
 

52 

  

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【論考】 

埋め合わせと置き換え――ドゥルーズの初期モノグラフを巡って 

得能想平  

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

はじめに 

 われわれは、ドゥルーズ哲学の開始を『差異と反復』に見いだ

すことができる。差異、反復、意味、多様体、特異性、個体性、

存在の一義性、出来事、表現などのドゥルーズ哲学を特徴づける

主題は、以降のドゥルーズの著作の中で形を変えながらも繰り返

されることになる。ガタリとともに創りだされたさまざまな概念

（領土化、コード化、リフレイン…）も、さらに映画や絵画につ

いての記述も、五月革命の熱狂のなかで書かれたこの本をより深

め、乗り越えるものとして、提出されたものである。だからこそ、

理解を拒むように見えるドゥルーズのフレーズに出会うたびに、

われわれはこの著作に戻り、その概念の布置をつかみなおそうと

する。『差異と反復』は、このような意味でドゥルーズを読むわ

れわれにとって重要な位置を占めている。 

 ところで、ドゥルーズが開始は再開でしかありえないと述べた

のも、この『差異と反復』という書物の中においてであった（DR 

173）。『差異と反復』以前、ドゥルーズは哲学史にかかわるモ

ノグラフを書くことに多くの時間を費やしていたこともよく知

られている。ヒュームを論じた『経験論と主体性』、そしてその

ヒュームと通底する問題意識をベルクソンに読み込んだ「ベルク

ソンにおける差異の考え方」は、思想を手際よくまとめようとす

る器用さというより、新しい哲学を生み出そうとする気概を強く

感じさせるものである。八年の空白期間ののち、矢継ぎ早に出版

されるモノグラフには、よりはっきりドゥルーズ哲学の予兆を見

出すことができる。既存の哲学の問い直しを意味と価値の観点か

ら取り上げた『ニーチェと哲学』、多様体概念が練り上げられる

『ベルクソニスム』、発生の観点から三批判を位置付けなおす『カ

ントの批判哲学』、存在、表現、個体の関係を問い直す『スピノ

ザの表現の問題』、これらの著作は、来たるべきドゥルーズ哲学

の形成過程として読みとくことができるだろう。実際に『差異と

反復』の主題のうちのある程度のものは、すでにモノグラフにお

いて取り上げられていた。この観点から見れば、ドゥルーズ哲学

の真の開始点は、モノグラフにあることになるだろう。このよう

なことから、モノグラフと自身の哲学の作品という形で「ドゥル

ーズの作品を二つに分割することは誤りをおかすことになる」と

する解釈者も存在する（1）。 

しかし、モノグラフを『差異と反復』に代わるドゥルーズ哲学

の真の開始点として読みとくことに、潜んでいる罠があるのでは

ないだろうか。『差異と反復』とモノグラフに通底する共通の背

景が存在するのではないだろうか。本稿が取り上げるのは、この

ような問いである。本稿は、先行研究におけるモノグラフの位置

づけをサーベイし、さらにこれまで注目されてこなかった「埋め

合わせ」と「置き換え」のイメージを取り上げることで、この問

いに答えるものである。われわれは第一に先行研究におけるモノ

グラフの捉えられ方を確認し、そこに解釈上の袋小路が見出され

ることを指摘し、これまでと異なる仕方でモノグラフを捉えるた

めの準備を行う。第二に、ドゥルーズの発言において見られる「埋

め合わせ」としてのモノグラフのあり方を確認する。第三にこの

「埋め合わせ」のイメージを、アルキエの著作と対照させること

で具体化する。第四に「埋め合わせ」を補う「置き換え」のイメ

ージを『ニーチェと哲学』や『差異と反復』を参照しながら見い

出す。結論としてわれわれは、ドゥルーズ哲学の母体としての合

理主義的なものを見い出すことになるだろう。 

 

第一章 

 ドゥルーズと哲学的モノグラフの関係を問題にする上で、おそ

らくもっとも引用されてきたのは、1973 年に公開された「口さ

がない批評家の手紙」というテクストの次のような一節である。 

 

しかし、とりわけ私のこの時代を切り抜ける方法は、私は思

うのだけれど、哲学史をある種のおかま堀りとして思い抱

くこと、もしくは同じことになるのだけれど、処女懐胎とし

て思い抱くことである。私は自分がある著者の背後に近づ

いて、子供を産ませる。この子供は、その著者のものである

だろうが、しかしながら怪物的なものでもあろう。（P 15） 

 

哲学的モノグラフを書くことは、「おかま堀り」や「処女懐胎」の

ようなものであり、つまり著者に自分の怪物的な子供を産ませる

ことである。既存の哲学史の考え方を挑発するドゥルーズのこの
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ような過激の発言はひとびとの注目を引いてきた。 

