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――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【抜粋ノート】 

Deleuze and Guattari on Marx: Essai sur le matérialisme historico-

machinique ［339 ⾴］. ドゥルーズ＝ガタリの 『資本論』読解 ［347 ⾴］――

⼆冊の『資本主義と分裂症』［12 ⾴］の差異［15 ⾴］ 

尾﨑 全紀 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

本抜粋ノートは、ギヨーム・シベルタン＝ブラン 『ドゥルーズ

＝ガタリにおける政治と国家――国家 ・戦争 ・資本主義』上尾真

道・堀千晶訳、書肆⼼⽔、2018 年の梗概である。タイトル、本

⽂、各部、各章のタイトル、それらの冒頭に掲げられたエピグラ

フも、全て、訳者解説も含めた本書からの引⽤によって再構成さ

れている。 

 

* * * 

 

――フェリックス・ガタリと私は、それぞれ流儀が違うだろ

うとはいえ、ふたりともマルクス主義者であり続けている

と思います。私たちには、資本主義とその発展の分析に焦点

をしぼらないような政治哲学が信じられないのです。［340

⾴］ 

 

 構造主義／ポスト構造主義の思想が、アルチュセールはもとよ

り、レヴィ＝ストロースからラカン、フーコー、ドゥルーズ、ガ

タリと、深くマルクス主義の磁場の中で思考を触発されてきたこ

とは、今⽇では忘れられがちである。特に⼀九⼋〇年代以降には、

労働と資本の妥協からなるポスト階級社会の成⽴という現状認

識の中で、マルクス主義的議論はすでに時代遅れになってしまっ

たとの主張が現れはじめた。九〇年代にはソ連・東欧社会主義諸

国の崩壊が、この主張をいよいよ裏付けたと考えられた。そうし

たなか、フランス現代思想もまた、マルクスの影を厄介払いされ

ながら、現代的で芸術家然とした主体性の称揚者たちとして迎え

られ、むしろかえって新たな資本主義を準備したとして⾮難の対

象にさえなるしまつである。［341-342 ⾴］ 

 

――ドゥルーズ＝ガタリにおいて、また別の意味ではフー

コーにおいても、探されてきたのはマルクス主義のオルタ
．．．

ナティヴ
．．．．

である。［12-13 ⾴］ 

 

導⼊ 本書で提案する読解⽅針［14 ⾴］ 

 ドゥルーズ＝ガタリの理論的共同⽣産を、これを可能にした歴

史的、社会的、政治的、知的な⽂脈に置き直すこと。また返す⼑

で、彼らがおのれの介⼊に与えた形式と⽬標を解明すること。そ

うすることで、もちろん第⼀には、彼らが提⽰した諸命題から距

離を取りつつ、それらの操作性を問う⼿段が⼿に⼊る。すなわち

連続性と断絶、同⼀化と脱同⼀化との⾒分けがつかない当時の情

況から、われわれがなにを引き継いだか、分析するための仮説が

揃うだろう。しかし、より種別的に『資本主義と分裂症』の⼆冊

を隔てる時代に留まるならば、ふたつの情況の融合
．．．．．．．．．

によってなに

が回折されてくるのか、問うことになろう。この融合により、時

代を⼀義的に年代化することはうまくいかなくなる。さらに現在

のわれわれは、そのためにおそろしく複雑となった光を受け取る

ことになろう。この難点は交差配列
キ ア ス ム

という語でいい表せる。⼀⽅

でこのふたつの著作は、歴史的推移の兆候として読める。第⼀巻

から第⼆巻にかけての移動をあきらかにすれば、そこでの差異に

照らしてこの推移をも解明できるのである。ただ奇妙にもこれま

でそこに読み取られてきたのは、フォーディズム時代を諸⽭盾の

決定項とみなすたぐいの、哲学的資本主義解釈であった。そうし

た解釈では、経済学批判のプログラムは諦められ、また経済–政

治システムは、⻄洋諸国の⾃国中⼼的な成⻑の時代に都合にいい

ように理想化されていた。システミックな危機も階級闘争もつい

に取り去られたとされ、さらには、このシステムを包括的に問い

付すための対抗ヘゲモニーの構成も事前に無効化されるほどだ、
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とされたのだ。これとは反対に、「世界公理系」としての資本と

いう仮説は、⼀九七⼆年以来、このような「ケインズ＝フォーディ

ズム」のシークエンスが危機に陥っていることをはっきりと⽰し、

世界規模の資本主義⼒能に対する新たなシステム批判を呼びか

けるものであった。そこから現れる国家–形式の理論は、あきら

かに、ケインズ的社会資本主義国家を脱理想化する
．．．．．．

操作として構

築されている。さらに、そこから開始されるマルクスの著作群の

読み直しでは、以下の問題につぎつぎと焦点が当てられていった。

拡⼤された蓄積と利潤率低下（この傾向は六〇年代末以来再び強

まっている）の「内在的な限界」（immanenten Schranken)の

問題、過剰⽣産による恐慌とそれがまといつつある新たな貨幣経

済の形式、そして冷戦や国⺠
ネーション

解放闘争を通じた、国際分業や不

平等交換、搾取・⽀配の「ポスト植⺠地」様式の変形である。こ

こでさらに、そのものとしては象徴的でない幾つかの⽇付を象徴

的に取り上げてみよう。⽯油危機、そして⾦兌換停⽌による交換

市場の規制緩和（『アンチ・オイディプス』出版の⼀年後）から、

アメリカ中央銀⾏が資本可動性の制限を撤廃し将来三⼗年の⾦

融グローバリゼーションの操縦桿を⼿放した「⾦融クーデター」

（『千のプラトー』出版の⼀年前）に⾄るまでのあいだに、ドゥ

ルーズ＝ガタリの分析は、経済学批判プログラムの概念的再翻訳

作業を進めながら、新⾃由主義の急襲について記録している。当

時すでに新⾃由主義は、第⼆次世界⼤戦に由来する階級間妥協の

切り崩しの試みを展開しており、前代未聞の「内的周辺化」と組

み合わせることで、世界資本主義の「中⼼部」への獰猛な本源的

蓄積の技法を再活性化させていた。［14-16⾴］ 

 しかし問題は、たんにこの⼆⼈の著者が、同時代の資本主義的

形成体の⽣成変化について⽰した先⾒の明をあらためて評価す

ることではない。むしろ驚くべきは、これらの⼤傾向が、ガタリ

＝ドゥルーズの思想の舞台上で、かつて第⼀次⼤戦後のヨーロッ

パ⼤陸で国⺠国家形式の体系化によって提起された諸問題に再

び⽕をつけていることである。ときにそれははっきりと主題の形

をとるが、しかしほとんどは間接的にモチーフや事例として⾔及

されている。「永続的制度」（H・アーレント）としてのマイノ

リティの⾝分の相関的「発明」。経済危機・⾦融危機・政治危機

の連鎖。階級や外国⼈へ向けられるレイシズムの⼤衆規模での激

化。ナショナリズム勢⼒や帝国主義勢⼒と主権の激発的融合。共

産主義組織の弾圧、そしてヨーロッパのファシズム化を阻⽌しよ

うとする労働運動の失敗。「ファシズム的解決」の世界戦争機械

への登りつめ。したがって、ドゥルーズ＝ガタリの政治思想は厄

介な事後性に貫かれている。まるで彼らが資本主義の最も破壊的

で「⾮経済的」ベクトルを前⾯において分析するとき、資本主義

の突然変異が、その相関項として、⼀九七〇年代の真んなかに戦

間期ヨーロッパの情況という亡霊を「蘇ら」せるかのようなのだ。

おそらくこのことが、ドゥルーズ＝ガタリのマクロ政治思想の、

最も⽰唆に富んだ向性
トロピズム

をなしている。ならばこう問わねばなら

ない。この思想をその当時、「時代錯誤」にしたこの情況は、む

しろまさに時代錯誤のゆえに逆説的に、われわれの時代にこの思

想を届けるための役に⽴っているのではないだろうか、と。［16-

17⾴］ 

 本書で提案する『資本主義と分裂症』の読み筋は、この「戦間

期向性
トロピズム

」に光をあてようとするものである。その読解を導くの

は、政治空間における暴⼒の場をめぐる問いだ。よりはっきり述

べるなら、政治的衝突が暴⼒の⾮政治的
．．．．

次元へ転落し、葛藤の可

能性じたいが抹消されるような、極限化への上昇の道をめぐる問

いである。……そのうち分析された主な三つの⼒能に、本書の計

画は対応している。⼀、国家の⼒能。私はこれに、「原–暴⼒」

の表現のもと、国家–形式とその「諸装置」の構造そのものに書

き込まれた主権的暴⼒の無制限化というガタリ＝ドゥルーズの

発想を結びつける。⼆、戦争の⼒能。これは、「外－暴⼒」とし

て、外在的戦争機械の無制限–⽣成変化に結び付けられる。国家

がこれを横領するのは部分的でしかなく、むしろ国家が⾃分の⼒

能をそこに従属させることすらあり得る。三、資本主義的⼒能。

私はこれを、「内–暴⼒」の表現で、あらゆる外部ないし「外⽣

性」を破壊する世界–経済の⼒動によって種別的にもたらされる、

暴⼒の無制限化の道と関連づける。こうして少しずつ、極限的暴

⼒への上昇線の全体像を素描することで、ドゥルーズ＝ガタリの

マクロ政治学を、政治破壊の系譜学的道の多元理論として⽰すこ

とになろう。［17⾴］ 

 同時に、この三つの局⾯はドゥルーズ＝ガタリが⾃分たちの作

業仮説
．．

としたものに相当する。「〈原国家〉」仮説、「遊牧的戦

争機械」仮説、「公理系」としての資本の働きという仮説である。

したがって、⼀⽅で私は、これらの仮説が検討された対話と論争

の地平と、それらの互いの配置関係を可能にする概念装置をあら

ためて描き出すように努めた。この地平と装置は、私の考えでは、

『千のプラトー』の⼀⼆、⼀三プラトーで構築された「機械状プ

ロセス」のカテゴリー表――その要点のまとめは、五四⼆から五

四五⾴〔邦訳下巻・⼀七五－⼀七九⾴〕にある――に、その統⼀

的な、あるいは少なくとも最もバランスのとれた定式化を⾒出す。

これが部分的には、本書が提案する読み⽅、またそこで特権化さ

れた対話者の選択理由、つまり焦点と盲点の理由である。対話者

とはすなわち史的唯物論だ（そこには史的唯物論の批判的詰問者

も含意される。たとえばピエール・クラストルがガタリ＝ドゥ

ルーズの国家理論において占める位置からもわかるだろう）。と

もかくこれが、ガタリ＝ドゥルーズのマクロ政治学をその哲学的、
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認識論的、政治的期待から命名するにあたり、「機械状–史的唯

物論」なる表現を提案し採⽤する理由である。［18⾴］ 

 

――国家の起源的暴力は非経済的なのだ。［78 ⾴］ 

 

第⼀部 資本の「原初的蓄積」ないし「本源的蓄積」［82⾴］ 

まずつぎの点を⽰すことから始めよう。彼らは、国家理論の唯

物論的な鋳直しとそれに固有のアポリアから出発することで、そ

の物質的諸装置に対し過剰な
．．．

国家–形式という問題を⽴てている

（第⼀章）。この討論を経て、国家–形式の理論が幻想としての
．．．．．．

国家
．．

についての理論を必ず包含する理由があきらかになる。ひる

がえって、そこからは国家についての理論の幻想的局⾯
．．．．．．．．

がおのず

と導かれる。すなわち理論的エクリチュールじたいの限界－局⾯

である。とはいえ、こうしたねじれのせいで、社会体のなかの国

家機能の解明を諦める必要はない。それどころか、そこから、近

代国⺠国家という条件のもと、⽣産と資本蓄積の様式における国

家の位置をあらためて検証することに向き直ることになろう。⼀

九七⼆年の『アンチ・オイディプス』第三章から、⼀九⼋〇年の

『千のプラトー』の第⼀⼆、第⼀三プラトーに⾄るあいだに、〈原

国家〉仮説は、国家装置
．．．．

（「捕獲装置」）という新たな概念と関

連させられることになる（第⼆章）。本書第⼀部では、こうした

筋でいくつかの切⽚をなぞり直すことで、国家現象の唯物論的–

歴史的アプローチの中⼼、また〈原国家〉の分裂分析的仮説の中

⼼にあるのは暴⼒の問いであること、すなわち国家装置、国家権

⼒が孕む暴⼒のエコノミーをめぐる問いであることをあきらか

にしていきたい。［26⾴］ 

 

――生まれた時にはすでに大人で、一挙に出現する国家、ど

んな条件にも制約されない〈原国家〉というものを考えなけ

ればならなくなる。［34⾴］ 

――理解すべきは、いかに国家が、その構造を締めくくるこ

との不可能性を「扱う」ようになるかである。［44⾴］ 

 

