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戦いから祈りへ，観想から霊性へ

小 泉 義 之＊

は じ め に

2019 年度で大学を定年退職することもあり，河出書房新社編集者の阿部晴政氏の御尽力で，

主としてドゥルーズとフーコーに関する論文と，スピノザ・ホッブズ・ハイデガーに関する論

文を束ねて『ドゥルーズの霊性』を出していただいたのが 2019 年初夏の頃であり，立木康介

氏の御配慮でその合評会を開いていただいたのが 2020 年 1 月 26 日のことであった。合評会が

京都大学人文科学研究所で開催されたのは，2017 年 4 月から三年間，当研究所の共同プロ

ジェクト「フーコー研究──人文科学の再批判と新展開」の班長を私が務めた御縁もあって

のことである。合評会での評者は，それ以前から当研究所の共同研究班などで御縁のあった，

市田良彦氏，廣瀬純氏，千葉雅也氏の三人であり，それ以上を望みようのない陣容であった。

この場を借りてあらためてお礼申し上げたい。以下，当日，三氏の発表前に述べたこと，三氏

の評言に対して応答したことから論点を絞り，当日までに用意したが話せなかったことで補足

したものを報告とするが，その前に，少し弁明を述べておきたい。

一般に合評会は，書き手にとっては，書いたこと以上のことをそうそう言えるものではない

ので，目新しいことを言うのはとても難しくなる。他方，合評会は評者にとっても難しいもの

であり，ことに本書の場合，書き下ろしではなく論文集であるので，評するのは難儀であった

かと思われる。そのためもあって，三氏の評言は，比較的近い時期に書かれ，主題の共通性も

見て取りやすい二論文，「ドゥルーズの霊性」と「フーコーの霊性」に集中する形となってい

る。しかし，当の二論文にしても，合評にはさほど向いたものではないと認めざるをえない。

私の論文は大抵がそうであるが，哲学研究修業の旧い方式に縛られているところがある。す

なわち，第一段階として古典を訓詁学的に読解し，第二段階として二次文献を総覧して先行研
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究からの些細とも言える差分を見つけ出し，そして第三段階として現代的な問題意識を外から

持ち込んで古典の現代的意義を示唆するという定型化された方式，ある人に言わせるなら，

「現代的な生々しい政治的・思想的問題関心に引きつけながら古典の章句を拾い出し，主要な

研究文献の助けも借りながらそれらを再構成し自己の見解を導き出すという，いわば素朴とも

言える研究姿勢｣1) に縛られている。もちろんその研究方式に関して私なりの学術的抗弁や

「政治的」抗弁もあるにはあるが，とくに私のように，古典の代表とも言える近世哲学研究で

修業した者の場合，第一段階で対象に同一化するのが精一杯で第三段階には至らぬことも多く，

訓詁学的にも恣意的なつまみ食いとなり，おのれの見解を明確に打ち出すこともできぬまま終

わりがちで，本書所収の論文にもそのような面がある。そのような論文の性格が，合評を難し

くさせてしまうだけでなく，そもそも合評に意味を見出し難くさせてしまうことは明らかであ

り，この点，評者の方々と，合評会参加者の方々にお詫びするとともに，私の応答にしてもそ

のような難点を免れないことをあらかじめお詫びしておかなければならない。以下，評者の

方々への敬称は省略させていただく。

一 カルテジアン・モメント

フーコーは，『主体の解釈学』において，「汝自身を知れ」が「自己へ配慮せよ」から切り離

され，「自己を認識せよ」だけに還元される契機・時期をカルテジアン・モメントと呼んでい

る。そしてフーコーは，少し距離を置いた位置からそのモメントを評価するためにということ

で，「霊性」なるカテゴリーを導入する。

主体が真理に至ることができるようにするものを問う思考の形式，主体の真理への到達の

条件と限界を定めようとする思考の形式，これを「哲学」と呼ぶことにしましょう。さて，

そうしたものを「哲学」と呼ぶとすれば，主体が真理に到達するために必要な変形を自身

に加えるような探究，実践，経験は，これを「霊性」と呼ぶことができるように思われま

す。このばあい「霊性」と呼ばれるのは，探求，実践および経験の総体であって，それは

具体的には浄化，修練，放棄，視線の向け変え，生存の変容などさまざまなものであり得

ます。それらは認識ではなく，主体にとって，主体の存在そのものにとって，真理への道

を開くために支払うべき代価なのです｡2)