 ジョン・セラーズはこの箇所から「創造的な出会い」としての

モノグラフのイメージを読み取っている。「これらの本［ドゥル

ーズのモノグラフ］は、受動的な学者の本でも、純粋にオリジナ

ルな創造でもない。おのおのは、二人の哲学者のあいだの創造的

な出会いとして考えられるのがもっともよいと思われるし、諸々

の創造的な出会いとして、哲学者たちは、その著者に彼自身の思

考を発展させる機会を与えるのである」（2）。セラーズは、どん

な楽曲も常に指揮者が楽譜に対して解釈を加えずには実演され

ないという例を引き合いにだしながら、混じりけのない哲学者の

思想を再現しようとする既存の哲学史のとらえ方を批判する。

「ドゥルーズのスピノザを混じりけのないスピノザと比較し、後

者を選ぶのではなく、代わりに、われわれはこの仮定のうえでの

混じりけのないスピノザが本当は誰のスピノザであるかをたず

ねるべきである」（3）。このようにしてセラーズは、安易な哲学

史のイメージに基づいた批判からドゥルーズのモノグラフの固

有性を守ることを試みた。 

 ダニエル・スミスも、モノグラフに対して同様のイメージを抱

いているが、このことをドゥルーズ解釈の問題へと結びつけてい

る。モノグラフの中には、「識別不可能ゾーン」が見て取れるし、

このことは、バフチンの「自由間接話法」とも結びつく。そして

「実のところ、ドゥルーズは哲学史におけるすべての哲学者を、

敵味方関係なく、同じ仕方で読んでおり、同じ戦略にしたがって、

おのおのの思想家をいわゆる彼らの差異的な極限へと推し進め

ている」とスミスは考える（４）。ところで、ドゥルーズにとって

の哲学史をこのように理解することは、「どこでドゥルーズがお

わり、そして、たとえばどこでスピノザが始まるのか。どこで説

明は解釈になり、そして解釈は創造になるのか」といったドゥル

ーズ解釈における深刻な困難を生み出すことになる。というのも、

まさにそのような問いは明確な区別が与えられないとあらかじ

め分かっているものを区別しようとする試みであるからだ。しか

し、そうであるにしても、これらの点を評価することは、ドゥル

ーズ解釈における課題であるとスミスは示唆している（5）。 

 これらの論者において示唆される考え方は、ハートが提示する

ドゥルーズ哲学全体の読解方針と共鳴しているように思われる。

それは、モノグラフに見られるドゥルーズのオリジナリティによ

って、『差異と反復』以降の思想を明らかにするという方針であ

る。ハートは初期ドゥルーズのテクストを、その「徒弟時代」と

してとらえる試みを行うにあたって、以下のことを示唆していた。

第一に、ドゥルーズのモノグラフは、「その時点で自らの企てに

能動的な貢献をしているある哲学者の思考の、特殊な側面をいく

つか選びだしてくる」著作であり、われわれはそこにドゥルーズ

の独自の思考を見出すことができる。第二に、このドゥルーズの

思想の進展の記述によって「彼の著作活動の全軌道を通じて彼に

とって役に立ってくれる専門的な語彙と概念的基礎」が明確にな

る（6）。セラーズとスミスによって提示された、ドゥルーズのモ

ノグラフにおける、ドゥルーズの寄与分の重要性と、その評価と

いう課題は、まさにハートの読解方針において、ドゥルーズ哲学

全体の読解と結びつけられることになる。 

 しかし、このような読解方針は袋小路に陥ることになるように

思われる。というのも、ドゥルーズのあるオリジナリティをドゥ

ルーズの別のオリジナリティによって説明しようとしているか

らである。ハートが指摘するように、「後期の著作の諸々の立場

は、これらの初期の研究の文脈のなかにそれらを位置付けてみな

い限りは不明瞭で、支持できないもののようにさえ見えてしまう

ことがある」という理由で、モノグラフに取り組むのであれば、

そこに見られるべきものは他の研究との接続であり、多くの人々

の共感をよぶような一般的な概念装置であるように思われる。も

し、オリジナルなものによってオリジナルなものが説明されるの

であれば、そこに見いだされるのは空虚な反復であり、生気のな

い類比構造のみであろう。ドゥルーズ自身も、述べているように、

概念は「創造されるものであるが、決して無から創造されるもの

ではない」のである（QP 37）。 

だからといって、ドゥルーズによって論じられる哲学者たちの

テクストそのものやその哲学者についての最新の研究書に、オリ

