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【論考】 

ドゥルーズのアメリカ：特異性・姿体・友愛 

内藤慧 

0. はじめに 

『批判と臨床』Critique et Clinique（1993）はドゥルーズの

晩年の著作であり、主に文学を扱った小論集である。その中で第

8 章｢ホイットマン｣と第 10 章｢バートルビー、あるいは決まり文

句｣(1)はホイットマン、メルヴィルといったアメリカ出身の作家

について論じている。ドゥルーズはこの 2 つのアメリカ文学論の

なかで、それらの作家が生まれ、そこで著述活動を行った当の｢ア

メリカ｣という場所に対して特異な意味を与え、ドゥルーズ固有

の概念にまで昇華させている。本稿はドゥルーズのこの｢アメリ

カ l’Amérique｣という概念がどのような事態を表現しているの

か明らかにすることを目指す。結論から言えば、ドゥルーズにと

ってのアメリカとはある種の｢全体 totalité｣、ある種の｢集合

ensemble｣についての概念である。誤解を避けるために付け加え

れば、ドゥルーズにとってのアメリカとは現実に成立しているあ

る社会、ある国家のことではないし、かつて成立していたある社

会、ある国家のことでもない。ドゥルーズは全体と部分、一般と

特殊、といった事柄に関する抽象度の高い議論をベースに｢アメ

リカ｣という概念を導き出している。だが同時に、ドゥルーズは

｢アメリカ｣を巡る議論を具体的かつ実践的な問題として提起し

ている。『批判と臨床』はまず文学論、作家論であり、各々の作家

たちが直面し実践した｢書くこと ecrire｣という営みに関する問

題を論じている。｢アメリカ｣という概念もホイットマンやメルヴ

ィルなどの作家たちの｢書くこと｣という具体的な営みを通して

思考された概念であって、単なる抽象的な概念操作の帰結ではな

い。再び結論を先取りして付け加えれば、このような作家の｢書

くこと｣という営みの問題において考えれば｢アメリカ｣という概

念は単なる ｢ 集合 ｣ という以上に、ある種の ｢ 共同体

communauté｣としての意味を獲得することになるだろう。 

以上のことから、われわれは｢アメリカ｣という概念について便

宜上(2)、抽象的／具体的という 2 つの側面に分けて考察する。そ

して、私は｢アメリカ｣概念の各々の側面を、以下の概念との連関

で論じる。まず、抽象的な側面に関して、第 8 章｢ホイットマン｣

において示される｢特異性 singuralité｣ないし｢断片 fragment｣

という概念を、次に具体的な側面に関して、第 10 章｢バートルビ

ー、あるいは決まり文句｣において示される｢姿体 figure｣(3)とい

う概念、そして｢友愛 fraternité｣という概念を、それぞれに｢アメ

リカ｣概念との連関で論じていくことになる(4)。章立てとしては、

第 1 章で｢特異性｣ないし｢断片｣、第 2 章で｢姿体｣、第 3 章で｢友

愛｣、の概念を扱う。 

 

1. パラドクシカルな全体と｢断片｣ 

 ドゥルーズはホイットマン論の冒頭において、アメリカ文学の

特徴として｢断片的であること｣をあげ、これをヨーロッパ人の書

くものと比較している。いわく、｢ヨーロッパ人は有機的な全体

性に関する生得的な感覚を持つ｣。一方で｢アメリカ人は断片につ

いての自然な感覚を持っている｣。ドゥルーズによればヨーロッ

パ人は生まれながらに、ものを有機的な全体性のもとで考える傾

向を持っている。わかりやすいのは、例えば類種の関係であろう

か。ダルマザメとオンデンザメは一見して混同しようもないほど

に異なったサメであるが、生物学的な分類で考えれば両者はとも

にツノザメ目に属するサメであり、ツノザメ目のサメとして両者

を見れば｢しりびれを持たず、円錐形の吻を持っている｣という共

通の特徴をわれわれは見出すだろう。ヨーロッパ人、ないしヨー

ロッパ的思考の特徴としてこのようなことが言われること自体

は別段目新しいことではない。一方でアメリカ人の書くものは、

｢断片的である｣。この断片性の実態については後で述べることに

なるので、今は論を進める。とにかくドゥルーズはヨーロッパと

アメリカとを全体性と断片性という仕方で区別している。しかし、

この区別は固定的なものではない。｢前者にとって生得的なもの

は後者によって獲得されねばならず、逆もまた然りだ｣。つまり

ドゥルーズによればヨーロッパ人はまず生得的に全体性につい

ての感覚を持っているが、そこからさらに｢断片の感覚を身につ

けなければならない｣。アメリカ人は逆に断片についての自然な

感覚を持っているが、そこからさらに｢全体性についての感情を

獲得しなければならない｣。(5)では例えば、ヨーロッパ人はまず

全体性のもとで考えつつ、段々個別のものの方へ進んでいくが、

アメリカ人はまず個別のものから始めて、段々全体が獲得されて

いく、という単純な異なる 2 方向の矢印を引くことができるのだ

ろうか。もしそうであれば、ヨーロッパ人が獲得する個別性はア

メリカ的な断片性であり、アメリカ人が獲得する全体性とはヨー

ロッパ的な全体性と同じ性質のものだということになる。われわ

れはここで、アメリカ人に生得的な断片性と、獲得される全体性

との実態を解明しなければならない。 
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 まず、アメリカ文学において重要なのは、アメリカ人が生まれ

ながらに発揮する断片についての感性であり、それこそがアメリ

カ文学を特徴づけるものだとドゥルーズは考えている。 

 

  断片はそこに、努力に先立って本能的な仕方で存在している。

われわれはプランを立てるが、それを実行する時には｢われ

われは問題を転倒させ、練り上げられた仕事よりも、性急で

大雑把な形式が物語を語るにまかせてしまうのだ｣。アメリ

カに固有のもの、それはしたがって断片的なものというより、

むしろ断片的なものの自発性である。(6) 

 

アメリカ人にとってはまず本能的な仕方で断片的なものが存

在している。そして、彼らに対してそれらは自発的に働きかけ、

ヨーロッパ人がするような全体性のもとでの思考を容易に頓挫

させてしまう。つまり断片とは単に断片的｢であり｣、それらの間

に何がしかの関係や全体性が獲得されることでその全体性に包

摂されるようなものではない。むしろ、それはそれ自体として自

発的なものであり、アメリカ人がそれらをヨーロッパ的な仕方で

全体的に思考しようとしても、それらの断片の自発性が優先され、

思考する側が断片の自発性に身を任せてしまうようなものであ

る。ドゥルーズによれば、アメリカ人にあっては全体的なものが

容易にもともとあった断片的なものの自発性によってかき乱さ

れてしまう、というこの事態は、彼らがまさに生きている場所で

ある｢アメリカ｣のあり様に由来する。 

 

  断片的なものがアメリカに生得的であるとすれば、それはア

メリカそれ自体が連邦諸州と多様な移民（マイノリティ）で

できているからだ。いたるところに、分離独立の脅威、つま

りは戦争の脅威に憑かれた断片のコレクションがある。アメ

リカの作家の実験は、彼がアメリカについて語っていないと

きでさえ、アメリカという実験と分かち難い。(7) 

 