フーコーによるなら，自己への配慮の系譜にある霊性が格下げされ，主体が真理へ到達する

条件が，対象認識と自己認識だけに還元される時期が，まさに近代の始まりを標すのである。

以後，哲学者は，おのれの主体を修正したり変質させたりすることもなく，傷つけられたり代
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価を払ったりすることもなく，おのれの認識の営みだけで真理に到達できるようになる。ある

いは，そのように思いなされる。それがために，フーコーによるなら，「真理はこれ以降，そ

のままでは主体を救うことができなくなる｣3)。いやむしろ，認識の営みそのものが主体を救

済するかのように見なされもする。その最たる例が，スピノザ『知性改善論』である4)。そこ

でのスピノザは，世俗的な善・財を捨てて，理解・知解すること (intelligere)，とくに神を認

識すること，言いかえるなら最高善を認識することに一身を捧げること，まさにそのことだけ

が人間の最高善・幸福にあたるとしている。世俗的生活を捨てて，認識上の真理だけを探究す

る観想的生活だけで至福に至ることができるというのである。その『知性改善論』の筋立てを，

『エチカ』第四部で辿ったのが，所収論文「インテリゲンティアの幸福」であった。私は，

フーコーのいう霊性を，世俗的生活や政治的生活から切り離された知識人の観想的生活へ還元

すること，その意味で，理論と実践，哲学と政治を共約不可能な二元性として維持することを

主張していたことになる5)。

ところで，〈泣きもせず笑いもせず理解する〉というスピノザ『政治論』の標語について，

ニーチェは，その理解することは，泣くことや笑うことといった相対立する情念が均衡して外

見的に非情化した結果にすぎないと断じていた。理解することの起源には情念があり，悟りす

ました知識人は，薄汚い情念から発生しながら，そのおのれの由来を抑圧し忘却もしている，

欺瞞的な種族であるというのである。カントが強く肯定していた革命の「観客」についても，

ほぼ同じことが言えるだろう。カントは革命の観客には悲劇の快にも似たある種の熱情がある

のを認めてはいたが，その観客による観察とは，革命の帰趨，党派闘争の結末，あるいはまた，

革命家や活動家の経験，あるいはまた，被抑圧者や弱者の汚辱に塗れた生を，傍観し観察し調

査し叙述し物語ることである。カルテジアン・モメント以降の知識人は，そのような仕方で，

現実の悲劇に泣き笑いしながら，その情念を噫にも出さず，それらの認識を幸福と思いなす種

族なのであって，ニーチェの観点からすれば，やはり欺瞞的な種族であると言えよう。認識主

体たる近代知識人はどこか怪しげなのであり，フーコーは，とりあえずその理由を，霊性の格

下げに見て取ろうとしていたと言えよう。

少し回顧をお許し願いたい。時代状況と環境もあって，私は，子ども時代から相当に長きに

わたって政治運動と労働運動をごく当然で自然なものとして経験し，青年期のある程度の期間，

それなりに自己犠牲的に献身していた。その霊的な修練を経ても真理へ到達できなかったから

であろうか，その後，情勢の変化に伴い，私もやはり挫折や失望と呼ばれるべき経験を経たが，

そのときにも，それまでの一連の経験・歴史については，政治文書であろうが小説であろうが

運動史研究であろうがいかなるジャンルであれ，何も書けないし何も書くべきではないとすら

思ってきた。それは何も明らかにはしないし，恥ずべきことであると思っていた。最初の著作

である『兵士デカルト』に，「戦いから祈りへ」と副題を付したのも，そのような観点からで
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あった。私は，知識人の観想と観客の観察とを区別したがっていたのである。しかし，その後

