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生成変化 を思考 する ことの教育学的意味
―― ドゥルーズ=ガ タリの生成変化のシステム論にもとづいて一―
Pca叩鬱″ Is顎炉″ηχ 丁 影 グ
陶ル箪

刀♭θ″ 蒻ιβ♂
♂
θ%′ 響

勒 ″陶∫助 ιθり θ
/鹿 σθ陶 ″慾 ′%Dι ″ι拓♂クηノ 働 刀′ヶ刀ヵ

″
ο
ケν″ 勉
裕之 打″
ノ″カ
(人 間発達学部教養部会)

森田

1.ド ゥルーズ =ガ タリを読むことによって生 成変化 を考 える

1‑1.こ れまで教育学が語 ることのなかった生 成変化 とい う変容
教育 に関 して考 察す る通常 の教育学 のテクス トのなかに、あのオラ ンダの画 家 ファン・
ゴ ッホ (Vlllcent Van Gogh)の 波乱 に満 ちた人生が描かれる ことは まず ない。 なぜ な らば、
教育学 は、 ファン・ゴ ッホの人生 を覗 いてみて も、そ こに教育 に関わる注 目すべ き出来事
など見 出せ ないので、 ファン・ゴ ッホの人生 を語 ることにいかなる教育学的意味 もない と
考 えてい るか らである。 ファン・ゴ ッホの絵画 を読 み解 くと きに欠かす ことので きない貴
重 な資料 を提供 して くれ るファン・ゴ ッホの人生 も、教育学 にとっては教 育学的思考へ と
導 いて くれ る有意義な事例 などではな く、打 ち捨て られるべ きが らくた同然 なのだ。
しか しなが ら、 この よ うに教育学がが ら くた とみな して い るファン・ ゴ ッホの人生 をよ
く精査 してみ る と、そ こに教 育学的に価値 の ある もの を発掘す ることがで きる。 つ ま り、
発達 とい う概念 を本源 とす る教 育学 はこれ まで見落 として きたが、 ファン・ ゴ ッホの人生
のなかには、発達 とは異質 で あ りなが ら、それ と内在的なつ なが りをもつ未知 の変容 を発
見す ることがで きるのである。 この ことを明 らかにするためにフア ン・ゴ ッホの人生 を簡
単 に振 り返 ってみ よ う。
1853年 に牧師の子 として生 まれた ファン・ゴ ッホは 中等学校 中退後、 さまざまな職 を
ヽ
をす る。そ うす る と、 ファン・ ゴ ッホは、
し
転 々 とした 末、27歳 の と きに画家 になる決′
著 名 な巨匠 た ちの版 画 や技術 書 に掲 載 され てい る素描 を模 倣 し、 ドラク ロ ワ

(Eugё ne

Ddacro拉 )の 色彩 を模倣 し、当時の前衛 であった E「 象派 の技法 を模倣 す るこ とによって絵

画 を学 んで い く。そ して 1888年 2月 、パ リか ら南 フランスのアルルに赴 き、そ こで突如
として、前例 のない強烈 な色彩 とうね る筆触 と大胆 な構 図 とを確 立す るに至 る。粘 り強 く
繰 り返 し模倣 しなが ら習作 を続 けて きた凡庸 な人間が、単 なる模倣 を脱 し、狂気 の発作 に
襲 われなが ら『ひまわ り』『星月夜』『カラスのいる麦畑』 といった瞳 目すべ き絵画 を描 き
上 げる ことがで きる芸術家 になったのだ [Van Gogh 1958=19691970,二 見 2010]。 この狂気 =
芸術 へ の変容 は、われわれに団‖
染み の発達 とい う変容 として捉 える ことので きない得体 の
知れぬ謎 の変容 である。だが、 ファン・ゴ ッホは発 達す ることによって、既存 の もの を模
倣する能力 を獲得 したのだか ら、 この謎 の変容 と発達 との 間に は内在的なつ なが りがある
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のは明白である。
これまで教育学が聞うことのなか ったこうした謎の変容を「生成変化

(deve五 r)」

と呼び、

それ を理 論 的な水準 の もとで考 え抜 い た思想 家 と して、 ドゥル ーズ =ガ タ リ
Deleuze/Fё lx Guattari)の

(GⅢ es

名を挙げることができる。後の論述か ら明らかになるように、発

達は生成 とい う変容 と次元 を異にしつつ対 をなしている

[矢 野 2008]の

で、本論文ではこ

の ドゥルーズ =ガ タリのテクス トに依拠することによって、発達 と生成の双対性 との関係
の もとで生成変化が どのような変容なのかを示 したい。

1‐

2.ド

ゥル ー ズ =ガ タ リの テ ク ス トを ど う読 む か

この 目的 を達 成 す るた め に、 ドゥル ー ズ =ガ タ リの テ クス トを どの よ うに読 め ば よい の
か 。 た とえ ば 、 カ ン ト (Immal■ ud Kalit)や ヘ ー ゲ ル (Georg Wlhelm Fhedich Hegel)の 古 典

的な哲学書は、あたかも一個 の有機体 のように諸部分を統一 した一つの体系 をな してお り、
読者によって注解 され解釈 され説明され理解 される ことを待 っている。それに対 して、
「構造主義

me)Jを
(structurЛ ね

批判的に継承 した「ポス ト構造主義

(pOSt‐

structur』 isme)」

の

思想家 として、伝統的な哲学的諸概念に還元 されることを許さない独創的な諸概念 を自在
に駆使す る ドゥルーズ =ガ タリが作 り上げたテクス トは、
「 リゾーム

(rhzOme)」

を、すな

わち諸 々の断片が統一 されることな く相互に接続 した「多様体 (mdtゎ hcttё )」 を形成 して
お り、それを注解 し解釈 し説明 し理解する訓詰学的な読み方を徹底的に拒否 している。別
のいい方をすれば、古典的な哲学書が読者に最初の頁から順次読み進めることを要請 して
いるのにひきかえ、 ドゥルーズ =ガ タリのテクス トはどこから読み始めてもよい とい うよ
うに造形 されている。 ドゥルーズとガタリが ドゥルーズ =ガ タリとして特異な協同作業の
もとに生み出したこうした特異なテクス トの読み方 とは何か。
興味深 い ドゥルーズの読書論によれば、本の読み方には二通 りあるとい う。
「一つ は本
を箱

(bofte)の

ようなもの と考え、箱だか ら内部があ ると思 い込む立場。 これだ とどうし

ても本のシニ フィエ を追い求めることになる。この場合、読み手がよこ しまなJと 、
をもって
いた り堕落 していた りしたら、シエ フィアンの探求に乗 りだす ことになるだろ う。そ して、
次の本 は最初の本 に含まれた箱になった り、逆に最初 の本を含む箱になった りす るだろう。
こうして注解 (commentttre)が 行われ、解釈 (hterprotaion)力 功日えられ、説明

ahon)
(exμ た

を求め、本についての本を書 き、そんなことが際限なく続けられるわけだ。 もう一つの読
み方では、本 を小型の非意味形成機械 (peite machne a dghnante)と 考える。そ こで問題
になるの1よ 『これは機械 だろ うか。機オ
成ならどんなふ うに機能

