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もいくらかはマイモンの珍しい文体に起因するものである。ギデ
哲学者ザロモン・マイモン（1753-1800）は、イマヌエル・カ

オン・フロイデンタルが指摘しているように、マイモンはタルム

ントと同時代人で、カントの最も偉大な批判者であった。彼は間

ードの伝統のなかで教育を受け、西洋の世界で共通していた哲学

違いなく歴史のなかでほとんど忘れ去られてしまった哲学者た

的言説の体系的な形式とは本質的に異なるジャンルの注解に書

ちの一人である。これは、マイモンが生前、哲学のシーンにおい

き慣れていた。サミュエル・アトラスは、フィヒテ、シェリング、

て非常に活動的な人物であっただけに一層興味深い。彼は、何冊

そしてヘーゲルと、彼らの形而上学のシステムの壮大さとその輝

かの本と、注釈書、ジャーナルに論文を書いて自身の哲学を展開

きが、いとも簡単にマイモンの哲学的探求を見劣りさせてしまう

し（彼自身は自分の哲学をライプニッツ的、ヒューム的、かつカ

と言っている

ント的な視点の「連合システム（coalition system）」として描

から、マイモンは今日まで正当な評価を受けてこなかったのであ

いた

1）

7）

。こうした理由あるいはもしかすると他の理由

）、そして、ベン・ダフィットや、ラインホルトのよう

る。重要なことだが、マイモンの主著『超越論的哲学試論』の最

な卓越した研究者、そしてとりわけカントその人との対話を絶え

初の英訳版は、2010 年の 3 月になってはじめて世に出たのであ

ず行っていた。カントはマイモンが寄越すたくさんの書簡に（マ

る

イモンの『超越論的哲学試論』の原稿を読んだということを肯定
した短い手紙はさておき

8）

。

マイモンの功績を認めた数少ない哲学者の一人に、フランスの

2）

）決して返事を書かなかったにもか

哲学者ジル・ドゥルーズがいる。ドゥルーズがザロモン・マイモ

かわらず、友人のマルクス・ヘルツ宛の書簡のなかで、マイモン

ンに、とりわけ『超越論的哲学試論』に関心を持ったのはなぜな

の『試論』の「完璧さ」を理解し、「私の敵対者たちの誰一人と

のか。マイモンがドゥルーズに決定的な衝撃を与えたのは明白だ

して、マイモン氏ほどには十分に私のいうこと、および主要問題

が、ドゥルーズは決して長々とマイモンについて議論したわけで

を理解してくれませんでしたし、それだけでなく、このように深

はない（事実、ドゥルーズはその傑作『差異と反復』においてマ

い研究を行うにあたって、マイモン氏ほどに鋭利な洞察力を持ち

イモンにほんの数頁しか割いていない）。にもかかわらず、数多

合わせているひとは、極めて少ないだろうとも思われました」 3）

くのドゥルーズの著作、エッセイ、そして講義にマイモンの名前

と〔マイモンを〕認めている。〔そして、〕マイモンの主要な哲

がはっきりと言及されているし

学的後継者であるフィヒテは、ラインホルト宛の書簡のなかで、

ーズの著作のいたるところにその痕跡を見出すことができる［II］。

自らのマイモンの才能への無限の敬意を告白しており、次世代

ドゥルーズはマイモンを「偉大な、かくも偉大な哲学者」

〔の哲学者たち〕が、〔自分たちの世代が〕マイモンの諸々の功

あるとみなし、「超越論的哲学を発生的なものへと移行させる」

4）

、マイモン的な思考はドゥル

10）

で

11）

績を正当に評価していないことを嘲笑するだろう、と警告してい
る

9）

ことができた哲学者であるとしている。ドゥルーズは、「条

。我々は、マイモンの哲学の著作が哲学的言説において、

件づけの観点がある超越論的哲学から見るといかに不十分であ

昔とかわらず今も主流から外されているのはなぜなのかを考え

るか」

12）

に気が付いたという点で、「マイモンの天才」を称賛
．．．．．．
している。マイモンは、概念と直観とのあいだの外的条件づけ

ねばならない。おそらく、一つの理由として、マイモンの生きた

庭に生まれた東ヨーロッパのユダヤ人という社会的背景、そして

（external conditioning）というカント的視点を拒否し、自らの
．．．．
微分の概念を基礎にした内的発生（internal genesis）のモデル