まもなく，祈りも戦いも，というよりは，政治の観客としても書くようになった。その変節に

ついて，あれこれ諸事情を述べてみることはできるが，やはりまともな説明はできないと感じ

てきた6)。この期に及んで，ドゥルーズとフーコーに託けて霊性について書いたのは，何らか

の弁明を考えるためでもある。

二 ドゥルーズの霊性について

廣瀬純は，小泉は，ドゥルーズ／ガタリの「哲学」による内在的絶対的脱領土化を捨てて，

フーコーの「宗教」による超越的絶対的脱領土化を選択したとし，その選択は正しいと評して

いる。廣瀬のコメントに押されてその方向で少し述べてみる。

ドゥルーズの絶対的脱領土化についてであるが，そもそも私は，ドゥルーズ自身がその絶対

性を真っ直ぐには信じてはいない，信じることができていないという感触を持っている。ドゥ

ルーズは資本 (主義) の運動は大地=地球を覆うや，そこを超えて宇宙に突き進むと書いてい

たが (あたかも地球外空間を植民地化して資本蓄積を進められるかのように)，同時に，多くの箇所で，

その資本 (主義) の運動には必ず内的限界・再領土化が伴うとしていた。しかも地球を俯瞰す

る観点からするなら資本の公理系の実現形態は複数であらざるをえないと認めていたから，政

治的にも経済的にも絶対的脱領土化などありえないし，その傾向性の果てで絶対的に狂った運

動に至って死滅してしまうこともありえないし，そこに願かけするような資本主義の褒め殺し

や加速主義的な展望をドゥルーズは信じていないと思う。そのことは，1978年のロレンス論

の黙示録論の曖昧さにも現われており，所収論文「ドゥルーズの霊性」で示そうとしたことの

一つはそのことであった。

しかし，その一方で，明らかに，ドゥルーズには，絶対的脱領土化を肯定的に語る場面があ

るが，その運動を担うのはあくまで〈思考〉(思惟) である。資本でも哲学でも政治でもなく，

思考である。思考の運動だけが絶対性に達するのである。では，その思考を近代哲学と同一視

できるであろうか。できるはずがないと思う。廣瀬のような論者は，そのことを無視している。

そして，私からするなら，その思考の運動は，あからさまに宗教的で哲学的な伝統を引き継ぐ

ものである。その点に関連して，廣瀬がコメントで触れていない『シネマ』について補足的に

述べておきたい。

これはしばしば指摘されてきたことだが，『シネマ』にはカトリシズムが溢れている。私も，

ドゥルーズは隠れキリシタンであるとずっと見なしてきた。したがって，ドゥルーズのいう思

考は聖霊化されていると私は思っている。ここではその線は辿らず，『シネマ』においては思

考が映画化されていること，その限りで，絶対的脱領土化の運動は映画に託されていること，
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言いかえるなら，思考の絶対的脱領土化の運動は美学化・感性化・芸術化されていること，ま

さにそうであるがためにドゥルーズの思考の霊性を打ち棄てなければならないと私は考えるよ

うになった次第を述べておきたい。

検証ぬきに言うが，また，検証するまでもなく周知で自明のことであるとも言えるが，ドゥ

ルーズ『シネマ』は，ベラ・バラーシュの映画論やジーグフリード・クラカウアーの映画理論

の系譜にあると思う。すなわち，映画が人間に新しい感覚器官を用意したとの認識から出発し

て，映画が現実の救済になるとする映画論，あるいはまた，仮象としての芸術による美的・感

性的な救済を語る映画論の系譜にあると思う。その類の救済を求める欲望は，言うまでもなく，

現実に対する憎悪や嫌悪，世界を忌避する感情，生に対する失望やルサンチマンに発している。

欣求浄土，厭離穢土であり，浄土は思考=映画にあり7)，ということである。この点は，論考

「思考も身体もままならぬとき」でも示唆したことであるが，ニーチェは次のように書いてい

た。

われわれが芸術を善きものと呼び，真ならざるものを拝むこの方式を発明するということ

がなかったとすれば，科学によって今日われわれに与えられる一般的な非真理や虚偽につ

いての洞察 ――妄想や誤謬こそが認識し感覚して存在することの条件だとする洞察――

は，まったく耐えがたいことだろう。正直さは，吐き気や自殺を結果としてもたらすこと

だろう。しかるに，われわれの正直さは，われわれがそういう帰結を免れるのに役立ちう

る対抗力をもつ。つまり，仮象への善き意志としての芸術を，である。〔……〕美的現象

としてなら，われわれはこの世に生きることに依然として耐えられる。また，われわれ自

身をそうした現象と化すことができるための，眼と手を，とりわけ，疚しくない良心をわ

れわれに与えてくれるのも，芸術なのである｡8)