(お

ncionnemenOす るのだ

ろうか』 と問うことだけだろう。読み手にとってどう機能するのか。 もし機能 しないなら
ば、もし何 も移行 (passage)し ないならば、別の本にとりかかればいい。 こうした異種の
読書法は強度による読み方

(に

cture en htendtO)だ 。つ まり、何かが移行す るか移行 しない

かとい うことが問題になる。説明すべ きことは何 もない し、理解 (comprOhendOn)す るこ
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とも解釈す ることもあ りは しない。電源に接続す るような読み方 だ と考 えて いい」[Ddeuze
1990(1973):17=2007(1992):21](1)。

この考 え方 によるな らば、 どんなシエ フィエ の追求 も無効 に して しまう ドゥル ーズ =ガ
タリのテクス トは、後者 の読み方に よつて読む しかない。つ ま り、 ドゥルーズ =ガ タリの
「 このテクス トは何 を意味す るのか」ではな く
「こ
テクス トを小型の非意味形成機オ と捉 え、
l戎

のテクス トは どう機能す るのか」 と問 いかけつつ 、そのテクス トを機能 させ移行 させ運動
させ る強度 による読 み方 によってだ。
この点 を踏 まえて本論文の簡便 なマ ップを示 せば次 の ようにな る。す なわち、強度 によ
る読み方 を実践 し、 ドゥル ーズ =ガ タリの生成変化 に関わる議 論 をあたか も「機械技 師
(mOcanden)」 の よ うに機能 させ移行 させ運動 させ ることに よって、生成変化 の システム
(2)。
それを引 き継 ぐ第 3節 では、生 成変化
論 を構成す ることが次の第 2節 の役割 で ある
′
を発達 と生 成 の双対 1生 との 関 わ りで解明す るために、この ドウルーズ =ガ タリの生成 変化

のシステム論 を教 育学的 にさらに機能 させ移行 させ運動 させ る。そ して、最終節 となる第

4節 の論述 は、 こ うして明 らかになった生成変化 を教育学が主題的に考 えることが、発達
につい て一元的に考え る従来 の教育学的思考 に何 をもた らすのかについ て考察す るために
展 開されることになる

(3)。

2.ド ゥルーズ 〓ガタ リの生 成変化 のシステム論の構成
2‐

1,生 成変化 の システム論 の基盤 をなす微粒子論の構成

上 に予告 してお いた よ うに、本節 の狙 いは、 ドゥルーズ =ガ タリの生成変化 に関 わる議
論 をもとに して生成変化のシステム論 を構成す ることである。 この よ うに構成 し組み立 て、
ドゥルーズ =ガ タリの生成 変化 のシステム論 の全 容 を明 らかにす るのに先立 って、それが
位置 してい る理論的水準 をあ らか じめ示 してお く必要がある。 ドゥルーズ =ガ タリの生 成
変化 のシステム論 は、意識が労働 とい う否定 によつて高 まる運動の論理であ り、発達 とい
う概念 の 思想 的起源 となっている

[堀 尾 1984,矢

野 2(l(18]ヘ ー ゲルの弁証法 を批 判 しつつ 、

人間が超人に肯定的に変容する運動であ り、生成変化 とい う概念 の思想的起源 となってい
る

[森 田 2012]ニ

ーチ ェ (Fnedhch Wユ hdm Ntttzsche)の 価値転換 とい う思想 を継承す る理 論

的ポ ジシ ョンを占めてい る。 この ようにヘーゲ ル とニーチ ェとい う二つの座標軸の もとで
捉 え られる ドゥル ーズ =ガ タリの生成変化 のシステム論 を構成す る作業 を始めることに し
よ う。
何 よ りもまず 自然 に関す る理論 を立 ち上 げなければな らない。それ とい うの も、その理
論 が ドゥルーズ =ガ タリの生成変化 のシステム論 の理論的基盤 になるか らだ。 自然 につい
て論 じた ドウル ーズ =ガ タリの 議論

[Deleutte/GuattaA 1980:53‐

94=2010(1994)上 巻 :91161]

を強度 による読み方 によって作 り替 えるな らば以下の よ うになる。現実 の 自然 は微視 的視
点か ら捉 え られる。す なわち、大地は幾重 にも重 な った多 くの層 に分かれて いて、それぞ
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れの層は数多 くの堆積物 に細分化 されていて、個 々の堆積物 は多数 の無機物 に細分化 され
ていて、各 々の無機物 は………とい うように際限な く細分化 されてい る。 また、大地の上 を
個々
多 くの生 命体 が占拠 して いて、それぞれの生命体 は数多 くの器官 に細分化 されて いて、
の器官は多数 の有機物 に細分化 されていて、各 々の有機物 は………とい うよ うに際限な く細
分化 されてい る、 とい うように捉 えられる。 この ように捉 え られた現実 の 自然 は、無限小
の諸部分 をなす「諸微粒子 (paricdes)Jが オロ互に明確 に分節化 した静的な もの としてのス
タテイックな差異的諸微粒子 として抽象化す ることがで きる。
この とき、
「現実的な (actud)Jも のであるこのスタテイックな差異的諸微粒子が立ち現
れるためには、 ダイナ ミックな分子状諸微粒子 が「麿在的な

(宙 rttid)」

もの として先行的

に存在 して い なければな らない と考 えられる。つ ま り、諸微粒子が 「 と…… と…… と……
(et… et tt et中 )」

とい う仕方 で接続 し合 った動的な もの としての ダイナ ミックな分子状諸微

粒子が、潜在的水準 の もとでその形態 を変え流動 してい る。そ して、 こ うしたダイナ ミッ
クな分子状諸微粒子が、「凝固

(coattlaiOn)」

し、一が二 にな り二 が四にな り………とい うよ

うに三 分法的に「分節化 (aricdaoOn)」 す ることによつて、諸微粒子 間 の緊密 な紐帯が切
断され たス タテ イックな差異的諸微粒子 として現実化す るとい うわけ だ。
このスタテイックな差異的諸微粒子 とダイナ ミックな分子状諸微粒子 との関係 を具 象的
な人元で述 べ れば次の ようになろう。
「 た しかに物理化学的な地層 (strate)[=物 理化学的
な物質]が 物質 のすべ てを説明す るとは考 えられない。形式化 されない下位分子的な物質
とい うものがあるのだ。同 じよ うに、有機的な地層 [=有 機的な生命]も 生命 の すべ てを説
明す るわけではない。有機体 とは、生命 がみずか らを制限す るために自身に姑立 させるも
のである。非有機体的であるか らこそ、なおさら強度的で強力 な生 命 とい うものが あるの
だJ[Ddeuze/GuattaA 1980:628=2010(1994)下

