわせるアルトー

ないだろうか。つまり、たとえデリダが「暴力的に」フッサール

にとって、
「私の一部が私の身体の外にこぼれ落ちる度ごとにい

やメルロ＝ポンティといった現象学者たちのリストにドゥルー

まだに盗まれ続けているもの」
（ED270/366 頁）こそ、作品であ

ズを巻き込んでいるとはいえ、それはデリダにとって「現象学的

り、糞便である。
「糞便としての作品は物質にす」ぎず、私から分

なレベル」にドゥルーズの議論を貶めているわけではない。問題

離するとすぐに壊れてしまうものでしかない
（ED273/370 頁）
。

は、ドゥルーズの「触覚」をめぐる修辞から浮かび上がる、より

ただ一方でデリダはアルトーによる神＝作者の形而上学の告

根源的な「連続説の要請〔postulation continuiste〕」、「欲望の

発を評価しているのだが、他方で、アルトーの固有＝清潔な身体

連続説」であり、その先に垣間見える「器官なき身体」なのであ

への欲望を批判する。「窃取をもっぱら、あるいは完全に盗みや

る。

暴行として理解すること、これこそ主体性（意識、無意識、固有
―清潔な身体）の心理学、人類学、形而上学がおこなっているこ
．．
連続説の要請とわれわれはいった。というのは、連続〔le
．．．．．．．．．．
continu〕はけっして与えられないからである。連続につい
．．．．．．．．
ての純粋かつ直接的な経験はけっして存在しない。近さに

とである。アルトーの思考の中にもかかる形而上学が働いている
こと―それも強力に働いていること―にはまったく疑念の余地
はない」
（ED265/358 頁）
。

ついての経験も。絶対的な近接についての経験も。純粋な未

アルトーの身体は原初的に統一を失っており、その中では「器

分化〔la pure indifférenciation〕についての経験も。まし

官の差異化が荒れ狂」うのである（ED279/378 頁）
。器官化＝有

てや「平滑なもの」についての経験も。またしたがって、
「器

機組織とは、機能や手足の分節と連接であり、この差異化が私の

官なき身体」についての経験も。
（TJ144/240 頁）

固有で清潔な身体の四肢を構成すると同時に解体してしまう。そ
こからアルトーは自身の充足した裂け目のない身体を取り戻す

デリダによる連続主義批判の根

デリダの器官なき身体解釈か

ことを欲望する。この欲望こそデリダがアルトーの器官なき身体

ら

への欲望と呼ぶものに他ならない。アルトーは自身の肉体を構成
さて、デリダはドゥルーズの「器官なき身体」読解を「内在」
、

するために、身体を閉ざし、器官的構造＝非連続的構造を削減す
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ることを欲する。自身から分離していく糞便を保持し、自分と作

表１

品を溶け合わせることで崩壊を防ごうとするのだが
（ED272/368 頁）
、デリダは、アルトーの無欠の固有の身体、器

特異的諸瞬間

器官化された身体

器官なき身体

保持されえない非連続性

差異化された身体の非連続性

不可能な理念的連続性

官なき身体への欲望は、常に器官化、文節化によって挫折せざる
しかしながら、デリダのドゥルーズ批判が、バディウによる潜

をえないと批判する。
しかし、ここでデリダがアルトーにただ形而上学的欲望のみを

在的一者-全体批判に同調するものであったとしても（5）、だと

みてとっていたと考えることは早計であろう。確かに、デリダは

すれば何故デリダの批判は『千のプラトー』に限定されているの

アルトーの欲望を批判したが、その批判は閉じられた固有性であ

か。

るところの器官なき身体の追求に対してのものであった。しかし
60 年代ドゥルーズへの肯定

ながら、アルトーが残酷演劇の実践における狙いそれ自体につい

以下ではまずデリダが積極的に評価しているドゥルーズの 60

て、デリダはある種、両義的な立場をとっているように思われる。
「残酷演劇と再現前化の閉域」において、デリダはアルトーの実

年代の著作を検討しよう。デリダが明示的に引用をおこなった

践について以下のように述べている。

『ニーチェと哲学』において、展開されているのは端的な連続体
批判であり、この段階においては連続主義の影をみることは難し

反復としての死を拒否することは、死を、回帰することの無

い。
「偶然〔hasard〕とともに、われわれはすべての力の関係を

い、現在の消費として肯定することである。
〔……〕現在の

肯定する。
〔……〕偶然は連続体〔un continuum〕とは正反対の

唯一性を死に付与して現在そのものを出現させようとする

ものである。したがって、量化された特定の諸力の遭遇は、偶然

純粋な消費、絶対的な気前よさはすでに、現在の現前性を保

の具体的書部分、偶然の肯定的書部分、あらゆる法則と無縁の書

持したいと望み始めているのだ。
〔……〕現在を保持しよう

部分、つまりディオニュソスの四肢である」
（NP50/97 頁）
。

と望まぬこと、それは、現在において代替不能で死にゆく現

これに対して、バディウが潜在的なものの一者‐全体として批

前性を構成するもの、つまり、現在のうちにあって反復され

判をおこなう『差異と反復』ではどうだろうか。確かに下記の引

ぬものを保護したいとのぞむことだ。すなわち、純粋な差異

用のように『差異と反復』においては、潜在的なものの連続性と

を享受することである（ED495/495 頁）
。

いうテーゼが強く打ち出されているように思われる。バディウが
いうように、『差異と反復』は確かに潜在的／現働的という対立
軸を構成し、潜在的多様体の連続性からの発生を主題にしている。

ここでのデリダの批判点はアルトーの現前への欲望ではなく、
あくまで現前を保持しようとする彼の態度である。アルトーが保

このとき、下記の引用のように問題・理念と解について論ずる箇

持しようとするものは「代替不可能な死にゆく現前

所において、あたかも一次的な理念的潜在性から、二次的な非連

〔irremplaçable et mortelle présence〕
」と名指されている。

続的な現働性へという順序が課せられているようにみえる。

アルトーにとっては、いまここは一回限りの取り返しのつかない
唯一性であり、分離、破壊されてはならない価値なのである（3）。

解くということはつねに、
《理念》として機能する連続性を

ここにアルトーによる西洋形而上学批判の眼目がある。

fond にして、もろもろの非連続性を産出することなのだ
（DR211/上 430 頁）
。

しかし、現在の瞬間またアルトーの身体は分離、代替されては
ならない特異性をもつが、可死的であり、避け難く消失していく
時間の運動の中にある（4）。器官なき身体の連続主義は、その瞬

ただし、ここで潜在的な領域である多様体はあくまで組織され

間それ自体の特異性を同一性のもとに縮減してしまうのではな

た段階であるということに注目すべきだろう。前述のニーチェ的

いか。そのような論理がデリダにそれとは異なる非連続主義的態

な連続体批判を維持した上で、あくまでベルクソン的な潜在性の

度を選択させたのであろう。アルトーの身体論を通して、死にゆ

契機が、第二の総合でおこなわれていたこと、そして、潜在的な

く現在、こぼれ落ちていく身体とともに時空間の非連続的要請が

ものが「組織〔organisation〕」と呼ばれていることを鑑みた時

浮かび上がってくるのである。以上が、内部への閉じこもり、特

（DR236/下 46 頁）
、むしろここでヒュームを引き合いに出す第

異的諸瞬間の抹消、未分化なものへの回帰としての器官なき身体

一の総合における瞬間と非連続性という真の一次的領域がみえ

の欲望である。

てくる（DR96/上 197 頁）
。

習慣の連続性以外の連続性は存在しないということ、そし
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てわたしたちは、私たちの構成要素的な無数の習慣の連続

いく過程である（6）。スピノザ的実体と称されながら登場する器

性より他にいかなる連続性も有していず、こうした無数の

官なき身体はもはや『意味の論理学』の深層においてもがき続け

習慣がことごとく、わたしたちにおいて、盲信的な自我や観

るアルトーの記述をはみ出していないだろうか。「連合する流れ

照的な自我とか、要求者や満足といったものを形成すると

は、それぞれ、理念的なものとして、豚の大きな腿の果てしない

いうこと〔……〕
。
（DR102/上 209-210 頁）

流れとして考慮されなければならない。事実、質料は、物質が理
念上所有している純粋な連続性を所有している」（AO44/上 73

このような非連続性のただなかから連続性を打ち立てようと

頁）。「アルトーの場合についてドゥルーズは、「流体的」、「連続

する傾向は、「バラバラになった肢体が崇高なイマージュの重力

的」であるとされていた器官なき身体のその流体性・連続性を、

に惹きつけられてその周りを回るような超人を見出すのである」

理想化している、しすぎているのではないだろうか？」と千葉雅

（DR121/上 248-249 頁）
。このような傾向は、器官なき身体が

也はドゥルーズのアルトー読解に対して疑問を呈しているが、か

重要な役割をもって登場する『意味の論理学』においても見出す

つて同様の問いをデリダも投げかけたのではないだろうか（千葉

ことができる。ここで注目すべきは、深層の音韻／音調、寸断さ

[2013] p. 196.）
。

れた身体／器官なき身体、恐怖や受動の演劇／能動的な残酷の劇

とはいえ、
「『対象』は流れの連続を前提とし、あらゆる流れは

場という二元的な運動である。深層において、器官なき身体はあ

対象の断片化を前提とする」
（AO12/上 22 頁）という記述にみ

くまで、ばらばらになっていく物体＝身体に抗する構成的力動性、

られるように、記述上、断片性というイメージは引き継がれてお

形態化の力として解釈されうるものだ。ただし、その欲望ととも

り、もろもろの欲望機械と未分化な器官なき身体という二元的極

に、純粋な実現をともなうことの困難が指摘されている。「部分

の対立構造が打ち出されているという意味で『アンチ・オイディ

なき有機体の理念的な流体が、寄生虫、器官の破片と固体食物の

プス』は、
『意味の論理学』において深層の器官なき身体に帰せら

破片、排泄物の残余を運搬していないとは決して確信できない」

れていた流れのイメージの全面化にもかかわらず、それに対抗す

のである（LS108/上 162 頁）
。
「未異化＝未分化の物質的モデル

る非連続性という論理が際立っている（7）。

〔un modéle materiel indifférencié〕の中に、己の究極的な原

しかし、1980 年の『千のプラトー』の構えは、次の段階へ移

理を見出さねばならぬとする先入見」
（DR148/上 302 頁）に対

っている。始まりから終わりまで連続的なイメージが据えられて

する批判をおこなうドゥルーズは確かに、アルトーの器官なき身

いるのだ。決定的なのは、第 3 プラトーにおいて宣言される「素

体を未分化なものへの欲望に回収することを避けているように

材」の位置である。素材は、ここで存立平面、また〈器官なき身

思われる。

体〉とも呼ばれているが、まだ形式化されていない、有機的に組

この段階において、アルトーに対する評価のポイントは違うが、

織されていない、地層化されていない、あるいは脱地層化された

デリダとドゥルーズが器官なき身体をめぐって同じ構図を狙っ

身体= 物質」を指す（MP58/上 100-101 頁）
。ドゥルーズは『差

ていることがわかる。つまり、未分化な状態を前提としない離散

異と反復』において自らを遠ざけていた未分化なものの原初性を

的な状態において、完全なる栄光の器官なき身体への欲望を批判

導入してしまっているかのようなのだ。

するデリダと、断片化から抜け出そうとする器官なき身体の能動

ここで連続をめぐるデリダの批判について、
「連続的な存在論」

を肯定するドゥルーズである。ここには、その後の展開にかかわ

と「連続への欲望」に対する態度を峻別しておきたい。デリダは

る 60 年代における現前の形而上学批判というデリダの哲学的戦

前者の連続的な存在論について端的に「連続はけっして与えられ

略と、ドゥルーズによる動的発生という哲学的プランとの差異が

ない」と述べている。そして、畳み掛けるように「連続について

みてとれる。

の純粋かつ直接的な経験」
、
「近さ」
、
「絶対的な近接」、
「純粋な無
記性」
、
「平滑なもの」
、
「器官なき身体」
、
「直接的与件」そうした

器官なき身体の前景化

もの一切は、けっして存在しないと断言する。この主張はかなり

デリダは、先の追悼文において、ドゥルーズに対する肯定的な

激しいものであるが、文字通り受け取ろう。これは少なくとも『千

評価をとりわけ 60 年代のドゥルーズ単独での著作
『ニーチェ』
、

のプラトー』のドゥルーズと、デリダとの徹底的な断絶を記すも

『差異と反復』
、
『意味の論理学』に与えており、これまでの議論

のである。

のなかで、それらの著作とデリダの論旨との親和性も明らかにな

では、
「平滑／条理は、信頼の置ける概念的対立をなして」いな

った。これに対して 70 年代以降のガタリとの共著とされる著作

いとして何があるのか。デリダによれば、それは「観念化された

に対しては不満を呈していたことを告白している。そこで問題に

極 性 、 矛 盾 す る 欲 望 の 傾 向 〔 la tension d’un désir

なっているのは、明らかに器官なき身体の連続主義が全面化して

contradictoire〕であり〔……〕
、混合された所与、寄せ集め〔un
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mélange〕
、不純なものだけである」
（TJ144/240 頁）
。ドゥルー
ズ／ガタリの議論も、事実上、実体化したというよりはデリダの

表2

言う通りに条理化と平滑化という「矛盾する欲望の傾向」であっ
たと読解することは可能である。また、ドゥルーズ／ガタリ自身

manuel

haptique

digital

全面的平滑への傾向

分化を維持した平滑

完全なるコード化

も「
〈器官なき身体〉に人は到達することがないし、できないので
あり、ただいつまでも接近し続けるだけ、それは一つの極限なの

この語の振り分けはもはや維持されないが、触覚の主題は以後、

だ」と述べている（MP186/上 307 頁）
。だが、それがある種の

このように差異を孕んだ触知という含意で持って、1983 年、

理念的極をめぐるものであったとしても、『千のプラトー』全編

1985 年の『シネマ 1』
、
『シネマ２』において維持されている。

を通して、強力に質料、潜在性、強度の連続説が展開されている

ここで、ドゥルーズは、ジャン・リュック＝ゴダールをひきなが

ことは他の著作と比較した際に明らかである。「諸々の平滑空間

ら映画は「手作業による触覚的な芸術」であると述べ、視覚的な

は、確かにそれら自体で解放をもたらすものではない」と述べつ

ものと音声的なものということなる領域の離接を問題としてい

つも、即座 に「だが、闘争が変化し移動するのはそれら［平滑空

る（IT307/326 頁）
。

間］においてであり、 生が新たな賭けへと向かい、新しい障害に
直面し、新しいスタイ ルを発明し、敵を変容させるのもそれら

視聴覚的イメージを構成するのは、視覚的なものと音声的

[平滑空間]においてなのである」 と主張する際、ドゥルーズはあ

なものの離接、分離であり、両者の各々は自己自律的である

まりに無防備に平滑空間の連続性 を評価する方向に向かってい

が、同時に非共約的ないし「非合理的」関係でもあり、それ

る（MP625/下 297-298 頁）。このようなテクスト的変遷をお

は一つの全体を形成することも、いかなる全体をめざすこ

ったとき、デリダの連続主義批判の矛先が『千のプラトー』へ向

ともなく、両者をむすびつける。それは感覚運動図式の崩壊

かったことは不可避的であったと考えられる（8）。

から発生する抵抗であり、視覚的イメージと音声的イメー
ジを分離するが、なおさらそれらを全体化されない関係に
導くのだ。
（IT334/352-353 頁）

技術的触覚へ
さて、問題はこれ以後のドゥルーズの展開である。というの
も、 デリダが批判した『千のプラトー』の「平滑」
、
「触知的」概

時間イメージ後半の議論は明確に、運動イメージにおいて問題

念は、以後のドゥルーズの議論において 後景化していくからだ。

となっていたカント的な崇高概念が退けられている。とはいえ、

『千のプラトー』の翌年に出版された画家フランシス・ベーコン

かつてデュオニソスの離散した四肢を想起させるような触覚的

論である『感覚の論理』においてすでに平滑という言葉は姿を消

な接合が語られていることも間違いない。「音声的なものと視覚

し、視覚的なものと触覚的なものをめぐって、デジタルなもの（le

的なものが無限遠点で「触れる」
」のだ（IT334/353 頁）
。マルグ

digital）
、触感的なもの（le tactil）
、手覚的なもの（le manuel）
、

リット・デュラスを例にとりながらドゥルーズが分析するこの触

触知的なもの（l’haptique）が峻別されることによって、議論の

覚的契機はある充溢した現前のイメージをすでに捨てている。マ

精錬がなされている（FB145/203-204 頁）（9）。手覚的概念は、

ルグリット・デュラスを例にとりながらドゥルーズが言及するの

視覚的なものの触覚的なものの優位（デジタルなものと触感的な

は、接触の最中に消失するその臨界点である。

もの）を廃棄し、分化を徹底的に廃棄する過剰な手の触覚性を指
示する概念として機能しているのに対して、
「触知的」概念は、手

「音声的イメージと視覚的イメージは自己自律性となって

覚的な水準を経過しつつ、視覚的なもの、眼が光学的機能とは明

も、やはり一つの視聴覚的イメージを構成するのであり、新

らかに区別される触れる機能を自らの中に見出す、つまり「触覚

たな対応がそれらの非対応によって定められた諸形式から

と光覚の二重性」をとらえうる水準として峻別されているのだ。

生まれるだけに、それはいっそう純粋なのである。両者を関

これは先述の純粋な平滑空間の全面化に対する反省ともみえる。

連づけるのは、おのおのの限界である。それは恣意的な構築

分化した諸感官の再編を可能にするとはいえ、諸差異を抹消する

ではなく、
『ガンジスの女』におけるように、とても厳密な

可能性をもつ触覚への回帰としての手覚的概念と、触知的概念を

構築である。この映画において、両者は触れ合うことで消滅

峻別しようとすることで、『千のプラトー』にはなかった議論構

するが、両者の分離を維持する限界上でしか触れ合わない

成の慎重さがみられるだろう（10）。

ne se touchet que のであり、この限界は「それゆえ超え
られないが、それでも、越えられないからこそ常に超えられ
る。
〔……〕今や直接的となったのは、全体化できず、触れ
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合う se touchant ことで死滅してしまう二つの非対称的な

