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［1］アフェクト／アフェクション（AFFECT/AFFECTION）。どちらのことばも個人
的なフィーリング（feeling）（ドゥルーズ＆ガタリにおけるサンチマン（sentiment））を

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

指示しない。L’effect（スピノザのアフェクトゥス（affectus））は、アフェクトし、アフェ
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

クトされる能力である。身体のある経験的状態から別の経験的状態への移行に対応し、
その身体の活動力能の増大または減少を意味する前個人的（prepersonal）強度
（intensity）である。L'affection（スピノザのアフェクティオ（affectio））とは、アフェク

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

トされる身体と、第二に、アフェクトする身体とのあいだの出会いとして考えられるそ
れぞれの状態である。（Massumi, Plateaus xvi）

［2］フィーリング（feeling）とアフェクト（affect）は日常的には同じ意味で使われているが、
アフェクトとフィーリング、そしてエモーション（emotion）を混同しないことが重要だ。ブラ
イアン・マッスミのドゥルーズ＆ガタリ『千プラトー』へのイントロダクションにあるように、
アフェクトとは個人的なフィーリングではない。フィーリングは個人的（personal）で伝記的

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

（biographical）であり、エモーションは社会的（social）であり、アフェクトは前個人的
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

（prepersonal）である。この論考の以下では、これらの意味を明らかにし、なぜわたしがフィー
リング、エモーション、そしてアフェクトのあいだで行った区別が、たんなる衒学的なもの以上
のものなのかを説明するいくつかの例を示す。

［3］フィーリングとは、過去の経験に照らしてチェックされ、ラベルづけされた感覚
（sensation）のことだ。それは個人的で伝記的なものである。なぜなら、すべてのひとはじぶ
んのフィーリングを解釈したり、ラベルづけしたりするときに、そのひとが持つそれまでの感
覚の特有な集まりを参照しているからである。幼児は言語と伝記の両方を欠いているので、
フィーリングを経験しない。しかし、ほとんどすべての親は、自分の子どもがフィーリングを
持つとはっきりと述べ、それを定期的に表現する（とはいえ、親が実際に証言しているのはア
フェクトのことであり、これについてはより簡単に説明する）。
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［4］エモーションはフィーリングの投影（projection）／提示（display）である。フィーリン
グとは異なり、エモーションの提示は本物であっても偽物であってもよい。フィーリングとエ
モーションの区別は、ポール・エクマンによる実験で浮き彫りになった。エクマンは、アメリ
カ人と日本人を対象として、被験者に顔の外科手術の映像を見せ、その様子をビデオ撮影し
た。被験者が単独で映像を見た場合、彼らは両グループともに類似した表情を示した。だが、
集団で見た場合、ひとびとの表情は〔単独のときとは〕異なっていた。わたしたちはエモー
ションを世界に伝える。つまり、その伝達はわたしたちの内面の表現であることもあれば、社
会の期待に応えるために工夫されていることもありうる。だが、幼児は、フィーリングを経験
するための伝記や言語能力がないにもかかわらず、エモーションを示しうる。〔というのも〕
幼児のエモーションはアフェクトの直接的な表現なのである。

［5］アフェクトとは、無意識的な強度の経験である。ここで強度とは、形式化されていない、
構造化されていない潜勢性の瞬間のことである。この論考で中心となる三つの用語––––フィー3

リング、エモーション、そしてアフェクト––––のうち、アフェクトはもっとも抽象的である。な
ぜなら、アフェクトは言語では完全には現実化できないし、アフェクトはつねに意識以前に、
かつまたは意識の外部にあるからである（Massumi,  Prables）。アフェクトは、ある経験の質
（quality）に強度の定量的（quantitative）な次元を加えることによって、与えられた状況のう
ちで行動に備える身体のあり方のことである。身体には独自の文法があり、「拍動や個別の刺
激を吸収するだけでない。すなわち、それはコンテクストを折り込んでいる……」ため、言語で
は完全には表現できない（Massumi,  Parables  30)。あまりにも抽象的になる前に、幼児の例に戻
ろう。

