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【論考】 

artifice の哲学と〈雀蜂－蘭〉の機械状⽣態学 

――フェリックス・ガタリ『アンチ・オイディプス草稿』より（1） 

⼭森 裕毅 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■ はじめに 

『アンチ・オイディプス草稿』（以下、『草稿』と略記）は、フェ

リックス・ガタリが 『アンチ・オイディプス』を書き進めていく

ために共著者であるジル・ドゥルーズに送った数⼗通の⼿紙、い

くつかのノートと⽇記から構成されている。『アンチ・オイディ

プス』が著されるにあたって、ガタリがどのようなことを考えて

いたのかを確認できる貴重な資料となっている。 

しかし慎重さも必要である。編者であるステファヌ・ナドーの

注記を⾒る限りでは、この著作に掲載されなかった資料も複数あ

るようで、網羅的なものとはなっていない（2）。また、ガタリと

ドゥルーズは⼿紙だけでなく、直接会って相互にアイデアを話し

合う機会も持っていたため、⽂⾯上に現われてこない影響関係も

あると考えられる。そのうえ、ガタリ⾃⾝の跳ね⾺のような思考

がそれぞれの⼿紙に書きつけられているため、ひとつひとつの理

解が難しく、かつそれらの間で辻褄の合わないところも多い。こ

れらの事情が相まって、『草稿』では 40 篇の断⽚が奇妙な距離を

持って並んでいるように感じられる。結局、『草稿』全体を⾒渡せ

ば錯綜状態に陥っているといえるだろう。 

 このような 『草稿』を研究する意義はどこにあるのか。確かな

ことは、『草稿』には 『アンチ・オイディプス』では薄れるか採⽤

されなかったガタリに固有の思考が、どんな形であれ残されてい

るということである。ここから意義を⼆点挙げることができる。

⼀点⽬は 『精神分析と横断性』と 『アンチ・オイディプス』の間

にあるガタリの思考の変遷を追うことができることである。それ

は、精神分析や制度分析からスキゾ分析へと思考を変形するため

にガタリが考え抜いた過程といえる。⼆点⽬は、ドゥルーズとの

思想上の違いについてはっきりと知ることができることである。 

どちらの点もガタリの思想の独⾃性に関わるものだが、ではそ

の独⾃性とはどのようなものなのか。本稿の狙いはそれをこの錯

綜した著作から⼀貫性のある姿で取り出すことにある。そのため

に私たちが焦点を当てるのは「artifice」という語である。 

 

■ artifice について 

artifice とは⽇本語で「⼈⼯物」や「技巧」を意味する語であ

る。ガタリは 『アンチ・オイディプス』第⼆章の修正箇所を伝え

る⼿紙のなかで、ドゥルーズに対してこの語について次のように

⾒解を述べている。 

 

あなたの定式のなかでは、（……）この転移の artifice は軽

蔑的な意味を持つようだ。それはむしろ良いものではない

か。それはひとつの脱領⼟化の過程である。 （EAO, p. 121）
（3） 

 

「artificiel」という語のここでの⽤法については少し留保す

る。逆に、artificiel であるのはスキゾ分析によって⽣産さ

れた無意識だと私は考えている。（……）オイディプス的無

意識はむしろ「⾃然主義的な使命を持って擬古化すること

を好む」だろう。（EAO, p. 122） 

 

 これらの引⽤から、ガタリはドゥルーズに対して artifice およ

びartificielの⽤法を捉え直すように促していることがわかる （4）。

スキゾ分析の発案者であるガタリにとって、その分析が機能する

領域は artificiel なものであった。この⾒解に⾃然哲学の⽴場を

取るドゥルーズは否定的であったようである。ここにガタリと

ドゥルーズのはっきりした対⽴線が現われている。実際、『アン

チ・オイディプス』ではガタリの修正や⾒解はあまり反映されず、

artifice および artificiel という語の使⽤頻度はそれほど⾼くな

い。それに対して『草稿』では 40 編の断⽚のうち 32 編でこれ

らの語が使⽤されている。以上のことから、『アンチ・オイディプ

ス』が偉⼤な⾃然哲学の書になりえたその背後には、ドゥルーズ

には受け⼊れられなかったガタリの artifice に関する哲学があっ

たのではないかと考えることができる。 
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 では、ガタリは artifice という語で何を考えていたのだろうか。