巻 :303角 括弧内は筆者]。 物理化学的 な地層 と

有機的な地層 とか ら構成 された現実的な自然、すなわちス タテイックな差異的諸微粒子 の
具象的表現 である現実的な自然が、 自然 のすべ てを汲み尽 くす ことがで きるわけではない。
形式化 されない下位分子的な物質 と強度的で強力 な生命 とか らなる港在的な自然、す なわ
ちダイナ ミックな分子状諸微粒子の具象的表現である潜在的な自然があ らか じめな くては
ならないの だ。そ して、 ダイナ ミックな分子状諸微粒子が ス タテイックな差異的諸微粒子
へ と凝 固分節化 =現 実化す るときの凝 固分節化 =現 実化 は、
「地層化 (straiacaion)Jと 呼
ばれる。
この地層化 によって立 ち現れたス タテイックな差異的諸微粒子 は、 どこまで も不動のま
まである。 このことは、 スタティックな差異的諸微粒子が 自己 自身のなかに閉 じ込め られ
「捕獲

(capture)」

身か ら「逃走

されて い ることとして捉 える ことがで きる。 したがって、それは自己 自

(ftitte)Jす

ることによつて、ダイナ ミックな分子状諸微粒子 として港在化 し、

みず か らを解 放 す る こ とにな る。 この 逃走
(dOstradacaion)Jと 名づ け られる。
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こ うして、 ダイナ ミックな分子状諸微泣子 がス タテイックな差 異的諸微粒子 に地層化 し、
後者が反転 して前者 に脱地層化 し………とい うよ うに どこまで も変容 して い き、 ダイナ ミッ
クな分子状諸微粒子 とス タテ イックな差異的諸微粒子 とは円環 的サ イクルを形成する こと
になる。そ して、 この 円環的サ イクルの なかで出現するス タテ イックな差 異的諸微粒子 は、
それ以前のそれ とは不連続的に差異化 しずれて い る新たな現実的な ものなのである。 この
よ うに、 自然 の総体 は、諸微粒子 の永遠回帰す るシステム として抽象化 される (4)。

2‑2

微粒子論 にもとづ く記号論の構成

このとき、社会はどのように描かれるのだろうか。このことに関す る ドゥルーズ =ガ タ
リの議論 [Ddeuze/Guattan 1980:140184=2010(1994)上 巻 :231303]を やは り強度に よる読み
方によってパ ラフレーズすれば、社会は次のような諸記号 の動態的なシステムとして抽象
化 されることになる。現実的な水準 において、スタテイックな差異的諸微粒子に対 して鋭
い対照をなす ものとして、スタティックな未分化的連続体の存在 を想定することがで きる。
このスタテイックな未分化的連続体は、すべ てが入 りまじり錯綜 して渾然一体 とな り、区
別できるものなど何一つ ない混沌 だから秩序化 される必要がある。 したがって、それに秩
序 を与 える主体 として「超越

(tral■

scendant)」

項 とい う他者が生成する。そ うす ると、超

越項はスタテイックな未分化的連続体 を俯賊するはるか高みか ら、一を二 に し二 を四にし
…… とい うようにそれを三分法的に分割 し分節化させる。この分節化によって、
スタテ ィッ
クな差異的「諸記号

(signes)」

異的諸記号 とい う「意味性

が立ち現れるに至る。こうして成立 したスタティックな差

(dghnallce)」

は、超越項を「中心

き状 に取 り巻 いている「拡散的な円環的組織網

(centre)」

とし、それを渦巻

(roseau drcdare ttradant)」

として捉 えら

れる。 このとき、中心 と拡散的な円環的組織網の具象的表れはそれぞれ、
専制君主
とそれによって支配 された「臣民

(s両 ets)」

(despote)

とであると考えられる。

こうした拡散的な円環的組織網において、「一 回の記号が拡散的な円環的組織網か ら離
脱 し自立的に動 き始め、まるで細 く開いた通路に吸い込まれてい くように直線の上を急進
す るJ[Deleuze/Guattan 1980:152=2010(1994)上 巻 :252強 調はドウルーズ=ガ タリ]。 いいかえ
れば、スタティックな差異的諸記号 とい う記号系か ら一 団の記号が逃走する。 この逃走 し
てい る一 回の記号が、差異的諸記号 として停止す ることによって、差異的諸記号がス タ
ティックな差異的諸記号の外部 として姿 を現す。この逃走は
「脱領土化 (dOter五 toAnisaion)」
と、停止 は「再領土化

(reterrttOnaisaion)」

とそれぞれ呼ばれる。

こうして脱領土化 し再領土化することによつて成立 した差異的諸記号は、絶姑的に高位
の存在 である超越項 とい う他者をもたないので、
「主体

(s呵 et)」

として 自律的たろうとする。

つ まり、差異的諸記号はそれよりも相姑的に高位 の存在 である「内在

(immanent)」

項を

自己のモデルとして定立 し、それに同一化 しようとし、さらに内在項に同一化 した差異的
諸記号 は再び、よ り高次の内在項 を打ち立て、それに同一化 しようとするのだ。
「権力 の
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ヽ(centre
と
超越的な中′

transcendallt de pouvdr)な

どもはや必要ではな く、むしろ 『現実』 と

一 体 とな り、規格化 を行 う内在 的 な権力 (pouvdr immallent)が 必要 となる」 [Ddeuze/
Guatta封

1980:162=2010(1994)上 巻 :268]。 この内在項 を目指 して展開される運動 は、ダイ

ナミックな差異的諸記号が内在項に向けて一方向に脱領土化 し、そ こに同一化 しつつ再領
土化す ることが繰 り返される「線形的プロセス (prOcё s

in6瓜 re)」

として捉えることができる。

そ して、この線形的プロセスの具象的表れの一つが、マルクス (Karl Hdnrtth Marx)に よっ
て G(=貨 幣)―
された

2‐

W(=商 品)―

[Marx 1962̲1963(1867‐

G′ (=増 殖した貨幣)と

い う価値 の 自己増殖運動 として定式化

1894)=19691970]「 資本主義

偽me)」
(cap五 』

(5)な

のである (6)。

3.記 号論 か ら微粒子論 へ と横断する生成変化 の成立

以上の論述か ら、 自然 を、地層化 と脱地層化 によって機能 して い る微粒子論 として抽象
化 し、社会 を、微粒子論 にもとづ き脱領土化 と再領土化 を組み込んだ記号論 として抽象的
に描出する生成的なシステム論が構成 される。 この とき、 ドゥルーズ =ガ タリに よれば、
資本 主 義 とい う形象 として具象的に表れ る線形的プロセス において、 ダイナ ミックな差異
的諸記号 とい う記号系が内在項 に再領土化す ると、その記号系か ら一 団の記号が脱領土化
する ことによつて、 ス タティックな差 異的諸記号 の外部 であるダイナ ミックな差 異的諸記
号 には収 まりきらない外部 の外部、すなわち絶対的外部が立ち現れ るとい う。そ して、 こ
の脱領土化 を ドゥルーズ =ガ タリは「生成変化」 と呼 ぶ [Ddeuge/Guattan 1973(1972):263‑
312=2006下 巻:20‑93]。 この とき、絶姑的外部、別言すれ ば「 絶対的極 限 (imtte absOlue)」 「外