なのである。
（FS86/97 頁）

面 と と も に あ る 時 間 イ メ ー ジ そ の も の な の で あ る 」。
（IT340-341/359 頁）
（下線部強調は引用者）

アルトーは普遍的な価値へ瞬間的特異性を従属させるのを拒
むがゆえに器官なき身体というかたちでその特異性を保持しよ

ここで接触はまた「距離とは無関係の接触」
（IT364/383 頁）

うと望んだ。しかし、それは理念性とは異なるかたちで、不可能

と名指されており、『千のプラトー』においてドゥルーズが触知

な経験をひたすら望み、その特異性をみえなくしてしまう欲望と

的と呼んだものに相当するようにみえる。しかしながら、ここに

なってしまった。そこで 60 年代のデリダが注目したのは充実し

おいて、もはやアルトー的な肉の救済は、映画という技術的崇高

た栄光の身体ではなく、器官なき身体となることができず、こぼ

の論理によって保たれる限界における接触によって、『触覚』に

れ落ちる特異的諸瞬間のなかで引き裂かれ、壊れていくアルトー

おいてデリダが称揚していた範型にあまりに近づいている。無論、

の身体そのものであった。

ある物質的連続体というモチーフは維持されているとはいえ、触

これに対して、80 年代のデリダが注目するのは、アルトーの

覚の修辞をめぐるドゥルーズ自身の練り上げなおしがここでみ

デッサンにおける分離された身体の技術的形成である。分離され

られるのだ（11）。

た身体は、そこに不可能な経験に執着し、閉じこもろうとする身
体とは異なり、特異的な未来へ開かれながら自身を組み替えてい

デリダによるアルトー再読

く過程であり、それは不可能なものへの欲望の手前で生き延びる

『エクリチュールと差異』所収のアルトーをあつかった論文は

ことなのである。このような観点は、晩年のデリダが『触覚』に

器官なき身体批判の要素が強いが、「基底材を猛り狂わせる」

おいて前景化させる触覚と崇高の主題へ繋がり、テクネーや人口

（1986）では、器官なき身体批判から離れ、むしろアルトーのデ

補綴という仕方で「超越的な意味も内在的な意味ももたない」物

ッサンをある種、特異性とのかかわりを失わない形態化として評

体＝身体の感性論へつながっていくだろう（TJ146/243 頁）。

価している。アルトーは内在的な固有の身体を形成することはな

「
〔……〕構想力は、
「
『自ら自身の無力』を感覚する」ことによっ
．．．
．．．．
て、自らの無力に触れることになる。構想力は、自らができない

いが、自身の身体を分断（FS79/76 頁）をおこなうのだ。

こと、つまり不可能事に出会う。構想力は、自らにとって不可能
わたしは、この単語（絵文字）をとりわけ次のような意味で

事であり続けているものに触れにくるのである」（TJ124/203

理解するつもりだ、―つまり、
〔……〕空間と時間との間の

頁）
。

境界を横断することに文字通り巧みであるところのものの、

さて、ナンシーは「
〔……〕一方[ドゥルーズ]にとって、離接が

軌道という意味においてである。そして、基底材を通して、

総合の中に（自己における自己の分割の中に）含まれているのに

モチーフの運動が保証するのだ、可視と不可視との、言い換

対し、他方[デリダ]にとっての接合は、そもそもの[d’origine]分

えれば、演劇的絵画と文学と詩と音楽との、連合作用を。全

割において（起源の[d’origine]／そもそもの場における＝起源の

体化なしに、また基底材的な障壁を、この分離を、考慮に入

代わりにある[au lieu d’origine]分割において）排除されている

れて。そしてこの分離状態の肉体においては、作品と化した

〔……〕
」
（ナンシー [2015] 195 頁）と述べているが、この 80

出来事の特異性のしるしがいつまでもくっきりと認められ

年代のデリダのアルトー読解の視点は、接合の不可能性において

ることになろう。
（FS65/34-35 頁）
。

こぼれ落ちる諸瞬間ではなく、壊れながらも耐続するただなかの
身体を構成するテクネーの問題に移っている。機械的なある技術

わたしの一部は身体からこぼれ落ちていくが、デッサンは、特

において、身体の限界を組み替えながら構成される新たな形態。

異性が消失していくなかで、反復が可能なまとまりを成立させる。

ここにおいて、すれ違ったデリダとドゥルーズは再会するのでは

それこそ瞬間的特異性がこぼれおちていく分離状態の肉体なの

ないだろうか。

である。更にデッサンは単に過去を担うだけでなく、来たるべき
未来とも関わるものである。

終わりに
まとめよう。器官なき身体への批判が展開された『触覚』は、

デッサンは何ものかを復原するのではなく、単なる穿孔が

ドゥルーズとデリダの係争点を明らかにするものであり、それは

起きたということを復原するのである。
〔……〕そして、貫

まずもって連続／非連続をめぐるものであった。それは 60 年代

通が〔……〕約束しているのは、過去の中に失われた対象を

においては、アルトー読解においてみられる同型の構造に対する

再所有することであるよりはむしろ来たるべき新たな生誕

相反する評価にみてとれる。その反対傾向が最大限に高まったも
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のが、
『千のプラトー』であり、そこにおいてはドゥルーズの未分

は近づいている。

化な原初的質料という水準の措定による連続主義の全面化およ

あまりに駆け足でドゥルーズとデリダの歩みを概観してしま

び平滑空間に対する楽観的肯定がデリダにとって問題視され、そ

った。とはいえ、デリダの圧縮した触覚中心主義への注目はドゥ

の展開が『触覚』における器官なき身体への留保なき批判であっ

ルーズ／ガタリのある特異な瞬間を目ざとく切り取りながら、彼

たと考えられる。ただし、その後、触知的概念の精緻化、平滑概

らの間の差異を際立たせようとするものであった。問われるべき

念の後景化とともに、シネマにおける身体なき技術的接触、アル

主題は無数に残されているが今後の課題とし、本論はここで閉じ

トーのデッサンにおいて、再度ドゥルーズとデリダの理論的距離

る。

――――
Notes
1.

本論考は下記発表に大幅に加筆修正を加えたものである。小川歩人「ジャック・デリダにおける技術的身体性＝物質性
について」哲学若手研究者フォーラム、2015 年。

2.

この点に関して、メルロ＝ポンティの両義性をあつかったものについては藤本一勇 [2009]を参照。

3.

この取り替え不可能な現在という観点を「幾何学の起源・序説」における「ここといま」という創設的かつ創造的な特
異的事実（IOG31/40 頁）、「代替不可能な事実を備えた歴史的出来事〔une aventure historique dont le fait est
irremplaçable〕
」
（IOG56/86 頁）
、
『声と現象』における「出来事の今ここ〔hic et nunc des événements〕」
（IOG84/168
頁）といった表現と共に検討し直す必要があるだろう。

4.

本論では扱えなかったが、
『エクリチュールと差異』の中で、瞬間という水準での他化作用としての時間化という主題が
扱われている。
「コギトと狂気の歴史」において、デリダはデカルトの連続創造説に言及しつつ、その瞬間瞬間の紐帯の
不確かさに言及している（ED89/113 頁）
。また、
「暴力と形而上学」では、メルロ＝ポンティとレヴィナスに言及しつ
つ、瞬間瞬間の他化作用としての時間作用が問題となっている（ED153/203 頁、ED140/185 頁）
。デカルト、ヴァー
ル、レヴィナスの連続創造説との関連については、石井 [2014]を参照。また、デリダの脱構築を根源的有限性と生成の
只中において暴力的な時間の他化作用との関係から論じた論考に Hägglund [2008]がある。

5.

例えば、マルタン [2015]は、デリダとドゥルーズの両者を積極的に繋げようとする稀有な存在であるが、デリダは端的
にドゥルーズ／ガタリの平滑空間、触知的概念、器官なき身体をうまく理解できなかったのだと述べ、またこれについ
てバディウとドゥルーズを分かつものでもあると述べている。一面で正しいように思われるが、デリダの批判の本質的
点に対する応答にはなっていないだろう。

6.

その意味で、ジャン・クリストフ＝ゴダールによるデリダとドゥルーズの器官なき身体解釈比較は正当であると同時に
正当でない。
『アンチ・オイディプス』におけるデリダとドゥルーズの器官なき身体解釈について、ジャン・クリストフ
＝ゴダールは、前者をバタイユ、ヘーゲル的な破壊と保存の運動、後者をスピノザ的実体あるいはマルディネ的な美的
＝感性的カテゴリーを経由したものと評している。Goddard [2008], p. 97.
ただし、ここでゴダールは、
『アンチ・オイディプス』期の器官なき身体解釈をあまりに強調しすぎることで、ドゥル
ーズ哲学を通底する能動と受動、保存と破壊というニーチェ的二元性を取り逃がしてしているようにも思われる。むし
ろ初期デリダのアルトー読解から『意味の論理学』における動的発生の問題圏との比較を考えることができる。そこで
は『千のプラトー』のような流体モデルが前提とされておらず、むしろ先述の通りクラインの部分対象、アントナン・
アルトーの寸断された身体といった非連続な存在論が際立っている。

7.

例えば以下の引用には、先に引用した『ニーチェと哲学』における偶然性と非連続というロジックの主題がみられる。
「まず、世界史は、もろもろの偶発的出来事の歴史であって、必然性の歴史ではない。切断と極限の歴史であって、連
続性の歴史ではない」
（AO163/上 264 頁）
。

8.

ドゥルーズ／ガタリの『千のプラトー』第 12 プラトー「ノマドロジーあるいは戦争機械」へ目を向けたい。というの
も、そこで彼らは遊牧民の冶金術が取り出す「曖昧な本質〔des essences vagues〕
」をフッサール／デリダの議論を参
照しながら、自分たちの議論にとりこんでいるからである。ドゥルーズ／ガタリは、
「理念的にして有機的な固定した本
質」としての「円」
、花瓶、車輪、太陽などの単なる「丸いもの〔des choses arrondies〕
」から区別される「漠然とし
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た 滑 ら か な 本 質 」 と し て の 「 丸 」 を 「 曖 昧 な 、 つ ま り 放 浪 的 な あ る い は 遊 牧 的 な 形 態 的 本 質 〔 des essences
morphologiques vague, c’est à dire vagabondes ou nomades〕
」と呼び、積極的に評価している（MP454-456/下
43-45 頁）
。そして、ドゥルーズ／ガタリが単なる形相と質料でなく、その間の中間的な領域をカント的図式と形容して
いることも、デリダが同領域を想像力＝構想力の領野とみなしていることと関連するだろう。また、ここでドゥルーズ
／ガタリは、フッサールが曖昧な本質を極限化の運動へ従属させようとすることに疑義を呈している。そして、徹底的
に極限化へ向かおうとする王道科学と曖昧な本質に注目し、王道科学の内容を逃走させようとする遊牧科学との間の相
互作用の場、
「絶え間なく流動している両者の境界」の重要性を指摘するのである。これはまさしく、デリダが記述した
極限化を目指すカント的意味での理念と曖昧な形態論的類型との運動性に他ならない。
ただし、ドゥルーズがフッサールを引き継ぎながら、
「流れとしての物質」として「曖昧な本質」を描いていることに
注目すべきである。遊牧科学が取り出す「曖昧な本質」は、シモンドンの形相＝質料モデル批判と並んで、
「形相と質料
のあいだの中間的媒介的な帯域」、「エネルギー的、分子的帯域」を引き出すものとして提示される。そして、その際、
モデルとして特権的に扱われるのは、北方の蛮族のマイナー科学、冶金術であり、金属の非有機的生命としての流体性
こそが「器官なき身体」として描かれる（MP510-512/下 127-129 頁）
。注の内容から明らかにこのフッサール読解は
デリダを参照しており、デリダが『触覚』においてこれを取り扱わないのはいささか不自然であろう。これはむしろ形
態論的本質についての議論が想像力論と組み合わさりながら、デリダの理論的に立場において重要であることを示して
いないだろうか。
9.

『触覚』におけるデリダのマルディネに対する態度は極めて曖昧であるが、デリダはマルディネがある種触覚主義的伝
統のうちにあることを示唆しつつも、彼のメルロ＝ポンティ読解が、むしろデリダの評価するレヴィナス的な愛撫の主
題へ向かっていくことを指摘している（TJ102/178 頁）
。また、小倉 [2015]によれば、
『感覚の論理』で展開されるマ
ルディネのリズム論において、バンヴェニストによるリュトモスの議論が参照されているが、これは「散種」において
デリダが展開していた主題である（DIS221/284-285 頁）
。マルディネの議論がより精緻に展開される『感覚の論理』
との関係を踏まえて今後精査される必要があるだろう。

10. 『千のプラトー』第１４プラトーではポロックの抽象線の特徴をマイケル・フリードからひきつつ、触知的なものとみ
なしているが、
『感覚の論理』において、ポロックはもはや手覚的な抽象表現主義の代表格として、触知的概念を割り振
られることはない。ここにも、『千のプラトー』における楽観主義が垣間見える。
「抽象線とはむしろマイケル・フリードが、ポロックのいくつかの作品について定義しているような線だろう。多方
向性で、内部も外部も持たず、形も背景も持たず、何も限定しないで輪郭を書かず、染みや点のあいだを通り、平滑空
間を満たし、触知的かつ近接的な視覚的素材をかきまぜるだけで、
「みるものの目を引きつけると同時に決して落ち着く
場を与えない」線（《Trois peintures américains》 in Peindre, pp. 267 sq.）
。カンディンスキー自身の場合、抽象作
用が実現されるのは幾何学的な構造によってではなく、モンゴル遊牧民のモチーフに結びつく歩行や行程の線によって
である」
（MP624/下 366 頁）
。
11. ここで『哲学とは何か』において鍵概念となるベルクソン由来の仮構作用概念が問題となっていることは重要である
（IT364/383 頁）
。また、運動イメージの終わりとともに崇高概念から距離をとりつつも、時間イメージにおいて再度、
離接的な接触という極めて崇高的な論理を導入する際に、構想力が破綻する臨界地点を描き出すために構想力との決別
を図り、ベルクソンへ向かうドゥルーズの態度と、あくまでカント的主題系にこだわるデリダとの哲学的背景の差異が
みえる場面である。
『哲学とは何か』における仮構作用については小倉 [2016]を参照。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――
【論考】
ジル・ドゥルーズの「女性」論に関するメモ
内藤 慧
―――――――――――――――――――――――――――――――――
0．はじめに

いても形式面においても、論文としては大変多くの不備を抱えて

ドゥルーズの没後 20 周年に当たる 2015 年に、書簡や講義、

いる点をあらかじめご了承いただきたい。
）

1953 年の処女作『経験論と主体性』以前に書かれたいくつかの
テクストなどを収めた Gilles Deleuze, Lettres et autres textes,

1．「女性の叙述」の哲学的背景

édition préparée par David Lapoujade, Minuit, 2015 がフラ

「「女性」にはまだ哲学的規定がない。これは喫緊の課題だ。」

ンスで公刊された。日本では堀千晶、宇野邦一によって早くも翌

という冒頭の文言からもわかるように、この論考によってドゥル

年 2016 年に邦訳され、
『ドゥルーズ 書簡とその他のテクスト』

ーズは「女性」という概念を規定することを目指している。さら

(以下『書簡』と略す)として河出書房新社から出版される。こう

にそれが哲学的規定と言われているからには、それは生物学的な

して 2017 年現在、講義「基礎付けるとは何か」や DG-Lab でも

性別としての「女性」や、ジェンダーの観点からみた「女性」と

読書会の中でその一部を扱った 1980 年代のライプニッツ講義

いった「女性」像とは異なるものが求められていると考えられる

などの講義録を別にすれば、ドゥルーズによって残されたテクス

（1）

トや議論のほとんど全てがある程度明解な日本語で読まれるこ

のだろうか。

。では、
「女性」に関する哲学的な背景とはどのようなものな

とができるようになった。本論ではこの『書簡』に収められたド
ゥルーズの最初期の論考のひとつである、「女性の叙述」を大ま

他者の哲学は奇妙なもの、気味の悪いものである。その理由

かに紹介するとともに、彼の論ずる「女性」像とはどのようなも

は単純だ。この哲学が私たちに提示する世界は、性を持たな

のか考えてみたい。

い世界なのだ。コミュニケーション、共感、こうしたものの
良心的な混合は、実に純粋な魂たちの活動なのだ。（２）

ところでドゥルーズ哲学において「女性」概念を問うことには、
どのような意味があるのだろうか。本論に入る前に少し確認して
おきたい。ドゥルーズにおける「女性」概念は例えば以下のよう

まずドゥルーズはここで、ある種の他者論が無性的なものであ

な文脈において持ち出されているように思われる。①『ミル・プ

ることを批判している。そして続く箇所でサルトルが欲望や愛と

ラトー』における生成変化論などに見られる「女性になること」

いったテーマを論じたことを評価する。しかし以下の点について

という表現、②反父権論としてのマゾヒズム論において父性から

サルトルは即座に批判される。

離れた「新たな男性」への再生の契機となる拷問者＝女性、③『意
味の論理学』において、私・世界・神という三項が失われる物体

しかし進歩したと見えたのは外観だけだった。性をもつの

的深層を経て、それら一切を否定するのでなく宙吊りにする非物

は、性交するもの、愛するものであって、愛されるものでは

体的な境界＝表面へと浮上する「少女」＝アリスというイメージ。

ない。愛されるもの自身が性を持つのは、この存在が愛する

などなど。本論は、以上のような文脈においてしばしば登場する

ものになるときに過ぎない。ここには意識の相互性の古典

「女性」概念ないし「女性」的表象の価値を問うための足掛かり

的な錯覚が繰り返されているだけだ。（３）

を、最初期のドゥルーズが既に構想していた「女性」についての
哲学的議論を参照することを通して得ようと目論むものである。

ドゥルーズはここで、性愛の局面を愛するものの側、主体の側

そのため上記の文脈における議論に詳細に踏み込むことはせず、

からのみ考えている点について、サルトルを批判している。つま

「女性の叙述」における「女性」概念の抽出のみを目指すことに

り、サルトルにおける愛されるもの＝他者とは、愛するもの＝主

なる。

体によって愛されているもの、なのである。そして、ドゥルーズ

（本稿は、以上のような構想に基づくメモであり、内容面にお

はこのような考え方とは真逆のテーゼを提示する。

48

はこの世界にあって別の世界の可能性をわれわれに垣間見させ
大原則として、事物は意味を持つために私を必要としなか

るものであった。これに対してわれわれはそれと連帯することも

（4）

った。

できたが、敵対することもできた。他者は外部の可能世界をこの
世界において表現しているのだから、われわれは他者が表現して

つまりドゥルーズの立場としては、性愛の局面において愛され

いる外部世界の存在を否定し、他者の表現行為をこの世界におけ

るものは、愛するものとは無関係に、愛され得るものとして表れ

る単なる不条理な「ふるまいに還元する」ことができるのだ。つ

ているということになる。以上から大雑把にドゥルーズが考えて

まり表現を行う他者と、それが表現している外部世界とは切り離

いる「女性」概念の哲学的背景をまとめることができる。①ドゥ

され得る。それに対して、女性はそもそも外部世界を表現するの

ルーズは「女性」概念を考える上で、性愛という局面における他

ではなく、彼女自身が可能的なものとして表現されている。さら

者論をベースとしている。②この他者＝愛されるものについての

にドゥルーズは女性における表現の現前性を強調している。そし

議論において、他者は主体との間で考えられるのではなく、他者

てこのことの帰結として、ドゥルーズは女性を否定することの不

は主体とは独立している。それでは、このような背景のもと、ド

可能性を主張している。どういうことか。他者と違って、女性は

ゥルーズは「女性」をいかなる概念として規定することになるの

自分とは切り離され得る外部世界を表現するのではなく、彼女自

か。

身が「自身を可能化する」ことで自身を表現する。つまり女性に
おいては表現されるものと表現するものが一致している。表現さ

2．「他者」と「女性」

れたものは表現と切断可能なものではなく、一切が端的に現前し

確認したように、ドゥルーズは「女性」概念の規定という試み

ている。ゆえに女性の表現を「ふるまいに還元する」ことはでき

を他者論の文脈において遂行しようとしている。しかし一方では、

ないのだ。女性の表現においては、可能的なものは否定し得ない

ドゥルーズは「女性」概念を「他者」の概念と明確に区別してい

仕方で、表現と一致して現前しているということになる。

る。ドゥルーズの他者論は例えば、
「無人島の原因と理由」(『無

それでは、この女性が現前させる可能的な彼女自身とはどのよ

人島 1953-1968』所収)や「ミシェル・トゥルニエと他者なき世

うなものなのか。これは他者が表現する外部世界とはどのように

界」(『意味の論理学』所収)などで論じられているが、
「女性の叙

違うのか。他者が表現する外部世界とは、疲労させるものが存在

述」における議論がそれらとどの程度通ずるかは別稿に委ねる。

する世界に対して提示される、疲労させるものが存在しない世界

ドゥルーズによれば、他者とは「この疲労させる世界のなかにあ

であった。つまり、この世界の論理を全く否定する別の可能世界

るが、にもかかわらず、その態度によって・・・疲労させるもの

を提示することが、他者による表現の機能であり、ドゥルーズは

など存在しない世界を表現することができる」ものである。これ

この他者が提示する可能世界を実現させることを「友情」と呼ん

は「可能世界の表現」、
「不在の外部世界の表現」と呼ばれている。

でいる。われわれと他者との間には、否定を否定し返す敵対関係

一言で言ってしまえば、この世界において、この世界とは別の世

もあり得れば、否定を実現させる「友情」という関係もあり得る

界を示すものが他者である。そして、ドゥルーズはこのような他

のである。それに対して、女性の表現はどうなのか。女性は

者が、一方ではわれわれの敵でもあり得るとするが、他方でわれ
われがこれと友情を結ぶことの可能性をも提示している。つまり、

この疲労させる世界を、もはや疲労させるものなど存在し

われわれは他者が示す可能世界をこの世界の側から単なる不条

ない別の世界に置き換えるといったことはしないのだ。女

理として片づけてしまうこともできるし、一方でその世界を受け

性は単にその本質において、他のことに興味を失わせる能

入れることもあり得る（5）。このような存在をドゥルーズは「他

力を持つものなのだ。なぜなら彼女自身が他のものと関係

者」として規定している。

を持たないものであり、彼女は外部性なき世界なのだから。
（7）

では「女性」はどうだろうか。

彼女においてすべては現前性である。女性は可能世界を表

他者がわれわれの世界を外部世界によって置き換えようとす

現したりはしない。あるいはむしろ女性が表現する可能的

るのに対して、女性はこの世界と敵対関係になったり友情を結ん

なものとは、外部世界ではなく、彼女自身なのだ。（6）

だりすることない彼女自身を表現する。そして、彼女自身がいか
なる関係も他のものとの間に結ばないことによって、われわれは

他者が「可能世界の表現」であったのに対して、女性が表現す

表現された彼女自身のみにしか興味を向けることができないの

るのは「彼女自身」である。このことは何を意味するのか。他者

である。既に確認したように、女性における表現は表現されたも
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のと表現の一致の状態にある。このことが意味するのは、表現す