この語の⽤法で重要なものを三つの引⽤から確認しておこう。 

 

分析としての⾰命、それは⾔表⾏為の artificiel で前－⼈称

的な諸々のエージェント（＝欲望する転覆の単位＝基礎治

療共同体）を⽣産しようとする労働である。それは artificiel

な
．

現実的
．．．

なもの
．．．

（réel）としての
．．．．

無意識
．．．

を
．

構築
．．

することで
．．．．．

あって
．．．

、
．
不可能
．．．

な
．
現実的
．．．

なものを
．．．．

観想
．．

すること
．．．．

 （＝資本主義

的なマゾヒスト的倒錯＝罪責性の⽂明化）ではない
．．．．

。(EAO, 

p. 46) 

 

オイディプス的還元に 「さらに付け⾜す」くらいなら、欲望

はその本質によれば artifice の欲望である、と想像すること

もできる。（EAO, p. 108） 

 

重要なのは現実的な享楽することだ。それが 「⾃然」のなか

で⾒出されることはありえず――おあいにく様︕――

artifice のなかで⾒出されうるのである。いつも次の公式。

現実的なもの、それは artifice である。そしてラカンのいう

ような不可能なものではない。（EAO, pp. 211-212） 

 

 無意識、現実的なもの、欲望、オイディプス、享楽などといっ

た概念との結びつきから、ガタリが artifice という語を⾃⾝のラ

カン派精神分析の経験から導き出したと推測できる（5）。ガタリ

の⾒解をまとめておこう。現実的なものとは、不可能なものでも

⾃然でもなく、artifice である。無意識も artificiel に⽣産 ・構築

されるものである。そして欲望はオイディプスにではなく

artifice に関わる。これらの⾒解は精神分析の教義を⼗分逸脱す

るものであり、明らかにガタリは artifice という語に批判的－創

造的な機能を⾒出している。 

 さらに踏み込んで内実に迫ってみたい。そのために artifice が

何に対置されているかを⾒ておく必要がある。 

 

危険なのは、欲望が分析家の⼈格に引っかかることである。

というのも、この企て ［スキゾ分析］の⽬的は⼈格の 「⾃然

主義」の転覆だからである。もはや⼈格はいらない︕ 器官

も、⼈格と器官の混合物もいらない。（EAO, p. 143） 

 

 artifice に対置されるのは⾃然主義である。ここにはオイディ

プスや⼈格が含まれる。『草稿』では、オイディプス－ナルシシズ

ム機械という概念が登場し、これが⼈格化だけでなく、⾝体化や

個体化、意識化を引き起こすとされる。さらに次の引⽤が重要で

ある。 

 

シ ニ フ ィ ア ン － 記 号 ― ― 形 象 － 記 号 ― ― の 実 体

（substance）、それは指⽰された物であり、表出された⼈

格である。諸々
．．

の
．
実体
．．

が
．
存在
．．

するのだ
．．．．

。形象－記号は諸対象

の⾝体化、実体化 （substantification）、個体化を引き起こ

す。（EAO, p. 369） 

 

 ここで重要なのは、シニフィアンや形象といった記号の機能で

はない。そうではなく、ガタリが⼈格や⾝体、個体を実体と同列

に捉えていたという点である。ここでは実体を 〈他によらずそれ

⾃体において存在するもの〉と規定しておこう。ガタリにとって

実体という概念は⾃然主義のへそのようなものである。これをつ

かむことで、オイディプスや⼈格、シニフィアンなどの精神分析

に⽀配的な概念装置を⼀挙に批判できると考えたのである。 

 