ここに言われる「美的現象」が，ドゥルーズにあっては脳=スクリーンに現われる思考=イ

メージである。ところで，ドゥルーズの映画論は，ある時期の純粋映画論・技術至上論に相当

すると見ることができると思う。この点は，廣瀬の年来の論点にも繋がると思うので，唯物論

研究会叢書の一つ，岩崎昶『映画論』の一節を引用しておく。

映画芸術学に於ける純粋主義の発生，並にその実際映画化の運動は何に起因するものであ

らうか。勿論映画は，その成育とともに金融ブルジョワジーの支配下に軛され，企業の鞭

にかりたてられてゐる。この全体的な支配に対して，技術的インテリゲンツィヤの，彼等

の立場からする反抗が生れたのである。映画が企業と資本のために，よりよき商品として，

より多くの購買大衆を捕へるために，彼等技術的小市民は，謂はば「金に支配」されてそ
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の技術を探求した。そして映画の本質を技術の底に発見し「技術が支配する」といふ観念

に到達した。然し，この観念自身が既に，小市民的制約を表現してゐる。彼等は技術を支

配する資本に向つては，真の反抗を敢てすることはできなかつた。然しながら，純粋に技

術を追つて進むならば，やがて技術が最も要求するやうな内容の問題にまで立ちかへ【マ

マ】ねばならない。技術は，その表現可能性の全視野に亙つて，その足跡を印しようと欲

するであらう。そして，その純技術に出発した欲求が，何等かの部面に於て障害につき当

るか，又はそれを予想せざるをえなくなつた時，そこに小市民性の限度と，又一方小市民

性をぬけだして進まざるを得ない進歩性が，現れきたるであらう。／純粋映画論の運動は，

この方式をそのままに進んで行つた。その抽象的形式主義の中から，レオン・ムーシナッ

ク，ハンス・リヒター，ジョルジュ・アルトマン等が，資本主義に対する批判と反抗の立

場を獲得して行つた｡9)

バラーシュのいう「新しい眼」の時代にあって，技術がその表現可能性の限界まで突き進む

なら，映画の企業性と資本主義に必ずや衝突するという展望である。端的に言って，ドゥルー

ズ『シネマ』は急進的なプチブル・テクノアーティストの映画論である。ところで，ドゥルー

ズはその映画論の限界も自覚していた。そうでなければ「来たるべき」民衆などという措辞を

繰り返すはずがなかろう。ところが，その「来たるべき」ものは必ずや不在のものであり決し

て現在化しないものであり，要するに，映画的な仮象である。思考=映画=光は，「来たるべ

き」ものの仮象・イマージュでもって，「悪しき映画になった」世界で生きていくことを耐え

させるというのである。

本書で私はドゥルーズのカトリシズムを肯定しながらも，論文「ドゥルーズの霊性」では

ドゥルーズの揺れを検出するにとどまり解釈学的にも曖昧なままで終えている。そのことは評

者たちが等しく批判するところでもある。合評会でとくに問題とされたのは，ロレンス論での

「集団的魂の政治問題」についてであった。

廣瀬は，「集団的魂の政治問題」は「近代哲学の救済」のことであったはずなのに，小泉は

「接続と概念の道 (内在的絶対的脱領土化) を捨てて，投影と形像の道 (超越的絶対的脱領土化)

を選ぶのは何故なのか」と批判する。さらに廣瀬は批判を進めて，「資本主義と民主主義とか

らなる内在環境のうちに地球全体が包摂され，超越環境が失われたとされる「近代」としての

今日において，小泉は，思考平面に投影して絶対化すべき相対的超越性がいったいどこに見出

されると考えているのか」と追撃する。

ドゥルーズ解釈に限って言うなら，「超越環境の投影」「形像による思考」の称揚は，ドゥ

ルーズの常数であったと言うべきではないのか。そもそも「来たるべき民衆」はそのような思

考でなくて何であろうか。また，「超越環境」は失われたというが，そもそも〈思考〉は超越
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性をマークする用語でなくて何であろうか。もとより，ドゥルーズにあって，〈思考〉=〈光〉=