独学で〔哲学を〕学んだ哲学者という変わった経歴を持っている

を提示した。この微分の概念を、マイモンは「悟性の理念（ideas

時代に蔓延していた反ユダヤ主義が考えられるだろう。貧しい家

5）

。

of understanding）」と定義している。ドゥルーズは、合理的ド

〔そして〕不当に無視されてきたもうひとつの理由として、彼の

グマティズムに対してマイモンが明言した哲学的解決をそのま

哲学思想の複雑さや難解さが考えられるだろう。これは少なくと

ま取り入れることは決してしないが、マイモンの発生についての

ことから、マイモンは多くの偏見に直面せざるをえなかった
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考えと微分のアイデアは正しいものだと考えている。ドゥルーズ

プニッツは諸事物のあいだに、ただ概念的な諸差異しか許さなか

自身の哲学的プロジェクトにおいて、微分のアイデアは実在的な

ったのである。一方で、カントにとって、空間と時間は感性的直

もの（実在的な対象間の感性的諸性質と、延長的諸性質としての

観の還元不可能な諸形式であったのに対し、他方ライプニッツは、

空間と時間）の産出、そして、思考内部において思考するという

空間と時間を、絶対的に内的なものにおいて根拠を持つ「外部の

活動の発生を説明するものとなる。この意味で、マイモンのアイ

（outer）」諸関係として定義していたのだ（A285/B341）。こ

デアはドゥルーズの「超越論的経験論」にとって根本的なもので

れは、空間と時間が、純粋に知性的な事物の概念に含まれる内的

あるし、こう言ってよければ、ドゥルーズの「精神論 noology）」

な概念的諸規定に還元されねばならないものであることを意味

的なものなのだ。しかし、マイモン−ドゥルーズの関係について

する。これらの知性的諸事物、あるいは諸事物それら自体は、あ

の研究はまだほとんど存在しない。ここ二年で言えば、グレアム・

らゆる感性の図式なしに完全に思考されるようなものである

ジョーンズとダニエル・スミスが著作で章を割いており、そして

（A286/B342）。ある種の非−感性的、あるいは知的直観だけが、

レヴィ・ブライアント、クリスティアン・カースレイクもドゥル

つまり、
「我々自身のものとはまったく別の或る直観や或る概念」

ーズとカントについてのモノグラフでこの主題に触れている

13）

（A287/B344）だけが、諸事物それら自体への直接的なアクセ

［III］

。

この論考は以下の点に焦点を置く。（1）マイモンのカント批

スを持つことができるのである。ここでカントは明確に述べては
．．．．．
いないが、ある直観的な知（intuitive intellect）の観念に言及し

判（外的条件づけの視点の批判および内的発生の要求）、そして

ている。直観的な知は、対象を表象する上で空間と時間の「図式」

（2）相互的に規定された「意識の微分（differentials of con-

あるいは「感性的なイメージ」を要求しない。その代わりに、直

sciousness）」の概念。これはマイモンが dx や dy のような無

観的な知は、まさに直観の作用が諸対象を同時に生み出すという

限小の数学的モデルの基礎の上に発案したものである。
〔そして〕

意味において、対象との直接的な関係性を持つ（A139/B145）。

最後のセクションでは、（3）ドゥルーズが、問題的かつ微分的

『超越論的哲学試論』を読んだ後で、カントは、マイモンが「感

な諸理念で満ちた微分的無意識に対するマイモンのアプローチ

性的諸形式の創始者であるだけでなく、その形式の質料たる諸対

を発展させた方法を示す

14）

。

象（客観）の創始者でもある」

16）

ものとしての、まさに直観的

な知のようなものを前提としている、という告発でもってマイモ