ジナリティの説明を求めることもそれほど効果が得られないだ

ろう。というのも、ルクレティウス、ヒューム、ベルクソン、ス

ピノザ、ニーチェといった哲学者たちを結びつけるつながりは、

ドゥルーズが指摘するようにスピノザとニーチェ以外には彼ら

のテクストのどれにおいても見出すことができないからだ（D 

22）。さらに、すべての哲学に関する研究書がそれ固有の観点を

持っており、「混じりけのない」客観的な哲学史の叙述が不可能

であるというセラーズの指摘を認めるならば、恣意的に研究書を

参照することは、ドゥルーズ思想の解明に寄与するどころか、い

っそうの混乱を引き起こすことになるだろう。 

ドゥルーズ自身強調するモノグラフのあいだの内密なつなが

りは、明らかにドゥルーズの思想に属するものである。しかし、

だからといって、このつながりが素朴にドゥルーズのエクリチュ

ールに閉じ込められたものではないように思われる。「おかま堀

り」や「処女懐胎」から生まれた怪物的な子供というイメージか

ら読み取られてきたモノグラフのオリジナリティの強調という

主題は、まさにドゥルーズ思想全体の解明を袋小路に追いやるよ

うに思われる。われわれは、オリジナリティからオリジナリティ

へ向かう循環を破壊するために、モノグラフについての新たなイ

メージを見い出す必要がある。 
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第二章 

 例えば、モノグラフのイメージを再考する方法として、端的に

「口さがない批評家への手紙」で問題になっている「おかま堀り」

と「処女懐胎」の位置づけを問い直すことも考えられるだろう。

というのも、それほど中心的な仕方ではないのであるが、それぞ

れが著作の中で論じられている主題であるからだ。「おかま堀り」

は、『アンチ・オイディプス』において社会体と関連で、また「処

女懐胎」については『意味の論理学』においてノエマの不毛性と

の関連で論じられている（7）。しかし、そのためには、大著にお

ける難解な箇所を論じなければならず、これは本稿の扱うことの

できる範囲を超えている。われわれはむしろ、上記の主題が語ら

れる直前における「埋め合わせ」のイメージを確認し、そこに潜

むドゥルーズの哲学史に対する倒錯的な態度を指摘することか

ら始めたい。 

「口さがない批評家の手紙」には、「おかま堀り」と「処女懐

胎」の箇所と同様に、よく引用される次の箇所がある。 

 

私の世代は、哲学史によって虐殺されたにひとしい最後の

世代に相当する。哲学史というものが哲学における抑圧の

機能をはたしていることは明らかだ。あれは哲学における

オイディプスだ。≪あれこれ読んで、あれについてのこれを

読まないうちから、まさかきみは自分の名において語るつ

もりじゃあないだろうな≫というわけだ。（P 14） 

 

ここで、ドゥルーズは、哲学を試みる人々に押し付けられる共有

すべき知識としての哲学史に対して、「虐殺」や「抑圧」といった

感情的反発を示す語を用いている。ドゥルーズは、『ディアロー

グ』においても同様のことを繰り返しており、このような前提知

識としての哲学史に嫌悪感を抱いていたことは間違いないだろ

う（D 19-20）。 

 しかし、このようなネガティブな態度をそのまま哲学史的なも

のに対する拒絶と受け取るわけにはいかない。というのも、『差

異と反復』は、全編哲学史的議論から成り立っている書物である

からだ。科学論や芸術論を含みながらも、ドゥルーズの議論は、

プラトンからハイデガーまでの個々の議論のコラージュとして

構成されている。実際、この書物に関するコメンタリーはこの哲

学史的議論の解説やそれらの相互関係に多くのページを割いて

いる（8）。これらのことから、ドゥルーズは抑圧的な哲学史から

逃げ出したのではなく、むしろそれを受け入れることで自身の哲

学的な立場を構築したということが自然だろう。 

このような背景のもとでわれわれは、以下のような発言から、

モノグラフについてのこれまでとは異なるイメージを読み取れ

ると考える。 

 

私の世代にはうまく切り抜けることのできなかった者もた

くさんいる。別の者たちは、独自の方法や新しい規則、ある

いは新しい語り口をあみだすことで、切り抜けた。私の場合

は、哲学史を長い間≪やって≫、あれこれの著者について本

を読んだ。しかし、私はさまざまな仕方で諸々の埋め合わせ

をしていたんだ。（ibid） 

 