〈物質〉の形而上学は唯物論であるわけだが，それこそが超越性であり，超越性の形像ですら

あると見るべきではないのか。もちろん，世界全体・宇宙全体を超越するような次元に位置づ

けられているわけではないし，その意味では無神論ではあるが，たかだか地球全体・資本主義

全体程度のものを超越する「環境」などどこにでも見出すことは可能なのであって，そこを

〈思考〉=〈光〉=〈物質〉でマークすることは別にそれほど大した話ではなかろう。この文脈で，

ベルグソン『物質と記憶』を貫く〈物質〉=〈光〉の唯物論的=質料主義的テーゼとベルグソン

を貫く超越的神秘主義を想起してもよいだろう。

千葉雅也は，小泉のドゥルーズ論文が複数の主題 (集団的な魂，光‐唯物論，生命主義，退化し

たモナド，芸術的救済，政治的蜂起) をバラバラなまま放置していることを示しながら10)，「集団

的な魂は，芸術を通して「来たるべき民衆」になるのだ，と断言される」が，しかし「依然と

して，復讐精神は残るのだろうか」と疑問を呈している。私は残ると思っている。ルサンチマ

ン抜きに，救済も蜂起もないだろう。「新しい生き方の形式」，生存の美学，自己への配慮も，

ルサンチマン抜きにはありえないだろう。そう思っているから，千葉が批判するように，私は

生の「形式」を軽視してきたのかもしれない。

三 フーコーの霊性と政治的霊性について

論文「フーコーの霊性」でとくに問題とされたのは，「別の生」(la vie autre) と「他界」

(lʼautre monde) の結び付きについてであった。千葉雅也は，その結び付きが廣瀬純の語る通り

民衆蜂起にあたるとしても，「それに半分，あるいは四分の三くらいは「なるほど」」としなが

らも，別の「静かな筋」を押し立てるとして，「統治されるものか！」という「反抗精神」は，

近代では「批判」として統治の技術にすらなっており，だからこそ，「人生論的転回」が必要

であるとする。それは，やはりフーコーが強調していたごとく，「新しい生き方の発明」に関

わっている，と。

フーコーにその面があること，あるいはむしろ，残された書き物の範囲ではそれが主要な面

であることは認められる。しかし，フーコーの読み手なら承知しているように，フーコーには

何かしらダークな面がある。それは，ときに自殺の肯定の語りとして現われる。また，フー

コーの伝記が伝える「遺言」のことを想起してもよい。私は，その感触をどう呼べばよいかわ

からないが，ともかく「霊性」でマークしておけば大過なかろうと踏んでいるのである。その

一方，ドゥルーズのダークな面は比較的わかりやすく，その「統治されたくない！」とはドゥ

ルーズにあっては端的にこの世への嫌悪感であると思う。それが復讐精神にも繋がっていると

思う。こんな世の中に生まれるなんて，この世の外ならどこでも，といった精神である。そし
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て，私自身，比較的若い頃から，ときに，そのような感覚をリアルに抱いてきた。それだけに