1. マイモンの発生的方法

ンの批判に応答している。カントにとって、直観的な知の観念は

マイモンによるカントの超越論的哲学の再定式化は、超越論的

不合理なものなのだ。「というのも、我々は、我々の感性的直観

哲学の解体を目論むものではない。マイモンはむしろ、その弱点

以外の直観のいかなる様式をも、カテゴリー以外の概念のいかな

を排除し、批判哲学を修正するためにライプニッツ的な要素を用
いているのである。マイモンは、悟性と感性、概念と直観、形式

る様式をも全然知らないからである」（A287/B343）。カント
．．．
は、我々人間の悟性は論証的（discursive）なものであって、直

と物質のあいだのカント的な二重性を克服しようとしているの

観的なものではないと主張している。悟性は、感官に与えられた

だ。〔しかし、〕当然のことながら、カント自身はこの計画を認

何ものか、つまり、悟性がそのカテゴリーを関係付けうる空間的

めることはできなかった。〔マイモンの〕計画は、人間の知の二

−時間的で多様な直観に依存している。もし私たちが感性から、

つの源泉、すなわち、受容的な感性と能動的な悟性の異種混淆性

諸対象が私たちに与えられるその仕方を取り去ってしまえば、そ

に関するカントの基本的な主張、〔また〕それによってカントが
自身の超越論的哲学からドグマティックな観念論を根本的に回

の場合、我々の悟性の諸概念は、あらゆるタイプの対象に対して
．．
全く関係を持たなくなるだろう。「感性の与件（data）なしでは

避しようとしていた主張、これを掘り崩してしまうのだ。『純粋

悟性統一のたんに主観的な形式とはなっても、対象を欠くことに

理性批判』で、カントは、感性と悟性を、表象の明晰さとの関係

なる」 A287/B343）。カントにとって、悟性と感性は二つの全
．．．．．．．．．．．
く異なった表象の源泉でありながら、
「たがいに結び合ってのみ、

においてのみ区別される単一の認識能力として扱っているライ
プニッツを攻撃していた

15）

。カントは次のように言う。ライプ

諸事物について客観的に妥当する判断を下しうる」
（A271/B327）

ニッツは、「感性にいかなる独自の様式の直観をも認めず、すべ

ものなのだ。従って、多様な直観が一般対象のア・プリオリな表

てのものを、諸対象の経験的表象をすら悟性において求め、だか

象に従うかたちで統一される際に、綜合という特殊な作用が必要

ら感官には、悟性の諸表象を混乱させゆがめるという卑しむべき

となる。カントにおいて、この統覚の超越論的綜合は私たちの悟

仕事しか許さなかった」（A276/B332）。このように、ライプニ

性のあらゆる使用に対する最高原理である。しかしカントとは反

ッツにとって、感性は認識の単なる下位の混乱した様態であり、

対に、マイモンにとっては、ア・プリオリな綜合における形式と

諸表象の特別の源泉ではなかった（A271/B326）。従って、ライ

素材あるいは概念と直観の結びつきは、それらが完全に異なる能

61

．．．
テゴリーが直観を規定することができるものなのかということ
．．．
を問題にしているのである 19）。可能的経験のための必要条件と

力に由来するのだから、理解不可能なままである。〔従って〕マ
．．．．
イモンの懐疑の異議申し立ては、「権利問題（quid juris）」に対
するカントの解決、これに対する懐疑であると要約することがで

してのカテゴリーの客観的妥当性を考えれば、カントはカテゴリ
．．．
ーが実在的経験の必要条件でもあることを示す必要があるだろ

きる。すなわち、何の権利で、ア・プリオリな概念は直観におい
て与えられた何ものかへと適用することができるのか。
．．．．
カントはこの問題を、純粋悟性概念の図式機能（Schematism）
．．．．．．
についての章においてと同様に、超越論的演繹（Transcendental