ドゥルーズは、哲学史の抑圧の中で、「埋め合わせ

（compensation）」をしながら、なんとか切り抜けた哲学者であ

る。そして、切り抜ける中で書かれてきたモノグラフには一方で、

抑圧を甘受するという側面と同様に、その抑圧的な状況に対する

「埋め合わせ」という側面をも持っているように思われる。ここ

に見られるのは、抑圧的な哲学史から逃れるために哲学史を行う

というドゥルーズの倒錯的な態度である。しかしヒューム、ベル

クソン、スピノザ、ニーチェなどについてモノグラフを書くこと

がなぜ哲学史に対する「埋め合わせ」として機能するのかについ

ては依然として謎のままである。次の章では、この問いを明らか

にすることに努めたい。 

 

第三章 

この謎を解明するための鍵は、ドゥルーズの批判対象である合

理主義的なものであるように思われる。すぐ後の箇所でドゥルー

ズの哲学史の内実として挙げられるのは、「合理主義的伝統に対

立する著者」を好むこととされており、本章ではこのドゥルーズ

にとっての合理主義的なものについて確認する。このことを知る

ためには、『プルーストとシーニュ』の第一の結論が参考になる。

一方で、ドゥルーズは、合理主義的哲学を最も本質的に特徴づけ

るものは、「精神としての精神、思想家としての思想家が、真実を

望むこと、真実を愛しもしくは欲求すること、自然にそれを探求

すること」という前提であることを示唆し、これをプルーストの

立場から批判する（PS 115）。他方で、ドゥルーズは合理主義的

哲学を「明示的で伝達可能な意味作用を規定するために自己と一

致する普遍的精神の表現として存在する」ものと要約する（PS 

116）。われわれは、合理主義的なものの前提と要約を、フェルデ

ィナント・アルキエの哲学と照らし合わせながら解釈することで、

合理主義的なものの内実を明らかにする。 

フェルディナンド・アルキエは、フランス・スピリチュアリズ

ムに属する哲学者の一人で、ドゥルーズの師であるが、同時に批

判対象としても現れている。一方で、ドゥルーズは、自身のモノ

グラフのうちの一冊、『カントの批判哲学』を彼に捧げており、さ

らに彼の指導のもとで『スピノザと表現の問題』を書き上げたこ

とが知られている。他方で、アルキエがまさに「合理主義的伝統」
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に属する哲学者であることが示唆されており（9）、『差異と反復』