第⼀章 「アジア的⽣産様式」［33-36⾴］ 

 国家－形式とその装置の物質性との不可能な同⼀化というア

ポリアが説明するのは、……、ドゥルーズ＝ガタリの国家理論に

おけるアジア的⽣産様式およびアジア的国家というカテゴリー

の中⼼的な重要性である。そしてこれは、このカテゴリーがマル

クス主義に向ける困難のまさにそのためである
．．．．．．．．．．

。彼ら⼆⼈はこの

困難の解決を⽬論むにあたり、これらカテゴリーから距離をとる

のではなく、反対に、これらカテゴリーをかつてなく拡⼤し、そ

の概念的な意義を変えてしまうのだ。しかし、⼀九⼋〇年に国家

装置を捕獲装置として主題化することで⾏き着いたこのヘーゲ

ルへの参照（ドゥルーズが明⽰的に⾏うヘーゲルの肯定的参照と

して珍しいもののひとつ）を、⽪⾁
イロニー

と捉えるのもやはり誤りであ

ろう（ユーモアなしではないにせよ）。反省というヘーゲル的論

理、すなわち概念の客観的運動を、所与の諸条件の否定として、

またおのれの前提の措定
．．．．．．．．．

として規定するこの論理こそが、国家－

形式を成⽴させる「⾃⼰前提」構造、あるいは⾃⼰想定構造の最

も厳密な展⽰を提供している。まさしくこの意味で、『千のプラ

トー』は国家を「内部性形式」により定義する。［33-34⾴］ 

 国家－形式が⾃⾝の理念性に対し、あるいはその概念の⾃⼰運

動に対して持つ過剰。これは⾃⼰想定構造を、国家
．．

－形式の常に
．．．．．

重層決定された
．．．．．．．

特徴と対決させることになる。国家－形式がこう

した特徴を持つようになるのは、その内部性形式を免れたり、反

抗したりする他の⼒能形成体
．．．．．．．

との共存関係に常に捉えられてい

るからである。この重層決定の分析は、最も体系的な概念基底を

同じく第⼀三プラトーで提出している。そこでは「機械状プロセ
．．．．．．

ス
．
」ないし「⼒能」プロセスのトポロジ

．．．．
ー
．
が提⽰されている（捕

獲、先取り－祓いのけ、遊牧、極化作⽤、包括化）。⽣産様式は、

そこに依存しているといわれることになろう。これについて検討

するための⼟台として、フェルナン・ブローデルが先鞭をつけ、

のちに従属理論により吟味が重ねられてきた世界－経済の分析

が検証される。それらの分析は、国家⼒能が、他の異質な⼒能形

成体とのあいだに維持する関係へと注意を向けている。古代の帝

国、近代「多国籍」帝国、国家なき⾎統社会、銀⾏や交易の都市

的⼒能、さらに（もちろん、これをひとつの特定の⼒能形成体と

したことこそ、ドゥルーズ＝ガタリの主要な理論的発明のひとつ

だが）遊牧的形成体のいわゆる「戦争機械」⼒能である。国家－

形式の重層決定というテーゼは、このとき（諸々の社会形成体を

直線でつなぐような）進化論的読解と絶縁し、さらに（たとえば

近代国家の発展を、国⺠国家の形式ではなくてはその内部分割を

乗り越えることのできなかったブルジョワ階級の台頭と結びつ

けるような）機能主義的読解とも縁を切らねばならない。反対に

そこに⽰唆されるのは、国家－形式は純粋状態では実在せず、常

に異質な⼒能複合体のなかにもつれ込んでいる、ということだ。

それら複合体が国家や、その諸装置、その⽀配様式に、取り除き

がたく両義的な政治的意義を授けているのである。まさしくこの

概念装置から出発して、最終的にドゥルーズ＝ガタリは、国家的

現実性を、資本蓄積の地政学的・地理経済的公理系のうちに⾒出

し、それと結びつく⽀配と服従に対してなすべき⼿段を評価する

のである。［42-43⾴］ 

 『アンチ・オイディプス』以来、国家形式に構造的に書き込

まれたパラノイア的ベクトルというテーゼが、ドゥルーズ＝ガタ
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リが⾏う交差的読解を突き動かしている。つまりそこで⼆⼈は、

⼀⽅でマルクスが『資本主義的⽣産に先⾏する諸形態』のうちで

導⼊した「⾃然的な、または天授の諸前提」というカテゴリーと、

他⽅でエリアス・カネッティが「専制君主の⾝体」をめぐる儀礼

にパラノイア的原⼦価を認める着想となった、聖なる王権にかん

するアフリカ⼈類学とを突き合わせている。かつてはＷ・ベンヤ

ミン、Ｗ・ライヒ、Ｇ・バタイユの関⼼を占め、またもっと最近

ではＪ・デリダやＥ・バリバールのような著者を捉えた問題、す

なわち創設的暴⼒の問題が、⼈類学的－歴史的素材のうちで鋳直

されているというわけだ。いや、（バリバールの表現をいじって）

もっと正確にいうなら、これは「超創設的」暴⼒の諸形式という

問題である。つまり、⾃⾝の政治的・社会的・経済的諸機能に対

する国家暴⼒の過剰の問題である。……ドゥルーズ＝ガタリは、

まさにこの残酷さの「臨床」モデルを、パラノイアのうちに探し

たのである。……国家－形式に書き込まれたパラノイア構造は、

捕獲でも、超コード化でもない。それは超コード化にして超コー
．．．

ド化の不可能性
．．．．．．．

である。⾃⼰前提構造だけなのではない。おのれ

を免れるもの、その想定を「逃れ」るもの、閉鎖に異議を唱える

ものを包含せずには、この⾃⼰前提の輪を閉じることじたいが不

可能なのである。そこからさらに帰結を引き出さねばならない。

この観点から⾒るとき、国家パラノイアを解体する類的な因数は
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、

国家
．．

－形式を歴史化する因数と同じものである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。［45-46 ⾴］ 

 

   古代国家は
．．．．．

、超コード化を⾏うとき
．．．．．．．．．．

、同時にそれを逃れ
．．．．．．．．

ていく多量の脱コード化された流れを解き放たずにはいな
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

い
．
。［46-47 ⾴］ 

 

――近代国家は、資本の価値増殖を担当する役目も担う。

［85 ⾴］ 

――国家が一定の生産様式を前提するのではなく、逆に、国

家が生産をひとつの「様式」にするのだ。［70 ⾴］ 

   

第⼆章 資本の「三位⼀体の定式」［62 ⾴］ 

国家－形式のこうした歴史化をここで検証せねばならない。こ

の歴史化は直ちにわれわれを、第⼀三プラトーで展開された 「捕

獲」理論、そして捕獲装置
．．．．

としての国家装置の再定義へと連れて

くる。思うに、この歴史化は 『アンチ・オイディプス』から 『千

のプラトー』に⾄るあいだの最も決定的な移動にかかわっている。

国家－形式の思想にとって決定的であると同時に、史的唯物論が

残した問題の扱いという点でも決定的な移動である。この移動は、

先に予告した国家
．．

－形式
．．

の
．

重層決定
．．．．

をめぐる問題とかかわって

いる。これは第⼀⼆プラトーで以下のように述べられている。

［48 ⾴］ 

 

国家の法則は、すべてか無か （国家社会か国家に抗する社会

か）ではない。それは内部と外部の法則なのだ。［49 ⾴］ 

 

 ここで問われているのは、なによりも、国家のこの「外」を考

えるために不可⽋な概念性である。思い出してもらうなら、前章

末尾に引⽤した⼀節と関連する⼀九七⼆年の概念装置は、この

「外」に、「脱コード化された流れ」という類的な形象を与えて

いた。あらゆる社会形成体を横切るこの流れに対して、その動乱

的ベクトルや破壊的ベクトルを制⽌したり、逆備給したり、結び

つけたりする際に、様々に異なる社会制度的戦略（コード化、超

コード化、再コード化、公理化）が現れる。このとき、資本主義

「⽂明」との関連で遡及的に構築された『アンチ・オイディプス』

の普遍史にとって重要なのは、歴史的⽬的論を覆すことであり、

そのために偶然、破壊、そして最後に〈不可能〉（「名づけえぬ

もの」）が強調される。これらが⽣み出されたからこそ、ある社

会形成体が、それに先⾏する社会形成体すべての死を意味するよ

うな全般的脱コード化を、おのれの内在的な「動因」とすること

になったはずだ、と。そこで重要となるのが、資本の拡⼤された

蓄積についてのマルクスによる分析である。とりわけ、『資本論』

第三巻の過剰⽣産による恐慌にかんする分析と、そこでマルクス

が導⼊する「内在的限界」の概念である。⾮資本主義的形成体が

脱コード化された流れに出会うとき、この流れは⾮本来的で偶発

的な「現実的限界」であるのに対して、資本主義的形成体はこれ

を、構造的な内的
．．

限界とする。資本主義的形成体は絶えずこの限

界を破壊しては、新たな尺度の元にそれを再発⾒するのだ。当時、

ドゥルーズ＝ガタリがこれについてなにをいっていたにせよ、⽣

産と流通の流れの脱コード化が『アンチ・オイディプス』におい

て果たしていたのは、動的否定性の機能であった。［49-50 ⾴］ 

 『千のプラトー』で実施された主要な移動は、この「外」の思

想が、これまでにないカテゴリー化の閾
．．．．．．．．

を超えるという点にある。

超コード化
．．．．．

の概念は、この閾との関連のもと、捕獲
．．

の概念として

徹底的に⼿直しされている。問題は哲学的であると同時に認識論

的だ。物質的かつ記号論的流れの傾向的脱コード化という考えが

消えたわけでない。ただしこの傾向は、普遍史の類的なプロセス

として遡及的に定められるのではなく、地理的・歴史的実証性の

なかで差異化し、指標を与えられることで、これらの流れを「扱

う」社会形成体
．．．．．

へと送り届けられている。したがって、この移動

の第⼀の効果は、この分析によって働き出す歴史性の型とかかわ

る。（資本主義的特異性の偶然的普遍化の歴史としての）普遍史
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の領域は、⽬的論の批判的イロニー化と、歴史的〈現実〉の理論

的備給・リビドー的備給の混交というそのふたつの機能にかんし

て、「グローバルヒストリー」によるアプローチへと場を譲る。

つまり、普遍史の思弁的かつ幻想的領域にではなく、むしろ、「世

界システム」の地理歴史学に多くを負うアプローチである。コン

ドルセやコント、ヘーゲルよりも、F・ブローデル、A・グンダー・

フランク、S・アミンから影響を受けたアプローチだ。そこでは

国家－形式のパラダイム的契機を決定しようとするよりも、むし

ろ幾つかの社会形成体（そのうちには国家なき社会も国家に抗す

る社会も含まれる）のうちでの国家－形式の現前様式を説明する

ことが課題となる。そこからひるがえって必要となるのが、異質

な⼒能形成体が、国家化した社会形成体と出会い、時にそれを条

件づけ、時に敵対するその共存関係を再評価することである。そ

のためドゥルーズ＝ガタリがやがて「地理哲学」と呼ぶことにな

るもの――⽣産諸様式と社会形成体の分析条件が再定義される

かぎりで、機械状
．．．

–史的唯物論
．．．．．

の概念的⾻組みとも定義されるも

の――のカテゴリー化の閾が、類型学とトポロジー
．．．．．．．．．

の⼆重の振る

舞いにおいて乗り越えられるのだ。［50-51⾴］ 

 

われわれは社会形成体を機械状のプロセス
．．．．．．．．

によって定義

し、⽣産様式によって定義するのではない（⽣産様式はプロ

セスに依存している）。原始社会は祓いのけ、先取りするメ

カニズムによって、国家社会は捕獲装置によって、都市社会

は極化作⽤という装置によって、遊牧社会は戦争機械に

よって、国際的というより、むしろ全世界的な組織は異質な

社会形成体の包括化によって、定義されるのである。［51

⾴］ 

 

国家がここで思考可能となるのは、もはやおぼろげに考えられ

た外との関係においてではなく、本質的ないし形式的に判明な複

数のプロセスとの関連においてである。これらのプロセスがその

つど規定する⽅法に従って、同じひとつの地理歴史的領野は「内

部」と「外部」を分配する。捕獲により内部性形式を限定し、外

部環境――周辺、半周辺、後背地（hinterlands）など――の地図

を描くのだ。これらプロセスはそれぞれに質が異なっている。そ

こでドゥルーズ＝ガタリが⽤意するのが、類型学(五つの機械状

カテゴリー――先取り－祓いのけ、捕獲、戦争機械あるいは平滑

空間機械、極化作⽤、包括化)とトポロジー(上記五つの機械状プ

ロセスが規定するのは、社会的定数や歴史的定数ではなく、反対

に、対応する⼒能形式の共存変数である)である。つまり、社会形

成体のカテゴリー表と、社会形成体どうし、またその内部におけ

る⼒能分布の地図である。この⼆重の側⾯のもとで、ドゥルーズ

＝ガタリの社会形成体の思想は、彼らの哲学の思弁的諸決定と、

彼らが地理的・歴史的実証性の具体的分析に提案する概念的道具

とを、⾒事なまでに統合して提⽰するに⾄る。「機械状プロセス」

のカテゴリー化はじっさいのところ、いうなればスピノザ主義的

な⼒能の思想を⽀えとしている。［52-53⾴］ 

 様々な⼒能プロセスの関係形成が、機械状–史的唯物論の具体

的対象となる。そこで分析されるのは、歴史的領野において、そ

うした関係により規定される諸々のベクトルだ。表象はもとより

集団的実践、集団的⾔表、制度、経済、政治的合理性、主体化様

式に働きかけるベクトルである。［59⾴］ 

 クラストルの政治⼈類学、さらに「双分組織」についてのレヴィ

＝ストロースの考察やリュック・ド・ウーシュらアフリカ学者の

仕事を引き継ぎながら、『アンチ・オイディプス』や、その後の

第五プラトー（「いくつかの記号の体制について」）、第九プラ

トー（「ミクロ政治と切⽚性」）の議論は、そこからいくつかの

国家化ベクトルを引き出している。まず権⼒の記号としての祖先

性の出現である（この祖先性は、離接的接合と、出⾃の系譜的⾔

語に対する縁組実践の相対的⾃律により祓いのけられる）。つい

で、いくつかの権⼒中枢の融合（これは、しばしば観察される「政

治」権⼒と神聖権⼒、つまり⾸⻑と呪術師、あるいは⼀族の⻑と

⼟地の守⼈との分割により祓いのけられる）。最後に、「負債の

意味」と、その流通が持つ不可分に⼈類学的、宇宙論的、政治経

済的な意義である。これらのベクトルは共通して、独⽴した権⼒

の集中へ向かう兆しであり、その点からクラストルのつぎのテー

ゼは裏付けられる。すなわち、ただ（⼟着の記号論、象徴論、宇

宙論の変形を通じた）政治的
．．．

変異だけが、蓄積条件に規定される

⽣産システムという意味での経済の、ブロック解除を説明するこ

とができるのだ、と。第⼀三プラトー（「命題⼀⼆捕獲」）にて

この問題が取り上げられる時には、はっきりと⾔葉遣いに移動が

⾒られる。そこではマルクスのいう資本の「三位⼀体の定式」が

再解釈されることにより、きわめて有機的な配置図のもとで、国
．

家の予備的資本化
．．．．．．．．

（ストック形式）に含まれる記号論的操作があ

きらかにされる。⼀⽅で（象徴機能の衰退や、理解や知覚のパラ

ダイム変化という）イデオロギー的あるいは記号論的説明、他⽅

で（⽣産諸⼒の発展と、それに対応する社会関係の変形という）

唯物論的説明という標準的な⼆択をひっくり返すことにより、

ドゥルーズ＝ガタリは国家的閾を、実存の物質的諸条件のコード

化様式の⽔準で規定しようとする。国家化ベクトルはすでに、実

践－認知的なアレンジメントのうちで、すなわち加⼯された素材

の理念的で実践的で知覚的な処理のうちで規定されている。カー

ストや階級の不平等を、制度的、経済的、象徴的に捉えることに

対する論理的先⾏性のうちで規定されているのである。したがっ
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て肝⼼なのはつぎの点である。下部国家装置のうちで重要なのは、

