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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  

――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 

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

ンチ・オイディプス』（1972年）に代表される精神分析批判によ

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

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

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

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、

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

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

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

考える。とはいえ、1970年代以降の「もうひとりのラカン」の

歩みに、当時のドゥルーズとガタリ――とりわけドゥルーズ――

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

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

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

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

るのが「連鎖 chaîne」の概念である。 

ドゥルーズとガタリは、『アンチ・オイディプス』において、ラ

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・

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

(Markoff)」の概念を導入している。ドゥルーズはそれ以降、『シ

ネマ 2』（1985年）や『フーコー』（1986年）などで、言語、形

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

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

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

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

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）

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、

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

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

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

あらゆるものと連鎖する n’importe quoi s’enchaîne avec 

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

性 régularité」  4）によってミニマムな秩序を敷くことに置かれて

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、

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

るのである。 

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

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

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

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、

実は、ラカン自身、「『盗まれた手紙』についてのセミネール」

（1966年）においてすでに、シニフィアン連鎖を明示的にマル

コフ連鎖として構想しているのである  5）。実際に、ドゥルーズと

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

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、

その功績を評価している  6）。もちろん、これによってドゥルーズ

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

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

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

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』

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

は信じている。 

 

１． ドゥルーズの秩序指向性 

 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

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

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

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

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

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。 

 

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

かり秩序を要求する。 7） 
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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

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

いという。ドゥルーズは次のように定義している。 

 

  カオスは、無秩序によってではなく、むしろ、そこに輪郭を

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

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。

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

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。 8） 

 

 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

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

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

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

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

異と反復』（1968年）や『意味の論理学』（1969年）などの 1960

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

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

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、

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

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

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」  9）と定義するので

ある。 

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

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

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

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

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

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、

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

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

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

が、哲学、科学、芸術によって、共立的なもの、準拠づけられた

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

出さない「空虚」でしかないのだ。 

 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、

「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

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

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

であることが分かる  10）。上記の哲学、科学、芸術のいずれかに

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

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

からのある種の形態化を遂行するものだと言える。 

 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

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。 

 

２．ラカンのシニフィアン連鎖 

 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

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

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

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、

1913年の論考で、アレクサンドル・プーシキンの韻文小説『エ

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

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

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

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

かったらしいが  11）、マルコフ連鎖はそのような時間的側面こそ

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

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

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

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

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

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

状態にある程度依存するのである 12）。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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せとして理解する連合主義的心理学への批判がある  13）。マルコ

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

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。 

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

‐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

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

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」  14）。ラカンによれば、エルンストは、母

が現れたり消えたりする「厳密に「偶然的な」」  15）出来事を、糸

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

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「＋ ＋ 

＋ － ＋ ＋ － － ＋ － etc.」 16）という例を与えているが、

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

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

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

る絆もないということである。 

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 17）。 

 

 

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

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

ード化すると、次のようになる。 

 

＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ － － ＋ － etc. 

          ３  …… 

               ２ 

１ 

 

この数字の行列を一列に生成させると次のようになる。 

 

＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ － － ＋ － etc. 

１ ２ ３ ２ ２ ２ ２ ３ …… 

 

 注目すべきは、このとき、＋と－の厳密に偶然的な生起に付随

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

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

な連鎖は次のように図示される 18）。 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。 

 

３．リュイエの「ジャルゴン」と「くじ引き」 

 ドゥルーズが、『差異と反復』および『意味の論理学』で、とり

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

１ ２ ３ 

同じ並び 半端な並び 交代する並び 

＋＋＋ ＋＋－ －－＋ ＋－＋ 

－－－ ＋－－ －＋＋ －＋－ 
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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

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

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

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

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。 

 

  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

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

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

する基本テクストは『盗まれた手紙』）。 22） 

 

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

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

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

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

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

る。 

 

この連鎖がシニフィアン〔意味的〕と言われるのは、それが

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

はシニフィアン〔意味的〕ではない。コードはひとつのラン

ガージュよりもひとつのジャルゴン jargonに似ており、多

義的な開かれた形態化である。 23） 

 

 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

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

（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

である。ドゥルーズはそのような記号を「非意味的要素」 24）と

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

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

したいのは、ここでの「ジャルゴン」、引用内の「開かれた形態

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

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

自身の議論のなかで用いているものである。 

リュイエは、『生物の形態の発生』（1958年）で、環境からの

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」 25）と呼び、その「開かれた形態

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

よれば、マルコフ連鎖とは「偶然と依存の混成体」 26）であり、

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

イエのくじ引きは次のような一般的規定を持つ。 

まず、あるくじ引きにおいて、各引き T1、T2、Tn は、引きご

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

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、

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

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、

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

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

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

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

おこう。それは以下のように設定されている。 

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

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

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

ファベットが記載されている。つまり、箱 IBには、IB～ではじ

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

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

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

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

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

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

妙な言葉」、「くずれた言葉」といったニュアンスで、「言語もど

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

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

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。

それが仮に T2＝BUS だとすれば、次は（最後の二文字である）

US の箱からランダムに引く。以下、T3＝USC → 箱 SC、T4＝

SCE → 箱 CE……と繰り返しいくと、最終的に IBUS CENT 

IPITIA VETIS IPSE CUM VIVIUS SE ACETITI DEDENTURと

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

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

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

ルやマラルメのジャルゴンを語らう「模倣者 pasticheur」が現出

するという 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

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

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

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

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

頭に置かれているのである。 

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、

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。 

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

「『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

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。 

 

I B U S C E N T I P etc. 

          T3  …… 

               T2 

T1 

 

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

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

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

ことだろうか。 

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

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

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

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

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

然的現象」なのである。 

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

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

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。

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

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

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

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

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

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」

があるのだ。 

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、

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

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。 

 

 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

コフ連鎖」（部分的に依存的な偶然的現象）として主張する

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

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

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

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

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

るのは、それら諸要素がくじ引きの連鎖や、部分的依存や、

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

だけである。 31） 

 

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

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、

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

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

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

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

て語ることは十分に可能」 32）なのである。 

 

４．その後の展開――〈形象〉と歴史 

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

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

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

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

ころにいること、そして 1960 年代の「『盗まれた手紙』につい

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

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

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・

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

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

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」

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

れていくことになる。 

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

する『感覚の論理学』（1982年）の〈形象〉論である。ドゥルー

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

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

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

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」

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

的、偶発的、自由な、偶然的な」マークや描線であり、それらは

「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

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

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

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

「台無し」」 34）しか帰結しないのである。 

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

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

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

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

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。 

ドゥルーズは、このような「中庸」のための節度、慎重さ、そ

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

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

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

る。 

 

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

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。

 36） 

 

さらに次のように書かれている。 

 

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

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

‐連鎖の継続におけるように、第一の試行によって部分的

に決定された条件の下で行われる。 37） 

 

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

れており、「力の諸関係の総体」と規定される。そこでは、「突然

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

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

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

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

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）。 

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

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」

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

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。 

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

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。

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。 

 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

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

る。 

 

結語に代えて 

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

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

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

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

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

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

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

あればいいのだが。 

 

―――― 
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