を出版したあと、関係が断絶したことも書簡等からよく知られて

いる。アルキエは、哲学史に関わるものや自身の哲学についての

ものを含め三十冊以上の著作に関わった多産な哲学者であるが、

ここでは、アルキエにとっての哲学の本質的な問題を明快にまと

めたものとして知られている『一般哲学の計画』を参照する。わ

れわれは、この著作において上記のドゥルーズの要約のうちに見

られる  普遍的精神」、 自己」、 意味作用」といった概念が、ど

のように位置づけられるかを確認したうえで、上記のドゥルーズ

の合理主義的なものの前提批判を解釈してみたい。 

 精神という概念は、すでに現代において使われることが少なく

なった概念であるように思われる。二〇世紀前半のフランスの文

脈においては、表象の対象に対立する意味で、「思考するリアリ

ティ一般」や「その法則とその能動性を伴う表象の主体」を指す

ものとして用いられていた（10）。要は、規則性や規範性を持つも

のとして意識に現れるものの総体、もしくはそれを可能にする超

越論的主体を精神と呼んだということができるだろう。アルキエ

は、『一般哲学の計画』において、この精神を「意識」ではなく

「秩序」によって定義することを提案する（PPG 66）。物理的な

ものや心的なものすべてを含めた事実（思考するリアリティ）は

意識的な仕方でしか存在しないが、他方で、われわれの意識その

もの、物理学的、生物学的、社会学的なものによって条件付けら

れるという無意識的な心的装置を前提としており、精神を意識と

同じものとするならば、このリアリティがとらえきれなくなって

しまう。アルキエは、このような意識化されていないものを含め

た世界の秩序の無限の総体、そしていわゆるデカルト哲学におけ

る神が創造した「永遠真理」にあたるものを「普遍的精神」と呼

ぶ（PPG 103）。 

 「自己」とは、結局のところこの「普遍的精神」の相関項とし

て理想的な行為主体であると言うことができる。ドゥルーズが

「自己」と呼んでいたものの意味を同定することは難しいが、カ

ントや、ドゥルーズが書評を書いていたルネ・ル・センヌの用語

法において、「道徳的理想としての自我」という意味を見つける

ことができる（11）。この意味において、「自己」は「普遍的精神」

の相関項である。アルキエは、道徳の条件として自由を論じるに

あたって、自由を、「われわれが持つ、われわれの行為を動機付

け、もっとも望ましいものであるようにわれわれに思われるもの

にしたがって行為する能力からなる」ものと考えている（PPG 

104）。要は、行為する主体を、先に精神と呼ばれた世界の秩序（動

機づけるもの、もっとも望ましいもの）との対において考えてい

る。そのため、実現されえない道徳的理想としての自由としての

「自己」は、「普遍的精神」にしたがって行為する能力として位置

づけられることになる。 

 「意味作用」の語は、アルキエの観念論的な真理論に関わって

いる。彼の真理概念に関する議論を簡単に追ってみよう（PPG 

28-32）。アルキエは、科学で見られるような進歩的な仕方でみず

からを作りだす真理概念を考察するために、従来の静的な真理概

念に代えて、二つの真理観を提示している。一つは、生物学的基

盤に依拠した「適応」や「成功」によって真理を定義する「プラ

グマティック」な真理観であり、もう一つは、「すべての人に認め

られるもの」として定義される「普遍的同意」によって定義され

る真理観である。しかし、これらはどちらも「認識する主観」の

あり方を基準にして定義されるものであり、「対象と一致する観

念」という真理の伝統的な考え方との整合性が問題になる。アル

キエは、このような問いのなかで、表象とその対象の関係を、「シ

ーニュ」と「意味される事物」の関係と見なす真理観を提示する。

われわれにとって、現れるどんな事物も意識的なものとしてしか

現れることがなく、そのため物自体を直接認識することができな

いのであるが、われわれの意識において現れる成功や同意の普遍

性を伴う表象は、明らかに外的対象の存在を指し示すものである。

「したがって、ある観念は、それが成功するから正しいというの

ではなく、ある観念は、正しいから成功すると述べるべきである」

（PPG 31）。成功すること、普遍性があることは、外的対象との

何らかの対応が存在することは告げるものである。ここでの表象

とその対象の関係は、いわゆる完全な一致としての「十全性」で

はなく、あくまで「対応」にすぎない。そして、リアルなものそ

のものついての思考ではなく、「リアルにしたがう思考」である。

この意味で、ドゥルーズの述べる「明示的で伝達可能な意味作用」

とは、意識における表象の中でも特に、成功や普遍性という特徴

を伴い、対応するリアルの存在を表現する表象を意味するといえ

るだろう。 

 結局のところ、「哲学は、明示的で伝達可能な意味作用を規定

するために自己と一致する普遍的精神の表現として存在する」と

はアルキエの哲学のどのような特徴として理解できるのだろう

か。われわれは、実際に、意味作用を規定するために、自己と一

致する普遍的精神を持ち出す議論を、『一般哲学の計画』の中に

見つけることができる。 

 

人間は、人間において、≪精神≫［普遍的精神］の絶対的自

由を再び見いだすことができるというべきだろうか。その

ことを考えるためには、個体的精神と普遍的≪精神≫の同

一性を信じなければならないだろう。反対に、われわれは人

間が発見する諸々の真理の、受け身かつ確認される特徴を

忘れないことが適切であると信じる。われわれの精神が世

界の諸法則を立てるのではなく、≪精神≫が立てるのであ

る（…）しかしながら、われわれの精神は≪精神≫ではない
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が、≪精神≫と本質的に異なるわけではない。したがって、

われわれの精神は、真実を発見することで、その本性を実現

する。つまり、その精神は、みずからを従属させることで、

自由である。だから、合理的必然性から帰結する判断は、そ

の判断がわれわれの精神の要請によってのみ条件づけられ

ているので、自由である。このようにして、われわれは、賢

者の自由の概念にたどり着く。そしてこれは、精神にしたが

って生きることである。スピノザにとって、自由な人間は、

ただ人間の理性に勧めにしたがって生きる人間である。ス

トア派にとって、自由な人間は、理性と道徳性であるその真

なる本性を実現するものである。（PPG 103-104） 

 