で不十分であると考えた。「愛されるものの現象学でなければな

る女性は表現された彼女自身であり、それゆえに表現された彼女

らない」とドゥルーズは言っている。そして、ここで言及される

自身以外のものの性質を帯びることはない、ということだ。他者

愛されるものとしての他者、主体と関係せずに自らを愛され得る

は外部世界を表現するが、他者による表現それ自体はこの世界に

ものとして表現する存在を、ドゥルーズは「女性」という概念で

属していた。それゆえ表現は外部世界とは別の、この世界におけ

論じている。しかし一方で、女性の概念は他者の概念との対立に

る表現であり、この世界と表現された外部世界との間に様々な関

よって説明されている。おそらくここでは、サルトルの他者論も

係が生じ得ることになる。しかし、女性はこの世界と別の外部世

またそうであるような、主体との関係で考えられた他者論の対象

界を表現するのではなく、表現それ自体は表現される彼女自身で

を、「他者」として規定し、それに対して「愛されるものの現象

ある。この場合、表現と表現されるものとの間は存在せず、ゆえ

学」の対象であるような他者としての「女性」を対置しているの

にそこに関係は結ばれ得ない。女性はこの世界にも他の世界にも

だろう。この「女性」とは「他者」のようにわれわれの世界を否

属さず、端的に自己自身を可能化して表現しているのだ。

定する外部の可能世界を表現することで、われわれとの敵対ない

可能化する、とはどういうことだろうか。ドゥルーズはあまり

し友情の関係を結ぶような他者ではなく、この世界との外部世界

明確な定義を与えていないように思える。女性による表現は他者

との関係を持たずに、ただ自己を表現し、自己のみに関心を向け

による「可能世界の表現」とは区別される表現であった。しかし、

させる存在なのである。そして、他者による外部世界の表現が、

そのことは女性による表現が、この世界の表現であることを意味

それが表現する外部世界とは切り離され得るのに対して、女性に

するわけではないだろう。既に見たように、女性が表現するのは

よる表現は、それが表現する彼女自身と一致し、現前している。

自分自身であり、それは自己以外のいかなるものとの間も持たず、

表現と一致していて、かつ外部世界ではないにも関わらずこの世

関係を結ばないものの表現であり、表現する女性は表現される彼

界と関係を結ぶわけでもないもの、それが女性が表現している彼

女自身と一致しているのであった。そうであれば、表現している

女自身、可能化された彼女自身なのである。

女性はもはやこの世界に属しているのではない。表現する女性は、

われわれは「女性の叙述」における、
「女性」概念の哲学的規定

それが表現する彼女自身という外部性なき世界と同様、一切のも

というドゥルーズの試みを追ってきた。ドゥルーズは「化粧」や

のとの関係性を放棄した状態で現前し、われわれはそれを前に、

「愛撫」といった多岐にわたる議論を以上のような他者論の文脈

それ以外のいかなるものへの興味も失う。なぜなら、表現する彼

で論じられた「女性」の概念に接続しているが、本稿では詳述し

女は、外部世界と関わらないのと同様に、この世界とも一切の関

ない。本稿が最後に言及しておきたいのは、
『差異と反復』を主軸

係を持たず、それ自身でしかなく、それ自身としか(それも一致と

とした前期ドゥルーズ哲学において、「女性」概念と対置されて

いう関係でしか)関わらないからだ。そうであれば、表現されたも

いた「可能世界の表現」としての他者が、どちらかといえば重要

のと表現するものとの一致としての女性は、この世界を否定する

な位置付けにあるという点である。つまり、前期ドゥルーズ哲学

ことなく、この世界から離脱しなければならないだろう。ドゥル

においては「他者」を否定して「女性」を称揚する哲学というよ

ーズは、否定性なしに関係を消去する方法として、可能化する、

りは、むしろ「他者」の概念が前線を担っているかのようにみえ

という表現を用いているのではないだろうか。

る。それに対して、序で触れたように、ドゥルーズ哲学において
「女性」的表象が登場するのは『ミル・プラトー』や『意味の論

3．まとめ

理学』といった『差異と反復』以降の著作においてであるようだ。

ここまでドゥルーズによる「女性」概念の規定の試みを追って

だが、
「女性の叙述」はわれわれに、むしろ他者論によって彩られ

きた。
「女性」は他者論の文脈に位置付けられる概念である。ドゥ

る前期ドゥルーズ哲学よりもさらに初期の段階で、すでに「他者」

ルーズは従来の他者論において論じられる他者概念が性を帯び

とは異なる存在として「女性」概念が考えられていた、というこ

ていないものである点を批判し、性愛という局面を考えたサルト

とを教えてくれる。以上が、
「女性の叙述」についての簡単なメモ

ルの他者論もまた性を愛するもの＝主体の側から考えている点

となる。

――――
Notes
1.

もちろんドゥルーズの議論から哲学以外の分野における「女性」に関する諸々の議論へと接続することは可能であろう
し、それは喜ばしいことであるが、本稿のテクスト解釈上の立場としては、あくまでドゥルーズが「哲学的」と銘打っ
ている以上は「哲学」に独自の「女性」概念が構想されているのだろう、と想定し、他の議論への接続可能性について
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は言及しない。また、
「哲学」という領域のみから「女性」という概念を規定することなどそもそも可能なのか？「哲学」
に独自の「女性」概念などあり得るのか？という疑問が生じ得るだろうが、本稿の立場としてはドゥルーズが一貫して
「哲学」の問題として「女性」を(あるいは「哲学」の問題としての「女性」を)論じていることを鑑みて、あくまで「哲
学」という領域に独自の「女性」概念の規定、というドゥルーズの試みを幾分かチャリタブルに評価し理解することを
目指す。
2.

『書簡』p. 323.

3.

『書簡』p. 323.

4.

『書簡』p. 324.

5.

『書簡』pp. 324-325、もっとも、当該箇所ではドゥルーズは現前する他者との連帯の可能性に関しては、いくらか懐
疑的な口ぶりである。ただし、後の議論を確認する限り、ドゥルーズは他者との間の敵対のみならず友情(可能世界を実
現すること)という関係をも認める形で論を進めている。

6.

『書簡』p. 325.

7.

『書簡』p. 328.
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―――――――――――――――――――――――――――――――――
【論考】
埋め合わせと置き換え――ドゥルーズの初期モノグラフを巡って
得能想平

―――――――――――――――――――――――――――――――――
する解釈者も存在する（1）。

はじめに
われわれは、ドゥルーズ哲学の開始を『差異と反復』に見いだ

しかし、モノグラフを『差異と反復』に代わるドゥルーズ哲学

すことができる。差異、反復、意味、多様体、特異性、個体性、

の真の開始点として読みとくことに、潜んでいる罠があるのでは

存在の一義性、出来事、表現などのドゥルーズ哲学を特徴づける

ないだろうか。『差異と反復』とモノグラフに通底する共通の背

主題は、以降のドゥルーズの著作の中で形を変えながらも繰り返

景が存在するのではないだろうか。本稿が取り上げるのは、この

されることになる。ガタリとともに創りだされたさまざまな概念

ような問いである。本稿は、先行研究におけるモノグラフの位置

（領土化、コード化、リフレイン…）も、さらに映画や絵画につ

づけをサーベイし、さらにこれまで注目されてこなかった「埋め

いての記述も、五月革命の熱狂のなかで書かれたこの本をより深

合わせ」と「置き換え」のイメージを取り上げることで、この問

め、乗り越えるものとして、提出されたものである。だからこそ、

いに答えるものである。われわれは第一に先行研究におけるモノ

理解を拒むように見えるドゥルーズのフレーズに出会うたびに、

グラフの捉えられ方を確認し、そこに解釈上の袋小路が見出され

われわれはこの著作に戻り、その概念の布置をつかみなおそうと

ることを指摘し、これまでと異なる仕方でモノグラフを捉えるた

する。『差異と反復』は、このような意味でドゥルーズを読むわ

めの準備を行う。第二に、ドゥルーズの発言において見られる「埋

れわれにとって重要な位置を占めている。

め合わせ」としてのモノグラフのあり方を確認する。第三にこの

ところで、ドゥルーズが開始は再開でしかありえないと述べた

「埋め合わせ」のイメージを、アルキエの著作と対照させること

のも、この『差異と反復』という書物の中においてであった（DR

で具体化する。第四に「埋め合わせ」を補う「置き換え」のイメ

173）。『差異と反復』以前、ドゥルーズは哲学史にかかわるモ

ージを『ニーチェと哲学』や『差異と反復』を参照しながら見い

ノグラフを書くことに多くの時間を費やしていたこともよく知

出す。結論としてわれわれは、ドゥルーズ哲学の母体としての合

られている。ヒュームを論じた『経験論と主体性』、そしてその

理主義的なものを見い出すことになるだろう。

ヒュームと通底する問題意識をベルクソンに読み込んだ「ベルク
ソンにおける差異の考え方」は、思想を手際よくまとめようとす

第一章

る器用さというより、新しい哲学を生み出そうとする気概を強く

ドゥルーズと哲学的モノグラフの関係を問題にする上で、おそ

感じさせるものである。八年の空白期間ののち、矢継ぎ早に出版

らくもっとも引用されてきたのは、1973 年に公開された「口さ

されるモノグラフには、よりはっきりドゥルーズ哲学の予兆を見

がない批評家の手紙」というテクストの次のような一節である。

出すことができる。既存の哲学の問い直しを意味と価値の観点か
ら取り上げた『ニーチェと哲学』、多様体概念が練り上げられる

しかし、とりわけ私のこの時代を切り抜ける方法は、私は思

『ベルクソニスム』、発生の観点から三批判を位置付けなおす『カ

うのだけれど、哲学史をある種のおかま堀りとして思い抱

ントの批判哲学』、存在、表現、個体の関係を問い直す『スピノ

くこと、もしくは同じことになるのだけれど、処女懐胎とし

ザの表現の問題』、これらの著作は、来たるべきドゥルーズ哲学

て思い抱くことである。私は自分がある著者の背後に近づ

の形成過程として読みとくことができるだろう。実際に『差異と

いて、子供を産ませる。この子供は、その著者のものである

反復』の主題のうちのある程度のものは、すでにモノグラフにお

だろうが、しかしながら怪物的なものでもあろう。（P 15）

いて取り上げられていた。この観点から見れば、ドゥルーズ哲学
の真の開始点は、モノグラフにあることになるだろう。このよう

哲学的モノグラフを書くことは、
「おかま堀り」や「処女懐胎」の

なことから、モノグラフと自身の哲学の作品という形で「ドゥル

ようなものであり、つまり著者に自分の怪物的な子供を産ませる

ーズの作品を二つに分割することは誤りをおかすことになる」と

ことである。既存の哲学史の考え方を挑発するドゥルーズのこの
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ような過激の発言はひとびとの注目を引いてきた。

思想の進展の記述によって「彼の著作活動の全軌道を通じて彼に

ジョン・セラーズはこの箇所から「創造的な出会い」としての

とって役に立ってくれる専門的な語彙と概念的基礎」が明確にな

モノグラフのイメージを読み取っている。「これらの本［ドゥル

る（6）。セラーズとスミスによって提示された、ドゥルーズのモ

ーズのモノグラフ］は、受動的な学者の本でも、純粋にオリジナ

ノグラフにおける、ドゥルーズの寄与分の重要性と、その評価と

ルな創造でもない。おのおのは、二人の哲学者のあいだの創造的

いう課題は、まさにハートの読解方針において、ドゥルーズ哲学

な出会いとして考えられるのがもっともよいと思われるし、諸々

全体の読解と結びつけられることになる。

の創造的な出会いとして、哲学者たちは、その著者に彼自身の思

しかし、このような読解方針は袋小路に陥ることになるように

考を発展させる機会を与えるのである」（2）。セラーズは、どん

思われる。というのも、ドゥルーズのあるオリジナリティをドゥ

な楽曲も常に指揮者が楽譜に対して解釈を加えずには実演され

ルーズの別のオリジナリティによって説明しようとしているか

ないという例を引き合いにだしながら、混じりけのない哲学者の

らである。ハートが指摘するように、「後期の著作の諸々の立場

思想を再現しようとする既存の哲学史のとらえ方を批判する。

は、これらの初期の研究の文脈のなかにそれらを位置付けてみな

「ドゥルーズのスピノザを混じりけのないスピノザと比較し、後

い限りは不明瞭で、支持できないもののようにさえ見えてしまう

者を選ぶのではなく、代わりに、われわれはこの仮定のうえでの

ことがある」という理由で、モノグラフに取り組むのであれば、

混じりけのないスピノザが本当は誰のスピノザであるかをたず

そこに見られるべきものは他の研究との接続であり、多くの人々

ねるべきである」（3）。このようにしてセラーズは、安易な哲学

の共感をよぶような一般的な概念装置であるように思われる。も

史のイメージに基づいた批判からドゥルーズのモノグラフの固

し、オリジナルなものによってオリジナルなものが説明されるの

有性を守ることを試みた。

であれば、そこに見いだされるのは空虚な反復であり、生気のな

ダニエル・スミスも、モノグラフに対して同様のイメージを抱

い類比構造のみであろう。ドゥルーズ自身も、述べているように、

いているが、このことをドゥルーズ解釈の問題へと結びつけてい

概念は「創造されるものであるが、決して無から創造されるもの

る。モノグラフの中には、
「識別不可能ゾーン」が見て取れるし、

ではない」のである（QP 37）
。

このことは、バフチンの「自由間接話法」とも結びつく。そして

だからといって、ドゥルーズによって論じられる哲学者たちの

「実のところ、ドゥルーズは哲学史におけるすべての哲学者を、

テクストそのものやその哲学者についての最新の研究書に、オリ

敵味方関係なく、同じ仕方で読んでおり、同じ戦略にしたがって、

ジナリティの説明を求めることもそれほど効果が得られないだ

おのおのの思想家をいわゆる彼らの差異的な極限へと推し進め

ろう。というのも、ルクレティウス、ヒューム、ベルクソン、ス

ている」とスミスは考える（４）。ところで、ドゥルーズにとって

ピノザ、ニーチェといった哲学者たちを結びつけるつながりは、

の哲学史をこのように理解することは、
「どこでドゥルーズがお

ドゥルーズが指摘するようにスピノザとニーチェ以外には彼ら

わり、そして、たとえばどこでスピノザが始まるのか。どこで説

のテクストのどれにおいても見出すことができないからだ（D

明は解釈になり、そして解釈は創造になるのか」といったドゥル

22）
。さらに、すべての哲学に関する研究書がそれ固有の観点を

ーズ解釈における深刻な困難を生み出すことになる。というのも、

持っており、「混じりけのない」客観的な哲学史の叙述が不可能

まさにそのような問いは明確な区別が与えられないとあらかじ

であるというセラーズの指摘を認めるならば、恣意的に研究書を

め分かっているものを区別しようとする試みであるからだ。しか

参照することは、ドゥルーズ思想の解明に寄与するどころか、い

し、そうであるにしても、これらの点を評価することは、ドゥル

っそうの混乱を引き起こすことになるだろう。

（5）

ーズ解釈における課題であるとスミスは示唆している

。

ドゥルーズ自身強調するモノグラフのあいだの内密なつなが

これらの論者において示唆される考え方は、ハートが提示する

りは、明らかにドゥルーズの思想に属するものである。しかし、

ドゥルーズ哲学全体の読解方針と共鳴しているように思われる。

だからといって、このつながりが素朴にドゥルーズのエクリチュ

それは、モノグラフに見られるドゥルーズのオリジナリティによ

ールに閉じ込められたものではないように思われる。「おかま堀

って、『差異と反復』以降の思想を明らかにするという方針であ

り」や「処女懐胎」から生まれた怪物的な子供というイメージか

る。ハートは初期ドゥルーズのテクストを、その「徒弟時代」と

ら読み取られてきたモノグラフのオリジナリティの強調という

してとらえる試みを行うにあたって、以下のことを示唆していた。

主題は、まさにドゥルーズ思想全体の解明を袋小路に追いやるよ

第一に、ドゥルーズのモノグラフは、「その時点で自らの企てに

うに思われる。われわれは、オリジナリティからオリジナリティ

能動的な貢献をしているある哲学者の思考の、特殊な側面をいく

へ向かう循環を破壊するために、モノグラフについての新たなイ

つか選びだしてくる」著作であり、われわれはそこにドゥルーズ

メージを見い出す必要がある。

の独自の思考を見出すことができる。第二に、このドゥルーズの
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第二章
例えば、モノグラフのイメージを再考する方法として、端的に