う。カントには、多様な感性的直観が、その統一の超越論的な諸
．．
条件に従って統一されうるということ、つまり、多様なものの経

Deduction）においても述べている。カントは、カテゴリーの客

することを証明する必要があるのだ。というのも、このことは、

観的な妥当性、つまり、カテゴリーが諸々の一般対象の可能性の

悟性がそのア・プリオリな諸概念を使用する機会を決して持たな

ための必要諸条件であること、それだけではなく、カテゴリーの

かった、というケースがありうることになるからだ。カント自身

客観的な実在をも証明しようとしているのだ

験的綜合と客観性の一般的形式とのあいだに調和的一致が存在

17）

。それはつまり、

が認めているように、

カントは「何ものかが我々にとって経験における一つの対象とな
るとき、その対象は悟性のア・プリオリな概念に適合せねばなら
．．．．．
ない」という仮言的主張（hypothetical claim）をしているだけ

諸現象は、それらが悟性の統一の諸条件には全然従わない

でなく、数学や純粋な物理学に関してア・プリオリな綜合的判断

べてが混乱しているので、たとえば諸現象の系列のうちに

の事実的な実在性を想定しているようにも見えるのだ。マイモン

は、綜合の規則を手渡してくれるものは何ひとつとしてあ

の言葉で言えば、カント的超越論的哲学は、論理的諸対象、ある
．．．．
いは悟性のア・プリオリな概念に従う「一般対象」を思考する

らわれず、それゆえ原因と結果という概念に対応するもの

（think）ことを主張するだけではなく、「諸図式」あるいは対象

たく空虚で、無効で、無意味であるということが、もしかす

の空間的－時間的な諸徴標によって経験的諸対象におけるこれ
．．．．
らの諸概念を再認する（recognize）ことをも主張しているので

るとありうるかもしれないからである。（A90/B123）

ことを悟性が見いだすような性質のものであり、だからす

も何ひとつとしてあらわれず、したがってこの概念は、まっ

．．．．
図式機能の章において、カントは、感性における所与と悟性の

ある（Maimon, 435）。
マイモンの返答は非常に複雑である。マイモンは複数の戦線を

ア・プリオリな概念とのあいだを媒介するために、時間の超越論

追っている。最初のアプローチで、マイモンは、カント的カテゴ

的図式を導入している。純粋直観としての時間は、ア・プリオリ

リーが、経験的直観、つまり感官に与えられる何ものかへと適用

な概念、そして直観、その両方と同質的な、「第三のもの」、あ

されうることを疑っている。カテゴリーは、単なる論理的な原理
．．．．．．．．
に由来するため、思考された諸対象（thought objects）あるい

るいは「媒介の働きをする表象」である（A138/B177）。カント

は「一般対象（object in general）」にしか当てはまらない。こ
．．．．．
のようにカントによって理解された超越論的哲学は、認識論的根
．
拠（Erkenntnisgrund）、あるいは経験の可能的対象の名目上の