ドゥルーズはアメリカ文学ないしアメリカ人の傾向としての

｢断片性｣、｢断片的なものの自発性｣とはなによりもまず｢アメリ

カ｣というもののあり様に由来している、と考えている。それ自

体が独立的に機能する異なる諸州によって構成され、全く異なる

文化圏の人々が移民してくることによって出来上がったのが、ア

メリカという国である。そして、諸州はアメリカの部分である以

前に、より本質的にはそれぞれ独立の統治機関であり、原理的に

は国家から分離することが可能である。ドゥルーズはこの｢アメ

リカ｣を ｢たがいに異質な諸部分の集合としての世界、終わりな

きパッチワーク、あるいは乾いた石の数々でできた果てしない壁

（セメント付けされた壁や何かパズルの破片といったものなら、

一つの全体性を再構成してしまうだろう）。サンプリングの世界｣

(8) と言い換えている。このようにみていくと、まずアメリカに

生得的な断片性とはそれ自体が自発的なものであって、ある全体

に包摂しようとしてもそこから逃れ出てしまうようなものであ

ること、そしてそれらはまさにアメリカという国においてそうで

あるように、各々に自立的でありながらひとつの全体を作り上げ

ていること、がわかる。重要なのは、断片が自発的であるという

こと、であり、またそれらによってできあがる｢アメリカ｣＝｢異

質な諸部分の集合としての世界｣が｢一つの全体を再構成｣するこ

とを目指してはいないということである。われわれは前段落の問

いにひとつの答えを出すことができる。すなわち、アメリカ文学

は断片性からはじめて全体性を獲得する、と言われていたが、こ

の獲得される全体性とはヨーロッパ人にとって生得的な全体性

とは全く異なる全体性である。なぜならアメリカ人に生得的な断

片性とは自発的なものであって、はじめからヨーロッパ的な全体

性に包摂されることが可能なような個別性とは異なっているか

らである。そして、獲得されるアメリカというある種の全体も、

通常の、あるいはヨーロッパ的な意味で全体性を再構成すること

ではなく、断片の自発性をそのまま肯定することを意図したもの

であるからである。 

  

 それでは、｢異質な諸部分の集合としての世界｣、｢サンプリン

グの世界｣とはどのようなものなのだろうか。より詳細にみてい

く上でまずは、この世界を構成している異質な諸部分、諸サンプ

ルがどのようなものか考えたい。 

  

  サンプルとは、まさしく、通常のセリーから解放されている

ような特異性、注目すべき全体化できない諸部分のことだ。

(9) 

 

サンプリングの世界としてのアメリカを構成するのは、特異性、

全体化できないような諸部分としてのサンプルである。つまりア

メリカというある種の全体は、全体化することができないような

ものたちによって構成されている、ということである。｢特異性｣

という言葉でわれわれは何を理解するべきであろうか。『意味の

論理学』Logique du sens（1969）においては、特異性と同様に

非人称的で前個体的だと言われる｢意味｣の概念について、｢普遍

と単独に対して、特殊と一般に対して無差別である｣(10)と言われ

ている。この規定は特異性についても同様に当てはまる(11)。つま

り、特異性とは普遍と単独、一般性と特殊性といった対立のどち

らの項に属することもなく、対立の両方に対して中立の性質のこ

とである。『意味の論理学』における特異性の概念規定を『批判と
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臨床』に援用すれば、全体と部分、あるいは全体とその全体を構

成する限りでの部分との二項に対しても特異性は中立だと言っ

ていいだろう。アメリカを構成するのは、全体化不可能であって、

個別と普遍、特殊と一般、部分と全体の双方に対して中立的な特

異性である。これをアメリカ文学、アメリカ人に生得的な｢断片｣

と言い換えてもかまわないだろう。それでは、今度はこれらの断

片、特異性によって構成される当の｢アメリカ｣とはどのような全

体なのであろうか。 

 

  しかしながら、ホイットマンが“全体”という概念を前景に

押し出し、われわれを融合にいざなうようなコスモスに訴え

ることもある。すなわち、ある際立って｢痙攣的な｣瞑想のな

かで、彼はみずからがヘーゲル的だと言っており、ただアメ

リカのみがヘーゲルを｢現実化｣していると断言し、ある有機

的全体性への最初の諸権利を主張しているのである。その際

彼は一人のヨーロッパ人として、事を表現している。けれど

も、ホイットマンが彼の流儀と彼の文体で語るとき、ある種

の全体が構築されているにちがいないと思われる。つまり断

片の後にしか訪れず、断片を手付かずのままにおいておき、

断片を全体化しようとしないだけにいっそうパラドクシカ

ルなものとなる、そんな全体が。(12) 

 

これまで、アメリカ文学ないしアメリカ人に生得的なものとし

ての断片、断片性について論じてきたが、ドゥルーズはホイット

マンのうちに本来であればそれらの断片とは対になるような｢全

体｣の概念を見出している。しかし、単にヨーロッパ的な有機的

全体性を構築することが問題となっているのではない。というの

も、ホイットマンが要請するある種の全体とは｢断片の後にしか

訪れない｣し｢断片を全体化しない｣ようなコスモスだからだ。つ

まり、サンプル、断片、特異性などについて先に確認した全体化

不可能であること、通常の意味での個別と全体、特殊と一般の両

方に対して中立であること、といった性質を｢手付かずのままに｣

しておくような全体が問題となっている。これが、断片を生得的

なものとするアメリカ人たちが獲得する、と言われている全体な

いし｢アメリカ｣の概念である。ドゥルーズ自身によってもパラド

クシカルな全体と言われているが、むしろ全体化不可能で自発的

な断片によって構成されるある種の全体が非全体的なものであ

ることは、ある意味では当然のことである。また部分と全体、特

殊と一般といったタイプの対概念のどちらにも属さず中立的で

ある特異性の性質を考えれば、類種関係などについて言えるよう

な集合の考え方も断片と｢アメリカ｣という全体との関係には適

合しないことは理解できる。つまり、ダルマザメとオンデンザメ

という個別の種がどれほど違っていても、ツノザメ目という上位

の集合のもとで見れば両者の間では｢しりびれを持たず、円錐形

の吻を持つ｣という一般的な特徴を予め想定できる、という場合

と同じ仕方で、互いに異なっている諸サンプル、諸断片に関して

その一点について言えば両者を包摂可能、全体化可能にしてしま

うようないかなる共通項も見出すことは出来ないのであって、そ

れらが構成する｢アメリカ｣というある種の全体はそれを構成す

る項の間にいかなる共通性も前もって想定することはできない

のだ。 

 

 ドゥルーズが｢アメリカ｣と名付けるこのパラドクシカルな全

体、異質な諸部分の集合としての世界はヨーロッパ的な全体性が

そうであるように部分を持ちそれによって構成されているが、そ

れはそれを構成している部分とはアメリカに生得的な断片であ

り、特異性であるが故に、ヨーロッパ的な全体性とはおよそ異な

った、言うなれば非全体的な全体性なのである。ドゥルーズは、

このような特異な全体概念はドゥルーズが主にヒュームに関す

る議論において｢関係の外在性｣と呼んでいる発想、すなわち｢諸

関係はその関係の項に対して外在的である｣というテーゼを｢原

理｣とし、それに依拠している、と述べる。(13) 

  

  諸関係はその関係の項に対して外在的である。したがって、

人は創設され発明されることができるもの、創設され発明さ

れるべきものとして、関係を設定することだろう。諸部分が

たとえ全体化されることのできない断片であったとしても、

人は少なくとも…先在的ではない諸関係をそれら諸部分の

間に発明することができる。(14) 

 

関係の外在性、とはわれわれが項と項の間に何がしかの関係を

見出す場合に、その見出される関係が項にあらかじめ内在してい

るのではない、ということを示している。つまり、ある関係のも

とに見られているものたちは、全く別様の関係において見られ得

る、ということだ。逆に、もしある項に関係が内在しているので

あれば、われわれはその項をそれとは全く異なる関係において考

えることはできない。例えばダルマザメとオンデンザメという項

に、ツノザメ目という関係が内在している、と考えることができ

るだろう。その場合、われわれはダルマザメとオンデンザメがい

かように異なっていようとも、まず両者はツノザメ目として｢し

りびれを持たず、円錐形の吻を持つ｣ということを想定する。し

かし、関係が外在的であれば、そのようなことは不可能である。

なぜなら、われわれは異なる項の間にいかなる関係も前提とする

ことができないからだ。われわれは先に確認した断片に関する議

論を改めて理解することができるだろう。断片は全体化できない

ものである。つまり、別の断片との間に何か共通のものを見出し
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て、両者を包摂するような集合を考えることができないものであ