私の世代にはうまく切り抜けることのできなかった者もた

「口さがない批評家への手紙」で問題になっている「おかま堀り」

くさんいる。別の者たちは、独自の方法や新しい規則、ある

と「処女懐胎」の位置づけを問い直すことも考えられるだろう。

いは新しい語り口をあみだすことで、切り抜けた。私の場合

というのも、それほど中心的な仕方ではないのであるが、それぞ

は、哲学史を長い間≪やって≫、あれこれの著者について本

れが著作の中で論じられている主題であるからだ。
「おかま堀り」

を読んだ。しかし、私はさまざまな仕方で諸々の埋め合わせ

は、
『アンチ・オイディプス』において社会体と関連で、また「処

をしていたんだ。
（ibid）

女懐胎」については『意味の論理学』においてノエマの不毛性と
の関連で論じられている（7）。しかし、そのためには、大著にお

ド ゥ ル ー ズ は 、 哲 学 史 の 抑 圧 の 中 で 、「 埋 め 合 わ せ

ける難解な箇所を論じなければならず、これは本稿の扱うことの

（compensation）
」をしながら、なんとか切り抜けた哲学者であ

できる範囲を超えている。われわれはむしろ、上記の主題が語ら

る。そして、切り抜ける中で書かれてきたモノグラフには一方で、

れる直前における「埋め合わせ」のイメージを確認し、そこに潜

抑圧を甘受するという側面と同様に、その抑圧的な状況に対する

むドゥルーズの哲学史に対する倒錯的な態度を指摘することか

「埋め合わせ」という側面をも持っているように思われる。ここ

ら始めたい。

に見られるのは、抑圧的な哲学史から逃れるために哲学史を行う

「口さがない批評家の手紙」には、「おかま堀り」と「処女懐

というドゥルーズの倒錯的な態度である。しかしヒューム、ベル

胎」の箇所と同様に、よく引用される次の箇所がある。

クソン、スピノザ、ニーチェなどについてモノグラフを書くこと
がなぜ哲学史に対する「埋め合わせ」として機能するのかについ

私の世代は、哲学史によって虐殺されたにひとしい最後の

ては依然として謎のままである。次の章では、この問いを明らか

世代に相当する。哲学史というものが哲学における抑圧の

にすることに努めたい。

機能をはたしていることは明らかだ。あれは哲学における
オイディプスだ。≪あれこれ読んで、あれについてのこれを

第三章

読まないうちから、まさかきみは自分の名において語るつ

この謎を解明するための鍵は、ドゥルーズの批判対象である合

もりじゃあないだろうな≫というわけだ。（P 14）

理主義的なものであるように思われる。すぐ後の箇所でドゥルー
ズの哲学史の内実として挙げられるのは、「合理主義的伝統に対

ここで、ドゥルーズは、哲学を試みる人々に押し付けられる共有

立する著者」を好むこととされており、本章ではこのドゥルーズ

すべき知識としての哲学史に対して、
「虐殺」や「抑圧」といった

にとっての合理主義的なものについて確認する。このことを知る

感情的反発を示す語を用いている。ドゥルーズは、『ディアロー

ためには、
『プルーストとシーニュ』の第一の結論が参考になる。

グ』においても同様のことを繰り返しており、このような前提知

一方で、ドゥルーズは、合理主義的哲学を最も本質的に特徴づけ

識としての哲学史に嫌悪感を抱いていたことは間違いないだろ

るものは、
「精神としての精神、思想家としての思想家が、真実を

う（D 19-20）
。

望むこと、真実を愛しもしくは欲求すること、自然にそれを探求

しかし、このようなネガティブな態度をそのまま哲学史的なも

すること」という前提であることを示唆し、これをプルーストの

のに対する拒絶と受け取るわけにはいかない。というのも、『差

立場から批判する（PS 115）
。他方で、ドゥルーズは合理主義的

異と反復』は、全編哲学史的議論から成り立っている書物である

哲学を「明示的で伝達可能な意味作用を規定するために自己と一

からだ。科学論や芸術論を含みながらも、ドゥルーズの議論は、

致する普遍的精神の表現として存在する」ものと要約する（PS

プラトンからハイデガーまでの個々の議論のコラージュとして

116）
。われわれは、合理主義的なものの前提と要約を、フェルデ

構成されている。実際、この書物に関するコメンタリーはこの哲

ィナント・アルキエの哲学と照らし合わせながら解釈することで、

学史的議論の解説やそれらの相互関係に多くのページを割いて

合理主義的なものの内実を明らかにする。

いる（8）。これらのことから、ドゥルーズは抑圧的な哲学史から

フェルディナンド・アルキエは、フランス・スピリチュアリズ

逃げ出したのではなく、むしろそれを受け入れることで自身の哲

ムに属する哲学者の一人で、ドゥルーズの師であるが、同時に批

学的な立場を構築したということが自然だろう。

判対象としても現れている。一方で、ドゥルーズは、自身のモノ

このような背景のもとでわれわれは、以下のような発言から、

グラフのうちの一冊、
『カントの批判哲学』を彼に捧げており、さ

モノグラフについてのこれまでとは異なるイメージを読み取れ

らに彼の指導のもとで『スピノザと表現の問題』を書き上げたこ

ると考える。

とが知られている。他方で、アルキエがまさに「合理主義的伝統」
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に属する哲学者であることが示唆されており（9）、
『差異と反復』

「意味作用」の語は、アルキエの観念論的な真理論に関わって

を出版したあと、関係が断絶したことも書簡等からよく知られて

いる。彼の真理概念に関する議論を簡単に追ってみよう（PPG

いる。アルキエは、哲学史に関わるものや自身の哲学についての

28-32）
。アルキエは、科学で見られるような進歩的な仕方でみず

ものを含め三十冊以上の著作に関わった多産な哲学者であるが、

からを作りだす真理概念を考察するために、従来の静的な真理概

ここでは、アルキエにとっての哲学の本質的な問題を明快にまと

念に代えて、二つの真理観を提示している。一つは、生物学的基

めたものとして知られている『一般哲学の計画』を参照する。わ

盤に依拠した「適応」や「成功」によって真理を定義する「プラ

れわれは、この著作において上記のドゥルーズの要約のうちに見

グマティック」な真理観であり、もう一つは、
「すべての人に認め

られる 普遍的精神」
、 自己」、 意味作用」といった概念が、ど

られるもの」として定義される「普遍的同意」によって定義され

のように位置づけられるかを確認したうえで、上記のドゥルーズ

る真理観である。しかし、これらはどちらも「認識する主観」の

の合理主義的なものの前提批判を解釈してみたい。

あり方を基準にして定義されるものであり、「対象と一致する観

精神という概念は、すでに現代において使われることが少なく

念」という真理の伝統的な考え方との整合性が問題になる。アル

なった概念であるように思われる。二〇世紀前半のフランスの文

キエは、このような問いのなかで、表象とその対象の関係を、
「シ

脈においては、表象の対象に対立する意味で、
「思考するリアリ

ーニュ」と「意味される事物」の関係と見なす真理観を提示する。

ティ一般」や「その法則とその能動性を伴う表象の主体」を指す

われわれにとって、現れるどんな事物も意識的なものとしてしか

ものとして用いられていた（10）。要は、規則性や規範性を持つも

現れることがなく、そのため物自体を直接認識することができな

のとして意識に現れるものの総体、もしくはそれを可能にする超

いのであるが、われわれの意識において現れる成功や同意の普遍

越論的主体を精神と呼んだということができるだろう。アルキエ

性を伴う表象は、明らかに外的対象の存在を指し示すものである。

は、『一般哲学の計画』において、この精神を「意識」ではなく

「したがって、ある観念は、それが成功するから正しいというの

「秩序」によって定義することを提案する（PPG 66）
。物理的な

ではなく、ある観念は、正しいから成功すると述べるべきである」

ものや心的なものすべてを含めた事実（思考するリアリティ）は

（PPG 31）
。成功すること、普遍性があることは、外的対象との

意識的な仕方でしか存在しないが、他方で、われわれの意識その

何らかの対応が存在することは告げるものである。ここでの表象

もの、物理学的、生物学的、社会学的なものによって条件付けら

とその対象の関係は、いわゆる完全な一致としての「十全性」で

れるという無意識的な心的装置を前提としており、精神を意識と

はなく、あくまで「対応」にすぎない。そして、リアルなものそ

同じものとするならば、このリアリティがとらえきれなくなって

のものついての思考ではなく、
「リアルにしたがう思考」である。

しまう。アルキエは、このような意識化されていないものを含め

この意味で、ドゥルーズの述べる「明示的で伝達可能な意味作用」

た世界の秩序の無限の総体、そしていわゆるデカルト哲学におけ

とは、意識における表象の中でも特に、成功や普遍性という特徴

る神が創造した「永遠真理」にあたるものを「普遍的精神」と呼

を伴い、対応するリアルの存在を表現する表象を意味するといえ

ぶ（PPG 103）
。

るだろう。

「自己」とは、結局のところこの「普遍的精神」の相関項とし

結局のところ、
「哲学は、明示的で伝達可能な意味作用を規定

て理想的な行為主体であると言うことができる。ドゥルーズが

するために自己と一致する普遍的精神の表現として存在する」と

「自己」と呼んでいたものの意味を同定することは難しいが、カ

はアルキエの哲学のどのような特徴として理解できるのだろう

ントや、ドゥルーズが書評を書いていたルネ・ル・センヌの用語

か。われわれは、実際に、意味作用を規定するために、自己と一

法において、「道徳的理想としての自我」という意味を見つける

致する普遍的精神を持ち出す議論を、『一般哲学の計画』の中に

ことができる（11）。この意味において、
「自己」は「普遍的精神」

見つけることができる。

の相関項である。アルキエは、道徳の条件として自由を論じるに
あたって、自由を、「われわれが持つ、われわれの行為を動機付

人間は、人間において、≪精神≫［普遍的精神］の絶対的自

け、もっとも望ましいものであるようにわれわれに思われるもの

由を再び見いだすことができるというべきだろうか。その

にしたがって行為する能力からなる」ものと考えている（PPG

ことを考えるためには、個体的精神と普遍的≪精神≫の同

104）
。要は、行為する主体を、先に精神と呼ばれた世界の秩序（動

一性を信じなければならないだろう。反対に、われわれは人

機づけるもの、もっとも望ましいもの）との対において考えてい

間が発見する諸々の真理の、受け身かつ確認される特徴を

る。そのため、実現されえない道徳的理想としての自由としての

忘れないことが適切であると信じる。われわれの精神が世

「自己」は、
「普遍的精神」にしたがって行為する能力として位置

界の諸法則を立てるのではなく、≪精神≫が立てるのであ

づけられることになる。

る（…）しかしながら、われわれの精神は≪精神≫ではない
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が、≪精神≫と本質的に異なるわけではない。したがって、

オイディプスだ。≪あれこれ読んで、あれについてのこれを

われわれの精神は、真実を発見することで、その本性を実現

読まないうちから、まさかきみは自分の名において語るつ

する。つまり、その精神は、みずからを従属させることで、

もりじゃあないだろうな≫というわけだ。（P 14）

自由である。だから、合理的必然性から帰結する判断は、そ
の判断がわれわれの精神の要請によってのみ条件づけられ

哲学における「明示的かつ伝達的な意味作用」
、つまり成功や同

ているので、自由である。このようにして、われわれは、賢

意の普遍性といった特徴を伴う内実とは、先行研究や哲学史全般

者の自由の概念にたどり着く。そしてこれは、精神にしたが

についての知識としての哲学史である。その学習が人間の自由に

って生きることである。スピノザにとって、自由な人間は、

結びつくことを示すことで、合理主義的哲学はまさに哲学史を抑

ただ人間の理性に勧めにしたがって生きる人間である。ス

圧的なものにする世界観を提示していた。したがって、ドゥルー

トア派にとって、自由な人間は、理性と道徳性であるその真

ズにとって、合理主義に対立する著者を選ぶこと、つまり合理主

なる本性を実現するものである。（PPG 103-104）

義に対して批判的態度を取ることは、まさに哲学史を抑圧的なも
のにしていた原因を批判することであり、その意味でこそモノグ

ここでアルキエが行っているのは、実際のところ、類比による推

ラフを書くことはドゥルーズにとって「埋め合わせ」の機能を果

論である。一方で、普遍的精神とその相関項として絶対的自由、

たすのである。

つまり自己がある。世界における秩序の総体として普遍的精神は、
常にそれを作る絶対的な自由を伴っている。ところで、われわれ

第四章

の精神は、部分的なものでしかないが、≪精神≫と本質的に異な

ルクレティウス、ヒューム、ベルクソン、スピノザ、ニーチェ

るわけではない。それならば、われわれの自由は、
「精神」のよう

といった「合理主義的伝統に対立する著者」についてモノグラフ

に無限ではないが、有限の合理的必然性から帰結する判断を伴っ

を書くことが、
「埋め合わせ」であったのは、そもそも哲学史を抑

ているに違いない。これがアルキエのいう「賢者の自由」である。

圧的なものにする基盤が合理主義的哲学のうちに存在したから

アルキエは、普遍的精神と自己の関係を用いて、「明示的かつ伝

だ。抑圧的な状況に荷担する哲学を、その内部から掘り崩すこと、

達可能な意味作用」を、類比的な仕方で、われわれの自由との関

「埋め合わせ」にはこのようなイメージが含まれている。ドゥル

係のうちにおく。アルキエにとって哲学とは、意識の観点ではな

ーズがまさに合理主義的な世界観と戦う中で自身の哲学を構築

く、普遍的精神の観点から、批判的に人間のあり方を規定するも

していたことは間違いないだろう。

のであって(PPG 106)、これこそ、まさに、ドゥルーズが「哲学

しかし、もしドゥルーズのモノグラフが、哲学を行う上での当

は、明示的で伝達可能な意味作用を規定するために自己と一致す

時の状況に介入して、合理主義的なものと合理主義的でないもの

る普遍的精神の表現として存在する」と呼んだ事態であると言え

という対立を哲学の内部に作り出すだけのものであるなら、ドゥ

るだろう。

ルーズの哲学はこれほどまでに注目されることはなかっただろ

これらを踏まえることで、われわれは、ドゥルーズが合理主義

う。そしてもし、ドゥルーズが合理主義的ではない哲学を構築し、

的哲学について最も本質的であると示唆した「本質としての人間

合理主義的なものの誤謬を暴くというだけであれば、そもそも合

は、真実を愛するか欲望するものであり、自然にそれを探求する」

理主義的なものの象徴である哲学史を用いることなく、まったく

という合理主義的前提が、どのように位置づけられるかを見るこ

別のものを参照することもできただろう。われわれには、『カン

とができる。つまり、この命題が示していることは、普遍的精神

トの批判哲学』や『差異と反復』のような著作をドゥルーズが書

と人間の関係は、類比推論が可能な関係であるということである。

いていたことも忘れてはならないように思われる。前者において、

もし、この前提を認めるのであれば、われわれはアルキエの議論

ドゥルーズは、アルキエが重要な箇所においてことあるごとに引

から、人間は、自由になるために、「明示的かつ伝達的な意味作

用する、まさに合理主義の典型ともいえるようなカントの哲学に

用」に従属しなければならないということが帰結される。そして

ついて解釈を行った。さらに『差異と反復』においては、そのカ

まさに、これこそ、ドゥルーズが哲学史との関係において直面し

ントの自我論や時間論、理念についての考え方をドゥルーズの形

ていた状況ではなかったか。

而上学の本質的な箇所において参照しているように見える。合理
主義と戦うこと、ドゥルーズ自身の哲学を構築すること、これら

私の世代は、哲学史によって虐殺されたにひとしい最後の

のあいだにはさらに複雑な関係があるようにわれわれには思わ

世代に相当する。哲学史というものが哲学における抑圧の

れる。

機能をはたしていることは明らかだ。あれは哲学における

われわれは合理主義的なものとドゥルーズ自身の哲学のあい
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だの関係を「置き換え」のイメージによって捉えたい。ドゥルー

のみ、成長できるとされる。新しい哲学の出現についてのイメー

ズがモノグラフの中で、
「置き換え(substitution)」によって哲学

ジは、ドゥルーズの次のような記述から読み取ることができる。

者を特徴づけることはよく知られている。ヒュームは、「精神の
心理学」を「精神のアフェクションの心理学」に置き換えるし（ES

哲学は、ある種の仕方で、その仮面を信じていなければなら

1）、ベルクソンは、「空間的差異」を「時間的差異」に置き換え

ない。つまり、哲学がその仮面を征服するのは、仮面に、最

る（ID 61）
。ニーチェは、
「見かけと本質の形而上学二元性と結

終的に哲学の反宗教的な力の真の本性がそこでみずからを

果と原因の科学的連関」を「現象と意味の相関」に置き換える（NP

表現する新しい意味を与えることによってのみである。

3-4）
。スピノザは「リアリティの量の議論」を「力の議論」に置

（ibid）

き換える（SPE 74）
。
『経験論と主体性』の冒頭で見られる「ひと
つの選択はつねにそのそれが排除するものにしたがって定義さ

仮面を合理主義的なものと言い換えるならば次のようになる。哲

れるのであって、歴史的な企図は論理的置き換えである」
（ES 1）

学は合理主義的なものをある種の仕方を信じていなければなら

という言葉は、まさにドゥルーズの哲学史の見方を象徴する記述

ない。そして、哲学がこの合理主義的なものを征服するのは、そ

であるだろう。このような中で、ドゥルーズ自身がモノグラフに

の合理主義的なものに、そこにおいて哲学の真の本性がみずから

よって、合理主義的伝統に対して行ったことを、
「置き換え」のイ

を表現する新しい意味を与えることによってのみである。要は、

メージのもとでとらえようとするのは、それほど不自然ではない

合理主義そのものが、新しい哲学が表現される背景となることで

だろう。われわれは『ニーチェと哲学』に見られる新しい哲学に

のみ、新しい哲学が生み出される。合理主義に新しい意味を与え、

ついての示唆や『差異と反復』における怪物の議論を参照するこ

合理主義において新しい哲学を表現すること、これこそわれわれ

とで、ドゥルーズが合理主義的なものに対して行った操作を素描

が「置き換え」に与えたい第一の意味である。

し、最後に「おかま堀り」や「処女懐胎」から生まれた怪物的な

さらに『差異と反復』における「怪物（monstre）」について

子供としてのモノグラフを解釈してみたい。

の議論は、「置き換え」のイメージをさらに具体化するように思

『ニーチェと哲学』の中の「解釈」に関わる議論の中で、われ

われる。ドゥルーズにとって怪物とは、二つの意味があり、一方

われは、どのようにして新しい哲学が起こるのかについてのドゥ

は、「混成的存在である」ことを意味し、もう一方で、それは、

ルーズの考えを示唆している箇所を見つけることができる。ドゥ

「その端の規定が、未規定なものを十全に存続させておくような

ルーズはまず「仮面」の自然法則について言及する。

何かや誰かのこと」を意味する（LAT 76）。この後者のあり方に
ついて、『差異と反復』はより詳細に述べられている（DR 43-

仮面もしくは狡知は自然法則であり、したがって、ある仮面

44）。ドゥルーズは、ここで、
「形相（forme）」と「背景（fond）」

や狡知以上の何かである。その初期段階において、生命は単

にかかわる存在論的に二つの運動を区別している。第一に、「背

に可能であるだけのために、物質を模倣しなければならな

景が背景であることをやめず表面に上る」運動であり、これは、

い。力は、もしまず何よりも、その力が抗して戦う、前の諸々

闇夜から雷が浮かびあがることに例えられる。雷は無差異として

の力の顔を借りないのであれば、生き延びることはないだ

の闇夜から浮かびあがることで形相を獲得し、一方的な区別とし

ろう。（NP 5）

ての「差異」として存在する。第二に、差異とは、浮かびあがっ
た形相と相関して、「再び上ってくる背景」で諸形相を消散させ

ここでの『ニーチェと哲学』におけるドゥルーズは、いわゆる実

ることで、「自律的実存」を持つ背景と、「直接的に魂に作用す

体を力としてとらえることを目指す、力の形而上学と呼ぶべきよ

る」抽象線を描くという運動である。この「再び上ってくる背景」

うな立場にコミットしている。そのような前提のもとで提示され

は、もはや前の意味での背景には存在せず、諸形相がそこで解体

るのが、自然法則としての仮面である。生命は、本能や目的など

される鏡とされる。

物質とは異なる秩序において説明されるものであるが、そうはい

われわれはここでの「怪物」について考え方を用いて、第一章

っても少なくとも初期段階においては、物質と全く同じような仕

で見た「おかま堀り」と「処女懐胎」について言及するドゥルー

方でふるまうことによってのみ、生き延びることができる。これ

ズの発言を解釈してみよう。

が、一般化されたものが、仮面の自然法則である。そのとき、哲
学者にとっての「仮面」とは合理主義的なものであるとみること

しかし、とりわけ私のこの時代を切り抜ける方法は、私は思

ができる（12）。哲学は、「僧侶の観照的な雰囲気」を持つことで

うのだけれど、哲学史をある種のおかま堀りとして思い抱
くこと、もしくは同じことになるのだけれど、処女懐胎とし
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て思い抱くことである。私は自分がある著者の背後に近づ