抑圧装置でも、イデオロギー装置でもない。「国家装置の基本的

側⾯、すなわち領⼟性、労働ないし共事業、税制」なのであり、

またそれらに対応する捕獲装置、つまり〈地代〉、〈利益〉、〈税〉

なのである。これらは、マルクスのアジア的パラダイムやウィッ

トフォーゲルの⽔⼒国家という理念型に登場する、概念的⼈物と

しての〈専制君主〉の三つの顔に対応している。最初の剰余労働

を⼤事業のなかで興した者。外交貿易の主⼈にして、経済の貨幣

化のエージェント。地代、利益、税は、まさしく、ストックの物

質的構成の形式である。物質装置としての国家の存在そのものの

有機的形式であり、抑圧的権⼒もイデオロギー的権⼒もそこに依

拠しているのだ。したがって政治経済の問題ではなく、国家経済、

あるいは経済⼀般の国家化
．．．．．．．．

の問題である。さらに、これら三つの

形式を定義するのは、制度的⾝体や経済的・法律的装置であるよ

りは、むしろ、⼟地、⽣産活動、交換を登記し客観化する種別的

プロセスである。［61-63⾴］ 

 ドゥルーズ＝ガタリの関⼼を引いたのは、マルクスにより引き

出された、国家権⼒すなわち国家による暴⼒と法の使⽤と、資本

主義的⽣産様式が歴史的に設置されたことによるその変形との

あいだの特殊な関係である。資本の本源的蓄積のプロセスは、歴

史的に⾒るなら、特徴的な社会関係に先⽴ち、これを条件づける

ものである。だがそこにはすでに国家と法の種別的作⽤が含まれ

ている。この作⽤は「粗暴な⼒の使⽤」に反するものであるどこ

ろか、むしろこれを促進する。⼩農⺠階級の収⽤、共有財の私有

化、浮浪を禁ずる法制と抑圧、給与を削減する法律、借⾦回路へ

の強制挿⼊、植⺠地化……これら動員される⽅法のどれひとつと

して、「国家権⼒、すなわち社会の集中され組織された暴⼒」に

よる搾取を免れるものはない。ただしこの暴⼒は、新たな⽣産関

係が設置され、資本がいっそう多くの社会関係や社会機能を包含

すると同時に、粗暴な形で現れるのをやめ、関係に内化される。

⼀⽅、資本主義的⽣産様式がそれに適合する合法性のシステムへ

と接続されるともに、この暴⼒もシステム化される。その結果、

「資本主義的⽣産様式のなかに⼊り込んでしまえば、盗む者と盗

まれる者について語ることはもちろん、どこに暴⼒があるのかを

いうことさえ困難である。そこでは労働者は客観的に丸裸で誕⽣

し、資本家は客観的に「着⾐」で、独⽴した所有者として⽣まれ

てくる。労働者と資本家をこのように形成したものは、資本主義

以外の⽣産様式において作⽤するものなのだから、資本主義の枠

内にとどまるかぎりわれわれはそれをとらえられない」。確かに

物理的な抑⽌⼒を法治国家が独占するプロセスはある。しかしそ

れは、この抑圧⼒が、たとえば、飼いならさねばならなかった⾃

然状態のような、あらかじめ存在した適⽤領野にくわえられると

いう意味においてではない。合法性のシステムのうちで抑圧⼒を

独占することは、社会的諸関係のシステムと相互前提の関係にあ

る。最初は無法的ないし脱法的であった抑圧暴⼒によって、社会

的諸関係のシステムが構成されたが、その後、この暴⼒はシステ

ムに統合され消え去ったのだ。さて、まさしくそこに、ストック

形式において分析された捕獲操作が認められる。そこではマルク

スの分析の射程が以下のように拡張される。「農業⽣産様式から

⽣まれるどころか、それに先⾏する帝国的本源的蓄積というもの

が存在するからである。⼀般的に本源的蓄積は、特殊な暴⼒をと

もなって捕獲装置が組み⽴てられるたびごとに存在する。この暴

⼒は、これをこうむる対象を産み出す、あるいはその⽣産を助け

る。またそのことによって⾃分⾃⾝を前提とする」。［83-84⾴］ 

こうしてまずは類⽐的な拡張により両者の分析のあいだにつ

ながりが得られた。しかしこのつながりが返す⼑であきらかにす

るのは、先ほど分析した国家暴⼒の経済が、近代法治国家のうち

に内化されているさまであり、まさにそれは、近代法
．．．

治国家が資
．．．．．

本の蓄積過程に統合される運動それじたいによる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ということで

ある。これについてマルクスはふたつの歴史的段階を区別してい

たが、もちろん国家権⼒が、その⼀⽅から他⽅へと後退するわけ

ではない。むしろ逆である。だが、国家権⼒はその経済に複雑な

変形をこうむる。この変形は抑圧的暴⼒の本性と役割にかかわる

と同時に、法律装置の様々な変化物とのかかわり⽅へも影響を与

える。本源的蓄積において、価値法則と資本蓄積に⽀配された経

済構造のうちふたつの基本要素（独⽴した投資⼒能としての貨幣

資本の形成、および「裸」の労働⼒の形成）が⾃由になるが、た

だしそこには常に国家の⾮合法ないし無法な権⼒の粗暴で⼤量
．．．．．

で連続的な
．．．．．

介⼊がある。［84⾴］ 

 （前資本主義的⽣産様式のもとでの）資本の本源的蓄積から、

（新たな経済構造内部における）本来的な蓄積へ。前資本主義的

国家の暴⼒的合法性から、資本主義的法治国家の合法的暴⼒へ。

こうしたふたつの段階の移⾏のあいだ、国家権⼒が抑圧的暴⼒を

いっさい失っていないことはあきらかだ。［85⾴］ 

 マルクス的分析は、ドゥルーズ＝ガタリにとって、国家–形式

の分析を、はじめは保留にされてあったかと思われた歴史的視野

へと、再び導⼊することを可能にしているだけではない。反対に

マルクス的分析こそが、国家–形式の理論が初めからその意味を

有していた分析領野を裏づける。つまり国家暴⼒のふたつの極

（分配的で統合済の極と「魔術的」でパラノイア的な極）の新た

な分配形式をめぐる「機械状–史的」分析の領野だ。そこでは国

家捕獲そのものが、他の機械状プロセスの⼒能形式に従属してい

る。資本化された「世界都市」に⽀配される都市的極化作⽤プロ

セス、そして世界資本主義形成体の「包括化」プロセスである。
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これらの機械状プロセス相互の現在の関係に応じて、国家がその

三つの捕獲装置を改良する様を分析しなければならない。すなわ

ち領⼟整備の様式、および⼟地の居住・開発の規範決定の様式。

剰余価値の条件と規範決定の⽅法、および⼈間の活動全体に労働

形式を押し付ける傾向への介⼊の⽅法。銀⾏・貨幣にかんする実

践、および税による捕獲を、資本主義的包括化形成体の⼒能道具

となった無限負債経済へと関係付けるやり⽅、である。［86⾴］ 

 

――戦争に負けるくらいなら、国家など滅んでしまえ。［164

⾴］ 

 

第⼆部 戦争機械 

第⼆部では、第⼀三プラトーの機械状–史的プロセスの類型学

に⾒つかる五つの⼒能カテゴリーのひとつ、「遊牧的戦争機械」

カテゴリーについて論じる。これが⽰すのは、先に検証したふた

つの型（先取り–祓いのけとその「メカニズム」および捕獲とそ

の「装置」）とは質的に異なるプロセスである。この新たなカテ

ゴリーに賭けられているものは複合的だ。国家–形式の対抗点と

して構成されるこのカテゴリーは、国家理性の批判の⾳頭をとる

にあたり、国家権⼒の他律性
．．．．．．．．

を重視する。それにより国家の⾃⼰

前提構造が問いに付されるというわけだ。しかしこの批判には、

理論的、歴史的、政治的と様々に異なる意味がある。それゆえこ

のカテゴリーを、たんに結論として定まった形での定式化をもと

に検証するのではなく、これが作業仮説として
．．．．．．．

推敲されるなかで

の様々な局⾯を検証せねばならない。そのひとつひとつに、（⼈

類学的、神話学的、歴史的な）経験的かつ理論的な特異性があり、

そこから、哲学的かつ分析的–具体的な重要性に⾒通しがつけら

れる。この仮説は、国家–形式の⾃⼰前提の分解操作を実施する

のだが、この仮説が組み⽴てられる契機について、ここで私はあ

らかじめ、三つの主要な区別を設けておく。その後、全体の流れ

をたどり直すこととしたい（第三章）。さらにその上で、ドゥルー

ズ＝ガタリが第⼀⼆プラトーにおいて「その仮説全体」の体系的

説明と呼ぶものを捉え直すこととする（第四章）。［89-90 ⾴］ 

 

――平滑空間とは、政治の国家性そのものの転覆を含む。

［119⾴］ 

――戦士とは、軍務さえも含めたすべてを裏切りうる人間、

さもなければ
．．．．．．

、なにも理解しない人間なのである。［98⾴］ 

 

 

 

 

第三章 チンギス・ハーン［94⾴］ 

――「戴冠せるアナーキー」［106⾴］ 

 遊牧的戦争機械の仮説は、国家–形式の権⼒蓄積が含意するタ

イプの領⼟化ないし空間⽣産を問い質す。したがってこの仮説は、

本書第⼀部の分析に従えば、捕獲の物質的装置の理論に取り組む

と同時に、⼒能
．．

と法
．
との主権性関係についての理論にもかかわる。

なぜならまず、三つの国家的捕獲装置のなかでも、領⼟的捕獲は、

経験的
．．．

–超越論的⼆重体
．．．．．．．

として振る舞う点で特権的であるからだ。

この⼆重体は、国家的領⼟化を、国家の経験論的実定性にすると

同時に、そのいわばメタ政治的な可能性の条件ともする。そこで

は両者が循環をなす。遊牧的戦争機械の仮説はその点をあきらか

にする。［104⾴］ 

 

――ファシズムはまだほんの序の口にすぎない。［166 ⾴］ 

――総力戦は、国家の企てというよりむしろ、国家を領有す

る戦争機械としてその姿をあらわす。［164 ⾴］ 

 

第四章 世界規模での資本の拡⼤再⽣産［168⾴］ 

遊牧的戦争機械の仮説は、第⼀⼆プラトー末尾のカール・フォ

ン・クラウゼヴィッツをめぐる議論の枠内で、総体として叙述さ

れる。［135⾴］ 

以下の点を⽰すことにしよう。すなわち、総⼒戦の時代にはク

ラウゼヴィッツが理論化した戦争と政治の関係が反転される、と

いうルーデンドルフのテーゼの議論に、戦争機械の仮説が明⽩に

辿り着いているとするなら、ルーデンドルフがそう信じ込んでい

たように、この反転によってクラウゼヴィッツの〈定式〉の失効

を結論づけることなどまったくできない。それが課すのは逆に、

この〈定式〉をふたたび問題化することによって、内的な抗争状

態にある政治と国家の関係を問いなおすことであり（シュミット

が『政治的なものの概念』において垣間⾒ていたように）、それ

を機縁として、根本的に⼆律背反的で、イデオロギー的－政治的

な解釈上の諸々の選択肢に到達することなのだ。このようにガタ

リ＝ドゥルーズの分析を極限まで推し進めつつ、それが異論の余

地のない仕⽅で描き出す解釈学的な読み筋に対して忠実であり

続けることによって（「両⼤戦間の趨勢」についての新たな証⾔）、

以下の点があきらかになるだろう。すなわち、彼らの分析が総⼒

戦の時代にまで、総⼒戦が国家、戦争、政治の関係に刻み込む⽭

盾にまで、そしてそれを超えて、戦後数⼗年のあいだに⽣じた資

本主義の世界化の新たなシークエンスにまで発展するとき、当の

〈仮説〉は、時代が帯びるクラウゼヴィッツの意義の複数の読解

へと、「兆候的に」開かれることになるのである。それはフーコー

が⼀九七六―⼀九七七年に素描した解釈と交叉し、さらには「全
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体国家」というシュミットの問題系ともふたたび交叉し、また最