伝統的なアリストテレスの三段論法の構造と比較されうる。三段

定義を生み出すだけで、カントは実在的経験における存在に対し
．．．．．
て、実在的根拠（Realgrund）あるいは充足理由を与えることが

的カテゴリーを適用するが、カテゴリーは超越論的図式によって

ない。つまり、カントには少なくともカテゴリーの客観的実在の
．．．
可能性を証明する必要があるということだ 18）。

のである。なぜならば、超越論的図式は、形式的かつア・プリオ

〔だが、〕マイモンが、例えば自然科学におけるア・プリオリ
．．
な綜合判断の事実を単に否定しているわけではないことは記さ

観に属するものであるからだ

れてしかるべきであろう。そうした懐疑的な反論はカントの超越

現れてくる。つまり、ア・プリオリな概念は、直接には経験的直

論的哲学に対して大きな衝撃を与えるものにはならない。という

観に適用されることはないが、純粋直観の媒介によってのみ適用

のも、カテゴリーの客観的実在についての事実的な主張は、説明

されるのである。しかしマイモンにとっては反対に、
「権利問題」

的な価値しか持っておらず、論証的な価値は持っていないからで

の問いが再び姿を現わしてしまう。「ア・プリオリな概念がいか

ある。マイモンの反論は、もっと遠くまで進む。すなわち、マイ

にして直観に、たとえそれがア・プリオリな直観であるにしても、

モンは、直観に対してア・プリオリな綜合的判断を適用すること
．．．
の超越論的な可能性を問うているのだ。つまり、マイモンは、カ

適用することができるのか」

が進めている議論は、ヘンリー・アリソンが提示しているような、

論法は、普遍的主張を表現する大前提、それに続く大前提を制限
する小前提から成る。同様に、経験の綜合は、直観に対して普遍

制限されている。超越論的図式は「中間項」として使用可能なも

リであることをカテゴリーと共有し、同時に、その形式として直
20）

。このように、カントにとって

は、「権利問題（quid juris）」の問いは、解決されたものとして

21）

。問題の核心は純粋直観の概念
．．
にあり、そしてとりわけ、純粋直観の綜合の概念にある。純粋直
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観の綜合は、純粋直観に概念を関係させるア・プリオリな綜合的
．．．．．
判断のために必要とされるものである。マイモンは、そうした純
．．．．．．．．．．．．． ．．．． ．．．．．． ．．．
粋直観の綜合は不可能であり、あるいは、いずれにせよ、それが
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
持つと想定されているような機能を果たすことはできない、と主
張する

ニッツの主張に依拠するものである。従って、我々が、空間を、
「前‐直観された」、つまり、実際それ自身は一つの対象として
は直観されない、ある本質的なフレームワークあるいは構造とし
てみるアリソンの解釈