［6］乳児には、感覚を認知的に処理するための言語技能もなければ、身体に伝わってくる感覚
の連続的な流れを評価する際に参考となる過去の経験の歴史もない。したがって、乳児は強度

﹅ ﹅

（intensities）（マッスミがアフェクトと同一視する用語）に頼らなければならない。「アフェ
クトは、顔の筋肉、内臓、呼吸器系、骨格、自律神経の血流変化、発声などが関与する一連の
相互に関連した反応で構成されている。これらの反応は、生体に影響を与える刺激の特定の勾
配（gradient）や強度に類似したものをつくり出すように作用する」（Demos  19）。ここで重
要なのは、幼児のアフェクトは生まれつきのものだということだ。幼児は、表情、呼吸、姿勢、
声色、そして発声を通して、じぶんに影響を与える刺激の強度を表現することができる。だか
ら、子どもがエモーションを表現していると言うとき、親はただしい。一方で、フィーリング
を子どもに帰属させるのは間違いだ。彼らの子どもには伝記もフィールするための言葉もな
い。幼年期から成人期への移行は、エモーションの表出を意識的にコントロールする方法を部
分的に学ぶことにある。しかし、それでもなお、アフェクトは意識されず、形式化されず、「個
人がほとんどコントロールできない要因によって容易に喚起される……」（Tompkins  54）。幼
児のアフェクトはエモーションであり、成人のアフェクトはフィーリングをフィールさせる。
アフェクトは、フィーリング（質）の強度（量）や、日常生活の背景の強度（わたしたちが経
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験にまったく慣れていないときに経験する、不完全で継続的な量／質のうなり声）を決定する
ものである。

［7］成人がエモーションをある程度意識的にコントロールできるようになっても、アフェクト
が生活の中でいかに意味のある働きを続けているかを理解するもっとも簡単な方法のひとつ
は、アフェクトシステムが機能不全に陥ったひとを観察してみることだ。神経学者オリバー・
サックスは、そのようなひとにかんする彼の経験を説明している。その患者は股関節骨折の高
齢患者であった。骨折の結果、長期間、彼女の脚は動かなくなった。サックスが彼女と治療を
はじめたとき、彼女は三年間脚のフィーリングを取り戻していなかった。彼女は意識的に脚を
動かすことができず、脚が「失われている」と感じていた（felt）。だが、彼女が音楽を聞いた
とき、思わず脚で拍子をとった。「これは音楽療法の可能性を示唆している––––通常の理学療
法は役に立たなかった。〔わたしは〕サポート（歩行者など）を利用して徐々に踊らせること
ができ、三年間機能停止していた脚も、ほぼ完全に回復した。」（Sacks 170-1）。

［8］前述の物語における女性は、ふだん意識しているメカニズムでは脚を動かすことができな
かった。なぜなら、彼女の脚は彼女の無意識的な身体の意識、あるいは「自己受容感覚
（proprioception）」から切り離されていたからである。自己受容感覚とは、「わたしたちの身
体の可動部分（筋肉、腱、関節）からの連続しているが無意識の感覚（sensory）の流れで、そ
れによって位置、〔筋肉の〕緊張、および動きが絶えず監視され、調節されるが、それが自動
的で無意識であるためにわたしたちから隠されたしかたで〔作動している〕」（Sacks 43）。ア
フェクトは、自己受容感覚に強度や切迫感を加えるので、音楽––––その記憶は部分的に身体に
保存されている––––が、意志だけでは不可能なとき、この女性の脚を動かすことができる。

［9］完全にじぶんで脚を踊らせた女性の話において特筆すべき点は、アフェクトが意志に勝利
したということではなく、これがアフェクトがつねに意志と意識に先行する一例にすぎないと
いうことだ（Massumi,  Parables  29)。何百、おそらく何千もの刺激が人間の身体に影響を与え、
身体はそれらをいちどに折り込んで、強度として記録することで反応する。アフェクトはこの
強度だ。幼児においては、それ〔強度〕は純粋な表現（expression）である。ひるがえって、成
人では純粋な潜勢性（potentioal）である（すなわち、ある所与の状況で行動する身体の準備の
程度）。シルヴァン・トンプキンスは、アフェクトには意識に影響を与える力があり、人間の
生物学的状態にかんする意識を増幅すると説明する。