私には，フーコーは難しくなっているのかもしれない。

市田良彦は，論文「ドゥルーズにおける普遍数学」が描くところの「ドゥルーズ的ななに

か」に関して，「このドゥルーズで「政治」をやれるのか」という問題，理論と実践の対にお

ける実践の問題，「足を掬われる思いをしたことのない人には存在すらしたことのない問題」

については，やはり「別のほう」で探るべきであると思い至ったと語っている。すなわち，微

分方程式群としてある世界において微分方程式なる問題はそれ自体として解けていくのであり，

主体はその解の生成に参加しているとする「美しい世界像」から食み出る，別の問題があると

いうのである。

方程式を解けばよいのであれば，政治問題など存在しません。世界に向き合う私たちの問

題はいかに壮大であれ，天気予報のようなものです。一定あたるし一定はずれる。それだ

けのこと。しかし傘をもって出かけるか否かはまったく別問題でしょう。

この「別問題」を，市田は，個体化の問題，スピノザ的な様態が個体化・主体化する問題と

捉え返す。ところで，普遍数学論文は，この個体化を「生」の過程と捉えて，「海のざわめき

や風の流れを思うように」(ちなみに，その「思い」が〈思考〉である)，「そのように私たちは生

きているし，死んでいく」(ちなみに，だから〈思考〉=〈生〉である) というまさに「叙情」に流

れていると市田は見抜いている。そして，市田は「このドゥルーズ」では政治はやれないと見

切る。私も，「この」ドゥルーズで政治をやれるのかと思いながら，だから「この」ドゥルー

ズを離れればよろしい，というのではなく，むしろ「この」ドゥルーズで十分ではないか，政

治をやれなくともよいではないか，実際，ドゥルーズ (+ガタリ) の実践，実践の理論は，天

気予報が必ず「一定はずれる」面のその一齣でしかないのだから，と思っていたし，いまもそ

う思っている。「別問題」は局所の問題，部分の問題であって，その程度のこととして身構え

ればよい，と。

さて，市田の紹介を借りるなら，その後の私は，生きて死んでいくその過程を「生の哲学」

にもたらそうとし，その際に「思想史」的で「倫理学」的な粉飾を施してきた。しかし，市田

によるなら，論文「ドゥルーズの霊性」は，「生」を再び「微分」に戻してしまっている。

「生」を，イメージの「自体」としての物質 (ちなみに，それが〈光〉である) に還元してしまっ

ている。つまり，私のドゥルーズ読解は，普遍数学論文以来，何一つ変わっていない。ドゥ

ルーズにおいて「生命主義的ホーリズム」は変わっていないとするのだから，何一つ変わって

いない。どうしていまだにそのようなドゥルーズに拘泥するのか。解釈学的な仕事を繰り返す

にしても，いつまで繰り返すつもりなのか。そのように市田は批判する。

人 文 学 報

― 100―



ただし，市田は，解釈学的善意も発揮して，見切るべきドゥルーズから「ほんの一歩踏み出

る姿勢」を，「超越性=霊性」とする等置に見出してくれている。市田も指摘するように，「内

在性=超越性」は，「ありふれた解釈」である。その通りであって，「神即自然」は，スピノザ

自身にあっても，当時のラディカル啓蒙にとっても，自然の神化なのであって，「内在性」だ

けを振り回す解釈ではそこがまったく捉えられていないと私は思っている。その上で，市田は，

「超越性=霊性」は，要するに，人間個体の神化のことであると見抜いていく。いわば神即人

間，聖霊即思考，イエス・キリスト即主体，とである。市田はそこはホーリズムから出て来な

いと指摘するが，それはその通りで，現代グノーシス派・現代東方キリスト教徒たるドゥルー

ズにあって，それは常に難題となる (『差異と反復』の個体化論は，それ以後，放棄されたままであ

る)。

こうして市田は，フーコーの霊性の世俗性を強調する。その上で，フーコーのいう「別の統

治」のことを，小泉のごとく，他界と別の生の結び付きであると解して，宗教性や霊性を称揚

していくことは，結局は，神権政治を，僭主政治への堕落を常に孕んでいる神権政治を時代錯

誤的に無反省に称揚することにしかならないと厳しく批判する。論文「フーコーの霊性」は，

フーコー解釈としても間違えているし，政治問題に対しても間違えた解しか与えていない，と

である。そして，市田は，的確なフーコー読解を提示していく。フーコーは「政治的霊性」を

「政治に霊的な次元を開く試み」と定義している。ということは，後から「霊的な次元」が開

かれるその先行する場が「政治」なのである。ということは，初めから終わりまで「政治」は

宗教的でも霊的でもなく世俗的であるとフーコーは弁えていた，とである。その点を補足すべ

く，市田は，フーコーが参加した歴史家たちとの討論会を参照して，そこでは「政治的霊性」

は，「真偽の別の分割」に基づいて「別様に統治すること」と語られており，それは要するに，

フーコーの一貫した問題設定，主体と真理と権力の関係の問題圏における一事例におさまるの