的極限 Qmie extOneure)」 とは一体何 か。それは 2‑1で 見 た現実的な ものであるス タテ ィッ
クな差異的諸微壮子 とは異な った現実的な もの、すなわち現実的なものであるダイナ ミッ
クな分子状諸微粒子 であると考 える ことがで きる。
この ように、再領土化 したダイナ ミックな差異的諸記号か ら一 団の記号が ダイナ ミック
な分子状諸微粒子に生成変化す る。 このプロセス にお い て、一 団の記号 は人 間 として具象
的に表れる と捉 える ことがで きるのに対 して、 ダイナ ミックな分子状諸微粒子 の具象的表
現 はどのよ うに考えた らよいの だろうか。それは資本主義か らはみ出 した人間な らざる
「特
異性

lsingdanto)」

で ぁ り、そ うした特異性 を「狂気」 と呼 ぶ ことにす る。微粒子 と記号

とは位相 を異 に してい るので、 ダイナ ミックな分子状諸微粒子 はあるダイナ ミックな差異
的諸記号 に解釈 されるだけではな く、その諸記号 とは異 なった他の ダイナ ミックな差 異的
諸記号 に同 じように解釈 されるだけでな く…… とい うよ うに、 さまざまなダイナ ミックな
差異的諸記号 に同時に解釈 されると考 え られる。 この ことか ら、 ダイナ ミックな分子状諸
微粒子 の具象的表現 である狂気 も、同時にさまざまに解釈 されることになる。 つ ま り、そ
れは多数多様 な意味に同時に開かれ、どれほ ど語 って も語 り尽 くせぬ「多義性

(pOけ VodtO)」

なのである。 この多義性 を「芸術」 と呼 ぶ ことに しよう。
この とき、 この狂気 =芸 術がその歴 史上の表れ を見出すのは、た とえば次の もののなか
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にである。す なわち、第 1節 で見た狂気 =芸 術 としての ファン・ ゴ ッホ [Ddeuze/Guattan
1991:154‐

188=2012(1997):231‑283]の なかにであ り、馬 の首に しがみつ き発狂 し、狂気の手

紙 を書 き送 るニーチ ェ [Ddeuze/Guattan 1973(1972):27‑29=2006上
チ ェコのユ ダヤ人 として ドイッ語で「マ イナー文学
カ

(Franz Ka■

111位

巻 :48‑50]の なかにであ り、

Orature mineure)」

を創造 す るカフ

(a)[Ddeuze/Guattan 1975=1978]の なかであ り、諸器官の統一 化 としての有機

体 ではな く、諸器官の多様体 によって満 た された「器 官 な き身体

(corps sans organes)」

生 きる ア ル トー (Antonin Artaud)EDeleutte/Guattari 1980■ 85‑204=2010(1994)上 巻

:305‐

を

340]の

な か に で あ る。

上の考察か ら明 らかなよ うに、再領土化 したダイナ ミックな差 異的諸記号 か ら一 団の記
号が ダイナ ミックな分子状諸微粒子 に生成変化することは、人 間が狂気 =芸 術 に生成変化
す ることとして具象的に表れる。 この具象的表れ としての生 成変化 のプ ロセス は、た とえ
ば以下 の よ うな形 をとると考 えられる。す なわち、人間が人 間 として現実的な自然 を「模
倣

(im比 証bn)」

し、その模倣が人間 として これ以上 現実的な自然 に類似 し近 づ くことがで

きない極点に達 した とき、人 間 は人 間を脱 し狂気 =芸 術 に生成 変化す る。そ して、それ と
同時に、現実的な自然のほうも港在的な自然 に生成変化 (=脱 地層化)す る。 つ ま り、極限
的な模倣 を越 えて、生成変化が発動す るのである。 このことは、 ファン・ゴ ッホが執拗 に
模倣す ることによって狂気 =芸 術 に生成変化 した先の事例 にぴった りと符合 してい る。
この よ うな「生成変化 は

[人

間と現実的な自然との間での]関 係相 互のRR応 (correspondance

de rapports)で はない。か といって [人 間の現実的な自然に対する]相 似 (ressemblance)で も模

・…・中略 ……生成 変化 とは系列 (sOne)
倣 で もない し、
結局 は同一化 lldendacadon)で もない。・
に したが って進歩 (progressbn)す ることで も退行 (rogremOn)す ることで もない。 ……。
中
略 ………生成変化 は進 化

(ё

vohdon)で はない とい うこと、少 な くとも血 統 (descendance)や

系統 lalttbn)に もとづ く進化 ではない とい うことだ けは明確 に しておかなければな らな
い。 …… 中略 ……… [生 成変化は]分 化 の低 い ものか ら高 い ものへ と向か うのではない し、遺
伝 に もとづ く系統 的進化 にvoLdon aiaive horOdta± 0の 形 を とるので は な いJ[Deに uze/
Guattari 1980:291292=2010(1994)中

巻 :158‑160角 括弧内は筆者]。

人間と現実的な自然 とが形成 してい るのは、一が二になる「樹木

(arbre)」

状組織 にお

「同盟 (江 hance)」 「共生 (symЫ ose)」「生成変化のブロ ック (Ы Oc
ける対立的な二項ではな くて、
de deve面

r)」

「 (〈 ………と…… 〉 としての)中 間

(ml掩 u)」

「線形の多様体 (mdo』 た■6 inOttre)」

要す るに「リゾームJで ある。人間と現実的な自然は、それを見下ろす ことになる超越 的
な原点によって成立する平面ではな くて、人間 と現実的な自然がいっ しょに存立 している
ことで成立 している「共立性平面

(plal■

de cOndstallce)」

を構成 してい るのだ。そ して、こ

の「 リゾーム」「共立‖
生平面」において二重の生成変化が生 じる。
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3.ド ゥルーズ 〓ガタリの生 成変化 のシステム論 の教育学的展開
3‐

