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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‐
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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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は非シニフィアン的記号論や言表行為の集合的アレンジメント（「言表行為の主体は存在しない」）といった概念を作り
出していくことができた。
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14. Ibid, p. 86. （同上、95 頁）
15. Ibid, p. 86. （同上、95 頁）
16. Ibid, pp. 82-83. （同上、91-92 頁）
17. Ibid, p. 88. （同上、97-98 頁）
18. 『カフカ』では長編小説の主人公を統一的に K で表している。実際には『失踪者』の主人公はカール・ロスマンであり、
『訴訟』はヨーゼフ・K であり、
『城』だけが K である。
『カフカ』において K という統一的な表記が選ばれたのは、長
編小説の主人公たちが K の増殖であると理解されたからであろう。そしてこの K はカフカの K でもありうる。
19. Ibid, p. 97. （同上、110 頁）
20. 分解、増殖、隣接性、コネクターというスキゾ分析の概念群を得た後では、カフカの「掟の門前」について次のように
考えることが可能になる。
「掟の門前」は 1914 年に短編として雑誌に公表されたものである。同時期に長編『訴訟』の執筆が行われており、
「掟の門前」は『訴訟』の一部に組み込まれることになる。カフカの短・中編小説と長編小説の差異に関するガタリの
理解に従うならば、短編としての「掟の門前」は袋小路に閉ざされる作品となる。それに対して「掟の門前」を含み込
む『訴訟』は、その袋小路に出口を見出し、開いていく作品となっているはずである。
短編「掟の門前」とは、男が掟の門前までやって来たのだが門番によって門を通ることを許可されず、門前で許可を
待ち続けて結局死に絶えるという話である。法という抽象的なものと人という個別具体的な存在者との関係をめぐる寓
話となっていて、さまざまな解釈を喚起した作品である。
『訴訟』では、この寓話が裁判所に対する誤解を示すものだと
して、監獄つき教戒師（権力機構の一構成員）によって被告人ヨーゼフ・K に語られる。この寓話が語られた後、この誤
解がどういう内容か（誤解しているのは門前で待ち続ける男か門番か、彼らは何を誤解しているか）について教戒師は
さまざまな解釈を語ることになる。ここではそれをスキゾ分析の見地から考察してみよう。
この誤解とは、端的にいえば、掟（法）と裁判所（司法機関）を取り違えているというものである。
『カフカ』の議論
によれば、法は外見上の運動でしかなく、ひとが具体的に関わるのは司法機関という機械状アレンジメントということ
になる。
「掟の門前」を一読する限りでは、この寓話が男と門番の間で「法に入ること」に焦点を当てた謎めいた対話と
して読める。しかし、門番がいうには、無事最初の門をくぐったとしても、その内部は広間から広間へと続き、その部
屋ごとに門番が立っている。しかもそれがどこまで続くのかは語られていない。このことは、門の先もまた部屋がいく
つも存在するのであり、部屋という切片の分解・増殖・隣接性があることを示唆している。そしてこれはカフカが『訴
訟』で描き出す司法機関のアレンジメントの特性と同様である。カフカ＝ガタリにとっては門をくぐることだけに焦点
があるのではない。さらにその先、その先へと通り抜けていくことに関心がある。
スキゾ分析の観点からいえば、この寓話は「司法機関」の門前を「掟」の門前として誤解したために、門前という切
片の袋小路に封鎖され、逃げ場なく死ぬ話だといえる。そのため、寓話が喚起しているとされる「法に入るとはどうい
うことか」という問い自体が誤解に基づく立てられ方をしたものといえる。実際に問うべきは「この門を通過するため
に機能するコネクターとは何か」ではないだろうか。結局、
「掟の門前」にはコネクターは登場せず、そのため状況は打
開されない。それに対して『訴訟』は数多くのコネクターがヨーゼフ・K をさまざまな切片へと通過させることになる。
このように見れば、
「掟の門前」は『訴訟』の効果的な隠喩ではなく、むしろ乗り越えられるべき先入見なのではないだ
ろうか。
21. Ibid, p. 105. （同上、118 頁）
22. 池内紀は『城』の翻訳のあとがきでカフカの次のようなエピソードを挙げている。「通りでは毎日のようにデモがあり、
さまざまな集会が開かれていた。身近にカフカを見ていた人が語っているが、ある日、傷害保険協会に投げ込まれたア
ジビラにカフカはざっと目を通すと、屑籠に投げ込んだ。ビラに名前を並べた者たちについてたずねられると、
「階級闘
争の成金たち」と、小声で答えたという。
」
（カフカ、
『城』、池内紀訳、白水 U ブックス、2006 年、460 頁）
23. ガタリであれば、デモのような群衆的な運動をモル的なもの、あるいはマクロ的なものと解して、それに対する無関心
と捉えるかもしれない。または反体制的な運動に対して、父に抵抗する息子（オイディプス的問い）のアナロジーを見
るのかもしれない。あるいは『アンチ・オイディプス』にあるように階級闘争を利害関心による闘争でしかないとして
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評価しないと考えることもできる。
24. Ibid, p. 19. （同上、15-16 頁）
25. Ibid, p. 105. （同上、119 頁）
26. 今回扱うことのできなかった重要事項は、
「マイナー文学」、
「言表行為の集合的アレンジメント」
、
「パラノイア的超越的
法とスキゾ的内在的な法の差異」、「独身者の機能」、「ブロック」という考え方、そして「欲望」である。これらに関し
ては別の機会に取り組みたい。
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