魂に作用する」モノグラフを作り出す、これこそがわれわれが「置

いて、子供を産ませる。この子供は、その著者のものである

き換え」のイメージに与えたい第二の意味である。ドゥルーズは、

だろうが、しかしながら怪物的なものでもあろう。子供が本

引用の中で自身を喜ばせたさまざまな契機を経由することが、モ

当に著者のものであるということは、非常に重要である。な

ノグラフの怪物性に関わっていると述べている。合理主義的なも

ぜなら、著者が、私が彼に言わせていたことすべてを実際に

のはまさに、この次元において関わっているように思われる。

言うことが必要であったからだ。しかし、子供が怪物的であ
ることも、必要であった。なぜなら、私を喜ばせた、あらゆ

結論

る種類の脱中心化、横滑り、破壊、秘密の放出を経由する必

結局のところ、われわれはハートらが提示したドゥルーズのモ

要があったからだ。
（P 15）

ノグラフのイメージに何を付け加えたのだろうか。それは、そこ
からドゥルーズのオリジナリティが際立ってくるような、母体と

これがモノグラフ制作にそのまま反映されているとするならば、

して合理主義的なものである。われわれは、とりわけアルキエの

モノグラフが著者の子供でも怪物でもあるというドゥルーズの

哲学を想定して語ってきたが、ここに含まれるものとしては、ド

発言は、次のように解釈できるだろう。まず初めに背景として無

ゥルーズのもう一人の師であり、アルキエ同様に、両義的な存在

差異な哲学史があり、そこにおいて差異としてのモノグラフの対

であるジャン・イポリットがいる。さらに、ドゥルーズが直接そ

象となる著者（例えばヒューム）が区別されてくる。他方で、ド

の影響関係を発言しているマルシャル・ゲルー、ジャン・ヴァー

ゥルーズ自身という形相のもとで再び上ってくる背景としての

ルのような哲学者たちも、この母体を構成していると言えること

合理主義的伝統のうちで、ヒューム哲学は溶かされてしまう。し

は間違いない。彼らまで考慮に入れるのであれば、もはやこの母

かし、そのことによって抽象線としてモノグラフが浮かびあがっ

体を単に合理主義的なものと呼ばれることはできなくなるだろ

てくるのである。ドゥルーズは、怪物を生産するためには、「背

う。ただ、これらの哲学者について語ることは、今後の課題とし

景を上らせ、形相を溶かす方がよい」と述べていた（DR 44）。

たい（13）。

これを例えば『経験論と主体性』にそのまま当てはめるのならば、

われわれの結論は、ドゥルーズ研究においてこれまで単なる批

ドゥルーズ一方で、実際の哲学史全体からヒュームを際立たせる

判対象であると見なされ、軽視されてきたものは、ある意味でド

こと、例えば、カントや他の経験論哲学からの際立ちを語るとい

ゥルーズのオリジナリティの母体であったということ、そして、

うプロセスと、他方で、再び上ってくる背景としての「合理主義

その背景に言及することは、ドゥルーズ哲学を内実ある形で論じ

的哲学」のうちに、そのヒューム哲学を溶かし込むというプロセ

る一つの方法であるということである。オリジナリティとオリジ

スを通過したことを意味するだろう。制作されたモノグラフとは、

ナリティのあいだの経験的差異よりも、オリジナリティとオリジ

「直接的に魂に作用する」抽象線である。他から区別された哲学

ナリティがそこから際立つ母体との関係こそが重要であると、わ

史の著者を、合理主義的な背景に溶かしこむことで、「直接的に

れわれには思われるのである。

――――
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―――――――――――――――――――――――――――――――――
【翻訳】
ダニエラ・フォス「マイモンとドゥルーズ：内的発生の観点と微分の概念」［I］
小嶋恭道=訳

―――――――――――――――――――――――――――――――――
序

もいくらかはマイモンの珍しい文体に起因するものである。ギデ
哲学者ザロモン・マイモン（1753-1800）は、イマヌエル・カ

オン・フロイデンタルが指摘しているように、マイモンはタルム

ントと同時代人で、カントの最も偉大な批判者であった。彼は間

ードの伝統のなかで教育を受け、西洋の世界で共通していた哲学

違いなく歴史のなかでほとんど忘れ去られてしまった哲学者た

的言説の体系的な形式とは本質的に異なるジャンルの注解に書

ちの一人である。これは、マイモンが生前、哲学のシーンにおい

き慣れていた。サミュエル・アトラスは、フィヒテ、シェリング、

て非常に活動的な人物であっただけに一層興味深い。彼は、何冊

そしてヘーゲルと、彼らの形而上学のシステムの壮大さとその輝

かの本と、注釈書、ジャーナルに論文を書いて自身の哲学を展開

きが、いとも簡単にマイモンの哲学的探求を見劣りさせてしまう

し（彼自身は自分の哲学をライプニッツ的、ヒューム的、かつカ

と言っている

ント的な視点の「連合システム（coalition system）」として描

から、マイモンは今日まで正当な評価を受けてこなかったのであ

いた

1）

7）

。こうした理由あるいはもしかすると他の理由

）、そして、ベン・ダフィットや、ラインホルトのよう

る。重要なことだが、マイモンの主著『超越論的哲学試論』の最

な卓越した研究者、そしてとりわけカントその人との対話を絶え

初の英訳版は、2010 年の 3 月になってはじめて世に出たのであ

ず行っていた。カントはマイモンが寄越すたくさんの書簡に（マ

る

イモンの『超越論的哲学試論』の原稿を読んだということを肯定
した短い手紙はさておき

8）

。

マイモンの功績を認めた数少ない哲学者の一人に、フランスの

2）

）決して返事を書かなかったにもか

哲学者ジル・ドゥルーズがいる。ドゥルーズがザロモン・マイモ

かわらず、友人のマルクス・ヘルツ宛の書簡のなかで、マイモン

ンに、とりわけ『超越論的哲学試論』に関心を持ったのはなぜな

の『試論』の「完璧さ」を理解し、「私の敵対者たちの誰一人と

のか。マイモンがドゥルーズに決定的な衝撃を与えたのは明白だ

して、マイモン氏ほどには十分に私のいうこと、および主要問題

が、ドゥルーズは決して長々とマイモンについて議論したわけで

を理解してくれませんでしたし、それだけでなく、このように深

はない（事実、ドゥルーズはその傑作『差異と反復』においてマ

い研究を行うにあたって、マイモン氏ほどに鋭利な洞察力を持ち

イモンにほんの数頁しか割いていない）。にもかかわらず、数多

合わせているひとは、極めて少ないだろうとも思われました」 3）

くのドゥルーズの著作、エッセイ、そして講義にマイモンの名前

と〔マイモンを〕認めている。〔そして、〕マイモンの主要な哲

がはっきりと言及されているし

学的後継者であるフィヒテは、ラインホルト宛の書簡のなかで、

ーズの著作のいたるところにその痕跡を見出すことができる［II］。

自らのマイモンの才能への無限の敬意を告白しており、次世代

ドゥルーズはマイモンを「偉大な、かくも偉大な哲学者」

〔の哲学者たち〕が、〔自分たちの世代が〕マイモンの諸々の功

あるとみなし、「超越論的哲学を発生的なものへと移行させる」

4）

、マイモン的な思考はドゥル

10）

で

11）

績を正当に評価していないことを嘲笑するだろう、と警告してい
る

9）

ことができた哲学者であるとしている。ドゥルーズは、「条

。我々は、マイモンの哲学の著作が哲学的言説において、

件づけの観点がある超越論的哲学から見るといかに不十分であ

昔とかわらず今も主流から外されているのはなぜなのかを考え

るか」

12）

に気が付いたという点で、「マイモンの天才」を称賛
．．．．．．
している。マイモンは、概念と直観とのあいだの外的条件づけ

ねばならない。おそらく、一つの理由として、マイモンの生きた

庭に生まれた東ヨーロッパのユダヤ人という社会的背景、そして

（external conditioning）というカント的視点を拒否し、自らの
．．．．
微分の概念を基礎にした内的発生（internal genesis）のモデル

独学で〔哲学を〕学んだ哲学者という変わった経歴を持っている

を提示した。この微分の概念を、マイモンは「悟性の理念（ideas

時代に蔓延していた反ユダヤ主義が考えられるだろう。貧しい家

5）

。

of understanding）」と定義している。ドゥルーズは、合理的ド

〔そして〕不当に無視されてきたもうひとつの理由として、彼の

グマティズムに対してマイモンが明言した哲学的解決をそのま

哲学思想の複雑さや難解さが考えられるだろう。これは少なくと

ま取り入れることは決してしないが、マイモンの発生についての

ことから、マイモンは多くの偏見に直面せざるをえなかった
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考えと微分のアイデアは正しいものだと考えている。ドゥルーズ

プニッツは諸事物のあいだに、ただ概念的な諸差異しか許さなか

自身の哲学的プロジェクトにおいて、微分のアイデアは実在的な

ったのである。一方で、カントにとって、空間と時間は感性的直

もの（実在的な対象間の感性的諸性質と、延長的諸性質としての

観の還元不可能な諸形式であったのに対し、他方ライプニッツは、

空間と時間）の産出、そして、思考内部において思考するという

空間と時間を、絶対的に内的なものにおいて根拠を持つ「外部の

活動の発生を説明するものとなる。この意味で、マイモンのアイ

（outer）」諸関係として定義していたのだ（A285/B341）。こ

デアはドゥルーズの「超越論的経験論」にとって根本的なもので

れは、空間と時間が、純粋に知性的な事物の概念に含まれる内的

あるし、こう言ってよければ、ドゥルーズの「精神論 noology）」

な概念的諸規定に還元されねばならないものであることを意味

的なものなのだ。しかし、マイモン−ドゥルーズの関係について

する。これらの知性的諸事物、あるいは諸事物それら自体は、あ

の研究はまだほとんど存在しない。ここ二年で言えば、グレアム・

らゆる感性の図式なしに完全に思考されるようなものである

ジョーンズとダニエル・スミスが著作で章を割いており、そして

（A286/B342）。ある種の非−感性的、あるいは知的直観だけが、

レヴィ・ブライアント、クリスティアン・カースレイクもドゥル

つまり、
「我々自身のものとはまったく別の或る直観や或る概念」

ーズとカントについてのモノグラフでこの主題に触れている

13）

（A287/B344）だけが、諸事物それら自体への直接的なアクセ

［III］

。

この論考は以下の点に焦点を置く。（1）マイモンのカント批

スを持つことができるのである。ここでカントは明確に述べては
．．．．．
いないが、ある直観的な知（intuitive intellect）の観念に言及し

判（外的条件づけの視点の批判および内的発生の要求）、そして

ている。直観的な知は、対象を表象する上で空間と時間の「図式」

（2）相互的に規定された「意識の微分（differentials of con-

あるいは「感性的なイメージ」を要求しない。その代わりに、直

sciousness）」の概念。これはマイモンが dx や dy のような無

観的な知は、まさに直観の作用が諸対象を同時に生み出すという

限小の数学的モデルの基礎の上に発案したものである。
〔そして〕

意味において、対象との直接的な関係性を持つ（A139/B145）。

最後のセクションでは、（3）ドゥルーズが、問題的かつ微分的

『超越論的哲学試論』を読んだ後で、カントは、マイモンが「感

な諸理念で満ちた微分的無意識に対するマイモンのアプローチ

性的諸形式の創始者であるだけでなく、その形式の質料たる諸対

を発展させた方法を示す

14）

。

象（客観）の創始者でもある」

16）

ものとしての、まさに直観的

な知のようなものを前提としている、という告発でもってマイモ
1. マイモンの発生的方法

ンの批判に応答している。カントにとって、直観的な知の観念は

マイモンによるカントの超越論的哲学の再定式化は、超越論的

不合理なものなのだ。「というのも、我々は、我々の感性的直観

哲学の解体を目論むものではない。マイモンはむしろ、その弱点

以外の直観のいかなる様式をも、カテゴリー以外の概念のいかな

を排除し、批判哲学を修正するためにライプニッツ的な要素を用
いているのである。マイモンは、悟性と感性、概念と直観、形式

る様式をも全然知らないからである」（A287/B343）。カント
．．．
は、我々人間の悟性は論証的（discursive）なものであって、直

と物質のあいだのカント的な二重性を克服しようとしているの

観的なものではないと主張している。悟性は、感官に与えられた

だ。〔しかし、〕当然のことながら、カント自身はこの計画を認

何ものか、つまり、悟性がそのカテゴリーを関係付けうる空間的

めることはできなかった。〔マイモンの〕計画は、人間の知の二

−時間的で多様な直観に依存している。もし私たちが感性から、

つの源泉、すなわち、受容的な感性と能動的な悟性の異種混淆性

諸対象が私たちに与えられるその仕方を取り去ってしまえば、そ

に関するカントの基本的な主張、〔また〕それによってカントが
自身の超越論的哲学からドグマティックな観念論を根本的に回

の場合、我々の悟性の諸概念は、あらゆるタイプの対象に対して
．．
全く関係を持たなくなるだろう。「感性の与件（data）なしでは

避しようとしていた主張、これを掘り崩してしまうのだ。『純粋

悟性統一のたんに主観的な形式とはなっても、対象を欠くことに

理性批判』で、カントは、感性と悟性を、表象の明晰さとの関係

なる」 A287/B343）。カントにとって、悟性と感性は二つの全
．．．．．．．．．．．
く異なった表象の源泉でありながら、
「たがいに結び合ってのみ、

においてのみ区別される単一の認識能力として扱っているライ
プニッツを攻撃していた

15）

。カントは次のように言う。ライプ

諸事物について客観的に妥当する判断を下しうる」
（A271/B327）

ニッツは、「感性にいかなる独自の様式の直観をも認めず、すべ

ものなのだ。従って、多様な直観が一般対象のア・プリオリな表

てのものを、諸対象の経験的表象をすら悟性において求め、だか

象に従うかたちで統一される際に、綜合という特殊な作用が必要

ら感官には、悟性の諸表象を混乱させゆがめるという卑しむべき

となる。カントにおいて、この統覚の超越論的綜合は私たちの悟

仕事しか許さなかった」（A276/B332）。このように、ライプニ

性のあらゆる使用に対する最高原理である。しかしカントとは反

ッツにとって、感性は認識の単なる下位の混乱した様態であり、

対に、マイモンにとっては、ア・プリオリな綜合における形式と

諸表象の特別の源泉ではなかった（A271/B326）。従って、ライ

素材あるいは概念と直観の結びつきは、それらが完全に異なる能
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．．．
テゴリーが直観を規定することができるものなのかということ
．．．
を問題にしているのである 19）。可能的経験のための必要条件と

力に由来するのだから、理解不可能なままである。〔従って〕マ
．．．．
イモンの懐疑の異議申し立ては、「権利問題（quid juris）」に対
するカントの解決、これに対する懐疑であると要約することがで

してのカテゴリーの客観的妥当性を考えれば、カントはカテゴリ
．．．
ーが実在的経験の必要条件でもあることを示す必要があるだろ

きる。すなわち、何の権利で、ア・プリオリな概念は直観におい
て与えられた何ものかへと適用することができるのか。
．．．．
カントはこの問題を、純粋悟性概念の図式機能（Schematism）
．．．．．．
についての章においてと同様に、超越論的演繹（Transcendental

う。カントには、多様な感性的直観が、その統一の超越論的な諸
．．
条件に従って統一されうるということ、つまり、多様なものの経

Deduction）においても述べている。カントは、カテゴリーの客

することを証明する必要があるのだ。というのも、このことは、

観的な妥当性、つまり、カテゴリーが諸々の一般対象の可能性の

悟性がそのア・プリオリな諸概念を使用する機会を決して持たな

ための必要諸条件であること、それだけではなく、カテゴリーの

かった、というケースがありうることになるからだ。カント自身

客観的な実在をも証明しようとしているのだ

験的綜合と客観性の一般的形式とのあいだに調和的一致が存在

17）

。それはつまり、

が認めているように、

カントは「何ものかが我々にとって経験における一つの対象とな
るとき、その対象は悟性のア・プリオリな概念に適合せねばなら
．．．．．
ない」という仮言的主張（hypothetical claim）をしているだけ

諸現象は、それらが悟性の統一の諸条件には全然従わない

でなく、数学や純粋な物理学に関してア・プリオリな綜合的判断

べてが混乱しているので、たとえば諸現象の系列のうちに

の事実的な実在性を想定しているようにも見えるのだ。マイモン

は、綜合の規則を手渡してくれるものは何ひとつとしてあ

の言葉で言えば、カント的超越論的哲学は、論理的諸対象、ある
．．．．
いは悟性のア・プリオリな概念に従う「一般対象」を思考する

らわれず、それゆえ原因と結果という概念に対応するもの

（think）ことを主張するだけではなく、「諸図式」あるいは対象

たく空虚で、無効で、無意味であるということが、もしかす

の空間的－時間的な諸徴標によって経験的諸対象におけるこれ
．．．．
らの諸概念を再認する（recognize）ことをも主張しているので

るとありうるかもしれないからである。（A90/B123）

ことを悟性が見いだすような性質のものであり、だからす

も何ひとつとしてあらわれず、したがってこの概念は、まっ

．．．．
図式機能の章において、カントは、感性における所与と悟性の

ある（Maimon, 435）。
マイモンの返答は非常に複雑である。マイモンは複数の戦線を

ア・プリオリな概念とのあいだを媒介するために、時間の超越論

追っている。最初のアプローチで、マイモンは、カント的カテゴ

的図式を導入している。純粋直観としての時間は、ア・プリオリ

リーが、経験的直観、つまり感官に与えられる何ものかへと適用

な概念、そして直観、その両方と同質的な、「第三のもの」、あ

されうることを疑っている。カテゴリーは、単なる論理的な原理
．．．．．．．．
に由来するため、思考された諸対象（thought objects）あるい

るいは「媒介の働きをする表象」である（A138/B177）。カント

は「一般対象（object in general）」にしか当てはまらない。こ
．．．．．
のようにカントによって理解された超越論的哲学は、認識論的根
．
拠（Erkenntnisgrund）、あるいは経験の可能的対象の名目上の