1

相互に次元 を異に した発達 と生成の双対性

この ように、 ドゥルーズ =ガ タリの生成変化 をめ ぐる議論 を機能 させ移行 させ運動 させ
ることによって、記号論か ら微粒子論へ と横 断 し、両者 を結 びつ ける生成変化の システム
論 を構成す ることがで きる。生成変化 を発達 と生成の双対性 の 関係 の もとで明 らかにす る
ためには、 この ドゥルーズ =ガ タリの生成 変化 のシステム論 を教 育学的にさらに機能 させ
移行 させ運動 させ なければな らない。
生成 変化 のシステム論 の現実的水準 にお いて、再領土化 したダイナ ミックな差異的諸記
号 に対照的なもの として、 ダイナ ミックな未分化的連続体が立ち現れる と考 えることがで
きる。 この ダイナ ミックな未分化的連続体 は、その形態 を変 え流動 してお り不安定 な混沌
なので、安定 した秩序へ と作 り替 えられなければな らない。それゆえに、再領土 化 したダ
イナ ミックな差異的諸記号は、 ダイナ ミックな未分化的連続体 を受容体のなかに収容する
ことによって停止 させ、 さらに一 を二 に し二 を四に し…… とい うよ うに三 分法的に分害Jし
分節化 させ る。 この ときの分節化 は、 ソシュール (Feranand de satissure)の 記号体系 にお
ける分節化 [Saussure 2005(1916)=1972(1940)]と 同 じよ うに、再領土化 したダイナ ミック
な差異的諸記 号 の 自由裁量 による分節化であ り、原理的には どの よ うにで も行 うことがで
きる徹頭徹尾恣意的な分節化である。 これによって、 ダイナ ミックな未分化的連続体は恣
意的な差異的諸記号 を包摂 した受容体 に変容す る ことになる。
この とき、 この受容体 はどの ように考えた らよいの だろ うか。九山圭 三郎 によれば、ソ
シュールの恣意的・差異的な記号体系 は、箱 のなかに押 し込め られた多数 の風船 としてイ
メー ジされるとい う。 この とき、個 々の記号 のイメー ジで ある風船 は、圧搾空気が入 って
い るもの とす る。 もし、 この箱 のなかの風船 を一つ取 り出す と、その風船が 占めてい た場
所 は、相互 の圧 力関係 の もとでひ しめ き合 っていた他 の風船が全部 ふ くれ上が ることで埋
[丸 山 1981:96‑97]。 恣意的な差異的諸記号 はこのソシ ュールの恣
。
意的 差異的な記号体系 と同 じように考えることがで き、受容体 は上記 の箱 の よ うなもの

め られて しまうのである

としてイメー ジされる。 この ことか ら、受容体 は恣意的な差 異的諸記号 の恣意性 と差異性
を成立 させ、 さらに維持 して い るもの といえよ う。
こ う した受容体 を何 と呼 んだ らよい か。 この 名 づ け を行 うため に、 プラ トン

(Plat5n)

の『テイマイオス』のなかに登場する「 コー ラ (khδ ra)Jと い う言葉 に関するデ リダ acques
(」

Dernda)の 議論 [DerAda 1993=2004]を 取 り上げてみ よ う。 コー ラは一般 に場所、容器、苗床、
国家な どを意味するギ リシア語である。 ところが、デ リダによれば、プラ トンニズム を特
徴づ ける階層秩序的二項対立、すなわち叡智的な もの と感性的な ものや、永遠の存在 と生
成状態 にあるイマージュ といった、前項が後項 に比 して価値がある階層秩 序的二項姑立が
成立するには、 この階層秩序的二項対 立 を包摂 し受け入れる受容体がな くてはな らないと
い う。そ して、デ リダは、 この受容体 を指 し示す言葉が コー ラなのだ とい う。 コー ラこそ

376

生成変化 を思考することの教育学的意味

は、階層秩序的二項対立が書 き込 まれる場であ り、「みずか らを刻 印す るあ りとあ らゆる
ものの記入 (hscApdon)の 場 を象 る もの なのだ」[Dernda 1993,52=2004:44強 調はデリダ]。
このデ リダの考察 を踏 まえ、恣意的な差異的諸記号 を包摂 して い る もの としての受容体 の
呼 び名 として「 コー ラ」 とい う言葉 を採用することに したい

(7)。

そ うす ると、再領土化 したダイナ ミックな差異的諸記号が ダイナ ミックな未分化的連続
体 をコー ラのなかに収容 し分節化 させ ることによって、ダイナ ミックな未分化的連続体 と
い う最 も低次の初期段階は、
諸 々の 中間段階を経て、恣意的な差異的諸記号 を包摂 した コー
ラとい う最 も高次の最終段階へ と変容する ことになる。そ して、 この恣意的な差異的諸記
号 を包摂 した コー ラは、再領土化 したダイナ ミックな差 異的諸記号 のなかに組み入れ られ
編入 されて い ると考 える ことがで きる。 この と きの変容 を「発達 Jと 呼 ぶ ことに しよ う。
この発達にお いて、低次 の段階 とそれ よ り高次 の段階 との 間には段 階的差異がある ものの、
自己同一性 は維持 されて い る。
この 自己同一性が維持 される変容である発達が成立す るとともに、それ と対 をなす変容
として、 次の ような自己同一性が破綻す る変容が生起する と考 え られる。すなわち、それ
は、恣意的な差異的諸記号 を包摂 した コー ラが、何 も入 っていない空虚 な コー ラになるこ
とを経 て、新 しい恣意的な差異的諸記号 を包摂 した コー ラになるときの変容 である。 この
とき、空虚な コー ラが、再領土化 したダイナ ミックな差異的諸記号の外 にあるのに姑 して、
新 しい恣意的な差異的諸記号 を包摂 した コー ラは、再領土化 したダイナ ミックな差異的諸
記号 のなかに編入 されて い ると考 え られる。そ して、恣意的な差異的諸記号 を包摂 した コー
ラと新 しい恣意的な差異的諸記号 を包摂 した コー ラとの間には 自己同一性が成 立せず、両
者 は質的に異 な り共約する ことが不可能であるので、両者 の 間で優劣 を比較す ることがで
きない。矢野智司

[矢 野 2008]に

な らい、 こ うした質的差異化 を示す変容 を、発達 に対 し

て「生成」 と呼 ぶ ことにす る。

3‐

2.発 達 と生成の双対性 と生成変化 との関係

こ うして、姑 をな しつつ相 互 に次元 を異 に した発達 と生成 とい う諸変容が生 じる。 ここ
で、この諸変容 に関わる具 象的表現 について考 えてみ よ う。 ダイナ ミックな差異的諸記号
の脱領土化 と再領土化 の反復 によって描かれる線形的プ ロセスが 資本 主 義 として具象的に
表 れ、生成変化す ることになる一 回の記号が人間 として、生成変化 によって形成 されたダ
イナ ミックな分子状諸微粒子が狂気 =芸 術 として それぞれ具象的に表 れる とき、 ダイナ
ミックな未分化的連続体 の具象的表現は子 どもであ り、その連続体か ら発達 によって形作
られた恣意的な差異的諸記号 を包摂 した コー ラの具 象的表現 は人間であると考 える ことが
で きる。 また、生成 とい う変容 は、死 と再生 を引 き起 こす出来事 として具象化す ると考 え
られ、 この 出来事 の一 つ として遊 びを挙 げる ことがで きる。 この よ うに、人間 (=理 性

)

と狂気 の二 項対立 と、人間 (=大人)と 子 どもの二 頂対立 とは、資本 主義 の誕生 に ともなっ
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て立ち現れる通時的な産物なので あ り、 この ことが歴 史上 にどの よ うに表れるかは、 フー
コ ー (Michel Foucault)[Foucault 1972(1961)=1975]と

ア リ エ ス (Philippe AriOs)[A封 ёs 1973(1960)