ここでアルキエが行っているのは、実際のところ、類比による推

論である。一方で、普遍的精神とその相関項として絶対的自由、

つまり自己がある。世界における秩序の総体として普遍的精神は、

常にそれを作る絶対的な自由を伴っている。ところで、われわれ

の精神は、部分的なものでしかないが、≪精神≫と本質的に異な

るわけではない。それならば、われわれの自由は、「精神」のよう

に無限ではないが、有限の合理的必然性から帰結する判断を伴っ

ているに違いない。これがアルキエのいう「賢者の自由」である。

アルキエは、普遍的精神と自己の関係を用いて、「明示的かつ伝

達可能な意味作用」を、類比的な仕方で、われわれの自由との関

係のうちにおく。アルキエにとって哲学とは、意識の観点ではな

く、普遍的精神の観点から、批判的に人間のあり方を規定するも

のであって(PPG 106)、これこそ、まさに、ドゥルーズが「哲学

は、明示的で伝達可能な意味作用を規定するために自己と一致す

る普遍的精神の表現として存在する」と呼んだ事態であると言え

るだろう。 

 これらを踏まえることで、われわれは、ドゥルーズが合理主義

的哲学について最も本質的であると示唆した「本質としての人間

は、真実を愛するか欲望するものであり、自然にそれを探求する」

という合理主義的前提が、どのように位置づけられるかを見るこ

とができる。つまり、この命題が示していることは、普遍的精神

と人間の関係は、類比推論が可能な関係であるということである。

もし、この前提を認めるのであれば、われわれはアルキエの議論

から、人間は、自由になるために、「明示的かつ伝達的な意味作

用」に従属しなければならないということが帰結される。そして

まさに、これこそ、ドゥルーズが哲学史との関係において直面し

ていた状況ではなかったか。 

 

私の世代は、哲学史によって虐殺されたにひとしい最後の

世代に相当する。哲学史というものが哲学における抑圧の

機能をはたしていることは明らかだ。あれは哲学における

オイディプスだ。≪あれこれ読んで、あれについてのこれを

読まないうちから、まさかきみは自分の名において語るつ

もりじゃあないだろうな≫というわけだ。（P 14） 

 

哲学における「明示的かつ伝達的な意味作用」、つまり成功や同

意の普遍性といった特徴を伴う内実とは、先行研究や哲学史全般

についての知識としての哲学史である。その学習が人間の自由に

結びつくことを示すことで、合理主義的哲学はまさに哲学史を抑

圧的なものにする世界観を提示していた。したがって、ドゥルー

ズにとって、合理主義に対立する著者を選ぶこと、つまり合理主

義に対して批判的態度を取ることは、まさに哲学史を抑圧的なも

のにしていた原因を批判することであり、その意味でこそモノグ

ラフを書くことはドゥルーズにとって「埋め合わせ」の機能を果

たすのである。 

 

第四章 

 ルクレティウス、ヒューム、ベルクソン、スピノザ、ニーチェ

といった「合理主義的伝統に対立する著者」についてモノグラフ

を書くことが、「埋め合わせ」であったのは、そもそも哲学史を抑

圧的なものにする基盤が合理主義的哲学のうちに存在したから

だ。抑圧的な状況に荷担する哲学を、その内部から掘り崩すこと、

「埋め合わせ」にはこのようなイメージが含まれている。ドゥル

ーズがまさに合理主義的な世界観と戦う中で自身の哲学を構築

していたことは間違いないだろう。 

しかし、もしドゥルーズのモノグラフが、哲学を行う上での当

時の状況に介入して、合理主義的なものと合理主義的でないもの

という対立を哲学の内部に作り出すだけのものであるなら、ドゥ

ルーズの哲学はこれほどまでに注目されることはなかっただろ

う。そしてもし、ドゥルーズが合理主義的ではない哲学を構築し、

合理主義的なものの誤謬を暴くというだけであれば、そもそも合

理主義的なものの象徴である哲学史を用いることなく、まったく

別のものを参照することもできただろう。われわれには、『カン

トの批判哲学』や『差異と反復』のような著作をドゥルーズが書

いていたことも忘れてはならないように思われる。前者において、

ドゥルーズは、アルキエが重要な箇所においてことあるごとに引

用する、まさに合理主義の典型ともいえるようなカントの哲学に

ついて解釈を行った。さらに『差異と反復』においては、そのカ

ントの自我論や時間論、理念についての考え方をドゥルーズの形

而上学の本質的な箇所において参照しているように見える。合理

主義と戦うこと、ドゥルーズ自身の哲学を構築すること、これら

のあいだにはさらに複雑な関係があるようにわれわれには思わ

れる。 

 われわれは合理主義的なものとドゥルーズ自身の哲学のあい



 

57 

  