22）

。

27）

を認めるとき、マイモンが依然として

カントに異議を唱え続けるかどうかはまだ定かではない。

まずカントの純粋直観の概念、空間と時間についてみることに

ライプニッツに同調しつつ、マイモンは、空間が、絶対的、連

する。ヘンリー・アリソンが示しているように、我々は実際、純

続的かつ同質的な全体として、あらゆる内容から離れて表象され

粋直観の三つの「意味」を区別しなければならない

23）

。カント

うることを否定する

28）

。絶対的空間、絶対的運動、そうした類

自身、「直観の諸形式」としての空間と時間と、「形式的直観」

のものは、構想力の能力によって生み出されたフィクション、あ

としての空間と時間を区別している（B161, n.1）。「直観の諸

るいは想像上の存在者（ens imaginarium）である。構想力は、

形式」としての空間と時間は、ア・プリオリな主観的諸条件、あ

何ものかを絶対的なものとして想像するが、他の何ものかとの関

るいは直観の仕方を意味するものである。人間存在は、空間的か

係においてしか存在しない（Maimon, 19）。マイモンによれば、

つ時間的に自分たちに与えられるものに対して、直観する以外の

我々はそうしたものを、空虚で均一な空間として想像することは

仕方を持たない。空間と時間は、このように、ア・プリオリな、

できる。なぜなら、我々は無意識的にそうしたものを、差異化さ

あるいは内的な諸形式として、我々の直観の主観的傾向に属する。

れた感性的表象、たとえば別々の諸対象の多様性に関係付けるか

しかしカントは以下のようにも主張している。すなわち、空間と

らである。マイモンは次のような例を出している

時間は、概念からも経験的直観からも論理的に独立し、それらへ

は、その諸部分が区別できないような水の連続的かつ同質的な物

と還元されもしないような、空間と時間に固有の純粋な問題を有
している。アリソンが言っているように、形式的直観は、直観さ

質として想像されうる。しかし、我々はそれを我々自身に対して、
．．．．．
そうしたものとして表象しうるのみである。というのも、我々は

れたものとしての諸対象のある種の「形式的」（普遍的かつ必須

その水を川岸にある別の諸対象に差し向けるからである、とマイ

の）諸特徴の限定された直観的な表象なのだ。カントは、抽象の

モンは主張する。別の諸対象が存在しない場合には、川の諸部分

方法によっては、直観において与えられた対象の形式的諸本質を

は区別することができないだろう。ライプニッツに従えば、これ

分離することも、それらへとアクセスすることも不可能であると
主張している。ひとつの対象の表象から、経験的直観のあらゆる

は、諸部分あるいは諸点が、質的あるいは量的にそれらを区別し
．．．
うるものが何も存在しないがゆえに、同一的なものである、とい

感覚的内容と同様に、悟性がその概念によってその対象について

うことを意味する（ライプニッツの不可識別者同一の原理）。従

思考するものを取り除く必要がある。〔そこで〕残るものが、形

って、連続的かつ同質的な場の想定された外延量は、崩壊し、無

式的直観、つまり、限定された、表象された対象の外延量（延長

へと縮小していく

と形象）である

24）

29）

。一本の川

30）

。連続的かつ同質的な一つの全体としての

。さらに、ヘンリー・アリソンはもうひとつ
．．．．
の空間と時間の意味について述べている。すなわち、「直観され
．
るものの、本質的な構造」 25）としての空間と時間である。例え

空間の表象は、「事物を他の事物から見分ける上で必要な多様さ

ば、「超越論的感性論」において、カントは空間を、単一で、包

なフレームワークないしは構造であることを認めるアリソンの

括的、無限かつア・プリオリな直観として提示しており、この直

カント解釈をとる場合、我々はまだマイモンの主張を保持するこ

観は、直観することの主観的な方法とも、規定された外延量（形

とができるだろうか。できる、私はそう考える。マイモンの川の

式的直観）のア・プリオリな表象とも一致しないとされる。単一

例は、それが空間であれ時間であれ、ある未規定的な、連続的か

で無限な空間の定義はおそらく、ニュートンの言うような、空間

つ同質的な全体の「部分」を区別・同定できないということを含

のなかにある実際の事物から独立した、一種の不可視的だが延長

意している

を持つ容器としての絶対的な空間を彷彿とさせるものである。し

認め、純粋な多様性は規定的かつ測定可能な外延量へと綜合され

かしカントは空間を実在的な実体として理解しているようには

領域あるいは空間の配置の表象に対して精神によって前提され

うる（A77/B103参照）。事実、空間あるいは時間の純粋な綜合
．．
．．．．．
の想定は、この多様性の統一（unity）（つまり、形式的直観）に
．．．．．．
帰結するのだが、それこそ超越論的演繹におけるカントの目的に

た、ある「前−直観的」フレームワーク、あるいは本質的構造とし

とって決定的に重要な点である。形式的直観によって、カントは

26）

。カントに対するマイモンの主

ア・プリオリな概念がア・ポステリオリな諸々の直観に関係する

張は、ある程度、ニュートンの空間の絶対的概念に対するライプ

ということがいかにして可能になるのかを説明したいのである

。今再び、我々が、単一な無限空間がいかに

しても一つの対象として表象されることはないが、
「前‐直観的」

見えない。むしろ、アリソンが言うように、あらゆる規定された

てカントは空間を考えている

31）

を欠いている」
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32）

。しかし、カントは時間と空間の純粋な多様性を

33）

。しかし、本当に区別不可能な同質的な空間や時間の諸部分

ったのである

．．．．．．．
。このように、マイモンは「いかなる権利で？

36）

の純粋な綜合を、我々はどのように把握するのだろうか。形式的

（quid juris?）」という問題に対するカントの解決に賛同するこ

直観（主張に従えば、純粋綜合の結果であるもの）という考え方

とができないのだ。カントは、形式的直観を媒介させて、諸概念

は疑わしいまでに一貫性がない。マイモンが主張するように、綜

と所与の直観とのあいだのズレを埋めようとしている。しかし、

合は常に「差異の統一（unity of difference）」

34）

を意味し、

形式的直観は、カントがそれに帰する機能を満たすことができな

そしてそのような綜合は一つの全体として統一される多種多様
．．．．．．．．．．
なものを前提としている。言い換えれば、あらゆる綜合は差異を
．．．．．
求めるのだ 35）。純粋で、同質的な空間と時間の諸部分の綜合は、