終的には予期せぬ迂回を経て、レーニンによるクラウゼヴィッツ

の⾰命的な領有という、別の⼿段による継続とふたたび⼿を結ぶ

ことになるだろう。［136-137⾴］ 

クラウゼヴィッツの装置を批判的に取り上げなおすことに

よって、戦争機械の仮説を体系的に叙述しながら、その問題提起

的な核⼼をじかに指し⽰すことが可能となる。「〈理念
イデ ア

〉として

の絶対戦争と現実の戦争との区別は、きわめて重要であると思わ

れるが、クラウゼヴィッツとは別の基準を⽴てることが可能だろ

う。純粋な〈理念
イデ ア

〉とは敵対者の抽象的な殲滅ではなく、まさし
．．．

く戦争を⽬標としない
．．．．．．．．．．

戦争機械の〈理念
イデ ア

〉なのである」。問題は、

クラウゼヴィッツにおいては依然として未分化なままであった

ふたつの項、すなわち、戦争⼒能の絶対概念（無条件的な形式や

〈理念
イデ ア

〉としての⼒能）と、絶対戦争の
．
概念とを切り離すことで

ある。ところでこうした切断は、戦争の道具的な表象を条件づけ

る概念図式――つまり実践的
．．．

な
．
三段論法
．．．．

という概念図式――に

対して、疑問符を突きつけることになる。この三段論法において

は、「政治的意図こそが追求される⽬的であり、戦争はその⼿段

である、そして、⼿段は⽬的ぬきではとうてい考えられない」。

ここから、ふたつの問題系列にもとづいて、仮説総体の叙述がな

される。第⼀の系列が⽰すのは、いかなる意味で戦争機械は、こ

の図式をア・プリオリに満⾜させることもなければ、戦争を遂⾏

する国家の道具として規定されることもありえず、それゆえ、「敵

を転覆し打倒する」という⽬的によって規定されることもありえ

ないのかという点である。ようするに、いかなる意味で戦争機械

は、国家同⼠の戦争の政治的意味を表現する⽬的と⼿段の実践的

な三段論法に、「本性上」参加しないのかということだ。したがっ

てこれは、戦争機械を戦争そのものから分離する、分析的で批判

的な系列なのである。ここから、議論の針路を決定づける問題が

⽣じる――逆説的なことに、戦争機械の⽬標が戦争それじたいで

ないとするなら、戦争機械の積極的な⽬標を、すなわち〈理念
イデ ア

〉

の内的な内容を、どのように再定義すべきだろうか。ところでこ

の第⼀の問題系列は、今度は、綜合的で歴史的な第⼆の系列へと

つながってゆく。その問題とは以下のようなものである。戦争機

械はいかにして国家権⼒の道具になるのか
．．．．．

。いかなる⼿段をもち

いて、国家は戦争機械を領有し、国家間関係に適合するような（軍

事的）⼿段、（戦争という）⽬標、（政治的な意志や意図しての）

⽬的からなる政治的三段論法のうちに戦争を組み込むのか。その

代償として、国家－形式の歴史的な発展のうちに、いかなる緊張

と⽭盾を抱え込むのか。［145-146⾴］ 

捕獲装置の理論の賭⾦は、すでに⾒たように、国家による独占

をめぐる⾮法的な概念を⽣みだすことにある。この理論が対象と

するのは独占化の操作である。この独占化の操作によって、社会

–経済的構造のなかでの国家権⼒の⾃⼰構成が実現されると同時

に、国家権⼒はこの社会–経済的構造に対してその⽀配⼒を⾏使

するのだ。また国家は、その歴史に衝突や敵対する諸⼒を組み込

みながら変形してゆくが、捕獲装置の理論は、国家のこうした変

形の唯物論的な解読を再開するのである。これによって、すでに

強調しておいたように、国家による捕獲という概念が、マルクス

による本源的蓄積の分析へと、ふたたび書き換えられることにな

るだろう。つまり、資本主義に先⾏する⽣産諸様式の解体と、資

本の⽣産関係のいやましに⾼まる影響⼒とをつうじて、国家の抑

圧的暴⼒の経済がいかに変形され、それが法的装置の変動といか

に関係するかを⾒定めるよう、うながされることになるのだ。本

源的蓄積をめぐるこの分析はいまや、戦争機械の仮説がもたらす

光のもとで、新たな相貌をまとうことになる。第⼀に、戦争機械

の仮説がこの歴史的プロセスのなかに挿⼊されると、資本の本源

的蓄積を、国家の抑圧⼒能の本源的蓄積
．．．．．．．．．．．．．

によって⼆重化するので

ある。ある意味、これはマルクスの分析とのたんなるアナロジー

以上のものである。［152-153⾴］ 

 ガタリ＝ドゥルーズの観点からするなら、この事実確認は、〈仮

説〉によって開かれる新たな問題系によって説明されねばならな

い。つまり、国家間戦争の実現
．．

様式をめぐる問いは、国家による

戦争機械の領有
．．

様式に対して⼆次的なものにすぎないのである。

この領有過程はこのとき、総⼒戦の政治的⼒能の「本源的蓄積」

過程として、すなわち、戦争の政治的な決定によって説明される
．．．．．．．．．．．．．．．

ことのない
．．．．．

蓄積過程として把握されねばならない。……『アンチ・

オイディプス』は、国家権⼒と国家装置を、社会経済的構造とそ

れに対応する社会的敵対関係に組み込むこの歴史的な運動を、

「具体化傾向」と呼んでいた。そこから演繹されるのは、抽象的

に考察された国家権⼒の消滅などではなく、むしろ反対に、国家

権⼒の強烈な社会化であり、この社会化こそが、かつてない社会

的権⼒と、いやましに分化していく諸機能を、国家に与えるので

ある、この国家の新たな課題はいまや、資本、商品、⼈的労働⼒

の脱コード化した流れを制御することにあるのだ。『千のプラ

トー』においては、新たな仮説の帰結として、以下の相関する傾

向が導きだされる。すなわち、戦争機械が国家のうちに内部化さ

れるほどに、戦争の制度化、その運営と組織化――政治ばかりで

なく、産業、⾦融、⼈⼝にかかわる――は、国家じたいにとって、

強⼒な創造性の要因となってゆくのであり、また今度はこの国家

じたいが、いやましに社会野に内在するものとなってゆくのであ

る。いい換えるならつまり、領有された戦争機械それじたいが、

戦争をめぐる政治の直接的な道具になるばかりではく、社会的な

⽣産諸関係のなかへとより⼤規模に国家を組み込んでゆく直接
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的な道具となるのである。つまり戦争機械は、経済の刺激剤かつ

調整者になると同時に、階級闘争における⽀配の道具になるのだ。

戦争機械は、ヨーロッパや植⺠地化された世界を揺さぶる蜂起を

めぐる暴動や情況を弾圧する機関として、くり返し利⽤されてい

るが、その裏⾯には、労働の社会化の新たな形態を創出するに際

して、戦争機械の果たす機能があるのだ。⼀⼋五七年九⽉⼆五⽇

のエンゲルス宛書簡でマルクスは、軍事制度が⽣産諸関係の並外

れた実験室となっており、しばらくすればこの⽣産諸関係が「市

⺠社会のなかで発展する」ことになるだろうと指摘していた（た

とえば、賃労働の体系化、部⾨内での分業、「機械化」……）。

同じ展望のもと、ドゥルーズ＝ガタリが喚起するのは、中世以来、

軍事技師が国家による国⼟整備において、つまり「要塞や砦だけ

でなく、戦略的交通輸送、兵站構造、産業の下部構造」において、

果たしてきた決定的な役割である。さらには、⼀七ー⼀⼋世紀に

おける労働過程の分業様式と連結様式の変形の観点から、ドゥ

ルーズ＝ガタリは、規律装置の軍事モデルをめぐるフーコーの分

析に合流することになるだろう。この軍事モデルは、⽣産する⾝

体＝団体を、誕⽣しつつある⼯業⽣産装置へと領⼟化するために

備給されるものなのだ。まさしく兵舎、武器庫、武器⼯場におい

て、「労働⼒を固定し定住させること、労働の流れの運動を制御

し、その流路と配管を指定すること」を可能にする技術が、実験

され体系化されるのである。そのために「閉鎖的で、区分けされ、

あらゆる点を監視される空間」の条理化がもちいられるのであり、

そこでは、「個⼈が決まった場所にはめ込まれ、些細な動きさえ

も管理され、あらゆる出来事が記録されるのだ」。［154-155⾴］ 

 すなわち、「仮説総体」によって開かれる系譜学的なプログラ

ムはたんに、戦争機械が領有された状況における、公的税制や、

国家による国⼟整備や、⽣産労働の連結の役割を研究するだけに

とどまるものではない。転じてそれは、軍事制度と軍事機能とい

う形態のもとで領有された戦争機械が、どのようにして、国家に

よる社会野の条理化のために知と権⼒技術を創造する強⼒なベ

クトルとなるかを、分析することにもなるのだ。こうしたベクト

ルがなければ、資本主義的⽣産関係が樹⽴されることも、その⽀

配を広げることもありえなかっただろう。かくしてこのプログラ

ムは、軍事的⼒能の本源的蓄積と資本蓄積とを節合するのである。

このふたつの過程を、国家－形式はおのれのうちに組み込むので

あり、このふたつの過程のなかで、近代国家はおのれを変形させ

てゆくのだ。国家－形式によるこうした組み込みの主要な効果は、

産業資本主義の進展と戦争経済の発展とが、相互に条件づけあい、

相互に刺激しあう錯綜した連関を⽣みだすことであろう。複雑な

ひとつの同じ傾向のなかで、近代国家は軍事化を成し遂げながら、

脱コード化した資本主義的領野における新たな統制的機能を担

うようになるのであり、さらには、戦争⼒能の物質的な組織化が、

資本の蓄積と拡⼤再⽣産の内的な機能となるのである。このとき、

この傾向的な統⼀性という光のもとで、クラウゼヴィッツの〈定

式〉と、「遊牧論」のおけるその限界の評価とに、ふたたび向き

合わねばなるまい。まさしくこの⽔準において、系譜学的なプロ

グラムが、――⼀九⼋〇年時点における――現状の政治的診断に

着⼿することになるだろう。［156-157⾴］ 

 私たちが直⾯しているのは、政治がじっさいに
．．．．．

別の⼿段による

戦争の継続と化すような布置である。だがそれはまさに、世界的

な戦争機械が戦争
．．

を
．
⽬標
．．

とするのをやめる
．．．．．．．．

からであり、同時に、

戦争が政治的⽬的
．．．．．

に
．
従属
．．

するのをやめる
．．．．．．．

からである。こうした⾃

律的な戦争機械の再構成を決定する第⼀の要因は、もちろん地政

学的かつ戦略的なものであり、国際政治の新機軸によるものであ

る。すなわち、ヨーロッパ諸国の帝国主義的なライヴァル関係か

ら、冷戦の軸と新たな南北関係への移動が起ったのである。なに

よりこれこそ、「平和
．．

こそが
．．．

、総⼒戦
．．．

から
．．

無制限
．．．

な
．
物質的
．．．

プロセ
．．．

スを
．．

技術的
．．．

に
．
解放
．．

する
．．

」という指摘の意味である。核抑⽌戦略に

おける脅威による平和、「〈恐怖〉の平和あるいは〈サバイバル〉

の平和」が、世界的な戦争機械を、かつてない規模の技術的、科

学的、経済的な資本化の⽬標と⼿段に変える。この資本化を発展

させるためには、もはや総⼒戦そのものを発動させる必要すらな

い。しかしより根本的な第⼆の要因がある。この第⼆の要因が説

明するのは、戦後数⼗年のあいだに⾏われた世界的戦争機械の再

編成は、ドゥルーズ＝ガタリにとって、⼆〇世紀前半における国

⺠国家の帝国主義的戦略を、技術的で地政学的な新次元へとたん

に拡張し、拡⼤したものではなく、むしろ、かつてない状況なの

だという点である。なぜなら地政学じたいが、資本主義的な世界

–経済と、その条件を実現する政治的国家との関係を決定する「メ

タ経済学」に依存しているからである。この論点こそが、世界規

模の資本蓄積を「公理系」という⽤語で主題化する際の核⼼にあ

るものだろう。この点については、第三部でふたたび取り上げる

ことにしたい。［166-167⾴］ 

 世界的な戦争機械が、いまや政治的な⽬的
．．

に従属するのをやめ

ているのは、なによりもまず⽬的じたいが直接的に政治的なもの

であるのをやめ、無媒介的に経済的なもの
．．．．．．．．．．．

になろうとしているか

らである。すなわち、システムに由来する⽭盾のなかでの資本蓄

積、世界規模での資本の拡⼤再⽣産のことだ。この⽭盾は、ドゥ

ルーズ＝ガタリにあってはいまもなお、マルクスが平均利潤率の

傾向的低下と、過剰蓄積の危機＝恐慌をめぐる分析において⾒い

だした⽭盾であり続けている。ガタリ＝ドゥルーズがマルクスを

わがものとする際のアルファにしてオメガであるこの分析が、彼

らの『資本論』読解全体を⼀⾝に引き受けている。強⼒なイデオ
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ロギー作⽤がなくとも、この分析さえあれば、経済学批判をめぐ

る争点の外でなされる『資本主義と分裂症』の受容を駆逐するに

は、ずいぶん前から⼗分だったはずだ。『資本論』第三巻でマル

クスは、他のあらゆる⽣産様式に対する資本主義の根本的な特異

性を浮彫りにする。すなわち、剰余価値の⽣産以外の⽬的を持た

ないこと。社会的⽣産性の増⼤を「⾃⼰⽬的」化すること。それ

ゆえおのれ⾃⾝の蓄積過程に課される外的な限界が⼀切存在せ

ず、もっぱら内的な限界ないしは「内在的」な限界しか持たない

こと。すなわち、既存資本の価値増殖という制約された条件しか

持たないこと――たとえば、剰余価値の創造を、⼈⼝と労働搾取

率の関係に応じて⾏わざるをえないという⽣産⼒の限界や、剰余

価値の吸収や「実現」を、「異なる⽣産諸部⾨の割合と社会の消

費能⼒」に応じて⾏わざるをえないという限界しか持たないこと。

過剰資本として、失業と過剰⽣産の危機＝恐慌として具体化され

るこうした制限、蓄積過程によってこの過程じたいのうちに⽣み

だされるこうした制限は、既存資本の周期的な価値低下によって、

不変資本への投資の増加と「⽣産⼿段のたえざる変更」によって、

新たな販路の開発と⽣産規模の拡⼤によって、はじめて乗り越え

られるものだ。だがこれらは「内在的な限界」を破壊するのでは

なく、この限界を移動させ、より遠くでふたたび⾒いだすのであ

る。つまり内在的限界を破壊することで、たえず規模を拡⼤させ

ながらそれを再⽣産するのだ。［168-169⾴］ 

 現代の資本主義の枠内で、平滑空間の概念を取り上げなおすこ

との基盤にあるのは、資本主義の無制限化という傾向の規定であ

る。それは、不変資本／可変資本の関係――そして資本の有機的

な構成の発展や、搾取の社会技術的構成の発展のなかで、この関

係が識別不可能になること――にかかわると同時に、固定資本／

流動資本の関係――そして世界規模の資本再⽣産における回転

のリズムが加速することによって、この関係が識別不可能になる

こと――にかかわるものだ。この⼆重の傾向によって、ドゥルー

ズ＝ガタリ、すなわち国家を超える産業と⾦融の新たな有機的組

織の発展の同時代⼈である彼らは、新たな微分法を⽣みだすよう

にうながされる。……「平滑資本」と「条⾥資本」の区別は、同

時に、資本の有機的構成の要因と資本の再⽣産のリズムとを結び

つけながら、過剰蓄積の危機＝恐慌が必然的に引き起こす資本の

価値低下の衝撃の規模に応じて、これらふたつの系列の因⼦が、

批判的に結合する地点を指し⽰すことになる。これらの資本は整

備開発ばかりでなく、都市、さらには地域や地⽅でも物質化され

ており、したがってこの資本を破壊するなら、端的にいって、⼈

⼝全体にとって⼟地があっというまに居住不可能
．．．．．

になりうるの

だ――このとき資本の「脱領⼟化」の相関物は、「住⺠の追放」

以外にない。［170⾴］ 

 世界化した蓄積過程に組み込まれるとき、もはや戦争機械の⽬
．

標
．
は戦争そのものではなく、絶対的なものとなった戦争ですらな

い。戦争機械の⽬標は、「サバイバルの絶対的な平和」としての

世界秩序に向かってゆく。……戦争機械の分析的な⽬標とは、既

存資本の価値増殖に課せられた制限を移動してやることの保証

である。……「戦争は戦争機械の物質化であるのをやめ、戦争機
．．．

械じたいのほうが物質化された戦争となる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」。つまり戦争機械は、