る。そのことは、仮に何がしかの関係というものが両者の間に見

出されるにせよ、それらが項自体に内在してはいない、という｢関

係の外在性｣の原理によるのだ。この｢関係の外在性｣の原理に従

えば、異質なもろもろの断片によって構成される｢アメリカ｣とい

うパラドクシカルな全体は、それらの断片の間にあらかじめ想定

された全体ではなく、それらの断片を全体化することなく｢その

ままにしておく｣ような全体になるのだ。しかし、引用部は単に

関係と項とを切り離すことを主張しているだけではない。ドゥル

ーズはむしろ、いかなる関係も内的には含まない断片同士の間に

外在的にではあれ創設される関係というものについて語ろうと

しているようにみえる。本稿としては既に本章の目的であった

｢アメリカ｣概念の抽象的な概念規定に関しては確認できたので、

この点に関しては次章メルヴィル論の分析を受けて再度考える

こととしたい。 

 ドゥルーズがホイットマン論において示している｢アメリカ｣

概念とは、関係の外在性を原理として、それ自体は他のものとの

間にいかなる共通項も含んでいず、それらを包摂する集合をもっ

て全体化することができないような自発性をもった断片たちに

よって構成された｢異質な諸部分の集合としての世界｣であって、

それはある種の全体性ではあっても類種関係がそうであるよう

なヨーロッパ的な全体性とは全く異なる全体である。断片の断片

性を全体化することなくそのままにしておくような全体として

の｢アメリカ｣という概念は、特殊と一般、個別と普遍、部分と全

体といった事柄についての議論を介して導かれたが、あくまでそ

れらのどちらにも属さない中立的な立場にあるのであり、まさに

パラドクシカルな全体の概念を描き出していると言っていいだ

ろう。 

 

2. 独創的な｢姿体｣、バートルビー 

 前章では、ホイットマン論のなかで展開されている｢断片｣と

｢全体｣についての議論を通してドゥルーズの｢アメリカ｣概念に

ついての分析を進めてきた。しかし、ここまでの議論では｢アメ

リカ｣概念の抽象的な概念規定を論じてきたに過ぎない。『批判と

臨床』はドゥルーズの文学論、作家論であり(15)、それが主題とし

ているのは作家たちの｢書くこと｣という具体的な営みであり、そ

れと不可分である書かれた作品である。そうであれば、われわれ

は先に確認したパラドクシカルな全体としての｢アメリカ｣概念

を、｢書くこと｣という問題系において、そして書かれた作品にお

いて、今一度捉え直してみる必要があるだろう。そうすることで、

われわれは依然として抽象的な概念規定を問うに留まっていた

｢アメリカ｣概念について、それが具体的に表れる様を問題にする

ことができるようになるだろう。 

 われわれが扱うのはメルヴィル論である｢バートルビー、ある

いは決まり文句｣である。われわれはこのテクストを分析するな

かで、作家によって書かれた｢バートルビー｣という人物（figure

＝姿体）を通して、｢書くこと｣の側面から｢アメリカ｣概念にアプ

ローチすることを試みる。 

 

 メルヴィル論はメルヴィルの『書記バートルビー』の登場人物

であるバートルビーが発する決まり文句｢できればせずにすませ

たいのですが｣（I would prefer not to）についての分析からは

じまる。まず、ドゥルーズによれば、この決まり文句は通常の会

話で使われるものではなく、｢非文法的｣である。ドゥルーズは非

文法的、ということについて、｢人は通常の文法的変数のセリー

を想定できるものであり、非文法的表現はいわばその限界だ｣(16)、

と述べている。例えばわれわれは少しおかしな表現を聞いたとき、

それに対して類似したいくつかの通常の言語表現を候補として

想定することができる。それに対して非文法的表現は想定可能な

通常の文法的表現が何一つ想定できなくなるギリギリの線なの

である(17)。だから、この手の表現を耳にした場合、われわれは全

く意味をなさない獣のうめき声のようなものとして聞くわけで

はないが、一方で想定可能ないくつかの通常の言語表現のどれか

である、とみなして聞くこともできない。それらの文法的変数は

想定可能ではあるが、非文法的表現はそれらの限界であるから、

もはやそれらのどれ一つとしても充分に合致するということは

ない表現なのである。このように見ていくと、非文法的表現とは

通常の言語表現を想定可能ではあるが、それらのいずれにも合致

せず、かといって動物の鳴き声や物体の衝突音のように初めから

一切の意味を欠いているものでもない、という特異な地位を持つ

ことになる。このような、言ってみれば言語的―言語外的な地位

について、ドゥルーズは『意味の論理学』において｢意味｣の概念

に対して｢表面｣という地位を与え、われわれの一般的な言語使用

（高所）と、全く言語性を欠いている物体の位相（深層）とを隔

てる境界としての概念規定を行っていた(18)。バートルビーの決

まり文句はこのような非文法性を持つが故に、聞く人はそれに通

常の言語活動において想定されるような特定の意味を付与する

ことができず、かといってそれは確かに何がしかの言語表現であ

ると認めざるを得ないので、ある種の｢呆然自失｣の状態に陥るの

だ、とドゥルーズは考えている(19)。また、決まり文句はそれ自体

としては何かを肯定することも否定することもない。『書記バー

トルビー』のなかではバートルビーは弁護士の男から何か頼まれ

事をするときにこの決まり文句を使うが、このときにバートルビ

ーの決まり文句は一見すれば頼まれ事に対する拒否の表現であ

るように思われる。しかしドゥルーズによれば、決まり文句は to

以下に言葉が続かない以上、何に対する忌避の感情であるのか判
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明ではない(20)。また、決まり文句は一見すると彼が現状続けてい

る事柄を肯定しているかに思われるが、話が進んでいくとバート

ルビーは彼が続けていた｢書類の書き写し｣という作業すらやめ

てしまう。つまり決まり文句は明確に何かを否定しているわけで

もなければ、逆に現状の彼の行動を肯定しているわけでもない。

ドゥルーズは、決まり文句を介してバートルビーが好みでない事

柄を忌避すると同時に現状で続けていた事柄をも不可能にして

しまう、という決まり文句の作用のうちに、 ｢忌避の事柄と、決

まり文句によって保護されていたかに見える事柄を区別できな

くし、識別不可能性、不確定性の領域を抉り出す｣(21) という効果

を見出す。ふつうであれば、われわれは｢今これをやっているの

で（肯定）、それはできません（否定）｣というような言い方で肯

定と否定の態度を示すことで、今やっている作業と頼まれ事とを

区別することができる。だが、決まり文句は何かを肯定すること

も否定することもないが故に、それまでバートルビーが行ってい

た行為と、弁護士によって提案された行為とを区別する指標が失

われてしまい、両者は識別不可能になってしまうのだ。両者が識

別できなくなった以上、今までやっていたことは頼まれ事と同じ

くらい｢せずにすませたい｣事柄になってしまう。ドゥルーズは通

常の言語活動において肯定や否定というわれわれの態度によっ

て区別されている事柄を、決まり文句が肯定も否定も示さないこ

と、肯定や否定に対するある種の｢宙吊り｣(22)の作用によって識

別不可能にしてしまうことを｢破壊的｣だと述べている。 

 さて、ここまで｢決まり文句｣が持つ特異な性質についてみてき

たが、ドゥルーズはこれを｢外国語｣、｢独創的な言語｣を発明する

こと、という問題系で捉えなおす。 

 

  はじめのうち人は、決まり文句は外国語の下手な翻訳のよう

だと言うだろう。だがよく聞けば、その素晴らしさがそのよ

うな推測を退ける。もしかすると、決まり文句は言語のうち

にある種の外国語を穿つのかもしれない。 

 

  しかし、もしすぐれた文学作品がいつでもある種の外国語を、

それが書かれた言語の内に形成するということが明らかだ

として、いかなる精神病的な息吹がこの言語の内を過ぎてい

くのか。ある方法を巻き込むことが精神病の役割である。そ

の方法というのは通常の言語、スタンダードな言語を取り扱

うこと、もしかすると神の言語の投影であるかもしれず、全

ての言語を奪い去ってしまうような未知の独創的な言語を

回復すること、にある。 

 

  メルヴィルは英語の下を流れ、英語を奪い去る外国語を発明

する。それは奇異（outlandish＝領土外）であり、脱領土化

であり、鯨の言語である。『白鯨』に関する研究はそれゆえに

興味深い。それは“数”と“文字”、そしてそれらの暗号的な

意味をもとに、非人間的あるいは超人的な独創的言語の、少

なくとも骨格だけは導き出すものだ。(23) 

 

