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【報告】 

 DG-Lab × ドゥルーズ研究会 合同研究会のレポート 

内藤 慧 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

2017 年 11 ⽉ 18 ⽇（⼟）、19 ⽇（⽇）、慶応⼤学三⽥キャン

パスにおいて、関⻄を拠点に活動する DG-Lab と、関東を拠点に

活動していたドゥルーズ研究会による合同研究会が開催された。

これは DG-Lab のメンバーである筆者 ・内藤が東京のいくつかの

⼤学を拠点に開催していたドゥルーズ研究会に対する、DG-Lab

の他のメンバーからのアプローチによって実現したものである。

本来、DG-Lab は必ずしも活動領域を関⻄圏に限定しているわけ

ではなく、広くドゥルーズに興味を持つ⼈々の間で読解上のコン

センサスを形成し、交流することを⽬的としていたが、もちろん

実際に関東圏からの参加者もいるとはいえ、実状としては⼤阪⼤

学の院⽣が中⼼の研究会である（だが⼤学関係者のみならず、

ドゥルーズに興味を持つ社会⼈の⽅々が複数⼈継続的に参加し

ていることは DG-Lab の良い特⾊だと⾔えよう）。⼀⽅でドゥ

ルーズ研究会の側でも、関東圏に限定したとしても所属⼤学やゼ

ミを越えたオープンなドゥルーズ研究者のコミュニティが存在

しないことを問題視していた。それゆえ合同研究会によって関

⻄ ・関東の垣根を越えた交流の場が設けられることは、どちらに

とっても魅⼒的であった。 

 合同研究会は２⽇間に渡って開催された。１⽇⽬は読書会形式

をとり、担当者によるレジュメを基にして議論する形で読解を進

める形で、ドゥルーズによるそれほど⻑くはない 2 つのテクスト

を扱った。2 ⽇⽬は発表会形式をとり、2 ⼈のドゥルーズ研究者

がそれぞれに研究発表を⾏い参加者を交えてのディスカッショ

ンを⾏った。以下はそれぞれのセクションの簡易的なレポートに

なる。 

 

【1 ⽇⽬】読書会 

➀「欲望と快楽」（ 『狂⼈の 2 つの体制』所収）︓担当者・内藤慧 

 

「欲望と快楽」は、1977 年にドゥルーズからフーコーへと宛

てられた⽂章である。『フーコー』（1986）以前の段階でのドゥ

ルーズによるフーコー理解と、ドゥルーズ⾃⾝が理解する限りに

おけるドゥルーズとフーコーとの間の思想上の距離とが、「権⼒

装置」や 「ミクロ分析」といったフーコーに独⾃の概念の解説と、

それに対する 「アジャンスマン」や 「欲望」といったドゥルーズ

に独⾃の概念の対置によって、確認される重要なテクストである。

フーコーがミクロ分析の対象とする権⼒装置のレベルに対して、

それら権⼒装置を配置するものとして 「アジャンスマン」と、そ

れと⼀体になっている 「欲望」とを導⼊し、むしろ 「欲望」こそ

がミクロ分析の対象である、と主張するドゥルーズは、後に 『ミ

ル・プラトー』において明⽰する諸概念を先取りして説明してい

る。「欲望と快楽」はフーコーとドゥルーズという２項関係のみ

ならず、この時期のドゥルーズ⾃⾝の哲学を極めて分かりやすく

解説したテクストであると⾔えるだろう。以下、読書会を通して

の同テクストの⼤まかな整理である。 

 

・フーコー ︓ミクロ分析⇒権⼒装置／ドゥルーズ ︓ミクロ分析⇒

欲望 

・フーコー ︓欲望＝⽋如、ドゥルーズ的欲望＝フーコー的快楽︖

／ドゥルーズ︓欲望＝器官なき⾝体、アジャンスマンと⼀体 

・権⼒装置＝欲望の変状、欲望が⼀次的であって権⼒装置は⼆次 

的 

・快楽は欲望のプロセスを中断してしまうので、避ける必要があ

る 

 

➁ 「ザッヘル・マゾッホからマゾヒズムへ」 （ 『書簡とその他のテ

クスト』）︓担当者・得能想平 

 

「ザッヘル・マゾッホからマゾヒズムへ」は近年刊⾏された 『書

簡とその他のテクスト』という著作群に収録されたテクストで、

ドゥルーズ⾃⾝が著作の形で出版したものではない。得能⽒はこ

のテクストが書かれた時期 （1961）が処⼥作 『経験論と主体性』

（1953）から 『ニーチェと哲学』 （1962）の間の、いわゆる 「空

⽩の 8 年間」に該当すること、『ザッヘル・マゾッホ紹介』 （1967）
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が書かれる 6 年前であることを指摘し、最初期ドゥルーズ哲学か