■ スピノザとイェルムスレウ 

実体に頼らない理論を形成すること、それによってオイディプ

スなき精神分析を成⽴させること、これに取り組むためにガタリ

が理論的に参照したのが、スピノザとイェルムスレウの思想であ

る。 

まずスピノザについて⾒ていこう。ガタリは 「⼆つのタイプの

切断」という断⽚ （⼿紙）のなかで、ドゥルーズの 『スピノザと

表現の問題』を参照しつつ、独特のスピノザ解釈を展開していく。

おおよそ次のようなことである。スピノザにおいて神＝実体が

「中性化され表現的になる」というドゥルーズの解釈は、実体の

脱実体化を表しており、スピノザはそれを全体集合（空集合︖）

のように⽤いていると考えられる。そこには諸々の様態だけが内

在していて、実体と様態の間に階層秩序はない。様態のレベルに

おいては諸々の⼒能の構成だけがある。もっといえば、スピノザ

にとって機械（machine）とは、さまざまな構成の総体であり、

諸々の⼒能の機械状の編成 （agencement）がある。こうして実

体的な地平のないヴィジョンが形成される（6）。 

 こうしたスピノザ解釈から、ガタリは何を得たのか。おそらく

それは、⼈格や⾝体、個体、意識をそれ⾃体において存在するも

のと捉える⾒⽅ （実体の⾃然主義）からの解放であり、そしてさ

まざまに構成されうる機械とその構成を実現する⼒能からなる

様態論 （機械状編成）という⾒⽅である。それだけでなく、ここ

がガタリの独創的なところだが、彼はスピノザの様態論にコード

論を⾒たのである。 

 イェルムスレウの議論に移ろう。イェルムスレウはソシュール

の記号学を継承し発展させた⾔語学者である。ガタリは彼の⾔語
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理論にスピノザとの共通点を発⾒している。それは 「表現」とい

う概念に関することであるよりも前に、substance （実体）に関

することである。 

 ガタリの⾒解は次のようなものである。イェルムスレウは、ソ

シュールの⾒出した記号の構成であるシニフィアン－シニフィ

エという考え⽅をさらに展開した。まず記号を表現と内容に区別

し、それらにそれぞれ質料－実質 （substance）－形式の下位区

分を与えた。ここに六層からなる記号構成の層ができるが、その

なかでもイェルムスレウが⾃⾝の理論の対象としたのは表現の

実質、表現の形式、内容の形式、内容の実質の四層である。例え

ば話し⾔葉でいえば、表現の実質とは実際に出された⾳声であり、

表現の形式とは個別の⾔語に備わる⾳韻体系である。また内容の

実質とは思考が⾔語の形を取ったものであり、内容の形式とは意

味を扱う形式論理である （7）。ガタリによれば、イェルムスレウは

実質の⽅に⼒動性を、形式の⽅にその⼒動性を受け⽌めて固定す

る特性としての永遠性を与えていた。 

ガタリは、イェルムスレウの才能を評価しつつ、その理論を⾃

⼰流に捉え直していく。まずガタリは、実質とは⾃分たちの⽤語

に置き直せば流れのことであり、形式とはコードのことであると

規定する。次に形式は永遠性を持った受容器ではなく、何かを⽣

産する⼒能を備えていると考える。そしてさらに次のように述べ

ている。 

 

イェルムスレウの理論において私が感嘆するのは、実質

（substance）、純粋な流れ、無定形の純粋連続体を彼が軽

視していることだ。（EAO, p. 218） 

 

 この実質の軽視が理論上のものだという点が肝要である。イェ

ルムスレウがスピノザ主義者といわれるのは、ガタリにおいては

何
．
よりもまず
．．．．．

彼らがその理論において脱 substance 化する⽅向

で⼀致しているからだといえるだろう。こうしたガタリの⾒解か

ら、イェルムスレウの⾔語理論においては形式＝コードが実質＝

流れよりも優位なものとなる。 

 substance 批判の狙いはそれを理論から排除することではな

い。流れとしての実質は残り続ける。批判の狙いは⼆点あり、ひ

とつは 〈それ⾃体において存在するもの＝個〉という認識から世

界を逃がすことである （8）。この 〈個〉には⼈格、⼈称、個⼈、個

体、⾝体が含まれる。スキゾフレニーの重視、およびスキゾ分析

の発想はこの議論と地続きである。というのも、スキゾフレニー

とは、まさしく⼈格のまとまりがバラバラになる現象や⾃他の境

界が曖昧になる現象を指すからである（9）。ガタリはスキゾフレ

ニックな状態を病的ではない形で活⽤したいと考えている（10）。 

批判のもう⼀点は、この批判によって拓かれた世界の新しい在

り⽅を捉える⽅法を⾒つけることである。ガタリが考えるに、そ

れはスピノザにとっての様態論、イェルムスレウにとっての形式

論であり、⾃⾝にとってはコード論がそれに当たる。これは次の

重要概念を理解するための鍵にもなっている。 

 