ドゥルーズは決まり文句が、既存の言語に対してある種の外国

語を穿つのだと考えている。そして、このことは単にバートルビ

ーの決まり文句に限ったことではなく、文学全般の問題である。

『批判と臨床』序言にあるように、｢作家は、プルーストの言うよ

うに、言語の内部に新しい言語を、いわば一つの外国語を発明す

る｣(24)のであり、バートルビー論の上記引用部周辺では決まり文

句を発することで外国語を穿つバートルビーと、｢決まり文句｣を

発するバートルビーごと外国語を発明する作家（メルヴィル）と

が、分け隔てられることなく論じられている。ドゥルーズにとっ

て文学とは、われわれの通常の言語使用に対立する外国語を発明

することによって非人間的ないし超人的な独創的言語を導き出

すことであり、作家にとっての｢書くこと｣とはこのような｢外国

語｣を／｢外国語｣で、書くという営みだと言ってよいだろう。バ

ートルビーが決まり文句を発することは、通常の言語活動に対し

て破壊的に作用し、そうすることである種の独創的な言語を構成

する。これは作家の｢書くこと｣についても同じである。上記引用

に続く箇所でドゥルーズは、｢言語活動の全体を巻き込み、逃走

させ、それ自身の限界にまで押しやり、その“外部”、沈黙あるい

は音楽を発見する｣(25)と言っている。この言い回しは『批判と臨

床』の随所にみられるものであり、ドゥルーズの文学論の肝であ

る｢非人間的ないし超人的な独創的言語｣を見出すこと、｢外国語

の発明｣を端的に表現するものであろう。バートルビーの決まり

文句も同様に｢言語の中に一種の外国語を穿ち、言語活動全体を

沈黙に向かわせ｣ると言われるが、これは先に確認した決まり文

句が生み出す｢呆然自失｣の状態と対応しているとみてもいいだ

ろう。以上のように、作家の｢書くこと｣という営みと、バートル

ビーの｢決まり文句｣とは、ともに通常の言語活動を破壊し、沈黙

させ、ふだんそれでやり取りしているわれわれを呆然自失の状態

に追い込むことを介して、通常の言語活動の外部である｢外国語｣、

つまり超人的な独創的言語、鯨の言語あるいは音楽を生み出すも

のなのである。(26) 

 ここまで｢決まり文句｣が意味を確定させることができない非

文法的なものであり、肯定と否定とに対する｢宙吊り｣を行うこと

によって通常の言語活動に対して破壊的な性質を帯びること、そ

こから超人的な独創的言語を導き出す｢書くこと｣という作家の

営みなどについて確認してきたが、実際のところ、バートルビー

が破壊しているのは通常の言語活動の何なのか。そして、破壊す
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るバートルビーとはどのような人物（figure＝姿体）なのか。ま

た｢アメリカ｣とはどのように関係してくるのか。 

 

 バートルビーが破壊するものが何であるのか、という問いは必

然的に、バートルビーという人物の、あるいはバートルビーの決

まり文句の独創性とは何であるのか、という問いとセットになっ

ている。ドゥルーズはバートルビーという人物（figure＝姿形）

と彼の｢決まり文句｣とを、少なくとも両者の発揮する効果に関し

てはほとんど区別することなく論じている。それらは言語活動の

基準や前提を破壊している。ドゥルーズがここで挙げている前提

の例は 2 つに大別される。①例えばある語が別の語と置き換えら

れ得る＝つまり同じ意味を持つと解釈され得る、というような言

葉同士の連関であり（客観的前提）、②またそのような連関の下

で言葉をやり取りする現実的な話者同士の行為（命令、疑問、提

案などなど）の関係（主観的前提）である。大雑把に①文法上の

決まりごと＝客観的前提、②現実的な状況における決まりごと＝

主観的前提と考えてもいいかもしれない。バートルビー、あるい

は｢決まり文句｣はこの両方を破壊している。まず非文法的表現で

ある I prefer not to…が肯定も否定も示さないこと、to 以下に

明確な対象が示されないこと、が客観的前提を破壊している。そ

して同時にそのような決まり文句のあり様は、｢代替案を示すこ

と｣や｢理由を述べること｣などの、主観的前提に基づいて期待さ

れる事柄を破壊している。このようにして、バートルビーは文法

上の前提を破壊するとともに、現実的な言葉のやり取りにおける

期待をも破壊している。｢決まり文句はあらゆる言語活動を骨抜

きにし、同時にバートルビーを完全に排除して、彼にはいかなる

社会的地位も与えられないようにしてしまう｣(27)。ドゥルーズに

よれば、こうしてバートルビーはわれわれの通常の言語使用の前

提と、われわれの実際の相互的な行為の前提とを破壊することで

｢基準とすべき背景がなにもない人間になる｣のであり、このよう

な作用をもたらすことこそが決まり文句の非文法性の機能であ

る。 

 決まり文句によっていかなる前提も排除されたバートルビー

のような人間を、ドゥルーズは｢真の独創人｣、｢独創的な姿体｣と

呼んでいる。 

 

  とりわけ真の独創人を、たんに目立ったり、奇抜だったり、

特殊だったりする人格と混同することは許されない、とメル

ヴィルは言う。 

  

  独創人は各々に孤独で力を備えた姿体 figure であり、それ

は説明可能なあらゆる形態 forme からも溢れ出てしまう。 

 

  生と知の姿体、彼らは説明できない何かを知っていて、底知

れない何かを生きている。彼らには特別なところも、一般的

なところも全くない。彼らは認識を脱していて、心理学に立

ち向かう。彼らが発する単語は、それが原初の独創的な言語

の残滓ないし投影のようなものであり、言語活動の全体を沈

黙ないし音楽との限界にまで運ぶが故に、言語の一般法則

（前提）からはみ出し、同様に話し言葉のたんなる特殊性か

らもはみ出る。バートルビーは特殊なところも、一般的なと

ころも何もなく、それは独創人なのだ。(28) 

 

ドゥルーズは独創人ないし独創的である姿体を、単なる特殊性

から区別する。つまり一般性と対になる特殊性と、形態 forme を

付与され得る特殊性と、langue の一般性と対になる paroleの特

殊性と独創人の特異性とを区別する。ここでドゥルーズが念頭に

置いているのは『書記バートルビー』に登場する 2 人の筆耕人で

あろう。この 2 人はバートルビーが雇われる以前から事務所に勤

務していた人物だが、彼らの内の一方は午前中は優秀だが午後に

は｢破滅的なまでにガタ落ち｣(29)になってしまい、もう一方は午

前中は消化不良と癇癪で手が付けられず午後になると穏やかに

なる、といった風に両者ともに非常に特殊な人物たちである。だ

が、両者の行動はともに雇用主である弁護士によってちゃんと把

握されている。言い換えれば、両者の特殊性とは雇用主によって

法則性を見出され認識され得る範囲内での特殊性に過ぎない、と

いうことである。それに対して原初の独創的言語の残滓であるよ

うな｢決まり文句｣を発するバートルビーは一般性からはみ出る

と同時にそれと相補的な特殊性ともはみ出る独創人としての地

位を確立している。それはわれわれにとって一般的な形態、形式

formeをもとにした認識を脱しているが故に(30)姿体 figureであ

ると言われ、また同様にわれわれにとって一般的な人格

personage をもとにした心理学なアプローチに抵抗するが故に

人物 figure であると言われる。認識可能で特殊な人格と認識不

可能で独創的な人物とでは、前段落で確認したような｢基準や前

提｣を想定ないし期待できるか、という点で決定的な違いがある。

前者に関しては彼らが属している環境に応じて彼らの行動が組

織されているので（午前中だから○○、午後だから○○）その環

境における一般法則を導くことができるし、彼らの使用する言語

は調子が粗野であったり生真面目であったりすることはあって

も言語の一般法則を越え出ることはなく、雇用主とのやり取りに

万事滞りはない。その一方でバートルビーに関しては｢決まり文

句｣は肯定と否定に対して｢宙吊り｣の操作を遂行するので通常の

言語使用の一般法則が破壊されてしまうし、同様にバートルビー

は彼を取り巻く環境から影響を受けることも全くないのだ。バー

トルビーの独創性とは、単に一般性を否定する特殊性ではなく、
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一般性と特殊性に対して中立であり、両者を｢宙吊り｣してしまう