伝統的なアリストテレスの三段論法の構造と比較されうる。三段

定義を生み出すだけで、カントは実在的経験における存在に対し
．．．．．
て、実在的根拠（Realgrund）あるいは充足理由を与えることが

的カテゴリーを適用するが、カテゴリーは超越論的図式によって

ない。つまり、カントには少なくともカテゴリーの客観的実在の
．．．
可能性を証明する必要があるということだ 18）。

のである。なぜならば、超越論的図式は、形式的かつア・プリオ

〔だが、〕マイモンが、例えば自然科学におけるア・プリオリ
．．
な綜合判断の事実を単に否定しているわけではないことは記さ

観に属するものであるからだ

れてしかるべきであろう。そうした懐疑的な反論はカントの超越

現れてくる。つまり、ア・プリオリな概念は、直接には経験的直

論的哲学に対して大きな衝撃を与えるものにはならない。という

観に適用されることはないが、純粋直観の媒介によってのみ適用

のも、カテゴリーの客観的実在についての事実的な主張は、説明

されるのである。しかしマイモンにとっては反対に、
「権利問題」

的な価値しか持っておらず、論証的な価値は持っていないからで

の問いが再び姿を現わしてしまう。「ア・プリオリな概念がいか

ある。マイモンの反論は、もっと遠くまで進む。すなわち、マイ

にして直観に、たとえそれがア・プリオリな直観であるにしても、

モンは、直観に対してア・プリオリな綜合的判断を適用すること
．．．
の超越論的な可能性を問うているのだ。つまり、マイモンは、カ

適用することができるのか」

が進めている議論は、ヘンリー・アリソンが提示しているような、

論法は、普遍的主張を表現する大前提、それに続く大前提を制限
する小前提から成る。同様に、経験の綜合は、直観に対して普遍

制限されている。超越論的図式は「中間項」として使用可能なも

リであることをカテゴリーと共有し、同時に、その形式として直
20）

。このように、カントにとって

は、「権利問題（quid juris）」の問いは、解決されたものとして

21）

。問題の核心は純粋直観の概念
．．
にあり、そしてとりわけ、純粋直観の綜合の概念にある。純粋直
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観の綜合は、純粋直観に概念を関係させるア・プリオリな綜合的
．．．．．
判断のために必要とされるものである。マイモンは、そうした純
．．．．．．．．．．．．． ．．．． ．．．．．． ．．．
粋直観の綜合は不可能であり、あるいは、いずれにせよ、それが
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
持つと想定されているような機能を果たすことはできない、と主
張する

ニッツの主張に依拠するものである。従って、我々が、空間を、
「前‐直観された」、つまり、実際それ自身は一つの対象として
は直観されない、ある本質的なフレームワークあるいは構造とし
てみるアリソンの解釈

22）

。

27）

を認めるとき、マイモンが依然として

カントに異議を唱え続けるかどうかはまだ定かではない。

まずカントの純粋直観の概念、空間と時間についてみることに

ライプニッツに同調しつつ、マイモンは、空間が、絶対的、連

する。ヘンリー・アリソンが示しているように、我々は実際、純

続的かつ同質的な全体として、あらゆる内容から離れて表象され

粋直観の三つの「意味」を区別しなければならない

23）

。カント

うることを否定する

28）

。絶対的空間、絶対的運動、そうした類

自身、「直観の諸形式」としての空間と時間と、「形式的直観」

のものは、構想力の能力によって生み出されたフィクション、あ

としての空間と時間を区別している（B161, n.1）。「直観の諸

るいは想像上の存在者（ens imaginarium）である。構想力は、

形式」としての空間と時間は、ア・プリオリな主観的諸条件、あ

何ものかを絶対的なものとして想像するが、他の何ものかとの関

るいは直観の仕方を意味するものである。人間存在は、空間的か

係においてしか存在しない（Maimon, 19）。マイモンによれば、

つ時間的に自分たちに与えられるものに対して、直観する以外の

我々はそうしたものを、空虚で均一な空間として想像することは

仕方を持たない。空間と時間は、このように、ア・プリオリな、

できる。なぜなら、我々は無意識的にそうしたものを、差異化さ

あるいは内的な諸形式として、我々の直観の主観的傾向に属する。

れた感性的表象、たとえば別々の諸対象の多様性に関係付けるか

しかしカントは以下のようにも主張している。すなわち、空間と

らである。マイモンは次のような例を出している

時間は、概念からも経験的直観からも論理的に独立し、それらへ

は、その諸部分が区別できないような水の連続的かつ同質的な物

と還元されもしないような、空間と時間に固有の純粋な問題を有
している。アリソンが言っているように、形式的直観は、直観さ

質として想像されうる。しかし、我々はそれを我々自身に対して、
．．．．．
そうしたものとして表象しうるのみである。というのも、我々は

れたものとしての諸対象のある種の「形式的」（普遍的かつ必須

その水を川岸にある別の諸対象に差し向けるからである、とマイ

の）諸特徴の限定された直観的な表象なのだ。カントは、抽象の

モンは主張する。別の諸対象が存在しない場合には、川の諸部分

方法によっては、直観において与えられた対象の形式的諸本質を

は区別することができないだろう。ライプニッツに従えば、これ

分離することも、それらへとアクセスすることも不可能であると
主張している。ひとつの対象の表象から、経験的直観のあらゆる

は、諸部分あるいは諸点が、質的あるいは量的にそれらを区別し
．．．
うるものが何も存在しないがゆえに、同一的なものである、とい

感覚的内容と同様に、悟性がその概念によってその対象について

うことを意味する（ライプニッツの不可識別者同一の原理）。従

思考するものを取り除く必要がある。〔そこで〕残るものが、形

って、連続的かつ同質的な場の想定された外延量は、崩壊し、無

式的直観、つまり、限定された、表象された対象の外延量（延長

へと縮小していく

と形象）である

24）

29）

。一本の川

30）

。連続的かつ同質的な一つの全体としての

。さらに、ヘンリー・アリソンはもうひとつ
．．．．
の空間と時間の意味について述べている。すなわち、「直観され
．
るものの、本質的な構造」 25）としての空間と時間である。例え

空間の表象は、「事物を他の事物から見分ける上で必要な多様さ

ば、「超越論的感性論」において、カントは空間を、単一で、包

なフレームワークないしは構造であることを認めるアリソンの

括的、無限かつア・プリオリな直観として提示しており、この直

カント解釈をとる場合、我々はまだマイモンの主張を保持するこ

観は、直観することの主観的な方法とも、規定された外延量（形

とができるだろうか。できる、私はそう考える。マイモンの川の

式的直観）のア・プリオリな表象とも一致しないとされる。単一

例は、それが空間であれ時間であれ、ある未規定的な、連続的か

で無限な空間の定義はおそらく、ニュートンの言うような、空間

つ同質的な全体の「部分」を区別・同定できないということを含

のなかにある実際の事物から独立した、一種の不可視的だが延長

意している

を持つ容器としての絶対的な空間を彷彿とさせるものである。し

認め、純粋な多様性は規定的かつ測定可能な外延量へと綜合され

かしカントは空間を実在的な実体として理解しているようには

領域あるいは空間の配置の表象に対して精神によって前提され

うる（A77/B103参照）。事実、空間あるいは時間の純粋な綜合
．．
．．．．．
の想定は、この多様性の統一（unity）（つまり、形式的直観）に
．．．．．．
帰結するのだが、それこそ超越論的演繹におけるカントの目的に

た、ある「前−直観的」フレームワーク、あるいは本質的構造とし

とって決定的に重要な点である。形式的直観によって、カントは

26）

。カントに対するマイモンの主

ア・プリオリな概念がア・ポステリオリな諸々の直観に関係する

張は、ある程度、ニュートンの空間の絶対的概念に対するライプ

ということがいかにして可能になるのかを説明したいのである

。今再び、我々が、単一な無限空間がいかに

しても一つの対象として表象されることはないが、
「前‐直観的」

見えない。むしろ、アリソンが言うように、あらゆる規定された

てカントは空間を考えている

31）

を欠いている」
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32）

。しかし、カントは時間と空間の純粋な多様性を

33）

。しかし、本当に区別不可能な同質的な空間や時間の諸部分

ったのである

．．．．．．．
。このように、マイモンは「いかなる権利で？

36）

の純粋な綜合を、我々はどのように把握するのだろうか。形式的

（quid juris?）」という問題に対するカントの解決に賛同するこ

直観（主張に従えば、純粋綜合の結果であるもの）という考え方

とができないのだ。カントは、形式的直観を媒介させて、諸概念

は疑わしいまでに一貫性がない。マイモンが主張するように、綜

と所与の直観とのあいだのズレを埋めようとしている。しかし、

合は常に「差異の統一（unity of difference）」

34）

を意味し、

形式的直観は、カントがそれに帰する機能を満たすことができな

そしてそのような綜合は一つの全体として統一される多種多様
．．．．．．．．．．
なものを前提としている。言い換えれば、あらゆる綜合は差異を
．．．．．
求めるのだ 35）。純粋で、同質的な空間と時間の諸部分の綜合は、

いのである。

まさにある空虚で一様な空間あるいは時間の表象としての、一つ

や数学的自然科学の可能性を拒否するように仕向けるのだろう

のフィクションなのだ。カントは、空間と時間の純粋な綜合を、

か。幾何学や数学的自然科学は測定可能な空間や時間を規定する

すでに空間的かつ時間的に差異化された諸表象の綜合（例えば、

可能性に依拠し、かつ、純粋にアプリオリなステータスを主張す

三本の与えられた直線から、ある特定の三角形を綜合すること）

る（つまり、幾何学や自然科学は、その主張に従えば、感覚的内

という、経験的綜合においてモデル化している。〔しかし、〕カ

容、例えば、一本の直線の黒さから抽象を行う）。〔しかし、〕

ントは、一つの（形式的）直観における、純粋な空間的あるいは

マイモンは形式的直観の可能性を問題にしているのだが、これは、

時間的な多様なものが、事実としては不可能であるという点を見

マイモンが幾何学や自然科学の可能性を否定している、というわ

逃してしまっているのだ。

けではない。反対に、マイモンはこれらの諸科学に「実在的思考

この形式的直観批判（つまり、同質的な空間的あるいは時間的
諸部分といった純粋に多様なものの統一）はマイモンを、幾何学

しかしここで少し、純粋直観の綜合がどういうわけか可能であ

（real thought）」、つまり、実在的諸事物や諸対象の新しい諸

ると仮定してみよう。カントは綜合一般が漠然としたまま進行す

規定を生み出すような創造的思想のステータスを付与する。従っ

ることを認めている。「綜合一般は……構想力のたんなる作用で
あり、魂のたとえ不可欠であっても盲目的な機能のたんなる作用

て、マイモンは、それに従えば、綜合が単なる条件付けではなく、
．．．
本質的に発生的となるような、新たな綜合の概念を求める。カン

であって、この機能を欠けば私たちはどこにおいてもいかなる認

トの視点とは対照的に、「悟性は何かア・ポステリオリに与えら

識をもけっしてもつことはないであろうが、しかし私たちがこの

れたものを支配するのではなく、そのア・プリオリな規則を支配

機能を意識するだけでさえ稀である。」（A78/B103）構想力の

する。悟性はア・ポステリオリに与えられたものをむしろこの規

超越論的な能力が（漠然とした仕方であるにもかかわらず）純粋

則に従って生じさせうるのである（私が思うに、これは「いかな

直観の綜合を遂行することができるものだと考えてみよう。マイ

る権利で？（quid juris?）」という問いに完全に満足のいく形で

モンにとって、これは問題の解決にはならない。つまり、純粋な

答える唯一の方法である）」（Maimon, 82）。

空間的あるいは時間的な多様なものの統一（つまり形式的直観）

マイモンは、綜合の仕事が多様なものの中へと必然的な統一性

は悟性には与えられるであろうが、悟性によって生み出されはし

をもたらすことであるという点でカントに賛同している。しかし

ないのだ（Maimon, 20）。カントは、形式的直観に属する統一

ながら、これは、綜合が――もしそれが客観的であるべきならば、

性は、感性にも悟性にも属することのない、理解力

つまり必然的な統一であるべきであり、単なる恣意的な統一では
．．．．．．
ないのなら――客観的な根拠を持つ必要がある、ということを意

（apprehension）の純粋な綜合の生産物であると言っている。
事実、空間と時間の統一は「すべての概念に先行する」
（B161）。
．．．．．．．．
形式的直観は、諸カテゴリーとの一致においてのみ、つまり、統
．．．．．．．．
覚の綜合（つまり悟性の綜合）との一致においてのみ遂行される、

味しているのだ。カントにおいて、我々は、カントが、すでに悟
．．．．．．．
．．．．．．
性に与えられており、悟性によって生み出されるのではない綜合

構想力の活動を綜合することによって生み出されるものなのだ。

カント的綜合は、それが概念のもとにもたらされるとき（統覚の

だから、「この綜合を概念へともたらすのは、悟性に帰属する機

綜合）、その客観性、つまり、ある対象に対するその客観的意義
．．．．
あるいは関係を得る。この関係は、包摂あるいは条件付けの一つ

（統覚の純粋な綜合）を仮定しているということを見た。統覚の

能である」（A78/B103）。従って、あたかも空間−時間的な多様
．．．．．
なものの純粋な綜合が、綜合として（qua synthesis）、つまり、

である。つまり、悟性は構想力の生産性を、悟性の持つアプリオ

悟性が全く介入する以前に、構想力によって生み出されたものと

リな規則に従属させるのである。他方マイモンは、悟性そのもの

して、悟性に与えられるかのように見えるのである。マイモンは、
．．
それでも形式的直観は所与として理解されるのだから、純粋悟性

が、客観的根拠に従って綜合を生み出すことを求める（Maimon,

と直観の綜合は、理解不可能なままであると批判する。直観に対

た問いは、次のように映っているのだ。すなわち、悟性はいかに

する純粋悟性の適用の正当性あるいは真理性は示されていなか

して、悟性の権限にはない、思考されたのではなく単に与えられ

20-21）
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37）

。マイモンの視点においては、カントが解決し損ね

たものを、悟性の権限（悟性の規則）に適用させるのか（Maimon,
63）。「我々の悟性が自分自身から、どこか他のところから与え

のである。決定的なポイントは、微分とその相互関係が、あらゆ
．．
る客体の認識に先行し、かつその認識を構成さえしてしまうもの

られたものを必要とせずに、自分自身によって定められた規則あ

である、ということだ（Maimon, 168-169; 190; 192参照）。

るいは条件に従って客体を産出できたとしたら、この問いは起こ

このように、マイモンは、カント的な「感覚（sensation）」、つ

らなかっただろう」（Maimon, 63）。これは、綜合の空間的・
．．．．．．．
時間的諸部分がどちらも等しく思考されたものでなければなら

まり、因果の触発によって我々の意識に与えられる何ものかを排

ないということを意味する。概念と直観、形式と物質は、悟性か

部の」何ものかに対する言及関係を示唆している。マイモンは、

らの内的発生によって、同じように生じなければならないのであ

我々の外部に感覚の起源を措定する権利は我々にはないと主張

る。

しているのだ。その代わりに、マイモンは、それに従えば、物質

2. 意識の微分

と形式、直観と概念が、同じ源泉から生じてくるような、純粋に
．．．．
内在的な説明を与えようとする。従って、マイモンは（少なくと

除しようとする。感覚の所与性（givenness）は常に、意識の「外

「いかなる権利で？」という問題を解決する上でマイモンがと

も一つのアイデアとして）無限の悟性（infinite understanding）

った戦略は、所与のあらゆるものを、思考の諸関係へと還元する、

を認める。無限の悟性とは、物質と形式両方の源泉となるもので

というものである。マイモンは、主要なアイデアを、かなり初期

ある。無限の悟性は本質的に我々の有限の悟性と同じものであり、

の段階の微分計算の数学的モデルから引き出してきている。ライ

つまり、有限の悟性と無限の悟性はただ度において異なるもので

プニッツ、ニュートン、そしてその追随者のあいだに、諸微分（dx

ある。両者のあいだには連続性があり、有限から無限への通路が

やdyのようなもの）の存在論的な身分をどう解釈するかというこ

ある（Maimon, 64-65）。この認識の内在的説明に従えば、感覚

とについてのコンセンサスはなかった――諸微分とは、「与えら

そのものは、一つの前（pre-）あるいは準意識（subconscious）

れたいかなる量よりも無限に小さい量」、「はかない量」、「質

の領域に位置付けられねばならない微分間の思考の諸関係から

的ゼロ」、「消失点における諸差異」、あるいは「流れる量の瞬

生み出された、一つの綜合としてみなされる必要があるだろう

間的な増加あるいは減少」なのだろうか

38）

（Maimon, 205）。以上のように、微分は延長の発生的要素であ

。しかし、それにも

かかわらず、諸微分は、例えば、ある一点における曲線に対する

るだけでなく、意識的直観の準意識的発生的要素、簡潔に言えば、

接線の傾き、あるいは運動中の物体の変化の割合を規定する便利

「意識の微分（differentials of consciousness）」

な方法を生み出した。マイモンは特に、諸微分が直観には与えら

のだ。

れないが、その割合dy/dxがzに等しいという事実に関心を覚え

39）

でもある

マイモンは、自身の諸微分の理論によって、
「いかなる権利で？」

た。ライプニッツは、項zを、一点における曲線に対する接線の傾

という問いに対する解決を生み出した。「なぜなら、悟性や諸カ

きとして定義していた［IV］。このように、一方で、zは値を持ち、

テゴリーの純粋な概念は決して直接には直観に関係せず、それら

それは直観において表象されうるものなのだが、他方で、割合

の要素に関係するのみであり、そして、それらの概念は、これら

dy/dxの微分の諸要素は直観されえない。直観に関して言えば、

の直観が生じる方途に関する理性の諸理念だからである」

微分は無に等しい（Maimon, 32）。この微分の奇妙な性格と相

（Maimon, 355）。〔しかし〕残念ながら、マイモンは、「理性

互的な関係を解釈することによって、マイモンは、微分とは発生

の理念（ideas of reason）」と「悟性の理念（ideas of under-

的諸要素であり、そこから空間が、外延量として生み出されるの

standing）」のあいだを明確に区別することに注意を働かせてい

だ、と主張している。マイモンは、一方で微分を「内包量（量

ない。ときどき、マイモンは微分を「理性の理念」と呼んでいる

（quantum）の性質）」として考え、他方で「外延量は内包量の

が（Maimon, 32; 355）、マイモンは「悟性の理念」としての諸

積分である」（Maimon, 394-5; 122）とした。従って、マイモ
．．．
．．．
ンにとって、外延量としての空間と時間は、内包量、つまり、全

微分に言及することに多くの時間を割いている。しかしながら、

体として思考されうる、様々な、はっきりと相互に規定された「微

マイモンは一つの章をまるごと理性の理念と悟性の理念の対立
．．．
にささげ、そこから、微分が――微分が概念の物質的（material）

分」へと解消されうる。この数学的モデルの基礎において、マイ

完全性を生み出すのであり、その形式的全体性を生み出すのでは

モンは「微分」の哲学的−形而上学的概念を展開し、それによっ

ないことから――悟性の理念として解釈されねばならないとい

て、外延量の発生だけでなく、我々の意識に与えられる感性的直

うことが明らかになる（Maimon, chap. 3）。このマイモンの表

観の発生についても説明するようになる。マイモンにとって、微

現における曖昧さは、カントの「理性の理念」としての「ヌーメ

分は、「あらゆる感性的直観とその形式の無限小であり、客体の

ノン（noumenon）」の概念が明らかにインスピレーションとし

成立様式の解明に素材（Stoff）を提供する」（Maimon, 82）も

て役立てられている、という事実に関係があるかもしれない。マ
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．．．．
イモンは、ヌーメナとしての（Maimon, 32）、諸概念の限界あ