実 体 （ substance ） に 代 わ る も の 、 そ れ は 共 ⽴ 性
．．．

（consistance）である。（EAO, p. 381） 

 

  『草稿』において、共⽴性は substance の対抗概念として導⼊

される。そして共⽴性はコード論との関連でその意義を持つ概念

だといえる。では、ガタリのいうコード論とはどのようなものな

のか。この理論を掘り下げていこう。 

 

■ コード論 

そもそもコードとは何なのか。古典的で⼀般的な考えによれば、

コードとはあるメッセージをその発信者がその受信者に送信す

るための、そして受信者がそのメッセージを解読するための規則

のことである。 

ガタリによるコードの基本的な考えは、無定形な流れのなかか

ら特定のものを採取する仕⽅である。その仕⽅はさまざまあるだ

ろう。例えば⾳声を考えてみよう。私たちは都市の喧騒のなかで

あれ、森のざわめきのなかであれ、さまざまな⾳に浸かっている。

それでもその状況で⼈の⾳声をそれ以外の⾳と混ざることなく

聴き取ることができる （もちろん周囲の⾳が⼤きすぎる場合など

の阻害要因を除いて）。私たちは無定形の⾳の流れのなかから⾳

声を採取するコードを備えているといえる。さらには何語なのか、

どこの⽅⾔なのか、どの集団なのか、どういったメッセージなの

かといったように細かくコードを⾒ていくこともできるだろう。

それだけでなく、遺伝⼦コードや磁気コードなど、コード化の仕

⽅には多様性があり、それぞれ固有の編成がある（11）。 

 ガタリはこのコード論をさらに展開していく。コードに何かを

⽣産する⼒能を⾒出すのである。次の引⽤を⾒ておこう。 

 

諸々の⼒能記号からなる共⽴平⾯の多様体についての理論

だけが、コードの剰余価値という現象を説明することがで

きると私には思われる。つまり、記号のレベルで⾏われるこ

とは現実的なものにおいて実効的であり、現実的な出来事

の⽣産となる、ということだ。（EAO, p. 358） 

 

 噛み砕いて確認していこう。コードの剰余価値は artifice に並

ぶ 『草稿』の主要概念である。しかし、これが何を表しているの
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かを捉えるのは⾮常に難しい。ここでは引⽤にある通り、記号の