ということであり、そうであればこそ独創人ないし独創的な姿体

は非人間的ないし超人的な独創的言語を生み出す可能性を担う

ことができるのだ。このような独創人は孤独だと言われている。

ドゥルーズはメルヴィルの口を借りて｢どうして一つの小説に複

数の独創人がいることができるかわからない｣と述べる。バート

ルビーのような独創人は、二人の極めて特殊な筆耕人とは違って

一人でしか存在することができない。もしバートルビーと同じよ

うな独創人が複数存在するならば、それらの間に一般性が見出さ

れてしまい、バートルビーはもはや特異な独創人ではなく、一般

性の内での特殊な人の一人になってしまう。独創的な姿体である

バートルビーはそれゆえに孤独だと言われるのだ。 

 

 では、これまでの議論が｢アメリカ｣概念とどのように関係して

いるのだろうか。ここで確認しておきたいのは、ここまで論じて

きた、決まり文句を発するバートルビーという独創的な｢姿体｣に

関する議論が第 1 章でホイットマン論を読解していく形で導き

出した｢断片｣に関する議論とある点において重なっている、とい

うことである。｢断片｣について言われていたのは、特異性である、

｢全体化できない諸部分｣である、ということであり、それらの断

片の間に先在的ないし内在的ないかなる関係も見出すことはで

きない、ということであった。後者の特徴については｢関係の外

在性｣というドゥルーズのヒューム論に由来する発想が｢原理｣と

なっている。特異性とは例えば『意味の論理学』においては個別

と普遍、特殊と一般といったタイプの対概念のどちらにも属すこ

となく、両者に対して中立である、という性質を持っており、ホ

イットマン論における特異性は、ヨーロッパに生得的な思考とし

ての諸部分と全体、諸部分を包摂する全体性、という思考のパタ

ーンに対して中立的である、と考えられる。そして、諸断片の間

にそれらを包摂するような共通性、あるいは全体性といった関係

が一切見出され得ないのであれば、特異性である断片が部分と全

体の両者に対して中立であること、言い換えれば特異性が部分と

全体という関係を少なくとも先在的ないし内在的には受け入れ

ない、ということは理解できる。一方で独創的な｢姿体｣について

言われていたのは、肯定と否定とを、あるいは肯定される事柄と

否定される事柄とを、決まり文句によって宙吊りにする、という

ことであり、それを介して通常の言語使用を破壊するような超人

的な独創的言語を導出する、ということであった。また｢姿体｣は

基準となったり前提とされたりする一般性を持たないとともに、

結局は一般性と相補的であるような特殊性をも持たず、両者に対

して中立であり、両者を宙吊りにする。このように、ホイットマ

ン論における｢断片｣とメルヴィル論における｢姿体｣は最低限、両

者ともに一般性や全体性とそれの対概念に対して中立である、と

いう点で一致している。さらに言えばバートルビーの｢決まり文

句｣が通常の言語活動を破壊してしまうこと、それを介して独創

的言語が創出されることは、ホイットマン論におけるアメリカに

生得的な断片が自発性を持ち通常の（ヨーロッパ的な）思考を頓

挫させてしまうこと、そして｢関係の外在性｣のテーゼが項に外在

的であって先在的ではない関係を、即ちまずはじめに想定される

全体性とは無縁の関係を作り出すことへも向けられていたこと

と対応しているのではないだろうか。そうであれば、われわれは

ホイットマン論において｢断片を全体化しない｣パラドクシカル

な全体、｢異質な諸部分の集合としての世界｣として描かれた｢ア

メリカ｣概念に対応するものが、メルヴィル論の内にも見出され

るのではないか、と問うてみる必要がある。そこで、私はメルヴ

ィル論において語られる｢2 人の独創人の和解｣、｢友愛的関係｣と

いうテーマに注目したい。 

 

3. 二人の独創人の｢友愛｣ 

 メルヴィル論において、ドゥルーズはメルヴィルの小説に登場

するキャラクターたちを 3 つの異なるタイプに分類している。 

まずはバートルビーのような独創人である。 ｢冬に雪の上に寝

て子供のように凍死し、散歩以外することがないが、どんなとこ

ろにいても、身動きなしに散歩できる｣ 人間であって、｢基準な

き、所有なき、属性なき、身分なき、特殊性なき人間｣である(31)。

バートルビーは肯定や否定を一切示さず、意志がないように思わ

れるが、逆にこのような宙吊りの状態においてこそ生き生きとす

る姿体である(32)。ドゥルーズがここに｢新世界の“人間”｣の可能

性を認めていることは、前章で彼らの決まり文句が超人的な独創

的言語を導出することを確認している以上、理解できるだろう。

ドゥルーズは明示していないが、これは『マゾッホ紹介』

Présentation de Sacher-Masoch（1967）におけるマゾヒスト

のあり様と一致しているのではないだろうか。マゾヒストは苦痛

を求めるのではないし、その裏返しとしての快感を求めるのでも

ない。彼らは苦痛―快楽が宙吊りにされることを介して、動物へ

の生成変化が遂行されるような未決定的な領域に到達すること

を目指している。これは、ドゥルーズ曰くある種の｢超官能主義｣

であって｢新たな無性的人間｣への一体化を企図している(33)。決

まり文句によって通常の言語使用を宙吊りにして識別不可能性

の領域を抉り出すバートルビーは、マゾヒストが苦痛＝快感に対

して行うこの操作を言語において行っているのではないだろう

か(34)。本稿では、バートルビーや『ビリー・バッド』の主人公に

代表されるこの姿体を｢マゾッホ的姿体｣と定義しておく。 

バートルビーを雇い入れた弁護士は、ドゥルーズによって｢二

次的｣(35)な人間に分類されている。このタイプは通常の人間の一

般法則の側にいて、独創人たちの独創性に気付き、場合によって
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はそれの影響を受けて狂気の状態に陥る。しかし、たとえ独創人

からの影響を多少受けたとしても、このタイプの人間はあくまで

二次的な、つまり通常の法則や理性を代表し、バートルビーに対

して共有していると思われる前提や基準に則った行動を期待す

る。 

ドゥルーズは『ビリー・バッド』や『白鯨』に登場するバート

ルビーとは別のタイプの独創人についても述べている。彼らも

｢二次的｣な人間からみれば通常期待されるような事柄に反する

姿体である。バートルビーのような姿体が二次的な人間の性質を

宙吊りに、あるいは破壊することで別の、新しい性質を導出する

のに対して、『ビリー・バッド』のクラガートや『白鯨』のエイハ

ブは二次的な人間の本性としての理性を自分の目的のためだけ

に使用する。つまり彼らは理性を破壊することはないが、理性を

｢非合理的な至高の目的のために役立たせる｣(36)。こちらの姿体

についてはドゥルーズ自身がサドの名を明示している通り、この

タイプの姿体はサド的である。サドの小説の登場人物たちは理性

や法則に従属した二義的な自然を批判し、それに原初の自然を対

立させる。サディストは原初の自然を体現しようとするが、その

際に｢二次的自然から借り受けた｣論証という方法を利用せざる

を得ない(37)。例えばデステルヴァル夫妻の悪事を美徳に報じる

が｢故に｣幇助しなければならなくなるジュスティーヌの矛盾は、

｢故に｣という仕方で導かれる理性的な論証に依拠しているのだ

(38)。マゾッホ論では、ドゥルーズはサディズムが非理性的な事柄

を二次的な性質、つまり通常人間に想定されている理性によって

示さざるを得ない点で、マゾッホにある意味での優位が与えられ

ているが、メルヴィル論においてはこのような｢サド的姿体｣にも

姿体の地位が与えられている。これは何故だろうか。ドゥルーズ

は、少なくともメルヴィルにおける｢サド的姿体｣が非合理的な目

的に向かっていく中で、その対象への生成変化を果たし、その対

象と識別不可能になってしまう、という点において｢マゾッホ的

姿体｣が動物へ生成変化したり肯定される事柄と否定される事柄

とを識別不可能にするような領域との類似を認めている(39)。｢エ

イハブは鯨を真似るのではなく、彼はモビー・ディックに生成変

化し、彼とモビー・ディックとをもはや区別できないような近接

した領域を過ぎ、鯨を殴りつつ自身をも殴る｣。サド的姿体は、こ

のような識別不可能性や生成変化といった点において充分に独

創的な姿体と言われるのだ。 

  