［10］この点で、アフェクトメカニズムは痛みのメカニズムに似ている。もし手を切っ
て出血しているのを見ても、先天的な痛覚受容器がなければ修復が必要なことをしたと
知るだろうが、そこに緊急性はない。整備が必要な車のように、来週もっと時間がある
ときまで放っておいた方がよさそうだ〔などと考えるだろう〕。しかし、痛みのメカニ
ズムは、アフェクトのメカニズムと同じように、それを活性化させる傷害に対する意識
を増幅させるので、わたしたちはそれを考慮せざるをえず、〔じっさい〕すぐにそうす
る。（Tompkins 88)
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［11］アフェクトを伴わない場合、フィーリングは強度をもたないため「フィールする」ことが
できず、フィーリングを伴わない場合、合理的な意思決定が困難になりうる（Damasio  204-
22）。つまり、アフェクトは、それとして、わたしたちの身体、環境、その他のものとのあい
だの関係や、わたしたちがフィールしたり考えたりする主観的な経験を経験として溶け込ませ
ることを決定する上で重要な役割を果たしている。

［12］メディア研究やカルチュラルスタディーズに興味のある人にとって、これらすべては何を
意味するのだろうか。イデオロギーの伝達という観点から「メディア効果」を記述すること
は、ときとして前後即因果の誤謬（これの後にそれが起こった。ゆえに、これがそれの原因
だ）を犯しうることを意味する。これは、マッスミのアフェクト／アフェクションの定義の二
つ目のことばに関連している。L’affection〔すなわちアフェクション〕は、諸身体のあいだでア
フェクトが伝達されるプロセスである。「アフェクトの伝達は、わたしたちがエネルギーに関
して自己充足的でないことを意味する。「個人」  と  「環境」  のあいだに確固たる区別はな
い」（Brennan  6）。アフェクトは形式化、構造化されていない（フィーリングやエモーション
とは異なり）ので、諸身体間で伝達されうる。アフェクトの重要性は、多くの場合、意識的に
受信されたメッセージ〔の内容〕は、そのメッセージの受け手にとって、そのメッセージの送
り手との無意識（non-conscious）のアフェクト的共鳴よりも重要ではないという事実に基づ
く。

［13］音楽はおそらく、身体への感覚の影響の強度が、それじたいの意味よりもひとびとに
「なにかを引き起こす（mean）」ことができることを示す、もっとも明確な例だろう。ジェレ
ミー・ギルバートが言うように、「音楽には物理的な効果（physical effects）があり、それは同定

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

され、記述され、議論されうるが、それは意味（meanings）を持つことと同じものではなく、文
﹅ ﹅

化において音楽がどのように機能するかを理解しようとするあらゆる試みは必ず……それらを意
味に分解しようとすることなく、それらの効果について何かを述べることができる」。多くの
場合、個々人が音楽から得る喜びは、意味のコミュニケーションというよりも、特定の音楽が
彼らを「感動させる（moves）」しかたと、はるかに関係がある。意味が重要でないと主張す
ることは間違っているかもしれないが、音楽の文化的効果を理解しようとするとき、生理的な
役割を無視するのは愚かなことだ。もちろん、アフェクトを伝える可能性がある表現形式は音
楽だけではない。表情、呼吸、声の調子、姿勢といった知覚可能なすべての形式のコミュニ
ケーションはアフェクトを伝えることができ、そのリストにはあなたが現在体験しているもの
の他に、ほとんどすべての形式のメディア化されたコミュニケーションが含まれている。