．．．．．
の下にあるのだ。諸微分は、一種の原始的意識（primitive con-

るいは限界づけとしての（Maimon, 186; 194; 349）諸微分に
．．．
好んで言及するが 40）、カントとは対照的に、マイモン的ヌーメ
．
ナは決して、超越的諸対象や諸事物それ自体には言及しない。マ

sciousness）、つまり表象の秩序の外に落ちてしまう意識を形成

イモンは以下のように「いかなる権利で？」という問いに対する

何かを表象するためには、それら要素が対象の統一へと綜合され
．．．．．．．
る必要があるだろうからである。事実、我々は、意識の連続的な
．
度（a series of degrees of consciousness）を理解することが
．．．．．
できる 41）。我々に親和的な意識は、表象の意識（consciousness

する。発生的な微分の諸要素は、「諸現前（Darstellungen）」
として定義される。それら要素は何ものも表象しないが、それは、

自身の解決を述べている。

……私は、諸カテゴリーが、経験の諸対象の諸限界に関して

いて理性によって諸対象として規定される）、経験の諸対象

of representation）であり、そこで諸事物は経験の諸対象として
．
表象される。しかしながら、我々の意識的諸表象は、綜合の一部
．
分の再生産と同じものである（Maimon, 349）。マイモンが言う

に関して妥当であることの可能性を証明しているのではな

ように、「我々は我々の諸事物についての認識の只中で始めるの

い（諸対象は直観において規定される）。結果として、「い

であり、そして再び認識の只中で終わるのである」（Maimon,

かなる権利で？」という問いは、傍に倒れざるをえなくなる

350）。従って、表象の意識は不完全なのだ。表象の意識は、二

（純粋概念が諸理念に適応する限りにおいて）。従って諸事
．．．
物は、この相互関係において存立することができる。しかし、
事実において諸事物が存立するかどうかは未だ問いに付さ

つの限界、あるいは限界づけする諸理念のあいだ、すなわち、原
．．．
始的意識と完全な綜合の意識のあいだにあるものなのだ。完全な
．．
綜合（complete synthesis）の意識は、我々の意識的諸表象の上

れたままである。（Maimon, 186-187）

位の限界であり、無限性を含んでいることから、決して獲得され

客観的に妥当であるということの可能性だけを証明してい
るのであり（諸カテゴリーは、対応する諸直観との関係にお

うるものではない。完全な綜合の意識は一つの対象の完全な概念
従って、マイモンは、悟性の理念（言い換えれば、経験の諸対

を持っているのであり、つまり、あらゆる可能的諸対象との関係
42）

象の微分）への諸カテゴリーの適用において、諸カテゴリーの客

を知っているということだ

観的妥当性を証明していたのだ。マイモンは諸カテゴリーの客観

のアイデアは、ライプニッツと彼の神的知性のアイデア、つまり、

的実在性の可能性をも示した。箇所によっては、マイモンは諸カ

個別の実体の完全な概念を知る知性を彷彿とさせる。しかしなが
．．．
ら、マイモンは、我々人間の知性に対して外的な（external）神

テゴリーの客観的実在性を確信しているようにさえ見える。

。無限の知性についてのマイモン

的あるいは無限な知性を考えているわけではない。そうではなく、
高度な数学におけるように、我々は、様々な量そのものの諸

我々人間の知性は無限の知性と連続しているのである。こうした

関係を、それらの微分から生み出すことができる。従って、

仕方でのみ、マイモンは真に内的で、発生的な、我々の認識諸能

悟性は（確かにはっきりとしない仕方ではあるが）、諸性質

力の説明を与えることができるのであり、かつ、それら諸能力を、

そのもの実在的諸関係を、それらの微分の実在的諸関係か

それらのあいだにある外的な調和という前提から解放すること

ら生み出すことができる。だから、もし我々が、火は蝋を溶

ができるのである。

かすと判断するのならば、そのとき、この判断は直観の対象
3. マイモンを読むドゥルーズ（DELEUZE ON MAIMON）

としての火と蝋に関係しているのではなく、それらの諸要
素、つまり、悟性が原因と結果の相互関係において考えるも

マイモンの「いかなる権利で？」という問いに対する解決は、

のに関係しているのだ。つまり、私は、悟性が、直観の規定
．．．．
された諸対象のあいだの普遍的諸関係を思考する（think）
．
能力を持っているだけでなく、諸関係によって諸対象を規
．．．
定する（determine）能力をも有しているのだと、主張して

完全に思考されるものである相互に規定的な微分へと所与を解

いるのである。（Maimon, 355-356）

のものは、実在的諸対象を生み出すのであるが、我々の有限な悟

消することによって、所与の直観と純粋概念のあいだのギャップ
を埋め立てるということに存する。あらゆるものは、思考される
ものなのであり、所与など存在しない。確実に、諸微分の思考そ

性の観点から見れば、準意識的にのみ生じるものである。根源的
マイモンの諸微分の理論は、悟性の無意識的ではっきりとしな

な微分の生産は、従って、無限の悟性の無意識的な活動性に割り

い活動性を（構想力の盲目的で無意識的な活動性をカントが前提

当てられるように思われる。

としているのと似た仕方で）前提としている。諸微分は意識の閾

今や、無限の悟性のレヴェルにおいて最初の問題を繰り返すよ
うな仕方で、ある種の困難が生じている。所与と純粋な思考のあ
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いだの抗争が再び現れているのだ。無限の悟性においてさえ、
「所
与の最小値（minimum de donné）」

〔従って〕マイモンの「解決」は深刻な批判を受ける傾向を持っ

43）

が存在してしまうの

ている。これはマルシアル・ゲルーによって、フィヒテ的観点か

だ。つまり、まさに生産そのものの微分的規則が存在するのであ

ら示された。フィヒテ主義者にとって、思考に対して与えられた

る。言い換えれば、微分化の諸々のプロセスは、純粋な思考に還

何ものかが存在し、それが意識にもたらされる、という主張は、

元されえないものなのである。もし純粋な思考が、相互規定の原

「ドグマティックで矛盾的である」

理に従って進行するのならば、また、もし純粋な思考が微分間の
．．
連鎖（nexus）であるならば、常に所与の何ものかの残滓が残っ
．．．．．
てしまう。「所与」、「実在的存在（ens reale）」、要するに無

意識が原理的に根源的な微分的産出に決して光を投げるもので

限の悟性という純粋な思考に、還元不可能なものの導入を強いら

のそれらの定義を破壊することを意味し、言い換えれば、何もの

れることになる。マイモンはこの困難を認識していたが、「無限

も表象せず、また表象もされえない何ものかを意味するだろう。

の悟性のときと同じ仕方で」これを解決しようとしている。

第二に、もし我々が意識を純粋な対自として、つまり、何ものか

45）

。表象についての我々の

はない、ということの理由は大きく二つある。第一に、諸微分を
我々の表象についての意識へともたらすことは、「表象」として

についての意識としてだけではなく、澄んだ透明の自己意識とし
無限の悟性によって直観された所与は、無限の悟性におい
．．．．．．
て現前する何かを意味する、実在的諸対象（objectum reale）

ても定義するのならば、意識のなかに思考されぬものは存在しえ

であり、無限な悟性によって思考されたものではない（この

通（self-penetration）の能力）によって即座に解消する

ことは、その無限性と矛盾しない。なぜなら、これは、思考

結果的に、もしこの主張の筋に従うならば、多様な諸微分は意識

されうるもの全てを思考する能力においてのみ成立するの

の「外側」にのみ、つまり、無意識のなかに位置付けられうると

であり、所与はその本性によって思考されえないからであ

いうことになる。この位置付けは、知の諸条件（思考の形式と感

る）か、さもなければ、所与は、概念の外にある何かに対す

性的所与）を、存在の諸条件（生産の諸微分あるいは諸規則）か

る概念の関係についての単なるアイデアに過ぎず、所与そ

ら分離する、ということを含意している。言い換えれば、知るこ

れ自体は単に悟性の変容であるかのどちらかである。後者
の場合、現在性は悟性の外側の何ものかにおいて成立する

とに対する根拠は、存在することに対する根拠とは明確に区分さ
．．．
れるということだ。この区別の結果として、認識の主体の内在性

のではなく、単にこの関係において成立するであろう。

（immanence）が規定されるだろう。というのも、知の認識的

（Maimon, 251）

諸要素、つまり諸微分は、客体化された無限の悟性のなかに位置
．．．
付けられた外的な（extrinsic）実在性でありうるからである。主

マイモンの応答は、満足のいくものとは言い難い。マイモンが

ない。この所与の残滓は、自らを貫くような意識の能力（自己貫
46）

。

提示していることは、その両方があり得る。第一に、無限の悟性

体は、実際、主体がそれについての知を増加しようとするところ
．．．．．
の実在性、その後から（posterior）来るものだろう 47）。内在性

に対して与えられた何かが存在しうる（しかし、それは外から与

の主張は、より良い理論への変化とはなりえなかったのだ。無限

えられたものではありえなかった）。第二に、この所与は、何ら

の悟性は質的に認識の主体から区別され、我々の認識能力の限界

か外的な対象に対する概念との関係において成立している経験
．．．．．．．．．
的表象とのアナロジーにおいて考えられうる。しかしながら、マ

によって分離されているように見える。もし我々がこの究極の解

イモンが他のところで説明しているように、外的な何ものかに対

を強化しただけで、従って、カントのなかに巣食っている物自体

する関係は幻想である。なぜなら、表象は悟性の内的変容以外の

という魔術的性格は、経験的な経験（empirical experience）の

なにものでもないからである。「この「我々の外側」は何ものか

全体へと及ぶことになるだろう

決に従うならば、マイモンは、カントの物自体のドグマティズム

48）

。

を意味するわけだが、その表象において我々はいかなる自発性の

この議論の道筋を認めるジュール・ヴュイユマンは、「意識に

意識も持たない。言い換えれば、「我々の外側」は（我々の意識

対して、完全な自己意識（conscience de soi）を割り当てるこ

に関して言えば）、我々において純粋に受動的で、活動的ではな

との拒否」のなかにマイモンの論拠の要を見出している。〔そし

い」（Maimon, 203）。この無限の悟性に対する「解決」を変換

て〕「意識は未だ自己意識の外で考えられ、こうして、真理が認

することに伴う問題は、無限の悟性に与えられた何かの受容に伴

識から逃げ去るが故に、その哲学全体が不可能になる」

う問題であり、我々は非知性的なもの、そして「魔術的性質
（occult quality）」

44）

49）

。

しかしながら、ドゥルーズはこの批判からマイモンを擁護する。

を再び導入してしまったのだ。この思

ドゥルーズは、微分的諸理念（Ideas）の無意識的本性が誤解さ
50）

考における「思考されぬもの」が無限の悟性の無限性とは矛盾し

れてしまっていると主張するのだ

ないというマイモンの主張は、むしろ不完全なものとして現れる。

識は、無限な悟性のなかで現実化されねばならない」（DR193;
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。「或る純粋な思考の無意

邦訳下p. 72）と信じることは間違いなのだ。同様に、「微分を、

．．．
ところで生起し、それらすべてに関わるものなのだ（DR193; 邦

その無限な悟性のなかに完全に現実的な実在性の尺度を見いだ

訳下p. 74）。例えば、感覚的理念がそれでもって感性を触発す

せなければ、たんなる虚構」（DR193; 邦訳下pp. 72-73）にし

る暴力は、他の能力へとコミュニケートされる。つまり、暴力は

てしまうことも間違いである。無限の悟性における単なる虚構と

構想力の能力をその限界にまでもたらし、今度は構想力が表象の

現実的な実在の二択は単なる誤りなのだ

51）

。その代わりに、ド

論理によって課された制限を侵犯するように思考に働きかける

ゥルーズは諸微分に対して、潜在的諸理念の存在論的なステータ

のである。事実、ドゥルーズは、カントの『判断力批判』におけ

スを割り当てる。ドゥルーズの潜在性の定義によれば、これはド

る美と崇高の経験についてのカント的説明において、諸能力の逆

ゥルーズが主にマルセル・プルーストから取り入れているものだ

説的行使のためのモデルを見出しているのだ。

が、諸理念（Ideas）は、実在的だが、現実的ではなく、観念的

「諸理念は、思考の「諸微分」、純粋思考の「無意識」と呼ば

だが、抽象的ではない（DR208; 邦訳下p. 111）。ドゥルーズに

れなければならない」（DR194; 邦訳下pp. 76-77）。諸理念は

とって、微分的諸理念は微分的無意識の諸要素であり、有限な思

すべての能力に関わるにもかかわらず、ドゥルーズにとっては、

考のなかに内在しているものである

52）［V］

。

思考の能力に対して特別に重要な役割を果たすものなのである。

マイモンの「思考における思考されないもの」は自己矛盾的で
．．
あるとする反論に対して、もし、我々が無意識的な諸理念を、我々

「思考はひたすら無意識から出発して思考する」（DR199; 邦訳

の知の獲得に対して構成的な一つの排他的能力に帰する場合―

ての諸理念の性格づけという点に関してはマイモンに賛同する。

―それが悟性であれ理念であれ――、「思考における思考されな

しかし、ドゥルーズは、諸理念を悟性のなかに位置付けること、

いもの」は矛盾しているように見えるだけであるとドゥルーズは

そして、悟性を無限にまで拡大することについては、マイモンに

応答する。つまり、我々が諸微分を、悟性の理念として考えよう
．．．．
が、理性の理念として考えようが、悟性あるいは理性が共通感覚

従わない。その代わりに、ドゥルーズは有限な自己のうちにある

（common sense）を構成する能力として定義されるかぎり、問

の微分的無意識が主体の同一性のうちに閉じ込められた領域で

題はないのである。簡潔に言えば、ドゥルーズによれば、共通感

はないことを把捉するのが重要である。これはむしろ、諸理念で

覚のモデルは、一つの上位の能力の立法下であらゆる能力が調和

満ちている、埋め合せることのできない裂け目、あるいは断絶な

的に一致するということを前提している。この条件下で、我々の

のだ（DR169-170; 邦訳下pp. 16-17）。ドゥルーズが注意して

認識能力の経験的な行使を立法する一つの能力は、「共同的な諸

いるように、「ドグマティズムの誤りは、つねに、分離するもの

能力の経験的な行使を打ち砕くはずの或る核の現前をおのれの

を埋めつくしてしまうこと」である（DR170; 邦訳下p. 17）。

内部で維持することができない」（DR193; 邦訳下p. 72）。共

マイモンは有限な悟性と無限な悟性とのあいだの連続性と同様

通感覚のモデルは、表象の力を逃れるような何かを許すものでは

に、感性と悟性とのあいだの連続性をも思い描いていた。これと

ない。

は反対に、ドゥルーズは諸能力間の区別を断固として主張してい

しかし、これは、思考が思考不可能な何かを見出すべきである
．．
という共通感覚の視点からだけでは理解できない。事実、これは

た。同一性の原理を探す代わりに、諸能力の調和的一致を保証す
．．．
るために、ドゥルーズは差異を、差異として（qua）「結びつけ

まさに、思考不可能なものであると同時に思考されなければなら

る」（DR170; 邦訳下p. 16）原理として肯定している。思考に

ない、我々の諸能力をそれらの限界まで押しやり、思考を共通感

おける差異を回復させるために、ドゥルーズは、我々は思考する

覚の制限から解放する、微分的諸理念の魔術的性質なのである

主体において裂け目やひび割れを導入する必要があると言って

（DR192; 邦訳下pp. 71-72）。ドゥルーズは、諸理念（Ideas）

いる。諸能力の調和的一致は、宙吊りにされねばならない。認識

が逆説的、あるいは問題的なものであり、諸能力を〔調和から〕
．．．．．
解体された超越的行使（transcendent exercise）へともたらす

諸能力のあいだの関係は、不和の一つというよりもむしろ、「不

ことができるものであると主張する。
「従って、重要であるのは、

かし、その最大の限界にまで押しやり、実効的に諸能力の調和的

共通感覚ではなく、かえって（逆説＝反臆見が良識の反対のもの

一致と表象の秩序を阻害する発生的諸要素こそ、まさしく微分的

であるといった意味で）
「パラ・サンス（逆感覚＝逆共通感覚）」

かつ問題的な諸理念である。しかしながら、マイモンの意識の微

である」（DR194; 邦訳下p. 75）。

分は、意識の微分が一つの全き同一性や、その原理の為すことが

下p. 89）。ドゥルーズは、無意識的な、準意識的な諸要素とし

微分的な無意識的現前の概念を展開する

53）

。〔ここでは、〕こ

調和の一致（discordant accord）」なのだ。我々の諸能力を動

ドゥルーズは、微分的諸理念が、ある特定の能力の排他的な対

未だその概念的規則に従って統合を生み出すことである悟性の

象でも、悟性あるいは理性の排他的な対象でも、その他のもので

なかに巻き込まれている限り、その機能を満たすことができない。

もないと主張している。そうではなく、諸理念は諸能力のいたる

ドゥルーズがライプニッツについての議論で注目しているよう
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に、危険なのは、表象が差異を支配することであり、差異は、無