レベルで⾏われることが現実的なものにおいて何がしかを⽣産

することと捉えておこう。つまり、コードはそれ⾃体では無定形

な流れを部分的に規定し、形式化することであるが、その作動を

通して何かを⽣産する働きをすることがあり、それがコードにお

ける〈剰余価値〉だと考えるのである。 

ガタリがこだわるのは、この⽣産がラカン派精神分析では不可

能とされる現実的なもののなかで起こるということである。彼に

とってラカン派精神分析は、オイディプスやそれに関わるシニ

フィアン、象徴的なもの、罪責性などの概念を⽤いて個⼈化や⾝

体化をもたらすものである。こうした概念網を突破するために、

彼としては現実的なものの領域の理路を切り拓いていきたい。ガ

タリはそれをコード論に賭けている。そこにシニフィアンに対抗

する概念として⼒能記号が導⼊されるのである。 

 ⼒能記号に与えられた特性は⽣産することである。この発想は

ガタリの記号論の独創性を⽰している。というのも、従来におい

て記号とは代理表象あるいは外延指⽰という機能を果たすもの

のことだからである。端的にいえば、任意のものを媒介的に⽰す

ものである（「シニフィアンは他のシニフィアンに対して主体を

表象する」という場合はこれにあたる）。このとき記号は当のも

のに対して副次的だといえる。ガタリはこうした記号と対象の関

係を逆転させて、記号がなければ⽣産されず存在しえないものが

あると考える。 

また、⼒能記号は 「機械のインデックス （index de la machine）」

（EAO, p. 357）という特性も備えているとされる。インデック

スとは、煙と⽕、インターホンと訪問者の間の関係のように、⽰

すものと⽰されるものの間に⾃然的因果関係が成り⽴つ記号を

指す。このことから、⼒能記号が何かを⽣産しているとき、その

⽣産に対して機械の作動が関与しているといえるだろう。こうし

てコード論のなかに機械が位置づけられることになる。 

 ⼒能記号によって何が⽣産されるのかは後で⾒ることにして、

共⽴平⾯について触れておこう。共⽴平⾯とは、ガタリによれば、

「現実的であると同時に⾮物体的なもの」（EAO, p. 385）であ

る。さらには⼀貫性 （≒無⽭盾性）という特性を備えていると規

定される。ここにこれまでの情報を加えて考えれば、共⽴平⾯と

は、無定形な流れのなかで何でもありなのではなく、コード化あ

るいは⼒能記号の作動によって、ある⼀貫性を持った領域が成⽴

するための場 （コードが登録される場）とみなせるだろう。ガタ

リはこの⼀貫性を持った領域に、数学や物理学、化学などの学問

分野を当てているが、それ以外のものも考えられるだろう。ここ

で注意すべきは、共⽴平⾯は解体することもありえるということ

である。それはつまり⼀貫性を持った領域が解体するということ

であり、同時にそこで⽣産され存在していたものも解体するとい

うことである。それ⾃体において存在するものとしての実体がな

いというのは、まさしくこの意味においてである。 

 煩雑になったのでまとめておこう。コードの剰余価値とはコー

ドの働きによって何かが⽣産される現象のことである。この⽣産

を実⾏するのは⼒能記号と機械である。⼒能記号と機械が⽣産を

⾏うのは共⽴平⾯上である。共⽴平⾯は現実的なものであり、⼀

貫性を備えた領域がそこに成⽴する。共⽴平⾯が解体すれば、そ

の領域も解体する （12）。これがガタリのコード論のおおよその機

序である。このなかに欲望や第三次分節、⾔表⾏為の集団的エー

ジェントといった概念がさらに絡むことになるので、その詳細は

⼀層複雑さを増すが、それについては本稿では扱わない。それよ

りも、ここではガタリが挙げるコードの剰余価値の例を⾒ておく

ことで、コード論の実際の作動を捉えたい。 

 

■ 〈雀蜂－蘭〉の機械状⽣態学 

コードの剰余価値の例として何度も繰り返し挙げられるのは

〈雀蜂と蘭の結婚〉である。これは、蘭が⾃⾝の⽣殖活動に雀蜂

（オス）の⽣殖⾏動を利⽤するという現象のことである。植物と

動物の共⽣あるいは共進化の⼀事例といえる。 

この例は 『アンチ・オイディプス』や 『千のプラトー』にも登

場するもので、ガタリとドゥルーズの共同作業におけるひとつの

モティーフとなっている。しかし、『アンチ・オイディプス』でも

『千のプラトー』でも詳しくは触れられず、なぜこのモティーフ

が繰り返されるのか、どのような重要性があるのかは実のところ

はっきりとしない。それに対して 『草稿』では、ガタリはコード

論の核⼼をなす例として 〈雀蜂－蘭〉について踏み込んで考察し

ているのである。 

 では、〈雀蜂－蘭〉はコード論の何を例証しているのか。それは

「コード拡張」という出来事である。コード拡張とは、コードの

剰余価値において⽣産を担う⼒能記号によって⽣産されるもの

のひとつである。もっといえば、異質な （関係のない）諸項の離

接的総合という出来事である。だから次のようにいわれる。 

 

出来事 （反復）、それは植物機械 ［蘭］の 「コードの呼びか

け」に、コードの開かれに、ある⽇⾜を取られた雀蜂だ。

（EAO, p. 260） 

 

 ガタリの考えでは、蘭も雀蜂もそれぞれのコードと共⽴平⾯に

よって⽣産され存在している。そのため蘭と雀蜂は互いに関係を

持たない。ここでコード拡張とは、蘭が⾃⾝のコードを開いてそ

のなかへ雀蜂のコードを部分的に組み込むことをいう。この拡張
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によって蘭は雀蜂なしで繁殖していくことができなくなる。この