世界資本主義公理系の「秩序」と「安全保障」に組み込まれた戦

争になるのである。世界資本主義公理系は、究極的には、軍事作

戦なしで済ますことができる。しかし、飢餓を⽣みだす⾷糧の流

れの脱コード化や、居住環境の破壊・強制移住・野蛮な都市化に

よる⼈⼝の流れの脱コード化や、政治や通貨の不安定性を⽣みだ

す物質–エネルギーの流れの脱コード化といったものの体系化な

しで済ますことはできない。これはつまり、体系的に不安定化さ

れ、「不安保障」される社会的で実存的な領⼟のうちに内在する

ものとなった、戦争の災禍である。［171-172⾴］ 

 ⼀九⼋〇年、著者たちによって作業仮説として提⽰された戦争

機械の理論はこうして、歴史的な⻑期持続と現在性との尖端とを

節合する、系譜学的なプログラムの基礎として読解されることに

なる。世界的な戦争機械を、安全保障的で、統治－道徳的で、警

察的な空間の形成に関連づける上述の分析を取り巻く情況判断

を⾏うことによって、ガタリ＝ドゥルーズの仮説をめぐる状況を、

いくらか遡って叙述することが可能になるだろう。すなわち、⼀

九七〇ー⼀九⼋〇年代の転回点において、理論的な発展が、それ

を⾔表する現在と合流する時点の状況の叙述である。［175-176

⾴］ 

 オルタナティヴな戦争機械の戦略的な⼒と可能性は、世界的な
．．．．

戦争機械を⾰命的な戦争機械へと変形しうる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。あるいはドゥルー

ズ＝ガタリ⾃⾝の⾔葉でいうならつぎのようになるだろう。その

レーニン主義的背景は望もうが望むまいが
．．．．．．．．．

きわめて明⽩である。

「資本主義を打倒し、社会主義を再定義し、世界的戦争機械に対

して別の⼿段で反撃しうる戦争機械を構成すること（……）。戦

争機械の⽬的はもはや絶滅戦争でも、全般化した恐怖としての平

和でもなく、⾰命運動である。」彼らはなぜ、階級闘争よりむし

ろマイノリティの闘争のなかに、こうしたオルタナティヴな戦争

機械の⼿段を⾒いだすのだろうか（このことが部分的に意味する

のは、しかるべき場所で、反復と移動を同時に呼びかけながら、

階級闘争を「別の⼿段によって継続する」ことであって、ひとつ

の項を別の項へと抽象的に変換することではない）。それは、先

取り–祓いのけ、極化作⽤、包括、捕獲、戦争機械といった様々

な機械状プロセスの分節と、どのように関係するのだろうか、ま

た、どのような情況分析にもとづくのだろうか。本書最終部で扱
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わねばならないのは、こうした問題である。まずは、世界資本主

義の⼒能の形式そのもの、すなわち、その特殊な機械状プロセス

を検討しなおすことから始めることにしよう。［180⾴］ 

 

注（40） 

ドゥルーズ＝ガタリはユンガーに明瞭な関⼼を抱いており、

とりわけ『労働者――⽀配と形態』の参照をうながしている。

［315⾴］ 

 

――資本主義によって国家が廃絶されるわけではない。

［204⾴］ 

 

第三部 世界資本主義による包摂［198⾴］ 

ドゥルーズ＝ガタリのマクロ政治学が、その究極的な根拠を⾒

いだすのは、現代資本主義の分析であり、その特異性を考察する

ためにもちいられる概念装置の批判的検討である。彼らは、『千

のプラトー』において、現代資本主義に、「全世界的な包括」と

いう⼀個の機械状プロセス、すなわち⼒能の特殊な形式を割りあ

てることで、世界–経済の歴史家や、世界規模の資本蓄積に内在

する不均衡関係や権⼒関係を主題とする従属理論家との対話を

再開する。しかし⼀九七⼆年以来、資本主義的蓄積の⼒学は、マ

ルクスによる経済学批判の再読解、すなわち、資本の⽣産諸様式

と循環諸様式の分析、そして根本的には、資本主義的な社会関係

の分析の再読解から着想を得ている。ドゥルーズ＝ガタリは資本

主義的な社会関係の根本的な特異性を、公理系
．．．

という概念、すな

わち「資本によって公理化された
．．．．．．．．．．．．

」社会関係
．．．．

という概念のもとで

再問題化するのだ。以下ではまず、『アンチ・オイディプス』に

おけるこの概念の配置を⼤まかに振り返ったあとで、それが⼀九

⼋〇年の機械状–史的唯物論の枠内でいかに練りなおされるのか

を、より詳細に検討していくことにしよう。［183-184⾴］ 

 

――資本主義は、〈宇宙〉の限界、資源やエネルギーの尽き

る究極的な限界に突きあたっているようなふりをするのが

好きである。［217⾴］ 

――資本主義的社会形成体の力学は、資本の生産様式が有

する傾向だけには還元しえない。［197⾴］ 

 

第五章 世界市場［214⾴］ 

 資本が「社会関係」を⽀配するとき、社会関係の意味も、この

関係が社会をつくりだす仕⽅も変えてしまう。そして、それはな

によりもまず、社会関係が有する「社会的」な性格を破壊するこ

とから始まるのである。……破壊の観点の鍵概念となるのが脱
．

コード化
．．．．

だが、それはまさに、本源的蓄積
．．．．．

というマルクスの概念

の再解釈にほかならない。変形
．．

と破壊
．．

という語彙でなされる、「資

本主義的切断」の分析のふたつの道のあいだには緊張関係がある。

そしてこの緊張関係こそが、ドゥルーズ＝ガタリが『アンチ・オ

イディプス』のなかで、アルチュセール派の仕事に与える内的役

割――たんなる補⾜などではなく、彼らの議論にとって本質的な

役割――を考察することを可能にする。［185-186⾴］ 

 ドゥルーズ＝ガタリがアルチュセール派から取り出す第⼀の

特徴は、資本主義的⽣産関係にかんして、構造的な変形という組

み合わせ論的な概念と、発⽣という⽬的論的な概念とを、同じ⾝

ぶりで⼀気に斥ける把握法にかかわるものだ。資本主義という分

裂が、ラディカルなものであるということの意味はまず、相互に

独⽴する異質な歴史的プロセスがそこで無数に出会うというこ

とであり、その系譜学的な系統も、それらの歴史的な結合も、き

わめて偶然的であるということだ。マルクスが『資本論』の本源

的蓄積を論ずる章で分析した「解体」を（同職組合組織の解体、

農村の封建的構造の解体、共同所有形式の解体、奴隷制と農奴制

による搾取のなかでの服従をとおした「個⼈的なつながり」の解

体など）、ドゥルーズ＝ガタリが「交換と⽣産の流れの脱コード

化」という⾔語のなかへと転記しなおすのは、結合を究極的には

不確かなものにする、類まれな多様性をただちに浮彫りにするた

めなのだ。……また、価値の抽象化
．．．．．．

による多様な脱コード化の過

程には、貨幣記号の発展が歴史的にたどる様々な道によるものや、

市場拡⼤、商品形態の全般化、「抽象労働」や「社会的労働量」

の客体化といった様々な道によるものがある。……ドゥルーズ＝

ガタリは、社会的な流れの脱コード化によって資本主義を定義し

ているとしばしば指摘されるが、それは不正確である。なぜなら

脱コード化は、あらゆる
．．．．

社会形成体を横断する異質な歴史的プロ

セスの壮⼤な多様性を、類的に名指しているからだ。……流れの

脱コード化が⾏うことといえば、せいぜい、「いわば歴史の創造

性を打ちたてる系列のなかに、資本家たちが代わるがわる出現す

る」ようにすることくらいである。「それは奇妙な群れであり、

新しい創造的切断をはらむ分裂質
スキゾイド

の時間なのだ」。だが、「資本

主義が誕⽣し、旧いシステムが死滅するためには、これらの脱

コード化した流れが遭遇し、結合し、相互に反応しあわなければ

ならず、さらにこの遭遇、結合、反応が同時に起こるという偶然

が必要であろう」。［186-187⾴］ 

歴史上の資本主義じたいのなかで、この「分裂質」の時間性が

持つ射程を、さらに詳細に検討する必要があるだろう。というの

も、資本主義を特異なものたらしめているのは、「脱コード化し

た流れの全般的な公理化」ばかりでなく、この公理化じたいがう

ちにはらむ⽭盾した性格でもあるからだ。つまり、公理化が社会
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関係を拘束するとき、より⼤規模な流れの脱コード化をかならず

引き起こすのだ。そうであるがゆえに、公理化がもちいる私有財

産化、抽象化、脱領⼟化といった諸⼿段は、たえず実⾏しなおす

べき恒久的な課題として⽴ちあらわれるのである。しかもそれは、

おのれ⾃⾝の内的な限界のためばかりでなく、これらの諸⼿段が

引き起こす抵抗と軋轢のせいでもあるのだ。ここから、『アンチ・

オイディプス』第三章における『資本論』読解の⼆重の焦点が⽣

じる。⼀⽅には、マルクスによる内在的な限界そのものの分析が

ある。この点についてドゥルーズ＝ガタリは、利潤率の傾向的低

下と過剰⽣産の危機＝恐慌を論ずる『資本論』第三巻の⼀節で、

最も詳細に展開される定式に従っている。他⽅には、『資本論』

第⼀巻における本源的蓄積の⽅法の分析がある。この⽅法は、資

本主義的⽣産関係やその「要因」の系譜学という観点ばかりでな

く、資本の歴史的蓄積という観点からも考察されており、本源的

蓄積の⽅法は、歴史的蓄積をつうじて変わらぬ常数であり続けて

いる。……流れの脱コード化がまず類的に⽰すのは、歴史的条件
．．．．．

の総体なのだが、これを資本主義的⽣産様式が説明することはな

い。なぜなら資本主義的⽣産様式のほうこそむしろ、これらの歴

史的条件を前提しているからだ。また、流れの脱コード化は、資

本主義的⽣産様式が、その拡⼤する蓄積過程の途上で引き起こす

プロセスを含んでいる。［187-188⾴］ 

 コード化された
．．．．．．．

（⾮資本主義的な）社会経済関係と、（資本に

よって）公理化された
．．．．．．

社会関係とのあいだの差異は、ドゥルーズ

＝ガタリの説明にあるように、構造的で傾向的な観点を取り⼊れ

ることではじめて理解される。そしてこのとき彼らは、双⽅の弁

別特徴を要約しながら、『資本論を読む』の仕事にあらためて依

拠するのである。［189⾴］ 

 コードとは社会的な流れに質を与える
．．．．．

操作のことである。コー

ドは互いに異質な流れがそれぞれに有する質に応じて、間接的に
．．．．

社会関係を構築するにすぎない。……社会関係のコード化がこの

第⼀の側⾯において祓いのけているのは、発展した価値形態の全

般化であり、さらには
．．．．

、財を社会的に通約不可能にしているそれ

ぞれの財の質を抽象化することで、どんな財をも無差別的に表現

しうるようになる⼀般的等価物の全般化である。b／しかしより

深いところで、すでに「コードにもとづく関係」がじっさいに祓

いのけているのは、単純な
．．．

価値形態の出現なのである。［189-190

⾴］ 

 ガタリ＝ドゥルーズのマルクス読解によるなら、資本主義的な

搾取関係の特異性が最終的にあらわになるのは、剰余価値がそこ

でまとうかつてない性格においてである。これこそ、経済主義的

で数量主義的な剰余価値の解釈がたえず隠蔽しようとするもの

なのだ。……資本主義的⽣産様式――労働過程の「現実的」包摂、

「相対的剰余価値」の⽣産⼿段、集団的な労働者の分業と協業の

形態、機械化と巨⼤産業のなかでの社会⼈類学的かつ社会技術的

な連結――は、労働／剰余価値の微分的差異を、実在的な⾮区別
．．．．．．．

という⾼次の段階へともたらすのである。そして社会関係のなか

で物質化されるこの⾮区別は、剰余価値を、資本主義社会のなか
．．．．．．．．．

で客観的に局限不可能にする
．．．．．．．．．．．．．

という効果を持つのだ。このことに

よって、経済主義がなにを隠蔽しようとしているかがはっきり⾒

えてくる。すなわち、剰余価値とは経済的な事実
．．．．．．

ではない。たと

えば、この社会形成体の客観的な表象のなかで「所与」となるよ

うな「現象」ではないのだ。そうではなく剰余価値とは、社会－

経済的な領野のなかで、この搾取という権⼒関係そのものが現前

しつつ－不在になる様式なのである。……これこそドゥルーズ＝

ガタリが、資本主義的な搾取関係を、微分的関係
．．．．．

として定式化す

る際の主要な動機のひとつなのである。［192-193⾴］ 

 公理系概念の⽰唆する最後の弁別特徴、そこに向けてほかのす

べてが収束することになる特徴を挙げておくことにしよう。資本

が社会関係を公理化するのは、そしてその核となる権⼒関係――

労働⼒の搾取と過剰搾取の関係――が微分的関係として把握さ

れねばならないのは、そのどちらも、おのれの発展に対する外的

な制約に⼀切出くわさない、という意味においてのことである

（たとえば⽣産的連結の形態、商品流通の条件と拡張、社会的⽣

産物の分配と消費の規則と形態を、あらかじめ決定する経済外的

な制約）。そのどちらも、マルクスが恐慌理論においてあきらか

にしたように、おのれ⾃⾝に固有の傾向が抱える内的な⽭盾にし

か遭遇しないのだ。……こうした制限は、過剰蓄積された資本、

⼤衆の失業、過剰⽣産の危機＝恐慌として具体化される。……資

本主義が公理系として機能するのは、「資本主義じたいには外的

限界がなく、資本そのものという内的限界しかないからなのであ

る。そして資本主義はこの内的限界に到達するのではなく、それ

をたえず移動させながらみずから再⽣産してゆく」。すなわち、

おのれ⾃⾝の飽和
．．

をたえず延期してゆくのである。［193-194⾴］ 

 私たちがふれているのはまさに、『アンチ・オイディプス』か

ら『千のプラトー』にかけて、たえず主張される論点であり、ま

さしくこの論点によって、ガタリ＝ドゥルーズによる資本主義分

析と、それを⽀えるマルクス読解にかんする変更を、よりよく識

別しうるようになる。というのも、⼀九七⼆年から⼀九⼋〇年に

かけて、公理系としての資本をふたたび問題化することの有効性

が認められ、強化されさえしたのだが、しかし、重⼼の移動とい

う代償ともなうことになった。『アンチ・オイディプス』では、

公理系とコードの対⽴が、資本主義的な社会的⽣産関係と⽣産様

式のラディカルな特異性をあきらかにするとともに、資本主義的

⽣産様式が資本の蓄積過程と、「内在的限界」としてのその限界
．．
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のあいだに設定する関係のラディカルな特異性を最終的にあき