 以上のようにドゥルーズはメルヴィルの登場人物を、①マゾッ

ホ的姿体、②二次的な人間、③サド的姿体、という 3 つのタイプ

に分類していると言えるだろう。まず①と③の姿体が、②の二次

的な人間に対立していることは明白である。 

   

  アメリカ小説の根源的な行為は、ロシア小説と同様に、小説

を理性の道の遠くへと運ぶことであり、虚無の中に位置し、

空虚の中でしか生きられず、最後まで自分の秘密を守り、論

理学や心理学に立ち向かうあれらの人物たちを生み出すこ

とである。(40) 

 

アメリカ文学は通常の人間理性の体現者としての二次的な人

間たちに対立する、理性から遠く離れた姿体たちを生み出すので

ある。その一方で①と③の姿体は互いに隔たっていはいるが、同

じ世界に属すると言われる。 

 

  この 2 つのタイプはあらゆる点で対立していて、一方は生ま

れながらに裏切りもので、他方は本質的に裏切られるもので

あり、一方は子供を貪る恐るべき父親であり、他方は見捨て

られ父のいない子供であるが、両者は同じ一つの世界に取り

つき、循環を形成し、メルヴィルやクライストのエクリチュ

ールと同様に、停滞して硬直したプロセスと狂った速度の手

法とを循環させる。(41) 

 

この 2 つの姿体が同じ世界に属している、とはどういうことな

のだろうか。ドゥルーズによれば実際に、メルヴィルの『ビリー・

バッド』にはマゾッホ的姿体であるビリー・バッドと、サド的姿

体であるクラガートという 2 つの異なる姿体が登場している。し

かし、上記引用にもある通り、マゾッホ的姿体とサド的姿体は対

立していて、両者の間には相互的ないし相補的な関係は見出され

ない。これはマゾッホ論においても同様で、ドゥルーズはサディ

ズムとマゾヒズムを、それらがそう名付けられる所以であるサド

とマゾッホの使用する言語のレベルから根本的に区別しようと

していた。それはサド―マゾヒズムという仕方で両者を相補的な

ものとみなす立場からの訣別を意味していた(42)。であれば、サド

的姿体とマゾッホ的姿体はどのようにして同じ世界に属してい

ることが出来るのだろうか(43)。既に本稿第 2 章で確認した通り、

独創的な姿体はひとつの小説、ひとつの世界に複数人存在するこ

とはできない。そうであればマゾヒストとサディスト、マゾッホ

的姿体とサド的姿体とは本来同じ一つの小説、同じ一つの世界に

属していることは出来ないはずである。そもそもメルヴィル論に

おいてサディズムの側にも姿体の地位が認められたのは、サディ

ストが対象への生成変化によって対象と識別不可能になってし

まうことによってであった。であれば、本来共存するはずのない

2 つの異なる姿体がいかにして一つの世界に属することができ

るのか、という問いを明らかにするためには、まず姿体に関係す

るこの｢生成変化｣と｢識別不可能性｣という概念に焦点を当てる

べきだろう。そして、本章のテーマである｢二人の独創人の和解｣、
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｢友愛｣という概念はこの識別不可能性の議論において提示され

る概念である。 

 

まず 2 つのものが識別不可能になる生成変化と、2 つのものが

同じだと言われるようになる同一化とを、ドゥルーズは区別して

いる(44)。ドゥルーズによれば同一化とは、①モデルとなるイメー

ジ、②主体、③イメージを自身に適合させようという主体の努力、

という 3 つの要素によって達成される。｢模倣的競合｣とも呼ばれ

るこの同一化の過程において、｢イメージとはなにより父親のイ

メージであり｣、｢主体とは息子である｣(45)。つまり、主体が目指

すべき父親的なイメージを自身に適合させていくこと、が同一化

である。ドゥルーズはメルヴィルにおける理性の体現者たる｢二

次的な人間｣が、模倣されるべき父親の役割を果たしていると考

えている。一方で識別不可能性への生成変化とは、①不定形の特

徴線、②2 つのものの間の曖昧性の領域、③父親のイメージの崩

壊を前提とする友愛の普遍的な機能、という 3 つの要素を持つ。

まず、同一化における父親的なモデルとなるイメージは形になる

以前の線へと解体することで、模倣すべきモデルがなくなってし

まう。次にイメージを模倣する主体が解体され、2 つのものは識

別不可能なまでに接近し、互いが互いへと生成変化する。最後に、

これを成立させているのは同一化の場合にみられたような模倣

されるイメージの父親的な機能ではなく、識別不可能になる 2 つ

のものの間に見出される友愛の機能である。このように、識別不

可能性への生成変化においては、模倣されるべきイメージは形成

されず、それを模倣する主体は模倣されるべきものと区別できな

くなってしまう。これは同一化において機能していた模倣される

べきものの父親的な機能が消失してしまうことによる(46)。だが、

単に模倣されるべきものと模倣するものとの間の父親―息子的

な関係が消失して2つのものが無関係になってしまうのではない。

両者の間には識別不可能にまで接近する生成変化の関係がある。

一方から他方への模倣的な同一化ではない仕方で、両者の間に関

係が作られるためには、父親的な機能に代わる別の機能が見出さ

れなければならない。これをドゥルーズは「友愛 fraternité」の

機能と呼んでいる。さて、2 つの姿体はともに｢二次的な人間｣に

対立している。同様に 2 つの姿体は生成変化によって識別不可能

性の領域へと向かっており、そのことは理性的な｢二次的な人間｣

に備わっている父親的機能の解体を、そしてそれに代わる友愛の

機能を据えることを意味している。｢友愛｣の機能が据えられるこ

とによって、模倣的な同一化ではない識別不可能性への生成変化

が成し遂げられる。バートルビーやエイハブが独創的な姿体だと

言われるのは、識別不可能性の領域を作り出すことによってであ

る。ならば 2 つの姿体は模倣されるべき父親的な機能に代わる

｢友愛｣の機能を見出していることになる。この｢友愛｣の概念こそ

が、2 つの異なる姿体が同じ世界に属することの可能性を探る鍵

概念でもある。つまり、2 つの姿体の独創性を担保している識別

不可能性への生成変化を成り立たせている｢友愛｣の概念にこそ、

2 つの独創的な姿体の共存を問う鍵があるのだ。 

 

  メルヴィルの作品に取りつく最も高次の問題とはなにであ

ろうか。予感された同一性を見出すことだろうか。おそらく、

2 人の独創人を和解させることだが、そのためには独創人と

人間、非人間と人間も和解させなければならない。…もし人

間が救われるとしたら、そしてもし独創人たちが和解すると

したら、それはただ父親的機能の溶解、解体においてのみで

ある。…メルヴィルは、キリスト教的な慈悲や、父親的な博

愛に対する、友愛の根本的対立を展開し続ける。人間を父親

的な機能から解放し、新しい人間ないし特殊性なき人間を生

まれさせ、独創人と人間とを結び付け、新しい普遍としての

兄弟社会を構成する。…メルヴィルによれば、それは独身者

の共同体であり、無限の生成変化の中へとそのメンバーを連

れて行く。(47) 

 

  メルヴィルの独身者バートルビーは、カフカの独身者と同様

に、｢散歩をする場所｣、アメリカは見つけなければならない。

アメリカ人とは、イギリス人たちの父権的な機能から解放さ

れたものであり、砕かれた父親の息子であり、全ての国民の

息子である。…アメリカとは特殊性なき人間、独創的“人間”

の可能性 potentiel である。(48) 

 

ドゥルーズは 2 人の独創人の和解、というテーマをメルヴィル

の小説の最も高次の問題だと言い切っている。そして、そのため

には人間と非人間とが和解しなければならない、と考えている。

ドゥルーズは非人間である独創人同士が和解することと、理性の

体現者であった人間と独創人とが和解することとを、この引用部

以降において段階を分けて論じることはない。つまり、まず非人

間と人間が和解し、それから非人間同士が和解するのではなく、

非人間同士の和解に必要な人間と非人間との和解が達成されれ

ば、自ずと非人間同士の和解も成し遂げられている、と考えてい

ることになる(49)。ドゥルーズが和解のために持ち出すのは父親

的な機能を解体することであり、それに代わって異質なもの同士

（つまり非人間と人間、あるいは非人間同士）の間に築かれる友

愛の関係である。既に確認した通り、父親的な機能とは、模倣す

る主体が模倣されるべきイメージを自身に適合させていく同一

化の過程を成り立たせている。メルヴィルにおいては｢二次的な

人間｣がこれを体現している。例えば、バートルビーに対して前

提や基準をもとにした期待を持って接する弁護士は極めて父親
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的に振舞っている。しかし、バートルビーは｢決まり文句｣によっ