ことは蘭の共⽴平⾯には⾃⾝のみでの⽣殖活動のコードが登録

されておらず、その代わりに雀蜂のコードが蘭の⽣殖活動に関わ

る限りで登録されていることを意味している。これによって蘭は

新しい機械、新しい存在、新しい⼒能を⽣産したといわれるので

ある。 

 ここでガタリはもうひと展開する。彼はイェルムスレウの記号

論にチャールズ・S ・パースの記号論の接続を⾏う （13）。どういう

ことかといえば、〈雀蜂－蘭〉のコード拡張についての理論構築

にパースの記号論を導⼊するのである。そこで重視されるのが

パースの記号論の鍵概念である 「イコン」および 「ダイアグラム」

である。果たしてこれらの記号概念で 〈雀蜂－蘭〉はどのように

捉えられるのか。 

 イコンとは、⽰すものとそれが指⽰する対象との間にある何ら

かの類似性によって機能する記号のことである。いわゆる図像

（似像、偶像など）がそれにあたる。パースの分類によれば、イ

コンはさらにイメージとダイアグラムに下位区分される。イメー

ジはそれが備えている特性によって質を⽰す記号である。ここで

いう質とは、⾊や⾳などの感覚的なものから、喜怒哀楽などの情

感的なもの、像などの知覚的なものを含むものである。それに対

してダイアグラムは複数の項の 「関係」を類⽐的に図表化した記

号である。こういってよければ、イメージとは感覚されるもので

あり、ダイアグラムとは思考されるものである。 

パースのこうした記号論を引き受けつつ、ガタリはイメージに

対して、ラカンのいう想像的なもの、同⼀化、理想化などとの関

連を⾒出しており、否定的な評価を与えている。また他⽅でダイ

アグラムに対しては、現実的なものや無意識の領域で⽣じること
（14）を思考可能にするとして肯定的な評価を与えている。 

では 〈雀蜂－蘭〉を⾒ていこう。蘭は雀蜂 （オス）に⾃⾝の⽣

殖活動を担わせるための戦略として、⾃⾝の姿形を視覚的に雀蜂

（メス）に似せている （それだけでなくメスに似た匂いも発する

という）。これによって雀蜂 （オス）に⽣殖⾏動を取らせるのであ

る。これについてガタリは蘭がイコンを使⽤していると考える。

問題なのは、このイコンがイメージとして機能しているのか、そ

れともダイアグラムとしてなのかである。もちろんガタリの進む

道はダイアグラムの⽅向なのだが、ではなぜ蘭のイコンはイメー

ジではなく、ダイアグラムと考えられるのか。 

これに対する納得のいく説明は 『草稿』にはない。それでも次

のように考えることができるだろう。ガタリはコード論に基づい

て 〈雀蜂－蘭〉を捉えている。蘭と雀蜂は別々のコードに規定さ

れているが、蘭は⾃⾝の⽣殖活動のために雀蜂のコードを⾃⾝の

コード内に取り込もうとする （15）。とすれば、蘭のコードはどこ

かで雀蜂のコードと結びつかなければならない。そこで機能する

のがイコンである。確かに蘭の作る雀蜂の姿形や匂いは感覚され

るものである。しかし、ガタリによれば、ここで蘭のイコンは 「交
．

差点
．．

」(EAO, p. 338)としても機能する。イコンの交差点は蘭と

雀蜂の関係
．．

を
．

構築
．．

する
．．

。つまりダイアグラム化（関係を図表化）

する。『草稿』p. 339 のダイアグラムはまさにそれである。 

 

 

（EAO, p. 339） 

 

s の線、t の線、u の線があるが、そのうちのどれかが蘭の線で

あり、雀蜂の線であるだろう。これらの線はイコン上で交差する。

このとき蘭は⾃⾝のコードを開き、そこに雀蜂のコードを組み込

むのである。 

 以上が 〈雀蜂－蘭〉についてのガタリの理論的考察である。結

局、〈雀蜂－蘭〉とは何の例だったのか。整理すればコードの剰余

価値、コード拡張、⼒能記号、イコン、ダイアグラムといったガ

タリ記号論の例だったといえるだろう。しかしここで⽌まらず、

さらにもう⼀歩追求してみよう。〈雀蜂－蘭〉がガタリ記号論の

例であるとはどういうことか。次の引⽤を挙げておこう。 

 

機械状の⼒能は⾝体もオイディプスも尊重しない。それは

ますます脱領⼟化された無意識を製造し、交わり合う。コー

ドの剰余価値としての機械状の⼒能こそが、無意識と

artificiel な現実的なものを⽣産する。（EAO, p. 180） 

 

 コードの剰余価値は⼒能記号を伴う。その⼒能記号は機械のイ

ンデックスである。こうした関係から 「コードの剰余価値として

の機械状の⼒能」は理解できる。そしてこの⼒能は artificiel な現
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実的なものを⽣産する。ここから次の⾒解が導き出せるだろう。