らかにする。そのうえで公理系とコードの対⽴は、部分的な歴史

的判断と論理的発⽣とを結合させる分析をもとにして、資本の歴

史的蓄積をめぐるふたつの主要な問いを前景化させる。⼀⽅では、

資本主義国家がこの公理系のもとで帯びる新たな機能があり、資

本主義国家の諸装置と、それが集中させる政治権⼒がある。国家

は確かに、剰余労働を収奪し、剰余価値を領有するメカニズムの

外部
．．

にある。このメカニズムは、いまや私的なものとなった⽣産

関係のなかで規定されるものだ。だが他⽅で、国家は、現実的な

抽象化が具体的なものへと⽣成変化する過程に介⼊するという

意味で、同時に内在的
．．．

でもある。つまり、価値増殖が⾏われる社

会関係の再⽣産に奉仕し、さらには、労働⼒と貨幣という「特殊

な商品」の価値の再⽣産にさえ奉仕するという意味で、内在的な

のである。この「内在的なものへの⽣成変化」、すなわち国家の
．．．

社会化
．．．

は、同時に国家を、蓄積の諸⽭盾の主要な制御装置に変え、

内在的な限界をずらす第⼀の実⾏者に変える。その際の⼿段が、

利潤率の傾向的低下を抑えることであり、国家の有する反⽣産装

置によって資本を吸収することであり、過剰資本を破壊し、労働

⼒の価値低下を引き起こすことであり、新たな資源の獲得、新た

な市場の開放、労働⼒の新たな予備要員のプロレタリア化によっ

て、蓄積の基盤拡⼤をみずから援助し保証することなのである。

くわえてこの枠組のなかでドゥルーズ＝ガタリが⼀九七⼆年に

強調するのが、資本の「脱領⼟化」という決定的な機能である。

それは国際的な分業として具体化されるとともに、蓄積過程、不

等価交換、資本の⾮対称的な循環、搾取と過剰搾取の⼿段の不均

等な分布を⽣みだす世界的構造として具体化されるのだ。［194-

195⾴］ 

 ⼀九⼋〇年になると、この最後のふたつの側⾯が分析の中⼼へ

と移ってゆく⼀⽅で、もっぱら内的な相貌において考察される資

本主義的⽣産様式なるもの
．．．．

は、あまりに抽象的な出発点として後

⽅にしりぞくといえよう。私の感覚ではこの変化こそが、機械状

－史的唯物論の新たな展望を⽰している。この新たな展望は、資

本主義に対して、その特徴的で⽀配的な⽣産様式ではなく、それ

が満たす特殊な⼒能の形式にもとづいて接近するよう後押しす

るのである（資本主義の⽀配的――だが排他的ではない――⽣産

様式はこの⼒能の形式に依存する）。こうした⼒能の形式は、『千

のプラトー』において「全世界的な包括の⼒能」として規定され

ており、それが資本を、無媒介的に世界的な
．．．．．．．．．

プロセスに変えるの

である。より詳細にいうなら、このプロセスは、資本主義的な⽣
．．．．．．．

産関係と⽣産様式によってかならずしも統治されていない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

異質

な社会形成体同⼠のあいだに、資本が樹⽴してゆく諸関係と不可

分である。分析のこうした新たな中⼼を際⽴たせるのが、「全世

界的な包括」という機械状プロセスについて⾏われる、まずは形

式的な叙述なのである。［195⾴］ 

 その主要な特徴を挙げてゆき、公理系としての資本の規定と、

世界化した資本主義と国家の関係をめぐる問いが、いかにしてふ

たたび投げかけられるかを⾒る前に、上記の変更が、グローバル

な歴史への観点にかかわる別の変更と相関している、という点を

指摘しておくことにしよう。すでに第⼀章で⽰唆しておいたよう

に、⼀九七⼆年の「普遍史」から⼀九⼋〇年の「世界－経済」の

分析にかけて、ガタリ＝ドゥルーズの政治思想は、すでに濃密な

議論が交わされていた織物のなかへと、より徹底的な仕⽅で書き

込まれてゆく。その議論とは、⼀⽅の脱植⺠地化闘争や、国際舞

台における「第三世界」の出現に由来する不等価交換や従属の理

論と、他⽅のブローデル以降の創意に富む後続世代における、「世

界システム」の問いをめぐる経済史の記述の刷新とのあいだで交

わされた議論のことである。ここでもまた、こうした議論にかん

して無知を決め込むなら、ドゥルーズ＝ガタリの介⼊する問題領

域をあいまいにしてしまうリスクがある。――だがこの議論は、

当時からその重要性を⼀切失っていない。もちろんいくつかの⽤

語があきらかに変化したとはいえ、この重要性を⽰すのが、デ

ヴィッド・ハーヴェイの仕事の受容であり、「中国の道」という

問題がふたたび投げかけた、K・ポメランツ『⼤分岐』から G・

アリギ『北京のアダム・スミス』に到る論争である。その中⼼に

あるのはまず、「⽣産様式」と「社会形成体」の概念にかかわる

理論的な
．．．．

問題なのだが、理論的な問題がかくも⼤規模に、かくも

論争的な仕⽅で備給されたのは、そこに政治的な
．．．．

問題が翻訳され

ていたからだろう。ソヴィエト連邦や中国において、植⺠地⽀配

から近年解放されたいくつかの国において、「社会主義の建設」

の道が破産したことが、政治的な問題を、マルクス主義の論争の

前景へとふたたび押し出したのである。すなわち、「社会主義へ

の移⾏」の問題と、その直接的な裏⾯をなしてきたもの、すなわ

ち、先⾏する別の⽣産様式（「封建的」）から資本主義的⽣産様

式への「移⾏」の問題である（それは社会主義への移⾏が、先⾏

する他の移⾏と同じく必然的に起こるという確信に知的な保証

を与えるわけではないものの、社会主義への移⾏という問題の解

明に貢献するだろう）。……つまり資本主義の「誕⽣」をめぐる

問いに対して、ドゥルーズ＝ガタリの寄せる関⼼が⽰しているの

は、こうした議論のなかに⾃分たちの考察を位置づけることなの

であり、それが『資本主義と分裂症』第⼆巻においていっそう明

瞭なものとなる。［195-197⾴］ 

 いわゆる「全世界的」な機械状プロセスと、その特殊な⼒能（「包

括の⼒能」）の形式的な叙述から、ふたたび始めることにしよう。

まず指摘しうるのは、包括の機械状プロセスを定義しうるのは、
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世界化した資本主義ではなく、むしろ逆だという点である。「国

際的な集合が（……）、資本主義を待つことなく形成されたのは

確かである。新⽯器時代以降、さらには旧⽯器時代からでさえも、

遠隔交易の存在を証⾔し、ありとあらゆる多彩な社会形成体を同

時に横断する全世界的組織の痕跡が発⾒されているのだ」。第⼆

に、これらの国際的な集合が、国家タイプの捕獲の⼒能や、さら

には都市タイプの極化作⽤の⼒能から質的に区別される、独⾃の
．．．

⼒能プロセスを実現していくとするなら、それは国際的な集合が

⽰す、みずから拡散しながら、異質な諸社会形成体に浸透し、お

のれを強制的に押しつけてゆく⼒のせいである。その際に利⽤さ

れるのがまさに、異質な諸社会形成体同⼠の不均等な共存であり、

国際的な集合はこの異質性から利益を引き出すのだ。［198 ⾴］ 

 このあとに続く問題とは、いかにして「国際組織」としての資

本主義が、こうした類型のプロセスのなかに挿⼊され、それにか

つてない様相を刻印するのかを知ることである。サミール・アミ

ンにならって、帝国、国家、都市といった⼤⽂明のあいだで活動

を展開する商業組織に与えられる重要性が、この点を明確にして

くれるだろう。それはマルクスによる「形式的包摂」と「現実的

包摂」の区別をふたたび取り上げることを可能にしながら、⼀⽅

から他⽅への移⾏を、ただ⼀度きりの決定的な仕⽅で到来する歴

史的なシークエンスとしてではなく、社会関係への資本の影響と

いう恒久的な傾向
．．．．．．

として把握するのであり、さらに特記すべきこ

とに、この傾向を⽣産様式に直接かかわらせるのではなく、互い

に異なる⽣産諸関係と⽣産諸様式を結合させている社会形成体
．．．．．

同⼠の関係にかかわらせるのである。こうして地理–経済学、そ

れに地政学さえもが、資本主義的社会関係の核⼼に書き込まれる

ことになる。つまり、資本主義的社会関係はそれらと不可分なの

だ。……歴史的－機械状の区別とマルクスの区別とのあいだの新

たな相同性はこのとき、以下のように定式化しうるだろう。全世

界的組織による多様な社会形成体の形式的包摂
．．．．．

が存在するのは、

全世界的組織が、所与の条件
．．．．．

として社会形成体同⼠の異質性を⾒

いだすときである。［199-200⾴］ 

 重要なのは、唯⼀の世界システムの同じひとつのサイクルが問

題なのか、それとも、ある世界システムから別の世界システムへ

の移⾏が問題なのかを知ることではない。……つまり、システム

のシステム性そのものが変わるのだ。このことによって、資本主

義的社会形成体と⽣産様式との単純な同⼀化を断ち切るように

強いられるが、それは、諸々の⽣産様式とそれらの「節合」とい

う問題系を、単純素朴に厄介祓いすることではない（これによっ

てたとえば、第⼀三プラトーで世界資本主義公理系を叙述する際

の主要な対話相⼿が、いまなおＳ・アミンであることが理解され

よう）。［202⾴］ 

 こうした⼟台のうえで、公理的関係としての資本の社会関係と

いう概念が、ふたたび提起されることになる。ある意味で争点は、

⼀九七⼆年当時のままである。肝⼼なのは、ガタリ＝ドゥルーズ

によるマルクス読解を当時組織していた、ふたつの主要な問題系

列のあいだの分節をそのまま維持することである。ふたつの系列

とは、現実的な抽象化
．．．．．．．

という観念の含意（そして、最終的には、

この抽象化が⽣産関係と搾取関係として、現実化され具体化され
．．．．．．．．．．

る
．
その仕⽅を思考するという問題）と、内在的限界

．．．．．
という観念の

含意（そして、それと関連する利潤率の傾向的低下と過剰⽣産の

危機＝恐慌というふたつの問い）である。しかしだからといって、

公理化という⽤語による現実的な抽象化の定式が、⼀九⼋〇年に

ふたたび召喚されるとき、その構造的な相関物（「コードのなか

に記⼊されている経済外的な要因」の仲介なしに、剰余労働を無

媒介的に経済的な仕⽅で捕捉すること）を浮彫りにすることが、

問われているわけではない。それよりむしろ、資本の⽣産関係と

循環関係の構成そのものに奉仕する現実的な抽象化が、具体的な

ものへと⽣成してゆく過程のなかに、国家による捕獲が組み込ま

れてゆく仕⽅を浮彫りにすることが、そこでの争点なのである。

［202-203⾴］ 

 公理系としての世界資本主義の仮説が最終的に⽬指すのは、こ

れらの⽀配的な表象が省略する問題（「市場の名においてのみな

らず、その⾼次の脱領⼟化の⼒をもちいて国家に抗する[資本主

義の]戦争の雄叫び」によって、あるいは、資本主義の様々な流れ

を制御するために必要な世界規模の超政府というパラノイア的

な投影によって、省略する問題）を、開いたままにしておくこと

である。［207⾴］ 

 資本主義的公理系という仮説の⽬標は、モデル化する
．．．．．．

理論では

なく、むしろ反対に、ひとつのモデルによる⼀義的な表象――「経

済発展」モデルや国家形式モデルであれ、政治体制モデルや「経

済的政治」もモデルであれ――の脱構築を可能にする概念装置に

あるということだ。つぎのように述べるのは愚かなことだ。あら

ゆる国家が「等しく価値を持つ」、あるときは現実的に（⽣産諸

関係を調整する個々の社会政治的⽂脈に対して無関⼼であると

される資本主義の⼒能によって）、あるときは傾向的に（様々な

政治的社会的形態を等質化し、体制、法権利、統治性の差異をう

わべの差異へと還元するとされる、資本主義の世界化傾向によっ

て）。だが同じく無意味なのは、進化論的な経済主義を政治主義

に移し替えることで、「良い」国家と「悪い」国家を区別するこ

とである。［209⾴］ 

かくして最終的に、資本主義公理系の仮説と、「全世界的な包

括の⼒能」という歴史的－機械状の範疇とが結合されることにな

る。［209⾴］ 
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⼆重の相関関係が設置される。⼀⽅は公理の追加と、拡⼤する