=1980]の 緻密 な歴史研究によって明 らかにされて い る。
この ような具象的表現 をもつ発達 と生成の双対性 に対 して、前節で論 じた生成 変化 は ど
の ように捉 え直 されるのか。生成変化 につい て改めて考 えるために有効 な手立ては、位相
とい う新 たな枠組 み を導入す ることである。 ダイナ ミックな未分化的連続体が、恣意的な
差異的諸記号 を包摂 した コー ラヘ と段階的に上 向す る一方向的な発達 は、記号 の論理が支
配 して い る記号的位相 のなかで生 じると考 える ことがで きる。 また、恣意的な差 異的諸記
号 を包摂 した コー ラが空虚な コー ラになる ことを経 て、新 しい恣意的な差異的諸記号 を包
摂 した コー ラヘ と質的に差異化す る回帰的な生成が行 われるの も、記号的位相のなかでで
ある。 こう した同一位相内での諸変容 に対 して、生成変化 は、再 領土化 したダイナ ミック
な差異的諸記号 のなかの一 団の記号が、記号的位相か ら記号の論理の及 ばぬ微粒子的位相
へ と移行す ることによって、 ダイナ ミックな分子状諸微泣子へ と全面的に変貌す るときの
位相 問変容 として捉 え直 される。
この ように、生成変化 は位相間の壁 を貫 き突破する越境運動であ り、人間 として具象的
に表れる一 団の記号 を決定的に越 え出る変容であ って、そ の思想的起源 を、人間 (=反 動
的な力)が 超人 (=能 動的な力)に なるニーチ ェの価値転i奥 とい う思想 [Ntttzsche 1968(18831885)
=1967‐

1970]の なかに求める ことがで きる。 こ うした生成変化 は、発 達 と生 成 のス
え姑性 とど

の ような関係 にあるのか。 この ことは、 これ までの論述 を自己言及的に問 うことによって
示す ことがで きよう。 ドゥルーズ =ガ タリの生成変化のシス テム論 をもとに して発達 と生
成 の漑対性 を理論的に導 出 して きた これまでの論述展開は、 どの ように捉 え直 されるのか、
と問 う必要があ るのだ。その捉 え直 しは こ うである。諸記号があ らか じめ変容 主体 として
ある ことによって、諸記号 による変容が生起す るのではな くて、変容が発動 してか ら事後
的に変容前 に遡 り、諸記号が変容主体 となる。 この とき、変容 は同一位相 のなかで 開始 さ
れるのではな く、記号的位相 と微粒子的位相 との 間にお いて位相 間越境 としての生 成変化
として始 まるのであ り、 この生 成変化以前 に遡 り回顧的に、位相 間にお いて一 団の記号 と
しての諸記号 が変容 主体 となる。そ うす るとただちに翻 つて、記号的位相 のなかに出現 し
たダイナ ミックな未分化的連続体が変容 主体 とな り、それに よる発達が記号的位相内にお
いて生 じる。そ してそれにともなって、その発達 と対 をなす変容 として、恣意的な差異的
諸記号 を包摂 した コー ラによる生成が記号的位相内で起 こる。 こ う考 えられるので、生成
変化 は相 互 に次元の異 なった発達 と生成の双対性 の理論的前提 となっているわ けである。

4.生 成変化 を教育学が考 えることは従来の教育学的思考に何 をもたらすか
こ うした生成変化 は、 これまで教 育学 によって問われる ことは なか った。 しか しなが ら、
発達 と生成 の観対性 の理論的前提である生成変化 を、発達 を中心概念 として構築 されて い
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る教 育学が考 える ことは無意味 ではないはず である。 この ことを明 らかにす るために、教
育学 が発達 と生 成 の双対性 とい う問題国 に対 して どの ようにアプ ローチす るのか を考 えて
み よう。
発達 と生成 の双姑性 とい う問題圏に直面する と き、教育学 は発達 とい う概念 を本源 とし
て い るか ら、生成 を排除 した り生成 を発達 に遠元 した り生成 を発 達 のなかに回収 した りす
ることによって、発達 について一元的に思考する ことになる と考 えることがで きる。た と
えば、生成が発達のなかに回収 されるとき、生成の具 象的表現 で ある死 と再生 の出来事 の
一 つ である遊びは、遊ぶ人 間その ものが質的に差異化す る自己 目的的変容 としてではな く、
人間のなかの諸能力が段階的に上向する発達 とい う変容 のための手段 として位置 づ け られ
ることになる。要す るに、遊びを通 して社会性が育 ち、情操が育成 され、身体能力が高 ま
ると考 えられるわけだ。矢野 も指摘す るように

[矢 野 2006]、

この思考法は実際、従来の孝
史

育学的な遊 び研究 のなかに見出す ことがで きる。
この よ うに、教育学 は発達 と生 成 の双姑性 とい う複合的 で多人元的な問題圏を発達 とい
う単次元的な問題 に巧みに変換 し、発達へ と思考 を集中させ る。 こ うした教育学 に対 して、
生成変化 とい う問題 を提起するな らば、それは単 に新たな問題 を付 け加 える ことではない。
提起 された生成変化 とい う問題 は、発 達 と生成の双対性 とい う教育学的問題 圏の理論的前
提 であると同時に、その教育学的問題圏の外部 を形成 す る と考 え られる。そ うだ とす るな
らば、発達 と生成の観対性 とい う教育学的問題圏の外部 を教 育学 が主題 化す ることは、 ど
うして必 要 なのか、それには何 の意味があるのだろ うか。その外部 に関 して考 える ことは、
発達 につい て一元的に考 える従来の教 育学的思考 の領域 を明確 に確定す るばか りでな く、
その確定 を刺激 し触発す る。それによって、従来 の教育学的思考 はみずか らを創造的に組
み替 え新 たに変容す るに至 るだろ う。別 のいい方 をすれば、教 育学が これまで論 じて こな
かった生成変化 を思考す ることは、従来 の教育学的思考 を機能 させ移行 させ運動 させ るは
ずだ

(8)。

註】
【
(1)本 論文での引用文 は、筆者が邦訳を参照 しつつ原文を訳出したものである。
(2)本 論文では、ドゥルーズ =ガ タリの議論をシステム論 として構成 し立ち上げてい くことになる。 ドゥ
ルーズの議論 をシステム論 として読み解いた研究 として、十
曾垣立哉の研究 [槍 垣 2002,2009,2010]が
ある。構造主義 を代表例 とする典型的なシステ ム論 におけるシステムの絶対性 と決定性 に対 して、
檜垣 は ドゥルーズのシステム論 におけるシステムを、生成する未決定的なシステムとして捉 える。
本文の今後 の論述か らわかるように、本論文 で構成 されるシステム論 におけるシステム もまた、生
成する未決定的なシステムである。 また、本論文での ドウルーズ =ガ タリに関する論述については、
上記の檜垣 の研究のほかに、 とりわけ浅田彰 [浅 田

1983,1984]、

団分功一郎

[囲

分

2013]、

ズ (Ё ric Alliez)[Alliez 1993,1996=2002]、 ハー ト (Michael Hardt)[Hardt 1993=1996]、

アリエ

マルタン

バデイウ (Alain Badiou)[Badiou 1997=1998]の 研究を参照 した。
(」 ean Clet Martin)[1993=1997]、
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(3) 筆者 は ドゥル ーズ =ガ タ リの議論 の総体 を、 自然 と社会 とそ の二者 に もとづ く教育 とを包括的に説
明する ことがで きる自然 ‐
社会 ―
教育理論 へ と作 り替 える機能的で移行的で運動 的な試み を行 った [森
田

