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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  

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
はじめに 

 『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

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

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

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

に関する道徳について語っている。 

 

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

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、

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

いということ以外ではない。（LS p. 174/上 259 頁） 

 

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

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

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

（1）。 

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

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、

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

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

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

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

語っている。 

 

「君の不幸の人間になれ。君の不幸の完全性と閃光を受肉

することを学べ」。これ以上のことは言えないし、一度も言

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

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

息子になること、そして、それによって再び生まれること、

出生をやり直すこと、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、作品そのものを生産するからである。（LS pp. 175-

176/上 260-261 頁） 

 

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

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

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

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

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

に意志することである」（LS p. 168/上 249 頁）。このように、

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

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

か、『意味の論理学』に即して理解することは容易ではない。 

そこで、本稿では、『意味の論理学』で示されるストア派／ブス

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）。

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

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

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

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

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

（第三節、第四節）、最終的に、ドゥルーズが採る道徳論におい

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

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

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

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

たい。 

 

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

て 

 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

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

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

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

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

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/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

とではじめて測定されるのである。 

 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

れる（3）。非物体的なものは、物体とともに見いだされるが、そ

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

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

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

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

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

「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

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

面上で見出される非物体的なものを区別するのである。 

 

出来事は観念的／理念的〔ideal〕である。ノヴァーリスが

語ったことであるが、観念的／理念的な出来事と現実的で

不完全な出来事の二つの列がある。たとえば、観念的／理念

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

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. 

68/上 106 頁、原文ママ） 

 

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

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

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

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

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

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、

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

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

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

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、

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

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

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」

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

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

粋な非物体的なものの間に位置付けられるのである。 

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

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

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

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

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

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

る。これを表に表わせば次の通りになる（表１）。 

 

表 1 

 

 

２．自由の所在 

 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

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

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

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

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

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

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、

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。 

 

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

定するということである。すなわち、賢者は、道徳の二つの

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。

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

るから自由なのであり、別の機会には、賢者の精神が、結果

／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

特殊な関係を演ずるから自由なのである。（LS p. 198/上

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〕
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294-295 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

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

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

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

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

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

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

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、

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

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

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

25 頁）。 

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

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

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

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

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

だからである。 

 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

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。 

 

３．運命との同一化：物体の側における自由 

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

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、

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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、

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

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

体性を「全混在〔tout mélange〕」とし、これをストア哲学の自

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

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）。 

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

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

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

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

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

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

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、

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

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、

ドゥルーズの「誤読」が認められるのである（8）。 

 また、こうした物体の側での自由は、アルトーの「叫び」や「器

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

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

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

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

の途方もない言葉を発見した唯一の者である」（LS p.114/上

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

自由を探究するのである。 

 

４．非物体的なものの自由 

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

るのか。 

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

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

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

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

な関係性をみいだすことができるのである。 

 

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

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

れ、結果は、表面で別の特殊タイプの関係を維持する。運命

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

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、

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

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

は、相互に準‐原因性の関係に入り込み、その集合全体とし

てそれ自身非物体的な準‐原因との関係に入り込む。（LS p. 

198/上294頁） 

 

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、

「（日が）明ければ、明るい」といった複合命題における、二つの

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

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

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。そして、この原因性が「準‐原因」と呼ばれることになる。 

 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、

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

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

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

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

来事は相互に表現し合うためである。 

 

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

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

い。（LS p. 208/下 9 頁、原文ママ） 

 

たとえば、カエサルという事物の状態は、「（ルビコン河を）渡

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

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、

「（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。

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

「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

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

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

していると論じるのである。 

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

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

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

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

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

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

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

されるのである。 

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

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

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

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

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

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

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

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、

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

い。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

て「高所」が提示されるが（12）、そこへの上昇を目指す態度は、

「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

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

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

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、

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

とはないのである。 

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

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）。 

 

表2 

 

 

 それでは、『意味の論理学』が提示するストア派／ブスケ的態

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

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

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

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

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

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、

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

について、順にみていこう。 

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
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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

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

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

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

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

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

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

されないことが関係している。 

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

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

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

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

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

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

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、

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

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

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

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

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

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

と」が実現に導かれるのである。 

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

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

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

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

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

〔l’immaculée conception〕」と表している。 

 