蓄積⼿段とのあいだの相関関係であり（内在的限界の移動）、そ

れは賃⾦制の全般化とその統合に依拠している。それは社会国家、

「⾃⼒による発展」、国内消費の発展、設備やサービスなどへの

公共投資の増加 （領⼟や都市、住居や移動⼿段といったインフラ、

保健衛⽣サービス、教育など）を結合させる制度体系のなかで、

⼒関係と階級分断にしたがって変化してゆく。他⽅は、公理系の

減算と本源的蓄積技術とのあいだの相関関係である （利潤率の傾

向的低下と過剰蓄積の危機＝恐慌というふたつの側⾯のもとで、

蓄積の限界に突きあたること）。そこでは、⾮⽣産部⾨による既

存資本の吸収、既存資本の破壊、労働⼒の価値低下、賃⾦条件の

規制緩和、「相対的過剰⼈⼝」に対処する制度解体といった⼿段

と、「略奪による蓄積」の技術、剥奪と強制的な脱領⼟化による、

私有化＝⺠営化による蓄積の技術とが絡み合う。だがこのとき、

上記ふたつの相関関係に、第三のものが覆いかぶさってくる。そ

れは、主権的暴⼒の経済とそれ固有の⼆極性にかかわりながら、

私たちがすでに第⼀部で⽰したように、本源的蓄積／拡⼤される

蓄積という区別との節合を前景化させるのだ。⼀般的に 「規制緩

和」と呼ばれるものはしばしば、制約を与える規範や制度的装置

のたんなる除去ではなく、そうした規範や制度的装置が、特定の

流れだけに適応されるよう移動させることであり、排除される他

の流れには、派⽣的な取り扱いしか⾏わないか、あるいは、シス

テムの外に投げ捨てるかである――ドゥルーズ＝ガタリが指摘

するように、これは排除される流れに対する暴⼒的な弾圧を排除

するものではない。むしろ逆である。公理の削除がふたたび⾼揚

させるのは、国家暴⼒の 「主権的－パラノイア的」で、⾮経済的

な体制なのだ。［217-218 ⾴］ 

 世界市場のなかに 「包括される」⽣産諸関係の異質性が、実現

モデル同⼠の異形性を決定するとき、ドゥルーズ＝ガタリはさら

に多形性を区別し、それが資本の地理学における第三の⼆極性の

相関物であるとする。それは、従属と不等価交換という所与を登

記し、とりわけ脱植⺠地化運動とポスト植⺠地主義的な新たな⽀

配形態をとおした、利潤の搾取と領有の微分的形式の変形を登記

する。というのも、「世界－経済の中⼼と周辺の （可動的な）区別

は、搾取戦略の地理的かつ政治的－⽂化的な分布に対応してもい

る」からだ。『資本主義と分裂症』において、資本主義の枢軸国家

に対する第三世界国家の多形性は、植⺠地主義的な帝国主義の結

果として提⽰されると同時に、「植⺠地化に代わるものの公理」

――あるいは諸公理の可変的な総体として提⽰される。この点に

かんして、ドゥルーズ＝ガタリは S ・アミンの分析に最も多くを

負っている。［219-220 ⾴］ 

 

――マイノリティとはプロレタリア化された大衆にほかな

らない。［252 ⾴］ 

――マイノリティを定義するのは数ではなく、数に対する

内的関係なのである。［247 ⾴］ 

 

第六章 「相対的過剰⼈⼝」［256-265 ⾴］ 

 『資本主義と分裂症』でマイノリティに与えられた重要性は、

あまりに⽬につくものであると同時に、謎めいたものでもある。

その理由を解きあかしてゆくことにしよう。［227 ⾴］ 

 「マイノリティへの⽣成変化」をめぐる……ふたつの定式化の

あいだでの循環的効果を理解するためには、むろん、⼀⽅の「創

造的かつ創造されたポテンシャル」としてのマイノリティへの⽣

成変化と、他⽅の「状態」としてのマイノリティ、権⼒システム

によってマイノリティ化される下位システム――下位システム

を構成するのはこの権⼒システムである――としてのマイノリ

ティとのあいだの明⽩で、なにより概念的な区別を維持するのが

望ましい。だが、後者に⾔及せずに前者を理解するのはむずかし

い、という事実を無視することはできまい。後者に⾔及しなけれ

ば、マイノリティを英雄化すべく理想化を⾏ったり、あるいは逆

に、『資本主義と分裂症』の作者たちが⽣成変化の概念のなかに

しばしば響かせる他律性、脆弱性、偶然性の試練を過⼩評価した

りすることになってしまうだろう。この観点からすれば、ドゥ

ルーズ=ガタリのマイノリティ戦略と、その理由を凝縮するマイ

ノリティへの⽣成変化の概念は、世界資本主義公理系の情況をふ

まえた地勢図のなかに書き込まれるのでなければ、またも理論的

に理解不可能なものになると同時に、政治的にも虚無主義的とは

いわないまでも、空虚なものになってしまうだろう。世界資本主

義公理系という基盤のうえでこそ、ガタリ＝ドゥルーズの分析に

おいてマイノリティの闘争が、階級闘争を引き継ぐという仮説を

検証しうるようになるのである。このことが意味するのは、マイ

ノリティの闘争が、階級闘争にとって代わるということではなく、

むしろ階級闘争を引きのばしながら、階級闘争の座標を複雑化さ

せ、階級闘争の実現様式を変形するということであり、しかしそ

れと同時に、階級闘争のいくつかの前提と困難を内⾯化するとい

うことなのだ。すでに⾒たように、こうした情況判断のなかでこ

そ、「マイノリティ」は、まさに浮遊するシニフィアンであるに

もかかわらず、統合世界資本主義の統治様式の中⼼的な座標系と

して知覚されるようになる。つまり情況判断こそが、ドゥルーズ

＝ガタリにおいてマイノリティの問いが帯びる広がりのマクロ

政治学的な実質的原因となるばかりでなく、マイノリティという

モチーフが政治思想のなかに散種されること――そうした政治

思想は決して、状態や階級といった客観的ないし主観的な同⼀化
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原理のもとに、マイノリティの多様体を包摂しようとはしない―

―のマクロ政治学的な実質的原因ともなるのだ。情況判断が同じ

く可能にするのは、彼らの最初の定式化の動機となったカフカと

いう範例的な事例を超えて、マイノリティ特有の闘争性という主

題をあきらかにすることである。この闘争性こそが、マイノリ

ティ集団の増加のうちに、政治的意識化の形式をめぐる変形の指

標と、世界規模の⾰命的な主体化形式をめぐる変形の指標を指呼

するよう、ドゥルーズ＝ガタリを駆り⽴てるのだ。［248-250⾴］ 

 第⼀に、マイノリティを構成する要因は、根本的にはプロレタ

リア化の要因と別のものではない。ドゥルーズ＝ガタリが「マイ

ノリティの⼒能、特殊性の⼒能は、プロレタリアのなかにその普

遍的な形象や意識を⾒いだす」と書くことができるのは、まずな

により、彼らのマイノリティの概念が、マルクス主義的コミュニ

ズムとユートピア的コミュニズムとを分かつ基本的な分割線を

再駆動させるからだ。これはつまり、社会経済的構造のうちに⻲

裂を⼊れる⼒を、⽭盾をはらむ⼒学から独⽴に考えるのを拒絶す

ることである。この⽭盾をはらむ⼒学によって、社会経済的構造

は⻲裂を⼊れる⼒をおのれ⾃⾝のうちに⽣みだし、少なくとも部

分的にであれ、それが結晶化し表出する形態を条件づけるのだ。

だからこそドゥルーズ＝ガタリはまず世界資本主義の体系的な

⼒学のなかで、マイノリティへの⽣成変化の位置づけを⽰すので

あり、この⼒学がじっさいに
．．．．．

マイノリティへの⽣成変化の現実的

な⼀般化を⾏うのである。「〈中⼼〉」と「〈周辺〉」のあいだ

の不均等な従属関係のなかで⾏われる資本蓄積の地理経済学的

で地政学的な軸によれば、飢餓を⽣みだす⾷糧の流れの脱コード

化、居住環境の破壊や野蛮な都市化による⼈⼝と都市化の流れの

脱コード化、政治と通貨の不安定性を⽣みだす資源－エネルギー

の流れの脱コード化が、彼らの⽬には、マイノリティ諸集団を⽣

みだす主要な要因であるように思われる。中⼼諸国における不変

資本／可変資本の関係の変化によって、「その⽣計が公然と、国

家の⼿当と不安定な賃⾦収⼊によってのみ保障される」浮遊する

労働の発展と、もはや賃労働ですらない「強化される剰余労働」

の発展が、中⼼諸国じたいのうちに低開発の周辺地帯を形成する。

こうした「国内の第三世界」こそが、「⾔語、⺠族、地⽅、性差

別、若者差別……」といったあらゆる領域において、マイノリティ

の新たな闘争を引き起こすのであり、こうした闘争じたいが、統

合世界資本主義というシステムに由来する不平等性によって重

層決定されているのだ。［250-251⾴］ 

 この意味で、世界資本主義システムはマイノリティ化と同時に、

プロレタリア化をも遂⾏している。それだけに、ふたつの視点の

差異がより詳細に問われねばならない。プロレタリアートという

マルクス主義の概念は、少なくとも
．．．．．

以下のものを含意している。

〔１〕⽣産構造のなかでの⽴場。これは⽣産⼿段の剥奪と、⽣産

過程のなかへの純粋な抽象的労働⼒としての参⼊によって規定

される。〔２〕巨⼤産業に組み込まれた労働者たちの⽣の条件。

これは貧窮する⽣存様式の等質化へと導くばかりでなく、⼈⼝の

⼀極集中へと、産業拠点の間隙における未曽有の連帯、関係、集

団的意識の形態を引き起こす協働形態の獲得へと駆り⽴てる。

〔３〕階級としてこのように構成されようとするものが有する⽣
．

成変化
．．．

の⼒能。あるいは、マルクスにおいて「階級の視点」の有

するあらゆる含意をそれまで凝縮させてきたプロレタリアート

概念が、『資本論』において驚くべき希薄化を被ったことについ

て問いながら、E・バリバールが記したその「移⾏的」価値。…

…プロレタリアートとは、「正常な」社会⽣活に⽐べて不安定な

状態にある労働条件のなかに、資本主義的蓄積――それは「先⾏

する移⾏を無効にするであろう別の移⾏」の物質的条件をすでに

準備している――の歴史的に維持不可能な性格を刻みつける⽅

法であるかのようだ。［251-252⾴］ 

 第⼀三プラトー末尾の箇所で特権化されている、雇⽤をめぐる

公理の削除と、賃⾦条件の規制緩和の問題は、戦後の社会－資本

主義的な国家におけるマジョリティ側のコンセンサス構築のま

さしく核⼼的な操作⼦を構成してきたものにかかわる。こうした

事実によって、この問題は「プロレタリアへの⽣成変化」と「マ

イノリティへの⽣成変化」の差異を、プロレタリアートじたいに
．．．．．．．．．．．．

内在する差異
．．．．．．

として理解し、ガタリ＝ドゥルーズのマイノリティ

戦略を、「資本の⽣政治」やその「⼈⼝法則」をめぐるより最近

の議論と突きあわせてみる可能性を開いておくのだ。かつてマル

クスはこの⼈⼝法則によって、資本蓄積と労働⼒搾取の構造的⽭

盾が引き起こす「相対的過剰⼈⼝」の問題をあきらかにした。マ

ルクスにとってはじっさい、資本主義的⽀配の特性はプロレタリ

ア化することなどではまったくなく、むしろおのれがプロレタリ

ア化する⼈⼝を分化させること
．．．．．．．

であった。資本の拡⼤再⽣産が実

現されるとき、既存資本、蓄積の源泉、剰余労働の搾取率に応じ

て、資本がじっさいに「消費」しうる労働⼒を上回る過剰なプロ

レタリア化が、かならず⾏われる。マルクスが相対的過剰⼈⼝と

呼ぶもの、すなわち、プロレタリア化されていると同時に賃⾦労

働関係の外部にある過剰⼈⼝、労働市場（過剰⼈⼝は労働市場の

形成に貢献してさえいる）に包摂されながら、（労働⼒の価値低

下、技能の軽視、構造的失業によって）労働から排除される過剰

⼈⼝は、包摂的排除の基礎的な規定なのであり、包摂的排除はそ

れを、資本主義国家の「社会⺠主主義的な傾向」（公理の追加）

と「全体主義的な傾向」（公理の減算）という⼆極のあいだで演

じるのである。しばしばいわれるように――ドゥルーズ＝ガタリ

⾃⾝もいうように――、マイノリティの闘争は、資本に抗する労
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働闘争とたんに同じものではない。このことは明⽩である。なぜ