いのである。

まさにある空虚で一様な空間あるいは時間の表象としての、一つ

や数学的自然科学の可能性を拒否するように仕向けるのだろう

のフィクションなのだ。カントは、空間と時間の純粋な綜合を、

か。幾何学や数学的自然科学は測定可能な空間や時間を規定する

すでに空間的かつ時間的に差異化された諸表象の綜合（例えば、

可能性に依拠し、かつ、純粋にアプリオリなステータスを主張す

三本の与えられた直線から、ある特定の三角形を綜合すること）

る（つまり、幾何学や自然科学は、その主張に従えば、感覚的内

という、経験的綜合においてモデル化している。〔しかし、〕カ

容、例えば、一本の直線の黒さから抽象を行う）。〔しかし、〕

ントは、一つの（形式的）直観における、純粋な空間的あるいは

マイモンは形式的直観の可能性を問題にしているのだが、これは、

時間的な多様なものが、事実としては不可能であるという点を見

マイモンが幾何学や自然科学の可能性を否定している、というわ

逃してしまっているのだ。

けではない。反対に、マイモンはこれらの諸科学に「実在的思考

この形式的直観批判（つまり、同質的な空間的あるいは時間的
諸部分といった純粋に多様なものの統一）はマイモンを、幾何学

しかしここで少し、純粋直観の綜合がどういうわけか可能であ

（real thought）」、つまり、実在的諸事物や諸対象の新しい諸

ると仮定してみよう。カントは綜合一般が漠然としたまま進行す

規定を生み出すような創造的思想のステータスを付与する。従っ

ることを認めている。「綜合一般は……構想力のたんなる作用で
あり、魂のたとえ不可欠であっても盲目的な機能のたんなる作用

て、マイモンは、それに従えば、綜合が単なる条件付けではなく、
．．．
本質的に発生的となるような、新たな綜合の概念を求める。カン

であって、この機能を欠けば私たちはどこにおいてもいかなる認

トの視点とは対照的に、「悟性は何かア・ポステリオリに与えら

識をもけっしてもつことはないであろうが、しかし私たちがこの

れたものを支配するのではなく、そのア・プリオリな規則を支配

機能を意識するだけでさえ稀である。」（A78/B103）構想力の

する。悟性はア・ポステリオリに与えられたものをむしろこの規

超越論的な能力が（漠然とした仕方であるにもかかわらず）純粋

則に従って生じさせうるのである（私が思うに、これは「いかな

直観の綜合を遂行することができるものだと考えてみよう。マイ

る権利で？（quid juris?）」という問いに完全に満足のいく形で

モンにとって、これは問題の解決にはならない。つまり、純粋な

答える唯一の方法である）」（Maimon, 82）。

空間的あるいは時間的な多様なものの統一（つまり形式的直観）

マイモンは、綜合の仕事が多様なものの中へと必然的な統一性

は悟性には与えられるであろうが、悟性によって生み出されはし

をもたらすことであるという点でカントに賛同している。しかし

ないのだ（Maimon, 20）。カントは、形式的直観に属する統一

ながら、これは、綜合が――もしそれが客観的であるべきならば、

性は、感性にも悟性にも属することのない、理解力

つまり必然的な統一であるべきであり、単なる恣意的な統一では
．．．．．．
ないのなら――客観的な根拠を持つ必要がある、ということを意

（apprehension）の純粋な綜合の生産物であると言っている。
事実、空間と時間の統一は「すべての概念に先行する」
（B161）。
．．．．．．．．
形式的直観は、諸カテゴリーとの一致においてのみ、つまり、統
．．．．．．．．
覚の綜合（つまり悟性の綜合）との一致においてのみ遂行される、