らのドゥルーズ思想の変遷を考える上での同テクストの重要性

を指摘した。マゾッホとサドの対⽐から少なからずサドに対する

⾔及も多い 『ザッヘル・マゾッホ紹介』に対して、「ザッヘル・マ

ゾッホからマゾヒズムへ」ではマゾッホの著作に関する⾔及が中

⼼となる。両著作には共通するトピックも多いが、例えば 「ザッ

ヘル・マゾッホからマゾヒズムへ」で提⽰されるマゾヒズムの美

学的側⾯／契約的側⾯／歴史的側⾯という３区分についての⾔

及は、『マゾッホ紹介』の中では同じテーマを論じていたとして

も明⽰的な区分けとして採⽤されてはいないなど、両著作間のよ

り精査な⽐較研究が求められるだろう。得能⽒はまた、「ザッヘ

ル・マゾッホからマゾヒズムへ」においては、ドゥルーズが 「病

者を正当化すること」、「象徴に含まれる超現実的なものを利⽤し

て、われわれの⼈格の無視された要素に、ふさわしい発展をもた

らすこと」としての 「治療」概念を⽰していることに注⽬してい

る。60 年代初頭の段階でのドゥルーズのテクストに明確な「治

療」概念への⾔及があることは、ガタリとの共著に代表されるよ

うな 70 年代以降のドゥルーズ哲学を考える上でどのような意味

を持つのか、改めて考察する必要があるだろう。 

 

【2 ⽇⽬】発表会 

➀ 「ドゥルーズ＝ガタリ 『カフカ』における法の問題」︓⻄川耕平 

  

⻄川⽒は 「ドゥルーズにおける jurisprudence」 （ 『フランス哲

学・思想研究』第 21 号所収）といった論⽂で既にドゥルーズ哲

学における 「法」を巡る議論に関する研究を進めているが、合同

研究会における発表では 『カフカ』 （1975）を対象とし、同テク

ストにおけるドゥルーズの法思想を、それ以前の著作における法

思想と⽐較し、何が新しく導⼊され、維持され、放棄されたのか

検討した。 

 まず 『経験論と主体性』における、制度から派⽣する⼆次的な

法概念が参照される。続いて 『マゾッホ紹介』においては、法に

関する古典的イメージ（プラトン）と近代的イメージ（カント）

とが区別され、さらに制度―法の対⽴図式に加えて、より個⼈的

なレベルで法の起源となる 「契約」の観点が導⼊される。法の古

典的イメージとは、法の基礎には超越的な審級としての 「善」が

あるとする 「法」観であり、対して近代的イメージとは、むしろ

法によって善が規定されるという 「法」観である。⻄川⽒によれ

ば、これに対して 『カフカ』の内に⾒出されるのは、不可知の 「パ

ラノイア的超越的法」と、欲望と隣接する 「スキゾ内在的法」と

の区別であり、ここには 『マゾッホ紹介』における古典的／近代

的な法のイメージの区分が維持されているが、⼀⽅で契約－制度

－法という枠組みは全て 「法」概念として⼀概念の内に包摂され

ていると指摘する。そしてさらに 「パラノイア的超越的法」から

逃れる⼿段として、「果てしない引き延ばし」、より不⼗分な対処

として 「⾒せかけの無罪放免」という概念がクローズアップされ

る。これらはカフカ由来の概念でありながら、『カフカ』以後の

「追伸――管理社会について」 （1990）において、新たな⽤語法

のもと⽤いられることになる。「⾒せかけの無罪放免」は規律社

会に、「果てしない引き延ばし」は管理社会に対応させられ、それ

らの評価は『カフカ』における評価と必ずしも⼀致しない。 

以上のように⻄川⽒は 『カフカ』における法思想を整理しつつ、

「追伸――管理社会について」のドゥルーズによる⽤語法の内に

ガタリとの共同作業を終えた後のドゥルーズの新たな法思想の

可能性を指摘した。 

 

➁ 「ンデンブ族の医師によるスキゾ分析 （パイロット版）」︓⼭森

裕毅 

 