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

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

るなら、出来事は、その最も細い尖端において、手術刀にお

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

女懐胎／穢れなき御宿りの効果である。（LS p. 175/上 260

頁） 

 

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

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。

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

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。

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

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

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」

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

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

とができるのである。 

 

６．出来事の意志を養う傷 

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

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

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、

『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

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

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

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

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

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。 

 

しかし、出来事が物体的原因の深層によって、また、物体的

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、

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

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

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。

準‐原因は創造しない。準‐原因は、「操作し」、そして、到

来するものを意志するだけである」（LS p. 172/上 256 頁、

原文ママ）。 

 

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

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

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

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

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

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、

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

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

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

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

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

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

で、思考の自由は担保されるのである。 

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

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

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‐原因との同一化による自由がある。「運命愛が自由な人間の

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/

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、

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

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

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

その自由なのである。 

 

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、

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息子になること、そ

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、

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

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

産するからである。（LS pp. 175-176/上 261 頁） 

 

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

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

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

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

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

ることを）意志する」と「（傷を）受肉する」という準‐原因の関

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

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

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、

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

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

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

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

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

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

ろうか」（LS p. 174/上258頁）。 

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

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

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、

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

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、

ここに、自由が宿るのである。 

 

おわりに：ドゥルーズの実現主義、または現世主義 

 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

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

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

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

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

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。

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

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

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。 

 まず注意されたいのは、『意味の論理学』では、表向きは、カン

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

いるということである（LS p. 152/上225頁）。つまり、本稿の

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

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

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

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

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

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

る。 

 『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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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、

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

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、

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

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

勝利が示される。 

 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

寵に「値する」ことが予め求められている（20）。そこでは、あら

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

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

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

て理解されてしまうのである。「〔……〕そして、神の形態は、カ

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

ける分離を保証する」（LS p. 205/上305頁）というわけである。 

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

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。

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

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

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

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

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

「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

因が準備する〈御言葉／動詞〉〔Verbe〕による「穢れなき御宿り

／処女解体」の結果／効果として、「出来事の息子」を論じ（21）、

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

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

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

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

なき教会論が示されるのである。 

 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

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

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

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。

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

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

もしれない（22）。しかしながら、『意味の論理学』では、この出

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

据えられるのである（23）。 

 

―――― 

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）。 
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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） 

 

文献表 

＊ 邦訳があるものはそれを参考にした。引用に際しては、原著、邦訳の順で頁数を指示しているが、一部訳を変更したも

のもある。 

 

アウレリウス、マルクス［1968］『自省録』『世界の名著 13 キケロ エピクテトス マルクス・アウレリウス』鈴木照雄

訳、中央公論社。 

Bréhier, Émile［1908］ La thérorie des incorporels dans l’ancien stoïcism, Vrin/『初期ストア哲学における非物体的

なものの理論』江川隆男訳、月曜社、2006 年。 

Deleuze, Gilles［1969］ Logique du sens, Minuit, 1969/『意味の論理学』（上・下巻）小泉義之訳、河出文庫新社、2007

年（LS と略記）。 

江川隆男［2006］「出来事と自然哲学――非歴史性のストア主義について」月曜社。 

Goldshmitdt, Victor［1953］ Le systèm stocïen et l’idée de temps, Vrin. 

カント、イマヌエル［2000］『たんなる理性の限界内における宗教』北岡武司訳、岩波書店。 

近藤智彦［2008］「「出来事」の倫理としての「運命愛」――ドゥルーズ『意味の論理学』におけるストア派解釈」小泉義之、

鈴木泉、檜垣立哉編『ドゥルーズ／ガタリの現在』平凡社。 

中島義道［2005］『悪について』岩波書店。 

大貫隆［1999］『グノーシスの神話』岩波書店。 

小倉拓也［2013］「出生外傷から器官なき身体へ――ドゥルーズにおけるメラニー・クライン受容とその限界」日仏哲学会、



 

38 

  

2013 年。 

――――［2015］「ジル・ドゥルーズの哲学における意味と感覚の理論についての人間学的探究」大阪大学大学院人間科学

研究科。 

共同訳聖書実行委員会訳『ヨハネによる福音書』1987 年。 

Voelke, André-Jean［1973］L’idée de volonté dans le stoïcisme, PUF. 

  