であって，それゆえに，その「霊性」とは，歴史的にその類例を幾つでも見出すことのできる

「主体のあり方の一つにすぎない」と指摘する。それを小泉は不当に特権化し，まるで正統派

カルヴィニストのように振る舞っているではないか，と。

市田の批判はさらに厳しくなる。「霊性」とは，(少なくともフーコーにおいては)「精神 (es-

prit)」である。「権力闘争」(反宗教闘争，啓蒙と読みかえよ) において，「神」は「われわれ」以

前に存在する，「われわれ」にとっての「敵」であるのだから，そのような闘争にあっては，

「われわれ」の神化など問題として立つはずがない。そのように問題を立ててしまう小泉は，

要するにフォイエルバッハ的な疎外論者になり下がっているのであって，「小泉版」政治的霊

性とは，「われわれ」が獲得すべき，あらかじめ奪われて失われた「人間の本質」でしかない。

その類の疎外論こそが，神権政治・僭主政治を正当化し，前衛党や革命的集団の禁欲主義的で

奴隷的な生を正当化し，「権力関係の内在化を強いる」ものであるからには，あのフーコーに
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しても明らかにそこに対しては「大きな抵抗」を示すはずである。小泉は取り違えているだけ

でなく，とち狂っている，と。

しかし，市田は，かつて『存在論的政治――反乱・主体化・階級闘争』所収の論文で，「ほ

とんど誰もがフーコーに拠りかかりつつ，「自己」の立場を語ることができる〔……〕偉大な

思想家になればなるほど，いかようにも利用可能なのかと溜息が出る」と嘆息しながらも，

「〈晩年のフーコー〉は様々な〝危うい〟政治的分岐を生み出し続けている」と認めてもいた11)。

そして，こう書いていた。

スピノザにとっては，人間が愚かでなければ，理性的であれば，国家など生まれなかった

し，必要ないのである。ドゥルーズが「純粋存在論」であると規定したスピノザの哲学は，

愚かさから隔離されたアカデメイアのなかで練り上げられたのではない。さらにそれは，

愚か者たちを放置しておく，勝手に「まつりごと」に熱狂させておくことを奨励してもい

ない。それどころか，愚か者でも，当時の宗教的な言葉遣いをそのまま用いれば，自らを

地上で「救済」することができるし，それを「助ける」ことにしか哲学の目標はない，と

告げているのである。愚か者たちにとっては，哲学者は彼らを「救える」とキリストのよ

うに信じる狂人であるだろう。スピノザの哲学はレンズ磨き職人の屋根裏部屋で孤独に紡

がれたのではなく，街頭が血で染まる共和国のなかで存在論的=政治的に，キリストの生

まれ変わりとして生まれたのだ。存在論的政治は，万人の救済と転生を信じる一個の狂気

である｡12)

ところで，現代の「政治」問題は，哲学が「一個の狂気」であるところにではなく (千葉が

言うように，哲学的批判は統治の装置となっている)，「愚か者たち」自身が「一個の狂気」に陥っ

てるところに存すると私は思っている。実際，環境問題や公衆衛生問題，ひいては資本のグ

ローバル化問題をめぐる「愚か者たち」は，神権政治・僭主政治を遂行していないだろうか。

もちろん市田が強く指摘するように，それらは世俗化している。然り。「愚か者たち」自身が，

すでに「神を天上から引きずり下ろしている」。神即自然環境，神即資本，である。したがっ

て，現代は，フーコーが思っていた以上に「啓蒙」の時代である。啓蒙と宗教の闘争の時代で

ある。そのとき，これまでの私は，だからこそ神的で霊的なものの超越性を，必ずや「一定は

ずれる」ものをもたらす超越性に願をかけてきた。世俗化した神学の賢しらなど越えて働く次

元があるのだから，と。もとより，歴史的に振り返れば，そのような構えは，一方で静寂主義

的な日和見主義や機会主義を生み出し，他方では狂った主意主義的な僭主制をもたらすのであ

るが，あるいはまた，悟りすました坊主こそが途方もない殺生を促すのであるが，私には，そ

のような契機抜きには何も変わらないとの思いが依然として残っている。その点が市田に見抜
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かれているのである。

現時点で私に応答できることはない。ただし，かつて『兵士デカルト』の合評会を準備して

くれた鈴木泉氏が，いわば退職者を送る言葉として語ってくれたように，やはり私は研究者と

してはデカルトに立ち帰るべきなのであろう。私としては，宗教改革から啓蒙への移行期，

フーコーの「古典主義時代」にあたる時期における，デカルト派とスピノザ派の研究に立ち帰

りたいと思っている。加えて，穢土たる資本制に対する厭離を取りまとめたいとも思っている。

そして最後に，そのような動機を与えてくれた，合評会の評者と参加者に感謝申し上げる。
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