〈雀蜂－蘭〉はガタリ記号論の例であり、すなわち artifice の例

である。この⾒解が意味するのは、ガタリは⽣態学を artificiel な

ものとして捉えているということである。この点から artifice は

「⼈⼯物」と訳せる領域を超えていることがわかる。違和感はあ

るが本稿では「機⼯物」という訳語を提案しておきたい。 

 〈雀蜂－蘭〉に関連してもうひとつ引⽤を⾒ておこう。 

 

分析家は蜜蜂、被分析者は蘭であって、その逆もまた然りで

ある。（EAO, p. 223） 

 

 このように 〈蜂 （雀蜂や蜜蜂）－蘭〉はスキゾ分析の例でもあ

る。このことは、スキゾ分析がひとの精神にも働きかける限り、

それもまたコード論の射程内にあるということを意味している。

『草稿』にはガタリの分析実践も部分的に描かれているが、それ

はこうしたコード論を基に理解される必要があるだろう。 

 

■ 結び 

 本稿は、ガタリの錯綜した 『草稿』から⼀貫性のある思想を取

り出すことを⽬指した。議論を尽くしたとはいえないが、以上の

議論からささやかながらそれは果たせたと考える。そしてこの⼀

貫性のある思想に名をつけるとすれば、やはり 〈artifice の哲学〉

がふさわしいだろう。ガタリにとって artifice とは、実体なきス

キゾフレニックな世界を包括的に捉えるヴィジョンなのである。 

 

 

―――― 

Notes 

1. 本稿は⽇仏哲学会 2017 年秋季⼤会での⼝頭発表に若⼲の加筆と修正を⾏ったものである。 

2. 『草稿』では書簡が時系列ではなく、ナドーによる分類に従って配置されているという点でも慎重さが求められる。 

3. 『草稿』からの引⽤は、本⽂中に Écrits pour lʼanti-œdipe, ed. Stéphane Nadaud, Lignes, 2005 の略称である EAO とそ

のページ数で⽰す。 

4. 『草稿』では artificialité や artificialisé、artificialisme という語も使われる。 

5. ガタリはラカンによる 7 年間の教育分析の後に精神分析家になり、1969 年にフロイト派のメンバーとなったと『闘争機械』

のなかで証⾔している。また、晩年まで寝椅⼦を⽤いた分析をクライアントに対して⾏っていたといわれる。ちなみに、『ア

ンチ・オイディプス』ではラカン派精神分析は批判されていてもラカンが批判されているわけでない、といわれることがある

が、『草稿』ではラカンが名指しで批判される箇所が散⾒している。 

6. Cf. EAO, pp. 369-386. 

7. 『記号学⼩事典』、脇坂豊他編著、同学社、1992 年、【表現と内容】の項⽬を参照。 

8. 「個的なもの＝不可分なもの（individuel）から可分なもの（dividuel）への移⾏。」（EAO, p. 184） 

9. 「⾔表⾏為の主体は存在しない」というスキゾ分析の決定的な主張もここに含まれる。また、スキゾフレニーにおける観念連

合の弛緩という現象は、『草稿』における第三次分節（離接的総合、多声性）に相当すると思われる。 

10. 「スキゾ分析は、artificielle なスキゾフレニー、病的ではなく⾰命的なスキゾフレニーによってあらゆるものを⼤きく転換さ

せるために、ヒステリー的な系統（……）や強迫的な結合（……）から逃れることを可能にする。20 回のレッスンでスキゾ

になろう︕」(EAO, p. 429) 

11. 表現の形式をコードとみなすのであれば、確かにイェルムスレウの理論は⾔語論の枠に収まらないものになるだろう。 

12. 共⽴平⾯の創設と解体の運動が〈歴史〉を形成するとガタリは考える。〈歴史〉はガタリ思想を理解するうえで鍵概念のひと

つである。 

13. 「イェルムスレウの記号論的機械の理想とは、もはや記号論的であることではなく、パースのいう意味でのイコン的でダイア

グラム的なシンボリズムに到達することである。」（EAO, p. 310） 

14. 多声的で離接的な機械状の接続、昇華、⽣産、横断変換、コード拡張、⾰命など。 

15. 「コードによる備給、コードの登録は、動植物的な種別や分類を尊重しない︕」（EAO, p. 260） 

  