て弁護士からの期待や前提を破壊し、識別不可能性の領域を抉り

出す。この時、同一化を成り立たせる父親的機能も破壊され、バ

ートルビーと弁護士の間には｢同性愛的な関係｣が結ばれること

になる(50)。これは弁護士のもとにあった父親的機能がバートル

ビーに移ったということを意味するのではない。バートルビーは

いかなる特殊性も持たない人間、特殊と一般とに中立な姿体であ

って｢断片｣であって模倣し得るようなイメージがない人間であ

る。バートルビーと弁護士の間では父親的機能に基く同一化では

なく、友愛の機能に基く識別不可能性への生成変化が行われたの

である。ここにおいて、非人間と人間とは和解している。つまり

非人間も人間も父親的機能を失って識別不可能になっているの

だ。異質なもの同士の間に結ばれる友愛の関係、父親的な全体性

に代わる、この新たな普遍としての兄弟社会、独身者の共同体を、

ドゥルーズは｢アメリカ｣と言い換えている。｢アメリカ｣において

は非人間と人間とはともに父親的機能の解体によって識別不可

能になっているし、そうであれば同時にマゾッホ的姿体とサド的

姿体もどれほど大きく隔たっているにせよ識別不可能である。つ

まり、独創人と人間が、そして 2 人の独創人が和解するのは、父

親的な機能の解体の上に打ち立てられる｢友愛｣の共同体として

の｢アメリカ｣においてなのだ。ところで、この識別不可能性とは、

まずはじめにバートルビーのような姿体が父親的機能を解体し、

通常の言語使用を宙吊りにして破壊するようなものであるから

こそ、つまり、いかなる一般性や全体性も内在的あるいは先在的

に備わっていないような｢断片｣性ないしは｢特異性｣を帯びてい

るからこそ達成されるのである。アメリカ文学者であるメルヴィ

ルにおける普遍的な友愛の共同体としての｢アメリカ｣は、まずバ

ートルビーという姿体＝断片に由来しているのである。ホイット

マン論において言われたように、まず生得的に｢断片｣があって、

それから新たな全体性として｢アメリカ｣が獲得されるのである。

それゆえ、｢アメリカ｣と呼ばれる普遍的な友愛の共同体は、ヨー

ロッパ的で父親的な全体性として模倣的な同一化を担保する、い

わゆる｢一者｣的なものとは区別されるのだ。 

 

4. まとめ 

われわれはドゥルーズの｢アメリカ｣概念に注目し、それを抽象

的な概念規定の側と、作家や作家によって生み出された作品によ

る具体的で実践的な営みの側という二側面に分割して論じてき

た。まずホイットマン論を扱いながら、われわれは｢アメリカ｣を

アメリカに生得的な｢断片｣ないしは｢特異性｣との関係で論じた。

その関係はヨーロッパ的な全体と部分、普遍と個別の関係とは異

なっており、断片は全体化できず先在的な関係を見出すことので

きないものであり、部分と全体のどちらにも属さず両者に中立で

あった。｢アメリカ｣概念はそのような｢断片｣の集合、つまり全体

化できないものの全体性、というパラドクシカルな全体概念とし

て提示された。ここまでが｢アメリカ｣概念を巡る抽象的な概念規

定の側である。続いてメルヴィル論を扱い、ホイットマン論にお

ける｢断片｣と同じステータスを持つ｢姿体｣という概念に注目し

た。｢姿体｣は、それを生み出した作家の｢書くこと｣という営みと

同様に、各々の仕方でわれわれ人間が通常行っているような言語

や理性の使用を宙吊りに、あるいは破壊し、そこに超人的な独創

性（｢外国語｣）を創出しようとする。このとき行われるのが識別

不可能性の領域への生成変化であった。これは模倣的な同一化に

おける父親的な機能を解体するものであり、それが解体されるが

故にあらゆるものの間に同じひとつの一般性、同じひとつの全体

性のもとでの同一化ではなく、異質なもの同士が識別不可能なま

でに接近する生成変化の関係が結ばれることになる。ここには父

親的機能に代わる｢友愛｣の機能が働いている。つまり父親的な全

体性に代わる｢友愛｣の普遍性が据えられているのだ。ドゥルーズ

は、｢友愛｣によって結ばれた姿体＝断片の集合、つまり全体化で

きないもの同士の間に結ばれる普遍性の共同体を｢アメリカ｣と

呼んでいた。｢アメリカ｣においては、二次的な人間と独創人が、

そして独創人同士が（例えばマゾヒストとサディストという、大

きく隔たった独創人同士が）、互いに異質であって両者の間に一

切の一般性、一切の全体性を想定することができないままに、共

存することになる。つまり、われわれはここにホイットマン論に

おけるパラドクシカルな全体概念としての｢アメリカ｣の実践的

形態を見ることができる。さて、このような｢アメリカ｣という共

同体は、まずはじめに｢姿体｣＝｢断片｣が通常の理性、言語、法に

対立し、それを宙吊りにしたり破壊したりして頓挫させてしまう

ということに由来する。いかなる関係も内在的ないし先在的に想

定できない姿体＝断片の性質によって、父親的な機能が破壊され

るからこそ、それらの断片の間には模倣的な父親と息子の関係に

代わる｢友愛｣の関係が結ばれるのである。また姿体＝断片のその

ような性質の故にこそ、それらの断片は識別不可能なまでに接近

し、共存するのである。｢アメリカ｣というある種の全体概念がま

さにパラドクシカルであると言われる所以はこのことにある。つ

まり、全体化不可能な異質な断片同士の間に見出されるパラドク

シカルな全体は、それを構成する断片が通常の一般性、全体性を

破壊するが故に獲得されることにある。｢アメリカ｣とは断片が全

体化不可能であるが故に、それらの間に獲得される全体性なので

ある。ホイットマン論で言われていたように、まず｢姿体｣＝｢断

片｣があるのであって、｢アメリカ｣というパラドクシカルな全体

が獲得されるのも｢断片｣の性質を受けてのことである。ドゥルー

ズの｢アメリカ｣概念とは、いかなる関係性も想定できない断片、

あらゆる対概念を宙吊りにする姿体が発揮する独創性、非人間性
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の到達点である。そして、それらは例えば文学における｢書くこ

と｣という営み、つまり通常の言語使用を宙吊りにするような｢外

国語｣を／｢外国語｣で｢書くこと｣によって見出されるのである。 

 

 以上のような｢アメリカ｣概念の分析には不明瞭な点もみられ

るだろう。例えば、父親的な機能が破壊された後に、なぜ｢友愛｣

の関係が結ばれなければならないのか、という問いに対して本稿

の分析は答えを持っていない。これは少なくともメルヴィル論に

おけるドゥルーズ自身が答えていない問題である。ヨーロッパ的

な全体性、出来合いのクリシェ的な全体性を忌避した後に、なぜ

端的なアナーキーではなく｢友愛｣の共同体が築かれるのか、築か

れなければならないのか。こうした問いは文学論のみならず初期

から晩年までのドゥルーズ哲学全体に渡って検討されるべき問

題であろう(51)。また、本稿では『マゾッホ紹介』や『意味の論理

学』などの議論をある程度前提として、それらを読み込む形で『批

判と臨床』のテクストを理解している部分がある。そのような読

解手法の正当性はより詳細に議論されるべきである。他のテクス

トと『批判と臨床』のテクストとの間の、より詳細な分析は稿を

改めて取り組まねばならないだろう。それら多くの課題を残しつ

つ本稿を閉じることとしたい。

 