［14］アフェクトの伝達は、あるひとのフィーリングが別のひとのフィーリングになることを
意味するのではないということをはっきりさせておきたい。アフェクトの伝達とは、諸身体が
互いにどのように影響するかにかんするものだ。あなたの身体があるコンテクストを折り込
み、別の身体（現実的（real）または潜在的（virtual）〔身体〕）がそのコンテクストのうちで
強度を表現しているとき、ある〔身体の〕強度は別の〔身体の〕強度に折り込まれる。身体は、
それが折り込んでいるコンテクストの強度に共鳴することによって、与えられた状況に適切に
対応する準備ができていることを確証しようとする。アフェクトがいたるところにあることを
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考えると、多くの形式のメディアの力は、イデオロギー的効果というよりも、内容や意味とは
無関係にアフェクトの共鳴を生み出す潜勢性（the potential）にあることに注意することが重要
である。

［15］アフェクトの強度は、それが構造化されておらず、構造化されていない（抽象的）という
事実にある。アフェクトの「抽象性」によって、それはフィーリングやエモーションとはこと
なるしかたで伝達可能となる。そして、アフェクトは伝達可能であるがゆえに、潜勢的に
（potentially）ひじょうに強力な社会的力となる。だからこそ、アフェクトとフィーリング、そ
してイモーションを混同しないことが重要であり、わたしがローレンス・グロスバーグの「ア
フェクト的投資（affective investment）」ということばにはあまり意味がない、とブライアン・
マッスミに同意する理由がここにある。マッスミが提案するように、アフェクトは「形式かも
構造化もされていない」ものであり、つねに意識的な注意の以前、かつまたはその外部にある
のなら、アフェクトを「投資する」にはどうすればよいのだろうか（Parables   260）。〔一方
で〕投資は前もっての予想と預金のための場所を想定するが、〔他方で〕アフェクトは思考に
先立ち、電気と同じほどに安定している。これは、ある種の強化されたアフェクトがより優勢
であるような実践が存在しないということではなく、これらの実践に参加するひとびとは、ア
フェクトに投資するのではなく、感動させられることを望んでいるということだ。もちろん、
カルチュラルスタディーズの教訓の一つは、希望への投資は〔そのリターン以前に〕すでにひ
とびとを感動させるということだ 。4

参考文献
Brennan, Teresa. The Transmission of Affect. Ithaca: Cornell U. P., 2004. 
Damasio, Antonio. Descartes’ Error. 1994. New York: Quill, 2000. 
Demos,  Virginia E.  “An Affect Revolution:  Silvan Tompkin’s  Affect Theory.”  Exploring  Affect:  The 
Selected Writings of Silvan S. Tompkins. Ed. Virginia E. Demos. New York: Press Syndicate of the U. of 
Cambridge, 1995: 17-26. 
Ekman,  Paul.  “Universal  and  Cultural  Differences  in  Facial  Expression  of  Emotion.”  Nebraska 
Symposium on Motivation. Ed. J. R. Cole. Lincoln: U of Nebraska P, 1972: 207-83. 
Gilbert,  Jeremy.  “Signifying  Nothing:  ‘Culture’,  ‘Discourse’  and  the  Sociality  of  Affect.”  Culture 
Machine 2004. <http://culturemachine.tees.ac.uk/>. 
Massumi, Brian. “Notes on the Translation and Acknowledgements.” In Gilles Deleuze and Felix 
Guattari, A Thousand Plateaus. Minneapolis: U of Minnesota P, 1987. 
––––. Parables for the Virtual. Durham: Duke UP, 2002. 
Sacks, Oliver. A Leg to Stand On. New York: Touchstone, 1984. 
Tompkins, Silvan. Exploring Affect: The Selected Writings of Silvan S. Tompkins. Ed. Virginia E. Demos. 
New York: Press Syndicate of the U of Cambridge, 1995.

バージョン
ver. 1：2019/05/14

 翻訳にあたって、Eric Shouseには、ぶしつけな依頼にもかかわらず、こころよく翻訳及び公開を許可して頂き、深く4

感謝する。また、佐々木晃也には草稿を見て頂き、いくつかの修正を指摘して頂いた。心よりお礼申し上げる。

     �5