だの関係を「置き換え」のイメージによって捉えたい。ドゥルー

ズがモノグラフの中で、「置き換え(substitution)」によって哲学

者を特徴づけることはよく知られている。ヒュームは、「精神の

心理学」を「精神のアフェクションの心理学」に置き換えるし（ES 

1）、ベルクソンは、「空間的差異」を「時間的差異」に置き換え

る（ID 61）。ニーチェは、「見かけと本質の形而上学二元性と結

果と原因の科学的連関」を「現象と意味の相関」に置き換える（NP 

3-4）。スピノザは「リアリティの量の議論」を「力の議論」に置

き換える（SPE 74）。『経験論と主体性』の冒頭で見られる「ひと

つの選択はつねにそのそれが排除するものにしたがって定義さ

れるのであって、歴史的な企図は論理的置き換えである」（ES 1）

という言葉は、まさにドゥルーズの哲学史の見方を象徴する記述

であるだろう。このような中で、ドゥルーズ自身がモノグラフに

よって、合理主義的伝統に対して行ったことを、「置き換え」のイ

メージのもとでとらえようとするのは、それほど不自然ではない

だろう。われわれは『ニーチェと哲学』に見られる新しい哲学に

ついての示唆や『差異と反復』における怪物の議論を参照するこ

とで、ドゥルーズが合理主義的なものに対して行った操作を素描

し、最後に「おかま堀り」や「処女懐胎」から生まれた怪物的な

子供としてのモノグラフを解釈してみたい。 

 『ニーチェと哲学』の中の「解釈」に関わる議論の中で、われ

われは、どのようにして新しい哲学が起こるのかについてのドゥ

ルーズの考えを示唆している箇所を見つけることができる。ドゥ

ルーズはまず「仮面」の自然法則について言及する。 

 

仮面もしくは狡知は自然法則であり、したがって、ある仮面

や狡知以上の何かである。その初期段階において、生命は単

に可能であるだけのために、物質を模倣しなければならな

い。力は、もしまず何よりも、その力が抗して戦う、前の諸々

の力の顔を借りないのであれば、生き延びることはないだ

ろう。（NP 5） 

 

ここでの『ニーチェと哲学』におけるドゥルーズは、いわゆる実

体を力としてとらえることを目指す、力の形而上学と呼ぶべきよ

うな立場にコミットしている。そのような前提のもとで提示され

るのが、自然法則としての仮面である。生命は、本能や目的など

物質とは異なる秩序において説明されるものであるが、そうはい

っても少なくとも初期段階においては、物質と全く同じような仕

方でふるまうことによってのみ、生き延びることができる。これ

が、一般化されたものが、仮面の自然法則である。そのとき、哲

学者にとっての「仮面」とは合理主義的なものであるとみること

ができる（12）。哲学は、「僧侶の観照的な雰囲気」を持つことで

のみ、成長できるとされる。新しい哲学の出現についてのイメー

ジは、ドゥルーズの次のような記述から読み取ることができる。 

 

哲学は、ある種の仕方で、その仮面を信じていなければなら

ない。つまり、哲学がその仮面を征服するのは、仮面に、最

終的に哲学の反宗教的な力の真の本性がそこでみずからを

表現する新しい意味を与えることによってのみである。

（ibid） 

 

仮面を合理主義的なものと言い換えるならば次のようになる。哲

学は合理主義的なものをある種の仕方を信じていなければなら

ない。そして、哲学がこの合理主義的なものを征服するのは、そ

の合理主義的なものに、そこにおいて哲学の真の本性がみずから

を表現する新しい意味を与えることによってのみである。要は、

合理主義そのものが、新しい哲学が表現される背景となることで

のみ、新しい哲学が生み出される。合理主義に新しい意味を与え、

合理主義において新しい哲学を表現すること、これこそわれわれ

が「置き換え」に与えたい第一の意味である。 

 さらに『差異と反復』における「怪物（monstre）」について

の議論は、「置き換え」のイメージをさらに具体化するように思

われる。ドゥルーズにとって怪物とは、二つの意味があり、一方

は、「混成的存在である」ことを意味し、もう一方で、それは、

「その端の規定が、未規定なものを十全に存続させておくような

何かや誰かのこと」を意味する（LAT 76）。この後者のあり方に

ついて、『差異と反復』はより詳細に述べられている（DR 43-

44）。ドゥルーズは、ここで、「形相（forme）」と「背景（fond）」

にかかわる存在論的に二つの運動を区別している。第一に、「背

景が背景であることをやめず表面に上る」運動であり、これは、

闇夜から雷が浮かびあがることに例えられる。雷は無差異として

の闇夜から浮かびあがることで形相を獲得し、一方的な区別とし

ての「差異」として存在する。第二に、差異とは、浮かびあがっ

た形相と相関して、「再び上ってくる背景」で諸形相を消散させ

ることで、「自律的実存」を持つ背景と、「直接的に魂に作用す

る」抽象線を描くという運動である。この「再び上ってくる背景」

は、もはや前の意味での背景には存在せず、諸形相がそこで解体

される鏡とされる。 

われわれはここでの「怪物」について考え方を用いて、第一章

で見た「おかま堀り」と「処女懐胎」について言及するドゥルー

ズの発言を解釈してみよう。 

 

しかし、とりわけ私のこの時代を切り抜ける方法は、私は思

うのだけれど、哲学史をある種のおかま堀りとして思い抱

くこと、もしくは同じことになるのだけれど、処女懐胎とし



 