―――― 

Notes 

1. Postface à Melville, Bartleby, Ed. Flammarion, 1989. 

2. 本稿は｢アメリカ｣概念を分析する上で、分かりやすい区分として抽象／具体という対概念を用いるがドゥルーズ自身の

言葉遣いに則っているわけではない。 

3. figure の訳語に関しては形体、形象、姿形、人物、などが考えられるが、ドゥルーズはこの語を forme に対置して使用

する場合があるので｢形｣を明示する語は避けたい。人物では意味が限定され過ぎてしまう。本稿では forme 的でなく、

かつ figure 概念のある種の身体性を表現する訳語として｢姿体｣という語を使用する。（この語句は、第 6 回 DG-Lab

（2015.11.21）の読書会レジュメのなかで福尾匠さんが提案してくださったものです。） 

4. このことはホイットマン論自体が抽象的な議論でありメルヴィル論自体が具体的な議論である、ということを意味して

いるのではない。あくまでホイットマン論に見られる｢アメリカ｣についての抽象的な議論と、メルヴィル論に見出せる

｢アメリカ｣についての具体的な議論とを手がかりに｢アメリカ｣概念を分析することを目指す、ということに過ぎない。 

5. 『批判と臨床』（以下 CC）75、邦訳 p. 122 

6. CC, 75、邦訳 p. 123 

7. CC, 76、邦訳 p. 123 

8. CC, 76、邦訳 p. 124 

9. 同上 

10. 『意味の論理学』（LS）48、邦訳上巻 p. 73 

11. 例えば『差異と反復』（DR）第 3 章では、意味と同様に理念的であると言われる問題が特異性である、と言われる（DR, 

212、邦訳上巻 p. 431）。少なくとも意味の概念と特異性の概念とは非人称性、前個体性、理念性といったキーワードを

共有しており、本稿では両者を共通のステータスを持つものとして扱う。 

12. CC, 78、邦訳 p. 126 

13. 『経験論と主体性』邦訳 p. 159、｢ヒューム｣ID, 227、CC, 78、邦訳 p. 127 

14. CC, 78、邦訳 p. 127（一部省略） 

15. 文学論であることは同時に芸術論であることも意味している。 

16. CC, 90、邦訳 p. 147 

17. ドゥルーズはより日常的な文章で以下のような例を示している。CC, 90、邦訳 p. 148 

｢私は充分ではないのを一つ持っている｣ J’en ai un de pas assez.（非文法的表現） 

① 私はひとつ余分に持っている J’en ai un de trop. 

② 私は充分に持ってはいない Je n’en ai pas assez.   （文法的変数） 

③ ひとつ足りていない Il m’en manque un. 
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18. LS, 37、邦訳上巻 p. 56：｢事物と命題は、根源的な二元性の中にあるというよりは、意味が表象する境界の両側にある

のである。この境界は事物と命題を混じり合わせもしないし、結び合わせもしない。むしろ、この境界は物体／言葉、

というような、事物と命題の差異の分節である。｣ 

19. CC, 91、邦訳 p. 150 

20. 『書記バートルビー』のなかでは to 以下に動詞原形が続く場合もあるが、ドゥルーズはこのような場合には｢神秘が失

われるように思われる｣と言っている。 

21. CC, 92、邦訳 p. 152 

22. CC, 103、邦訳 p. 168：メルヴィル論における｢宙吊り｣は｢意志の虚無｣というバートルビーの状態を言い表すものであ

るが、これはバートルビーが肯定も否定も示さないということである。肯定と否定に対する｢宙吊り｣という言い回しは

LS, 44、邦訳上巻 p. 67。『マゾッホ紹介』（PSM）においては｢宙吊り｣は純粋な未決定状態を意味し（PSM, 28、邦訳

p. 41）、肯定の対となる否定とは別の｢否認｣という概念とともに論じられている。少なくとも、これら 3 つの著作にお

ける｢宙吊り｣概念は本質的に同じことを語っていると私は考えている。 

23. CC, 93、邦訳 pp. 153-154：3 つ目の引用の（ ）内は筆者による。 

24. CC, 9、邦訳 p. 9 

25. CC, 94、邦訳 p. 154 

26. 『批判と臨床』における｢外国語の発明｣を理解するうえでは第 2 章｢ルイス・ウルフソン、あるいは手法｣、第 11 章｢ハ

イデガーの知られざる先駆者、アルフレッド・ジャリ｣が重要である。前者は分裂病作家ウルフソンが母語を聞かされる

際に、それを独自の手法で｢外国語｣に翻訳する様が論じられる。後者ではハイデガーによる造語にウルフソンと同種の

試みを見出している。 

27. CC, 95、邦訳 p. 156 

28. CC, 106、邦訳 pp. 172-174 

29. 『書記バートルビー』p. 15 

30. メルヴィル論のなかで明示されてはいないが、私は引用部の｢認識｣に関しては、例えばわれわれの直観が、それに適用

されるわれわれの認識の形式に従うことで形成されるカント的な認識を念頭に置いている、と解釈している。 

31. CC, 96、邦訳 pp. 157-158 

32. CC, 103、邦訳 p. 168 

33. CC, 71-72、邦訳 pp. 117-118、PSM, 28-32、邦訳 pp. 41-46 

34. 『批判と臨床』の第 7 章｢マゾッホ再-紹介｣では、マゾヒストの｢吃音｣が言語をその限界＝沈黙あるいは音楽へと運ぶと

言われている。ここでは、身体の宙吊りと言語の口ごもり、という 2 項がマゾッホの作品を構成している、と指摘され

ている。CC, 73-74、邦訳 p. 120 

35. CC, 103-104、邦訳 p. 169 

36. CC, 105、邦訳 p. 172 

37. PSM, 26-28、邦訳 pp. 36-38 

38. 『新ジュスティーヌ』（河出文庫）参照 

39. CC, 101-102、邦訳 p. 166 

40. CC, 105、邦訳 p. 171 

41. CC, 103、邦訳 p. 168 

42. PSM, 11、邦訳 pp. 18-19 

43. 例えば『マゾッホ紹介』冒頭では、マゾッホがマゾヒストであるならばパートナーはサディストであっただろう、とい

う判断を批判している。これはマゾヒズムとサディズムをある関係の二側面として（つまりサド―マゾヒズムという仕

方で）理解するやり方への批判である。そうであればドゥルーズにおいては、マゾヒストとサディストは全く異なった

世界、全く異なった関係に属している、と考えられるだろう。 
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44. CC, 100-101、邦訳 pp. 164-165：ドゥルーズはこの 2 つを新しい同一化と人格形成的な同一化として区別している。

厳密には新しい同一化＝識別不可能になる生成変化と明言されてはいない。 

45. CC, 99、邦訳 pp. 162-163 

46. CC, 101、邦訳 p. 168 

47. CC, 107-108、邦訳 pp. 175-176 

48. CC, 109、邦訳 p. 178 

49. このことは、独創人と人間の間の隔たりと、独創人同士の間の隔たりとに差異がないことを示している、とは言えない

だろうか。既に確認した通り、独創的な姿体とは一切の規定の一般性や全体性といった関係を内在的ないし先在的には

含まない、という｢断片｣的な性質ないしは｢特異性｣を備えているのであった。そうであれば、非人間と人間、非人間同

士の間にも既定の関係はないことになる。つまり、非人間と人間の間に見出される隔たりと、非人間同士の間に見出さ

れる隔たりとの間には、いかなる質的な違いはなく、両者はともに外在的である。故に、非人間と人間の和解は、非人

間同士の和解と、質的にも段階的にも全く差異はない。 

50. CC,97-98, 108、邦訳 p.160、p.177 

51. 例えば最晩年の『哲学とは何か』結論部では｢カオスから身を守る｣ことが問題となっている。そこでは例えば芸術が｢カ

オス的な変化可能性をカオイド的な多様体へ変える｣こと、｢カオスを感覚され得るものに仕立て上げる｣ことが語られて

いる（邦訳 pp. 343-344）。このようなカオスへの忌避は共著以前の『意味の論理学』第 13 セリーにおける、一切の出

来事が幻覚 hallucinatoire の形態をとって実現されてしまう｢寸断された身体｣という身体の受動形態から、｢器官なき身

体｣という身体の能動状態への転換においてもみられる問題意識である。さらに遡れば最初期『経験論と主体性』におい

て、ヒュームの哲学を論じる形で｢関係の外在性｣のテーゼによって所与に断片性を認めつつ、それらの間での信の形成

とシステムの構成が論じられていた。 

 

  