ないだろう。ドゥルーズは、
「我思う」が思考のなかですでに「他

限に小さなものでさえ、無限に分析的な同一性のなかに統合され

者」であること――ランボーの有名な定式「私とは一つの他者で

てしまう。このことは、「同一的なものを無限そのものに対して

ある」におけるように――、それが思考における思考されぬもの

君臨させること」(DR264; 邦訳pp. 250-251)以外のなにもので

であり、有限な自己における非自己（nonself）であることを主張

もない。

している。カントは新たな形式――知覚の根源的−綜合的統一―

以上から、ドゥルーズが最終的には、「カントにおいてすら継

―で主体の同一性を取り戻そうとしていたのだが、ドゥルーズは

続せず、ポスト−カント主義の哲学にはなおのこと引き継がれて

「我々がほんの少し立ち入って考えてみたのは、思考の最高度の

いない人知れず閃光を放った契機」（DR58; 邦訳p. 168）にい

力の特徴たる正当な精神分裂病であり、これが概念によるすべて

たカントへ、つまり、時間の純粋で空虚な形式によって主体を引

の媒介やすべての和解を一顧だにすることなく、存在をダイレク

き裂くこと、それによって「我思う」と経験的な主体とのあいだ

トに差異へと開かせるものである」（DR58; 邦訳p. 169）こと

を区別することへと帰還するのは、おそらく驚くようなことでは

を認めたのだ。

――――
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的演繹の 26 節においてのみ、「直観の諸形式」と「形式的直観」のあいだの区別を導入しているという事実によって、
強調される。
34. マイモンは、意識が綜合を求めること、すなわち、「悟性によって多様なものとして（差異の統一によって）思考され
るような何ものかを与えねばならない」と主張している（Maimon, Essay, 130-131）。
35. ニック・ミッドグレイは、マイモンの『試論』への序文で、 「差異なしに、綜合は把握されえない。」と述べている。
（Maimon, Essay, xxxviii）参照。
36. 「「時間と空間はアプリオリな直観である」と想定したなら、それらはただ直観であるだけで、アプリオリな概念では
ない。時間と空間は、我々にただ関係の項をもたらし、そしてそれを用いて関係自体を直観的にするだけで、その使用
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の真理性や正当性はもたらさない。」（Maimon, Essay, 60）さらに、「すでに示されたように、直観は、アプリオリ
ではあるかもしれないが、しかし悟性概念とは異質なものであるので、我々はやはりその前提によって前に進むことは
できないのである……」（Maimon, Essay, 64）。Maimon, Essay, 35 も参照。
．．．．．．．．
37. 私は、彼の規定可能性の原理（principle of determinability）の方法（例えば、Maimon, Essay, 20; 258; 260）によ
る客観的綜合の根拠づけの試みを無視する。マイモンは、自身の規定可能性の原理によって、ア・プリオリな基準とし
て、また、数学的諸概念の綜合に対する充足理由（
「可能性の実在的根拠」
）としてさえもその役割を果たす、真に内在
的で、発生的原理を発見したと信じていた。しかし実は、マイモンは、外的に与えられたもの、つまり、最高次の「規
定可能なもの」としての空間なしでこれをなすことができなかったのである。しかも、規定可能性の原理は、客観的綜
合の問題に対する解決が是非とも必要な、経験の領域では全く使い物にならないのだ。従って、私は、マイモンが最終
的に、
「差異」あるいは「意識の微分」のような別の「高次の原理」を探す必要を感じていたとするマルシアル・ゲルー
に賛同する。Martial Guéroult, La Philosophie transcendantale de Salomon Maimon. Paris: Alcan, 1929, 53 参
照。
38. Carl B. Boyer, The History of the Calculus and its Conceptual Development. New York: Dover Publications,
1959, 12-13; 212; 216; 219 参照。
39. マルシアル・ゲルーの説明するように、「従って、直観の客体でも、意識の客体でもない、しかし、この意識の直観の
．．．．．
一般的 generic）
（そして発生的（genetic））要素である、意識の微分というものがあるのだ。」 Guéroult, Philosophie
Transcendantale, 60）.
40. カントにとって、ヌーメノンは、あらゆる現象の根拠をなす超感性的基体としての、理性の一つの理念である。これは
二つの意味で理解される。そのポジティヴな意味、つまり、事物それ自体の指示としてとられる場合には、ヌーメノン
は認識論的な観点からは承認されず、その理由は、概念によって規定されうる対象など存在しないからである。しかし、
．．．．．
カントは、ヌーメノンの概念が、それが限界づけ、あるいは「限界概念」（A255/B310-311）としてのネガティヴな
意味においてとられる場合には、重要な役割を果たすと認めている。そのようなものとして、ヌーメノンは、「与えら
れた概念を限界づける、他の諸認識との脈絡をもっている」（A254/B310）ものとして機能する。ヌーメノンは、実在
的対象あるいは所与の事物を指示しないが、統一あるいは客観的根拠を生み出すものとしてその役割を果たし、それと
の関係において、他の諸認識は綜合されうるのである。
41. Guéroult, Philosophie Transcendantale, 65 参照。Martial Guéroult, L’Évolution et la Structure de la Doctrine
de la Science chez Fichte, vol. 1, Paris: Les Belles Lettres, 1930, 115-117 も同様に参照されたい。
42. Maimon, Streifereien, 64.
43. Guéroult, Philosophie Transcendantale, 59; 84.
44. Guéroult, Philosophie Transcendantale, 84. Guéroult, Fichte, 122; 131 も参照。
45. Guéroult, Fichte, 122. こうしたマイモンに対する批判は、実際、Samuel Atlas, From Critical to Speculative
Idealism, 117 において確認できる。すなわち、
「というのも、
「与えられた」何ものかを持つことと、それについて意
識的でないことは、自己矛盾的であるからだ。
」
46. Guéroult, Fichte, 122.
47. Guéroult, Fichte, 126.
48. Guéroult, Fichte, 122; 131.
49. Jules Vuillemin, L’Héritage Kantien et la Révolution Copernicienne; Fichte, Cohen, Heidegger. Paris: PUF,
1954, 48; 49. 引用部分の英訳は筆者によるもの。
50. ドゥルーズが「諸理念（ideas）」を大文字で書いているということを考え、私はドゥルーズ研究で慣習となったこの表
記法を採用することにする。
51. 例えば、サミュエル・アトラスは、二つの可能性――無限の悟性における虚構としての微分あるいは現実的実在性――
は相互に排他的で、従って選択を必要とする、ということを明確に述べている。アトラスは、マイモンが微分の厳密に
理念的視点を持つものとして解釈されねばならないと主張している。微分は、「理性の理念」、つまり、「精神によっ
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て措定された諸原理から……実在性を演繹するという目的のために、精神によって発明された内在的な諸理念」として
理解されるべきものなのだ（Atlas, From Critical to Speculative Idealism, 118）。
52. しかしながら、ドゥルーズの口頭発表「ドラマ化の方法」に続く議論においてドゥルーズが明確に述べているように、
ドゥルーズの微分的無意識の概念が、「ライプニッツ的あるいはマイモンの無意識」と共存するものではないことは記
されてしかるべきである。“The Method of Dramatization” Desert Islands, 61（邦訳 pp. 126-127）
53. 特 に 1980 年 4 月 29 日 に ヴ ァ ン セ ン ヌ で 開 か れ た ド ゥ ル ー ズ の ラ イ プ ニ ッ ツ に つ い て の 講 義 を 参 照
（http://www.webdeleuze. com/php/sommaire.html） 。また、著作『襞』の第 7 章も参照されたい（The Fold.
Leibniz and the Baroque. Trans. Tom Conley. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993, chap. 7）。

Translater’s Notes
I.

以下に訳出したのは、Daniela Voss, Maimon and Deleuze: The Viewpoint of Internal Genesis and The Concept
of Differentials, Parrhesia, Number 11, 2011, pp. 62-74 の全文である。翻訳に関しては、訳者がフォス氏に直接
連絡を取り、許可を頂いた。この場でフォス氏に感謝申し上げたい。
〔

〕内は訳者が補った言葉を指す。本稿に引用さ

れているテクストのうち、すでに日本語訳のあるものは、出来る限り、そうした既訳を使用させて頂いたが、文脈を考
え、一部変更をほどこさせて頂いた。既訳者の方々に感謝するとともに御理解をお願いする次第である。特に、カント
の『純粋理性批判』
、マイモンの『超越論的哲学試論』
、ドゥルーズの『差異と反復』の引用に関しては、以下の翻訳に
依拠した。本文中では括弧書きで原典の頁数を示してある。（
『差異と反復』以外は、）翻訳にも原典の頁数が記されて
おり、当該箇所を参照していることをこの場で断っておきたい。なお、本文中で、
『差異と反復』参照・引用は、原文通
り、DR、
『純粋理性批判』は CpR、及び A 版、B 版の頁数で示してある。

・

イマヌエル・カント『純粋理性批判 上・中・下』原佑訳、平凡社、2005 年

・

ザロモン・マイモン『超越論哲学についての試論［含・解題］』平川愛訳、『知のトポス』3 巻、新潟大学大学院
現代社会文化研究科「世界の視点をめぐる思想史的研究」プロジェクト、2008 年、pp. 175-176

・

ジル・ドゥルーズ『差異と反復 上・下』財津理訳、河出書房新社、2007 年

また、フォスにはもう一つ、マイモンに関する論考がある。関心のある方は参照されたい。Daniela Voss, Maimon,
Kant, Deleuze: The Concept of Difference and Intensive Magnitude, Edited by Craig Lundy and Daniela Voss,
At the Edges of Thought; Deleuze and Post-Kantian Philosophy, Edinburgh University Press, 2015, pp. 6084.
II.

脚注では参照されていないが、
『差異と反復』以外で、ドゥルーズがマイモンについて最も長く言及しているのは、1956
年から 1957 年にかけて行われた「基礎づけるとは何か」 （Qu’est-ce que fonder?）と題された講義である
（https://www.webdeleuze.com/textes/218 参照）。同講義は、リシャール・ピナスが運営するサイトで閲覧可能
になっている（webdeleuze.com 参照）。また、フォスが本文中で言及している Kerslake（2009）には、同講義につ
いて一節が割かれている（Christian Kerslake, Immanence and The Vertigo of Philosophy; from Kant to Deleuze,
Edinburgh University Press, 2009, pp. 11-21）。なお、前注の Voss（2015）には、同講義への参照がある（Craig&Voss
（2015）, p. 77）。

III. ドゥルーズ、そして数学との関わりでマイモンの微分論を展開した Duffy（2013）もこのリストから外すことはできな
いだろう（フォスの論文は Duffy（2013）より以前のものであるので仕方がないが）。Simon Duffy, Deleuze and the
History of Mathematics; In Defense of the “New”, Bloomsbury, 2013. また Duffy（2013）には、ドゥルーズが
『差異と反復』でマイモンとともに取り上げている、ジャン・ボルダス＝ドゥムーラン（Jean Bordas-Demoulin）、
ユゼフ・マリア・ヘーネ＝ロンスキ（Józef Maria Hoëne-Wroński）に関しても記述があるので、大変参考になる（マ
イモン、ドゥムーラン、ロンスキを取り上げた論考もあるが、本人に直接連絡を取ってみると、「原稿を失くした」と
いうことである）。また、近年、日本のドゥルーズ研究においてよく参照されるアンヌ・ソヴァニャルグもマイモンに
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ついて書いた論考がある。Anne Sauvagnargues, The Problematic Idea, Neo-Kantianism and Maimon’s Role in
Deleuze’s Thought, Lundy&Voss (2015), pp. 44-59.
IV. このライプニッツの微分の規定に関しては、1684 年の論文「分数式にも無理式にも煩わされない極大・極小ならびに
接線を求める新しい方法、またそれらのための特別な計算法」を参照（『ライプニッツ著作集 2 数学論・数学』監修＝
下村寅太郎ほか、翻訳・解説＝原亨吉ほか、工作舎、1997 年、pp. 296-318）。また、高瀬（2015）によれば、ライ
プニッツの微分は、曲線に対する接線を引くための技術であるから、「必ずしも無限小量ではなく、有限量でもありう
る」（高瀬正仁『微分積分学の史的展開 ライプニッツから高木貞治まで』、講談社、2015 年、p. 66）。もともと dx
は任意に切り取られた何らかの線分を表すものなのだ。
V.

フォスの脚注（52）では、『無人島』所収の「ドラマ化の方法」が参照されているが、英訳書の参照頁が間違っている。
実際には、“The Method of Dramatization” Desert Islands, 115（邦訳 p. 245）である。そこでドゥルーズは、マイ
モンの微分の原理を、我々に実在を錯覚によるものだと思わせる原理だというフィロネンコに対し、錯覚もまた表象＝
再現前化のレヴェルで、すなわち構成されたものに関してでしか現れない、という立場を取っている。この流れで、ド
ゥルーズがプラトンに舞い戻っているのではないか、とフィロネンコは問うが、ドゥルーズはこれを「はい、おそらく」
と肯定しつつも、それが「後期の対話篇におけるプラトン」であることに注意を促している。ここから、ドゥルーズに
おける、後期プラトン思想の前・中期プラトン思想に対する関係、そして、マイモン『超越論的哲学試論』のカント『純
粋理性批判』に対する関係は、（おそらく）ともに「脱根拠化」として整理されるだろうが、これについては機会を改
めて論じてみたい。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告】
DG-Lab 公開実験「DG-Lac(an)」の様子
木元竜太

―――――――――――――――――――――――――――――――――
2016 年 12 月 3 日、クロスパル高槻（総合市民文化センター）

ンチ・オイディプス』が刊行された 1972 年あたりを境にして、

にて、DG-Lab 公開実験「DG-Lac(an)」が開催された。当日は

精神病と神経症の鑑別診断を何よりも重視していた 50 年代、60

大盛況であり、定員は 50 名であったが、ほぼ満席となるような

年代のラカンの理論からは大きく変遷したというのである

状況であった。第 1 部「言語・連鎖」では、ゲストの松本卓也氏

もしこの仮説が正しいのであれば、
『アンチ・オイディプス』はま

と当研究会の小倉拓也氏が登壇し、第 2 部「政治・分析」では、

さにラカンが成し遂げようとしたことを先取りして代弁した書

ゲストの上尾真道氏と、同じく当研究会の山森裕毅氏が登壇した。

物として新しい価値がそこに見出されるであろうし、後期ラカン

また、司会者は当研究会の福尾匠氏が務めた。2016 年は、ジャ

にしてもまた革新的な精神分析家としての価値をそこに見出す

ック・ラカンの主著『エクリ』
（1966 年）が刊行されてからちょ

ことができるであろう。さらに、上尾真道氏の『ラカン

うど 50 年であり、この公開実験は、そのことを踏まえ、ドゥル

パトス』も 2017 年 3 月に刊行され、ラカン界隈はより一層の賑

ーズ＝ガタリ（グァタリ）の思想と、ラカンの精神分析の奇妙な

わいを見せている。はたしてドゥルーズ＝ガタリとラカンの関係

接点を探究していく、というものである。両者のあいだに大雑把
．． ．
に共通項を見出す、あるいは対立軸（互いにアンチ an である）

はどのようなものだったのか。

2）

。

真理の

を立てるという試みは、一見すると、両者の差異を明らかにする
という点では有益であり、なおかつ穏当な解決法のように思える。
しかし、この実験の目的は、それだけに拘泥するものではなく、
ドゥルーズとガタリ、そしてラカンの関係そのものについて問い
直すことである。すなわち、ドゥルーズ＝ガタリとラカンは、互
．．．． ．
いに欠けている Lac ものを埋め合う補完関係にあるのか、はたま
．． ．
た各個人の思想ひとつ an として扱うべきなのか、と。
ドゥルーズ＝ガタリとラカンの関係を象徴する出来事として、
『アンチ・オイディプス』刊行後のラカンの言動が挙げられる。

左から福尾氏、山森氏、上尾氏、松本氏、小倉氏

ラカンはこの著作に対して激怒し、フロイト派に対して著作への
一切の言及を禁ずる箝口令を敷いた。ラカンは、愛弟子ガタリと、

当日の発表の内容について触れていこう。松本氏の「「シニフ

自分が評価していた哲学者ドゥルーズの裏切りに相当堪えたよ

ィアンの論理」再考――ラカンにおける構造と歴史」は、構造主義

うで、1972 年以降、
《オイディプス》の相対化に重点をシフトさ

者の代表格である（と見なされることが多い）ラカンが、
「構造」

せていく

1）

。すなわち、ドゥルーズ＝ガタリが、フロイト以来の

が非歴史的であるというサルトルからの批判に対して、神経症者

エディプス・コンプレックスや神経症中心主義を引きずる、旧態

の症状が家系における負債の歴史の伝承によって引き起こされる

依然としたフランス精神医学界に、
『アンチ・オイディプス』の刊

こと、すなわち、個人の主体としての位置が上の世代の語りの中で

行によって一石を投じた、というのが従来の見方であった。

決定されている、という反論を試みることから始められた。そこで

しかし、2015 年に松本卓也氏の『人はみな妄想する――ジャッ

は、通時的な歴史が共時的に（非歴史的に）現れる中で無意識の主

ク・ラカンと鑑別診断の思想』の刊行によって状況は一変する。

体が現れていくことを見出すのである。それは、
「シニフィアンの

実は、ガタリが提示した神経症のスキゾフレニー化などのアイデ

現行の使用」の中で主体の歴史を読み取ることであり、共時的な構

アに対して、むしろラカンは共鳴し、後期ラカンはドゥルーズ＝

造へと変換されるものである。最後に、その「シニフィアンの論理」

ガタリにかなり近い位置にあった、というのである。つまり、
『ア

とガタリが爆破しようとした「構造」の近似性を導き出す作業をお
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こなった。

ラカンとマルクスの近似性から「享楽」といったものを政治的な

この松本氏の発表を聞いて私が感じたのは、構造主義者として

面から考察できること、さらに精神分析そのものとマルクスとの

位置づけられることの多いラカンを、後期ラカンを精査すること

共通点を抽出し、壮大な地理哲学が展開された。

によって新たなラカン像を一貫して描き出そうとしているという

この発表はシニフィアンやエクリチュールなど「ことば」がも

ことである。特に、冒頭のラカンのインタビューの引用によって、

つ、ある種意外な政治的な側面を描き出しているように感じられ

この発表の全体像が極めて明快になっており、とても惹きつけら

た。単に政治哲学的な言説をなぞったものではなく、ラカンやド

れる内容だった。

ゥルーズの文献を丹念に読み込んだうえで議論が展開されたも
のであり、非常に興味深かった。

松本卓也氏

小倉拓也氏
上尾真道氏

山森裕毅氏

次に、小倉氏の「部分的依存と半-偶発――ドゥルーズにおける
「連鎖」概念の行方」についてである。ドゥルーズの著書では『ア

最後の山森氏の「カフカ式スキゾ分析について」は、主にフェ

ンチ・オイディプス』
、
『シネマ 2』などで「マルコフ連鎖」が用い

リックス・ガタリによって提示される「スキゾ分析」の実践にお

られており、他に、
『差異と反復』や『意味の論理学』においても

ける有効性を考察するものであった。「スキゾ分析」はスキゾフ

関連した議論が展開されている。ドゥルーズの文脈で用いられる
．．．．．．
マルコフ連鎖は、レイモン・リュイエを経由し、決定か偶然かとい

レニー化することを目指す精神分析の方法のことである。たとえ

う二者択一ではないような、両者が入り混じった状態での連鎖で

ラノイア（モル的）とスキゾフレニー（分子的）の区別が重視さ

ある。ただ、この「マルコフ連鎖」は『アンチ・オイディプス』で

れ、その中でもとりわけ後者を重視する。オイディプス的な因縁

言及されているように、ラカンの功績であるというのだ。この発表
では、ドゥルーズの連鎖概念の行方について、
「カオスに抗する闘

から逃れること、すなわち、パラノイア的父から神経症的息子を
．．
逃走させることなのである。この発表で取り上げられている『カ

い」
、
「ラカンのシニフィアン連鎖」
、
「リュイエのジャルゴン」など

フカ――マイナー文学のために』は、カフカの作品を題材にして、

の観点から考察し、そこにラカンによる貢献が見られることを示

その逃走のプロセスを追ったものである。個人的な事件が政治的

した。

なものに直接関わるという「ミクロ政治学」によって、この分析

ば、
『アンチ・オイディプス』では精神病と神経症の区別よりもパ

この「マルコフ連鎖」は『アンチ・オイディプス』第 1 章におけ

のプロセスの中に革命が織り込まれていることを示した。

る欲望のコードの議論に大きく関わるものであり、個人的に大変

ガタリについて扱った研究は稀少であり、ドゥルーズではなく

注目していた発表であったが、ドゥルーズに出てくる「マルコフ連

ガタリに焦点を当てることで、ラカンとの関係がより深く見えて

鎖」についてここまで詳細に扱った研究は他にないだろう。

きた。

続いて、第 2 部の「政治・分析」の上尾氏の発表「忘却の政治：

各発表の論点はどれも明快であり、発表とセッションというか

あるいは「書かれないことをやめない」ものの周りで」に移る。

たちの中で、より議論が活発となるような素材が豊富に提供され

70 年代のラカンとドゥルーズ＝ガタリの交錯の政治的意義を

ていた。各発表者への質問は途絶えることなく、いかに関心をも

「忘却」というキーワードから読み解いたものである。エクリチ

たれるようなテーマであったかがうかがえる。今回の公開実験で

ュールを端緒とするラカンにおけるシニフィアンの問題を、S1 と

は、ラカンの側から見たドゥルーズ＝ガタリ、ドゥルーズ＝ガタ

S2 のあいだに絶えず引かれることになる（
「書かれないことをや

リの側から見たラカンを照応することで、両者の新たな側面が見

めない」）欲望の線と呼ばれるものの観点から考察されていた。

えてきた。無論、公開実験という形態をとる以上は議論が混乱し
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て収拾がつかなくなるなどのリスクを抱えているものの、そうし

が必要なのかもしれない。

た混乱をある程度予想しつつ、それを楽しんでしまうような余裕

全体討議の様子

――――
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