2012]。

この研究が発表 されるまで、 日本の教育学の分 野 では ドウルーズ =ガ タリの 議論 は部分

的な摂取 に とどま り、既存の教 育学 に対 して ドゥル ーズ =ガ タリの議論全 体が どの よ うな教育世 界
を開 くのか とい う観点か らそれ を本格的に論 じた研究 はなか った。 本論文で は、デ リグの 議論 を新
たに援用 しなが ら、 この 自然 ―社 会 ―教育理論 を、 よ リシ ンプルで洗練 された形 で構築 し直す こと
に よって、上記 の研 究で考察す ることが なか った教育学 と生 成変化 との 関係 につ いての 問題、すな
わち教 育学が これ まで問 うこ とのなかった生成 変化 を主題化す るこ とは どの ような意 味 を もつの か
とい う問題 を解 明す るこ とを 目指す。 また、海外 には、 ドゥルーズ =ガ タリの議 論 を教 育学 に関連
づ けた先行研究の うちで書籍 とい う形 で刊行 された もの として、
二つの研究 [Semetsky 2008][OIsson

2009]を 挙 げる ことがで きる。 だが、 これ らの研 究 は どれ も、本論文 の よ うな機 能的で移行的で運
動 的な試みではない。

(4)

ドゥル ーズ は「 生成の肯定 (amrmatbn du deven士 )」 →「存在 の肯定 (amrmahon de l'Otre)」

→

生成の肯定 …… とい うように続 く創造 的な肯定 的運動 としての永遠 回帰 の思 想 をニーチ ェの根本思
想 の一 つ として捉 えて い る [Deleuze 1962=1982(1974),1965=1998(1985)]。

ドゥルーズ =ガ タ リ

の生成変化 の システム論 の基盤 をなす諸微 粒子 の永遠 回帰す るシステムは、その思 想 的原型 をこの
ニーチェの永遠回帰 の思 想 のなかに求める ことがで きる。
『千
(5) 線形的プ ロセスの もう一つの具象的表れは、自治的な「都市 (vlle)Jで ある。 この都市 につい ては、
のプラ トー』 の第 13章 [Deleu2e/Guattan 1980:528‑591=2010(1994)下 巻 :153‑245]を 参照。

(6) 以下の点 を補足 してお こ う。超越頂 とい う他者が規定 してい るス タテ ィックな差異的諸記 号 は、「 シ
エ フィアン的記号系 (sOmiotique Ыgninante)Jと 呼ばれる。 このシエ フィアン的記号系 は周期的に、
ス タテ ィックな未分化的連続体 になることを経 て再 び立 ち現れ るこ とで組 み替 え られ更新 される と
考 え られる。 この運動 は供儀 として具象化す る。 こ う したシニ フィア ン的記号系 よ り後 に成立す る
記号系、すなわち内在項 に向けて脱領土 化 し再領土化す るダイナ ミックな差 異的詰記号系 は、「ポス
ト・ シニ フィア ン的記号系 (sOmiodque post signinante)」 と呼 ばれる。 この とき、 シニ フ ィア ン的
記号系 を基 準 と して、ポス ト・シニ フィア ン的記号系 とは別 に次の二 つの記号系 を想定す ることが
で きる。 一つ 目は、 シニ フィア ン的記号系 の成立 よ り以前 にすで に成立 して いた記号系、す なわち
超越頂が分節化 させ規定す る以前 に成立 して いた記号系 だ。それは、あるス タテ ィックな差 異的諸
記号が 一 方 で第二 のそれ を規定 してお り、他方 で第三のそれに よって規定 されて い る記号 系、す な
わ ち相互 に規 定 し合 っている多数 (多 数 とは三以上 )の ス タテ イ ックな差 異 的諸記号 であ る。それ
は「 プレ・シニ フィア ン的記号系
と名ツ られ、その具象的表れは「未
(sOmbtique prO signinallte)」

=)け

開社会 (sociOtO p五 miOve)Jで あ る。 もう一つ は、 シニ フ イア ン的記号系 に対 立 して い る記 号系 、
す なわち何 によって も規定 されて い ない ダイナ ミックな分子状諸記号 で あ る。 それは「逆 シニ フィ
ア ン的記号系 (sOmioique cotre dgninante)」

と名 づ け られ、 これはた とえば「遊牧民 (nOmade)J

とい う形態 をとる「戦争機械 (machine de tterre)」

として具象的に表れる。

(7) デ リダの コー ラに関す る議論 については、東浩紀の卓越 した論考 [東 1998]を 参照。
(8) 日本の教育学 を見渡す とき、発達 につい て一元 的に考 える従来の教育学的思考 を新 たに組み替 え よ
う とす る最 も優れた試み として、次の三 つ を挙 げる ことが で きる。① 発達 を死後 へ と時間的に延長
す ることに よって、■ ―死 ―死後 ―再生 へ とつ なが ってい く円環 的 ライフサ イ クルにつ い て考 える
教育学的思考へ と組 み替 えようとす る西平直 の試 み [西 平 2010(1997)]。 ②発達 を相互形成へ と空
間的に拡大す ることに よって、 ライフサ イクルを通 しての異世代 間相互形成 につい て考 える教育学
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的思考へ と組 み替 え よ う とす る田中毎実の試 み

[田

中

2003]。

③ 発達 か ら排 除 され た り発 達 に還元

された り発達のなかに回収 された りしてい る生成 を見出す こ とに よって、相互 に次元 を異 に した発
達 と生 成 の 双 対性 に つ いて 考 え る教 育学 的思 考 へ と組 み 替 え よ う とす る矢 野智 司 の 試 み [矢 野
2008]。

これ らの先行研究はいずれ も、従来の教育学 的思考 の内部か ら働 きかけることに よって、そ

れ を新 たに組 み替 えようとして いる。それ に対 して、本論文 の結論 は、発達 と生成 の双 対性 とい う
ヽ
問題 圏の外部 についての思考、 つ ま りその問題 圏 を発達 とい う問題 に縮 l成 し、その発達 につい て一
元 的に考 える従来の教育学的思考の外部 につい ての思考が、その従来の教育 学 的思考 の組 み替 えを
可能にする ことを示す ものである。

引用参考文献
浅田 彰 1983『 構造 とカー記号論を超えて』動車書房

‑ 1984『 逃走論― スキブ

キ ッズの冒険』筑摩書房

東 浩紀 1998『 存在論的、郵便的― ジャック・デリダについて』新潮社
回分功一郎 2013『 ドウルーズの哲学原理J岩 波書店
田中毎実 2003『 臨床的人間形成論ヘー ライフサイクルと相互形成』動車書房
西平 直 2010(1997)『 魂のライフサイクルー ユ ング・ ウィルバー・シュタイナー』東京大学出版会
檜垣立哉 2002『 ドゥルーズー解けない問いを生 きる』 日本放送出版協会
一‑ 2009『 ドゥルーズ入門』筑摩書房