なら、相対的過剰⼈⼝のなかから、国家はまずおのれのマイノリ

ティを集め、それを切⽚化するからである。マイノリティ化は、

プロレタリア化と⼀体のものではない。そうではなく、資本関係

に服従させられる⼈⼝と、「員数外＝余計」であることによって

特殊な包摂の問題を提起する⼈⼝とのあいだでの、内的な分化と

⼀体なのだ。だからこそ、マイノリティはどんなときであれ、プ

ロレタリア化という経済的で社会的な収奪プロセス――それは

⽂化や領⼟の破壊と「残存」の様々な組み合わせと不可分である

――のなかに、ある程度までとらえられているのである。だがそ

れは、マイノリティが万が⼀の場合には、おのれのコードの⼀定

程度の⾃律性を維持したり、コード化――⺠族的、宗教的、⾔語

的など――を⾃律性の証とみなしうる理由でもあるのだ。この

コード化のもとで国家は、マイノリティを「下位集合」として「承

認」するのである。［255-257⾴］ 

 相対的過剰⼈⼝というこのシステム由来の与件は、マイノリ

ティの扱いに直接影響を与える。なぜならそれは、資本主義的統

治性による公理の追加と減算の結合、（「下位システム」への統

合と「システム外」への排除とのあいだで）マイノリティ化の構

造が具体化する国家暴⼒の特殊な経済、拡⼤する蓄積と本源的蓄

積という⽅法の社会的かつ地理的に不均等な分布、という三者の

分節にかかわるからである。事実、「過剰
．．

－⼈⼝」という微分法

は、様々な⼒学のもとで、同じように駆動するわけではなく、そ

の「相対的」な性格は同じ意味を帯びるわけではない。この様々

な⼒学が命ずるのは、a／ヨーロッパにおける本源的蓄積（予備

的なプロレタリア化）、b／世界規模の資本の拡⼤再⽣産の原動

⼒として、歴史的な蓄積によって再⽣産される本源的蓄積（植⺠

地化）、c／当初の中⼼が周辺化される際に、資本の内向的な再⽣

産の原動⼒として内⾯化される本源的蓄積（国内の周辺化や植⺠

地化）である。⼈びとはマルクスが、本源的蓄積と固有の意味で

の蓄積とを、継起する歴史上のふたつの局⾯として区別してし

まったことによって、それらの節合こそが、資本の拡⼤再⽣産の

変わることなき条件となっていることを分析しそこなったと批

判することができた。しかし、この区別によってマルクスは、過

剰⼈⼝の異なる諸形態と、それに対応する国家権⼒の諸機能を区

別しえたのである。国内の周辺化をめぐるガタリ＝ドゥルーズの

テーゼは、こうした諸形態と諸機能の絡まりを、現在の情況のな

かで再考すべくうながしている。本源的蓄積のなかで、資本蓄積

によって⽀配される経済構造のふたつの基本的な要因（独⽴した

投資能⼒としての貨幣－資本の形成と、媒介なき⽣産者の収⽤と

脱社会化による「裸の」労働⼒の形成）を解き放つことは、国家

権⼒のたえざる直接的介⼊がなければ実現しない。国家権⼒は、

合法的暴⼒と野蛮な抑圧を変幻⾃在に混ぜ合わせながら、介⼊を

⾏ってくるのである（⼩農⺠からの⼟地の収⽤、共有財の私有財

産化、浮浪を禁じる⽴法と抑圧など）。もっというなら、国家権

⼒のこうした介⼊は、労働市場の設置に先⽴つ条件としての過剰

⼈⼝の暴⼒的な⽣産によって、これらふたつの要因の結合そのも

のを強制する
．．．．

ためには必要不可⽋なのだ。［257-258⾴］ 

 ある意味で、⽣産関係が組織されるとき、本源的蓄積との関連

ですべてが変わるように思われる。そして、⼈⼝／過剰⼈⼝の微

分の本性や、相対と絶対の意味もまた変わるようなのだ。⽣産関

係が、おのれ⾃⾝の拡⼤された蓄積循環の前提を⽣みだすなら、

それ以後、過剰⼈⼝が⽣産関係⾃⾝によって決定されることにな

る。すなわち、この⽣産関係による⾮資本主義的な社会関係の破

壊のリズムと規模によって、この⽣産関係による労働⼒の消費能

⼒によって、過剰⼈⼝が決定されるのである。相対と絶対が区別

されないことはこのとき、資本の現実的な⼀般化との関係で、客

観的でアクチュアルな意味を帯びる。資本には、ほかのあらゆる

社会関係を排除しようとする傾向があるのだ。それゆえ、この社

会関係から「相対的に」排除される⼈⼝や、搾取されるのに必要

な関係すら公理系とのあいだに持たない⼈⼝は、絶対的な排除に

合流する傾向を帯びる（「産業予備軍」ではなく、「予備軍とい

う死に値するお荷物」）拡⼤される蓄積を担うのが飽和
．．

傾向だと

するなら、本源的蓄積は空洞化傾向と結びつくといえるだろう。

空洞化傾向の等価物としては、植⺠地企業以外にはみあたらない。

植⺠地企業は、現地住⺠を搾取するのではなく、まず空洞をつく

ることから始めて、あとから搾取の対象となる⼈⼝を持ち込むの

だ。あるいは、公理系の要請により適ったいい⽅をするなら、留

め置かれた公理にしたがって、まるでたんなる「⾃然な」帰結で

あるかのように、空洞がおのずと⽣まれるがままにする
．．．．．．．．．．．．．．．．．

傾向だと

いってもよいだろう（飢餓、気候や疫病による災害）。最終的に、

国内の周辺化が資本主義的〈⻄洋〉を本源的蓄積の空間にふたた

びつくり変えようとするとき、資本は⽩ 紙
タブラ・ラサ

への奇妙な欲望とい

う形態――「住⺠追放」を⾏う⼀⽅で、「⼟地を居住不可能」に

すること――をまといながら、かつての中⼼を再植⺠地化するだ

ろう。この奇妙な欲望は、⼤いなる空洞化を再開するが、今度は

過剰蓄積の中⼼部でそれを⾏うのである。中⼼部だからといって、

暴⼒が穏やかになるわけではない。それは、強制移住という形態

をふたたびとるか、あるいは、われわれの市街の真んなかで「ま

さに死滅しつつある」⼈たちの、緩慢で不可視なものとなった死

という形態をふたたびまとうのだ。［260-261⾴］ 

 「存在以前に、政治がある」。そして存在論以前に、戦略があ

る。同盟の構築こそが、推進すべき多様体の類型を決定し、発明

されたり再⽣産されたりする同⼀性の諸実践を決定する。おそら



71 
 
 

くこのとき、集団的意識がもちうる内容としては、共通のアイデ

ンティティ（「客観的な利害」、問題や条件にもとづくアイデン

ティティ）以外にない、と想定するのをやめなければならない。

そうすることによって、普遍的意識に正当な権利を認めることが

できるようになるだろう。この普遍的意識の内容とは、相互に依

存しあう様々な変形からなる共同体であって、しかもそれは、め

ぐりめぐって普遍の形式そのものを変容させることができるよ

うな共同体なのだ。それは、関係創出プロセスの普遍性であって、

包摂的なアイデンティティの普遍性ではない。アイデンティティ

への最⼤限の統合を⽬指すのではなく、異質なもの同⼠のあいだ

の最⼤限の横断的つながりのなかでおのれのプログラムを作成

し、おのれの⼿直しをする普遍性である。カテゴリーや階級とし

ての社会－学的な普遍というよりむしろ、同盟の実践のダイナミ

クスとしての戦略的な普遍である。そこでは、様々な項を⾼次の

アイデンティティへと統合し、等質化するのでもなければ、微分

的に異なるアイデンティティを相互に対峙させるのでもなく、む

しろ、⾮対称的な⽣成変化たちのブロックによって事態が進⾏す

るのだ。このブロックにおいて、ひとつの項が他なるものへと⽣

成変化するのは、別の項じたいが他なるものへと⽣成変化するか

らであり、さらには、この別の項が開かれた系列のなかで n番⽬

の項に接続されるからなのである。最後に、それは外延的で量化

可能な普遍性ではなく、むしろ、数えられない内包的＝強度的な

普遍性である。それが意味するのはつまり、主体たちのアイデン

ティティへの固定が可塑性を帯びることで、この固定に⼿直しを

くわえ、変形することが可能になるようなプロセスのなかで、主

体たちがともに⽣成変化するということだ。この観点からすれば、

⽣成変化とは転移
．．

の実践なのである。⽣成変化は、政治的組織化

の問題の核⼼に、制度論的な転移の問いを据えるのだ。この制度

論的な転移の問いは、マイノリティ的な新たなインターナショナ

リズムによって要求される⾃律性をめぐる、根本的に構成主義的

な概念に直接つながっている。万国のマイノリティよ
．．．．．．．．．．

、⽣成変化
．．．．

せよ
．．

……︖ 過激な定式が告知された。この「過激さ」のなかで、

はっきりとした兆候をなすものをめぐる結論で、締めくくること

にしよう。［275-276⾴］ 

 

――支配者や植民者が「ここに人民などいたためしがない」

と声高に主張するそのとき、欠けている人民が生成するの

であり、スラム街や収容所のなかで、ゲットーのなかで、闘

争の新たな条件のなかで、おのれを創出するのだ。そして必

然的に政治的な芸術は、闘争の新たな条件に貢献しなけれ

ばならない。［284⾴］                            

                            

結論 「全的
トータル

な⼈間」のプロレタリア的でインターナショナリ

ズム的な構築［284⾴］ 

 上述の最終章で私が特権視したのは、マイノリティ的なものと

いうガタリ＝ドゥルーズの概念が、⼀連の変形をとおしてプロレ

タリアートの形象を再解釈するその仕⽅であった。［277⾴］ 

 ドゥルーズ＝ガタリは、ヨーロッパの国⺠国家システムによる

「永続的制度」としてのマイノリティをめぐる H・アーレントの

分析に接近しつつ、ファシズムによる国⺠の「美学的」な構成を

めぐるW・ベンヤミンの分析を再解釈し、より⼀般的な次元では、

集団的主体化の操作としての〈国⺠
ネーション

〉の⽭盾をはらむ歴史的な

備給についての分析を再解釈し、さらには、先進資本主義国のう

ちに持ち込まれる植⺠地⽀配のメカニズムを特定し、同時に、そ

れが⼤陸内の⼒関係や敵対的主体化の諸様式に及ぼす効果を検

討し、さらにはそれが「国内の周辺化」によって⾼まるミクロ・

ファシズムと反マイノリティの痙攣に及ぼす効果の検討を開始

する。そうしてドゥルーズ＝ガタリは、マイノリティへの⽣成変

化が出現するに到った複数の系譜学的な道筋を圧縮して⽰す定

式を提案するのだが、マイノリティへの⽣成変化が、逆説的なこ

とに、解放闘争の主体化において⽀配的な（⾮⽀配的な
．．．．．

︖）様式

となるのは、「⼈⺠の名」――〈国⺠〉、〈プロレタリアート〉、

〈植⺠地化された⼈びと〉――が使⽤できないとまではいわない

にせよ、浮遊するものとなった情況下でのことだ。すなわち、「⼈
．

⺠が⽋けている
．．．．．．．

」のである。⼈⺠が⽋けている、そして⼈⺠が⽋

けているという条件のもとでこそ、マイノリティは⼈⺠の⽴場を

占めるか、あるいは⼈⺠のためにほかの⽴場を創出するよう決定

されるのだ。そして今度は、この定式じたいが⾼度に重層決定さ

れ、異質で敵対的でさえある様々な意味をまというること、それ

ゆえいかなる理論的な決定もア・プリオリに断定することはでき

ないこと――多様体に棲みつきそれをドラマ化する数々の内的

な舞台を、結論として⼿短に展開してみるなら、こうしたことに

気づかされるだろう。［282-283⾴］ 

⼈⺠が⽋けている
．．．．．．．．

……。なによりまず、この定式にはその反響

と意義を増幅させる歴史がある。ドゥルーズ＝ガタリはときに、

この定式をカフカに適⽤するが、これは、パウル・クレーの⼀九

⼆四年⼀⽉のイエナでの講演から借り受けたものだ。この講演で

クレーは、⾰命以後の時期にあたる⼀九⼀九－⼀九⼆⼆年のバウ

ハウスを想起しつつ、なかでもとりわけ、綜合芸術
．．．．

における「芸

術と⼈⺠の統⼀」というプロジェクトによって提起された問題に

ふれている。この定式はその⽇付と不可分であり、それが⾔表さ

れた情況と不可分である。当時の情況は、この定式のうちに、希

望と⾎で彩られた歴史の舞台を刻印しているのだ。すなわち、⼀

九⼀七年のロシア⾰命があり、この⾰命は、当時ヨーロッパで最
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も勢いのある労働運動が⾏われていた国へと拡⼤する⾒通しで

あった。またドイツ⾰命と、短命に終わった評議会政府があった。

評議会政府は、義勇軍
．．．

によって武装したドイツ社会⺠主党から暴

⼒的な弾圧を受けたのだ。しかしそれによってこの定式は、すで

に⼀九世紀全体を貫いていた、分かちがたく美学的で政治的な問

題に関連づけられることになる。すなわちロマン主義であり、

ワーグナーがアナーキストに共感し、gemeinsame Kunstwerk 

der Zukunft、つまり未来の共有される芸術作品を最初に理論化

した時期である。［283 ⾴］ 

 ⽋けているものとしての 〈⼈⺠〉、すなわち、それに同化するこ

とも、その名を横領することもなしに、その場を占める者によっ

て再肯定されることで、はじめて存在し始める 〈⼈⺠〉――マイ

ノリティが、こうした 〈⼈⺠〉を決定的審級とする政治的主体性

の核⼼として知覚されうるという事実は、ガタリ＝ドゥルーズの

観点によれば、おそらくマイノリティを、現代の政治的主体化を

めぐる歴史的－概念的な数々のアポリアの特権的な分析装置に

変えるとともに、解放の政治の再編成の決定的な操作⼦に変える

ことにもなるだろう。……「客観的」かつ「主観的」な「極限的

暴⼒」への上昇という問いが、その地平であり続けている。なぜ

なら、そこで問題となるのはいつも、政治的領野の有限性を問う

ことだからであり、その出発点となるのは、おのれ⾃⾝の不可能

性の条件を同時にふくんでいる可能性の条件を、政治に割りふる

ことの難しさなのだ。だからこそ私は本書で、「機械状プロセス」

の唯物論を導きの⽷としながら、『資本主義と分裂症』のなかに、

暴⼒の無制限化へと、すなわち暴⼒の⾮経済的な諸形象への上昇

へと到る、異なる道を弁別しようと試みたのだ。だがそれは、政

治をめぐるガタリ＝ドゥルーズの思考の根本的な直観に合流す

ることでもある。この直観によれば、政治の偶然性と有限性は還

元しえないものであり、あるいはむしろ、たえず賭けにさらされ

るものである。なぜなら、政治は異質なものに従っているからで

あり、政治的実践が影響⼒を発揮しうる場所とは別の場所から出

発し、政治をたえず偶然性じたいの偶然性
．．．．．．．．．．

にさらす審級に依存し

ているからだ。換⾔するならつまり、この審級は政治の条件をた

えずずらしてゆくことで、それを変形しうるのであり、もっとい

うなら、究極的には破壊することもできるのだ。［285-286 ⾴］ 

 こうした審級を、理論的にも実践的にも問題化するために、ガ

タリ＝ドゥルーズはあるとき、「欲望するプロセス」（または分

裂症的な欲望）の概念を、つぎに「マイノリティへの⽣成変化」

の概念を提案したのだった。これらの概念はいずれも、歴史上の

ファシズムと、戦後の資本制国⺠国家において⼤衆のミクロ・

ファシズムが引き起こす影響の恒常的なメカニズムを粘りづよ

く審問することで、鍛えあげられたものだ。本書全体を通じて、

政治と国家をめぐるガタリ＝ドゥルーズの思考における「両⼤戦

間の趨勢」を重視しているのはそのためだ。ふたりは共同作業を

つうじて、ファシズムのうちに、政治の結節点となるアポリアが

凝縮されているのを⾒いだすだろう。［286 ⾴］ 

 

訳者解説 

 本書は、Guillaume Sibertin-Blanc, Politique et État chez 

Deleuze et Guattari: Essai sur le matérialisme historico-

machinique, PUF, 2013 の全訳である。著者ギヨーム・シベル

タン＝ブランは、⼀九七七年⽣まれのフランスの政治哲学者であ

り、とりわけドゥルーズ＝ガタリの政治哲学の専⾨家として国際

的にもその名を知られ、本書もすでに英訳が出版されている

（ State and Politics. Deleuze and Guattari on Marx, 

Translated by Ames Hodges, Semiotext(e), 2016)。また現

在、『アクチュエル・マルクス』誌の編集に名を連ねており、本

書は同誌のシリーズの⼀環として刊⾏されたものである。［339

⾴］

 

 

抜粋元書誌情報 

ギヨーム・シベルタン＝ブラン『ドゥルーズ＝ガタリにおける政治と国家――国家・戦争・資本主義』上尾真道・堀千晶訳、書肆⼼

⽔、2018 年 

 

  