 ⼭森⽒は 『アンチ・オイディプス』 （1972）を対象に、そこで

語らえる 「スキゾ分析」とはそもそも何なのか、そしてそれはいっ

たいどのような実践なのか、という問題提起を⾏った。「スキゾ

分析」を単に概念として説明するのみならず、それが実践として

どう為されるのか、という点に注⽬する研究は極めて重要であろ

う(この発表は、⽇本ラカン協会第１７回⼤会シンポジウム「エ

ディプス以後」への提題「ンデンブ族の医師によるスキゾ分析」

の準備段階となる)。 

⼭森⽒は、まず 「スキゾ分析」が何に対抗するものであるのか

を確認する。参照されるのは 『アンチ・オイディプス』における

「精神分析の誤謬推論」を巡る議論である。ここには、部分対象

を個⼈化 ・⼈称化 ・⼈格化すること、オイディプスないし家族を

適⽤可能なものと考えること、到達点としてのオイディプスを出

発点として考えること、などが含まれている。⼭森⽒によれば、

このようないわばオイディプス的家族的な精神分析に対して、ス

キゾ分析は政治的社会的な精神分析であり、スキゾ分析が問題と

するのは無意識の機能であり（意味ではなく）、それは正常な⼈

格を解体することを⽬指している。ここから 『アンチ・オイディ

プス』における 「スキゾ分析」に関する４つの命題が確認される。

①あらゆる備給が社会的なものであること、②欲望の無意識的リ

ビドー的備給の⽔準と、利益の前意識的備給の⽔準を区別し、後

者に到達すること、③事実上権利上ともに、社会的リビドー的備

給が家族的備給に優ること、④リビドー的備給のファシズム的・

パラノイア的極と、⾰命的 ・スキゾ的極を区別すること。⼭森⽒

によれば、家族的精神分析が依拠するオイディプスの概念は、リ



53 
 
 

ビドー備給におけるパラノイア的極の付属物である。 

以上のようにオイディプス的精神分析に対置される 「スキゾ分

析」の実例として、ンデンブ族の治療儀礼が問題となる。参照さ

れるのはヴィクター・W ・ターナー 「ンデンブ族のある熟練医師」

である。ドゥルーズはンデンブ族の治療儀礼において、①疾病と

社会の関係が重視される点(家族関係ではなく)、②欲望のリビ

ドー的備給と、利益の前意識的備給が区別されること、という 「ス

キゾ分析」の２つの特徴が実例として確認されるとしている。英

領北ローデシア(現 ・ザンビア共和国)を舞台としたカマサハニと

いう⼈物の疾病と、彼を巡る⽣者死者の関係に対して、ンデンブ

族の医師が施す治療儀礼が 「スキゾ分析」の実践例とされる。ター

ナーによれば、ンデンブ族の医師は患者を取り巻く社会的関係

（⽩⼈ （植⺠）－⿊⼈ （被植⺠）関係、⾎統派閥の関係、村内の

政治的関係、患者の⽣活史）を分析し、その全体の不全状態を儀

式を通して改善しようとする。地域集団の不全が徴候として個⼈

化したものが病であり、治療は病んだ個⼈が儀式を通して健全化

された集団へと再統合されることで完了する。以上の治療過程が

⼀貫してリビドー備給を社会的なものとして扱っていることは

明⽩であり、「スキゾ分析」の実践例として参照されることは⼗

分に理解できる。⼭森⽒はここで治療における個⼈の集団への再

統合に 「スキゾ分析」における⼈格の解体が⾒出されるのではな

いか、と提案しつつ、⼀⽅で前意識的備給と無意識的備給の区別

がどのように対応するのか、と問いレジュメ上は答えを保留した。

「スキゾ分析」は前意識的備給の背後にある無意識的備給に到達

するのであれば、「スキゾ分析」である限りでのンデンブ族の治

療儀礼においては、患者を取り巻く社会関係の不全が前意識的備

給の⽔準にあり、儀礼を通して健全化される集団が無意識的備給

の⽔準ということになるのだろうか。いずれにせよ、『アンチ・オ

イディプス』における 「スキゾ分析」を単に概念として処理する

のみならず、実践される治療として検討する⼭森⽒の研究は、難

解な 『アンチ・オイディプス』のテクストを読解する⼀つの⼿掛

かりを⽰すものとなるだろう。 

 

＊ 

 

 以上が合同研究会の⼤まかなレポートとなる。当⽇は DG-Lab、

ドゥルーズ研究会の参加者ではなかったドゥルーズ研究者、フラ

ンス哲学研究者に加え、全くの⾮専⾨家の参加者もいたが、それ

ぞれにとって実りのある研究会となり、企画としては概ね成功し

たと⾔えよう （合同研究会の参加者が後に DG-Lab にも参加して

下さっているという例もあり、⼤変喜ばしいことである）。オフィ

シャルな学会とは違う研究会という体で、そして⾮専⾨家に対し

てもオープンな場で、哲学のテクストや各々の研究を共有する機

会というのは⼤変貴重なものであり、今回の合同研究会を通して、

東⻄の垣根を越えた研究会の開催を今後も継続していくことに

⼗分な意義があることを確認することができた。本年 （2018 年）

はドゥルーズの主著『差異と反復』（1968）の出版から 50 周年

にあたり、現在 DG-Lab では、ようやく精緻なテクスト研究の対

象となりはじめたこの著作を巡る研究会を企画中である。合同研

究会の成功を、新たな企画に向けてぜひとも活かしていければ幸

いである。 

 

 

（2 ⽇⽬の様⼦） 

 

 