‑ 2010『 瞬間 と永遠― ジル

ドゥルーズの時間論』岩波書店

二見史郎 2010『 ファン・ゴ ッホ詳伝』 みすず書房
堀尾輝久 1984『 子 どもを見なおす一子 ども観の歴 史 と現在』岩波書店
九山圭三郎 1981『 ソシュールの思想』岩波書店
森田裕之 2012『 ドウルーズ ‐ガタリのシステム論 と教育学―発達 ,生 成 ・再生』学術出版会
矢野智司 2006『 意味が躍動する生 とは何か―遊ぶ子 どもの人間学』世織書房

‑ 2008『 贈与 と交換 の教育学―漱石、賢治 と純粋贈与の レッスン』東京大学出版会
Alliez,Ё ,1993 Lβ

一‑

ミ邸 βと
vrθ 」
口r2229ど qο 口9ロ セ

̀=ε

1996つ e/θ vzθ ρ力め sορノ
コ

ど
口θ
ノ
/θ ,SynthOlabo=2002長 友文史訳
『現
「 ドウルーズ、
潜在 の哲学」

Jθ

代思想』第 30巻 10号

青土社

Ariё s,Ph,1973(1960)を あね度

θ9,θ ねr'7,ィ ノ
ο
sο pノ 〕
ノ
ttθ θ
bご θつθ
θι
よC口 βょ
協ガηCerf

"′

θょね y′

(】

raと ,,iliale

sο

と
ぉ/И コjttη 貿3gime Seul=1980杉 山光信・杉山恵

美子訳 『〈
子供)の 誕生― ア ンシ ァン・レジーム期 の子供 と家族生活』みすず書房
Badiou,AⅢ 1997つ θ
′
θμ
フθ∫跨 ノ
」
,2Cpr先 ノ
β
&鳴 Hachette LittOratures=1998鈴 木創士訳 『 ドゥルーズー
cヽ

存在の喧騒』河出書房新社
p力 Yノο
zscヽ ノ
,θ θ
Deleuze,GⅢ 1962立 V′ θ
ょ
ょュ
θ
ο
姥,PUF=1982(1974)足 立和浩訳 『ニーチ ェと哲学』国文社
ρ′
/と

‑

ヽ
1965Ⅳ′す容ι/,θ ,PUF=1998(1985)参 浅博雄訳 『ニーチェ』筑摩書房

一‑ 1990(1973)

Lettre a un critique sOvё re,"Pο rpar/θ′
δ∫′
9Z蓼 ′
θ
θ
9
lィ

Minuit=2007(1992)宮 林

寛訳「口さがない批評家へ の手紙J陪 己号 と事件‑1972‑1990年 の対話』河出書房新社
Deleutte,C/Guattari,FⅢ 1973(1972)と 筋 とσど
′
ρθ,Minuit=2006宇 野邦一訳 『アンチ・オイデイプスー

資本主義 と分裂症』上下 河出書房新社
丁ροι
―‑ 1975rてβ
r/fと こ
r lゴ ′
2θ ガ
,,れ θフ
ょ
κ塑ど
vrθ ′
θ Minuit=1978宇 波彰・岩田行一訳 『カフカー マ イ
ナー文学 のために』法政大学出版局

̀′

381

名古屋芸術大学研究紀要第 35巻 (2014)

ェ
ァ,Minuit=2010(1994)宇 野邦一ほか訳『千 のプラ トーー資本主義 と分裂症』
‑ 1980 Miller)ノ β怖溜と
上中下 河出書房新社

‑ 1991 Qv Ls卜 Cθ

9yθ

ノ
/οsοpノ θ
βp力 ′
P,Minu■ =2012(1997)財 津理訳 『哲学 とは何か』河出書房
,′

新社
Derrida,JⅢ 1993 Kh6ra,Gahに

Foucault,M1972(1961)打

e=2004守 中高明訳 『コーラー プラ トンの場』未束社

J∂

と
,鸞 」θ ち

Fο ノ
/c参

cね θδ々 口θ,GЛ hmard=1975田

/,印

村 叔訳 『 狂 気 の 歴 史
l′

一古典主義時代 における』新潮社
f arョ
ppⅢ θ
Hardt,MⅢ 1993 aIど esっ θ
/θ v〃 θ
盟古ヽ
es/ュ ゎ れ r'力 打
ο
sЭphy、 University of MinnesOta Press = 1996
ョ
rて

田代真 ほか訳 『 ドウルーズの哲学』法政大学 出版局
コ
ゴ
/οsοr'力 お 」
Clet,1993乃 riattndfね ρノ
θ3mes Deこと
rttθ ,Payot=1997毬 藻充 ・黒川修司 ・加藤
「
恵介訳 『 ドウルーズ/変 奏 ♪』松籟社

Martin,」

Marx,K,1962‑1963(1867‐ 1894)Dtt K叩 J"丁
逸郎訳 『資本論』全 9巻

Fて,Jを

ヽ
′
ノ ごer ρο
ノ
′
/,θ′
20ノ 〔
/,ο rコ 危 Dietz=1969‐ 1970向 坂
おし
ο
(´

岩波書店

prat｀ノ
Ntttzsche,F WⅢ 1968(1883‑1885)/1る οε
,Zと βか
ノ
ュ
コ
G随 ∫θ′
J,β uて 2おrと ュ
ノ
ノ
1'J/ζ e′ηθ
(,ι ′
F2'鶴 ■】筋 ,,W
,ノ

,ュ

de Gruyter=1967‑1970水 上英廣訳 『ツァラ トウス トラは こ う言 った』 上下 岩波書店
Olsson,L M,2009うわyθ 」
,2θ ′
2と θ
メ
2ご θ
χρθ
′
′
コθ
12協 ど
ゴ
′
0′ 2′ 1,/0と ′

,J/Jァ

,ノ

'gて

力 eβ rイ /c｀力 Jノ]ο οJ θ」

θ
′
,̀ん 種̲力 grつ 能

vttθ

β
ttJ σ口
βを
綾打

イ 2,Routledge

,aど 0′

rノ

̀Fて

Saussure,FⅢ 2005(1916)働

[J′

δ」θノ

般言語学講義』岩波書店

rrュ

お殉 μθ抑 計,た ,Payot&R市

ages=1972(1940)小 林英夫訳『―

『

Semetsky,I(ed).2008 Ⅳο′
2,コ Jん θ
J口 ε
」
ο
」
,手
聰rね よ
Jο ′
コ
s ο
η aど θ
ttθ b/つ θ
/θ 口
蓼θ,コ J σVβ ど
βょ
協五 Sense
/コ

Pubishers

Van Gogh,V"1958T力 θεοコr'/θ 怖 ′
etters ο
F Thce」 コ
どンと
ユ
J9Go鰈 1肪 れ ′θP′ οど世εど
′
ο
,7δ ο
ra〃 と
/,θ

Jィ

と
こ
″Jl,gSれ

ノ
,e cο r確 、
Gρ ο
コJ(】 ′
声
ュ
θ
θ,New York Graphic Society=1969‑1970小 林秀雄・滝口修造・富永惣 ―監修 『ファ
ン・ゴ ッホ書簡全集』全 6巻

382

みすず書 房