58 

  

て思い抱くことである。私は自分がある著者の背後に近づ

いて、子供を産ませる。この子供は、その著者のものである

だろうが、しかしながら怪物的なものでもあろう。子供が本

当に著者のものであるということは、非常に重要である。な

ぜなら、著者が、私が彼に言わせていたことすべてを実際に

言うことが必要であったからだ。しかし、子供が怪物的であ

ることも、必要であった。なぜなら、私を喜ばせた、あらゆ

る種類の脱中心化、横滑り、破壊、秘密の放出を経由する必

要があったからだ。（P 15） 

 

これがモノグラフ制作にそのまま反映されているとするならば、

モノグラフが著者の子供でも怪物でもあるというドゥルーズの

発言は、次のように解釈できるだろう。まず初めに背景として無

差異な哲学史があり、そこにおいて差異としてのモノグラフの対

象となる著者（例えばヒューム）が区別されてくる。他方で、ド

ゥルーズ自身という形相のもとで再び上ってくる背景としての

合理主義的伝統のうちで、ヒューム哲学は溶かされてしまう。し

かし、そのことによって抽象線としてモノグラフが浮かびあがっ

てくるのである。ドゥルーズは、怪物を生産するためには、「背

景を上らせ、形相を溶かす方がよい」と述べていた（DR 44）。

これを例えば『経験論と主体性』にそのまま当てはめるのならば、

ドゥルーズ一方で、実際の哲学史全体からヒュームを際立たせる

こと、例えば、カントや他の経験論哲学からの際立ちを語るとい

うプロセスと、他方で、再び上ってくる背景としての「合理主義

的哲学」のうちに、そのヒューム哲学を溶かし込むというプロセ

スを通過したことを意味するだろう。制作されたモノグラフとは、

「直接的に魂に作用する」抽象線である。他から区別された哲学

史の著者を、合理主義的な背景に溶かしこむことで、「直接的に

魂に作用する」モノグラフを作り出す、これこそがわれわれが「置

き換え」のイメージに与えたい第二の意味である。ドゥルーズは、

引用の中で自身を喜ばせたさまざまな契機を経由することが、モ

ノグラフの怪物性に関わっていると述べている。合理主義的なも

のはまさに、この次元において関わっているように思われる。 

 

結論 

 結局のところ、われわれはハートらが提示したドゥルーズのモ

ノグラフのイメージに何を付け加えたのだろうか。それは、そこ

からドゥルーズのオリジナリティが際立ってくるような、母体と

して合理主義的なものである。われわれは、とりわけアルキエの

哲学を想定して語ってきたが、ここに含まれるものとしては、ド

ゥルーズのもう一人の師であり、アルキエ同様に、両義的な存在

であるジャン・イポリットがいる。さらに、ドゥルーズが直接そ

の影響関係を発言しているマルシャル・ゲルー、ジャン・ヴァー

ルのような哲学者たちも、この母体を構成していると言えること

は間違いない。彼らまで考慮に入れるのであれば、もはやこの母

体を単に合理主義的なものと呼ばれることはできなくなるだろ

う。ただ、これらの哲学者について語ることは、今後の課題とし

たい（13）。 

 われわれの結論は、ドゥルーズ研究においてこれまで単なる批

判対象であると見なされ、軽視されてきたものは、ある意味でド

ゥルーズのオリジナリティの母体であったということ、そして、

その背景に言及することは、ドゥルーズ哲学を内実ある形で論じ

る一つの方法であるということである。オリジナリティとオリジ

ナリティのあいだの経験的差異よりも、オリジナリティとオリジ

ナリティがそこから際立つ母体との関係こそが重要であると、わ

れわれには思われるのである。 

 

―――― 
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8. とりわけ哲学史的背景についての議論に特化したコメンタリーとしては、Somers-Hall, Henry. Deleuze's Difference 

and Repetition: An Edinburgh Philosophical Guide: An Edinburgh Philosophical Guide. Edinburgh University 
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12. 知恵と禁欲の友としてのイメージは、『プルーストとシーニュ』において語られる合理主義的哲学と一致するように思わ

れる。 

13. 本稿では取り扱うことができなかった、イポリットとの関係については、Bianco, Giuseppe. "L’inhumanité de la 

différence. Aux sources de l’élan berg-sonien de Deleuze", Gilles Deleuze, Concepts. Hors Série 2, 2003 pp. 
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／スピノザとゲル―／フィヒテ」、上野修、米虫正巳、近藤和敬編『主体の論理・概念の論理：二〇世紀フランスのエピ
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