味しているのだ。カントにおいて、我々は、カントが、すでに悟
．．．．．．．
．．．．．．
性に与えられており、悟性によって生み出されるのではない綜合

構想力の活動を綜合することによって生み出されるものなのだ。

カント的綜合は、それが概念のもとにもたらされるとき（統覚の

だから、「この綜合を概念へともたらすのは、悟性に帰属する機

綜合）、その客観性、つまり、ある対象に対するその客観的意義
．．．．
あるいは関係を得る。この関係は、包摂あるいは条件付けの一つ

（統覚の純粋な綜合）を仮定しているということを見た。統覚の

能である」（A78/B103）。従って、あたかも空間−時間的な多様
．．．．．
なものの純粋な綜合が、綜合として（qua synthesis）、つまり、

である。つまり、悟性は構想力の生産性を、悟性の持つアプリオ

悟性が全く介入する以前に、構想力によって生み出されたものと

リな規則に従属させるのである。他方マイモンは、悟性そのもの

して、悟性に与えられるかのように見えるのである。マイモンは、
．．
それでも形式的直観は所与として理解されるのだから、純粋悟性

が、客観的根拠に従って綜合を生み出すことを求める（Maimon,

と直観の綜合は、理解不可能なままであると批判する。直観に対

た問いは、次のように映っているのだ。すなわち、悟性はいかに

する純粋悟性の適用の正当性あるいは真理性は示されていなか

して、悟性の権限にはない、思考されたのではなく単に与えられ

20-21）
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37）

。マイモンの視点においては、カントが解決し損ね

たものを、悟性の権限（悟性の規則）に適用させるのか（Maimon,
63）。「我々の悟性が自分自身から、どこか他のところから与え

のである。決定的なポイントは、微分とその相互関係が、あらゆ
．．
る客体の認識に先行し、かつその認識を構成さえしてしまうもの

られたものを必要とせずに、自分自身によって定められた規則あ

である、ということだ（Maimon, 168-169; 190; 192参照）。

るいは条件に従って客体を産出できたとしたら、この問いは起こ

このように、マイモンは、カント的な「感覚（sensation）」、つ

らなかっただろう」（Maimon, 63）。これは、綜合の空間的・
．．．．．．．
時間的諸部分がどちらも等しく思考されたものでなければなら

まり、因果の触発によって我々の意識に与えられる何ものかを排

ないということを意味する。概念と直観、形式と物質は、悟性か

部の」何ものかに対する言及関係を示唆している。マイモンは、

らの内的発生によって、同じように生じなければならないのであ

我々の外部に感覚の起源を措定する権利は我々にはないと主張

る。

しているのだ。その代わりに、マイモンは、それに従えば、物質

2. 意識の微分

と形式、直観と概念が、同じ源泉から生じてくるような、純粋に
．．．．
内在的な説明を与えようとする。従って、マイモンは（少なくと

除しようとする。感覚の所与性（givenness）は常に、意識の「外

「いかなる権利で？」という問題を解決する上でマイモンがと

も一つのアイデアとして）無限の悟性（infinite understanding）

った戦略は、所与のあらゆるものを、思考の諸関係へと還元する、

を認める。無限の悟性とは、物質と形式両方の源泉となるもので

というものである。マイモンは、主要なアイデアを、かなり初期

ある。無限の悟性は本質的に我々の有限の悟性と同じものであり、

の段階の微分計算の数学的モデルから引き出してきている。ライ

つまり、有限の悟性と無限の悟性はただ度において異なるもので

プニッツ、ニュートン、そしてその追随者のあいだに、諸微分（dx

ある。両者のあいだには連続性があり、有限から無限への通路が

やdyのようなもの）の存在論的な身分をどう解釈するかというこ

ある（Maimon, 64-65）。この認識の内在的説明に従えば、感覚

とについてのコンセンサスはなかった――諸微分とは、「与えら

そのものは、一つの前（pre-）あるいは準意識（subconscious）

れたいかなる量よりも無限に小さい量」、「はかない量」、「質

の領域に位置付けられねばならない微分間の思考の諸関係から

的ゼロ」、「消失点における諸差異」、あるいは「流れる量の瞬

生み出された、一つの綜合としてみなされる必要があるだろう

間的な増加あるいは減少」なのだろうか

38）

（Maimon, 205）。以上のように、微分は延長の発生的要素であ

。しかし、それにも

かかわらず、諸微分は、例えば、ある一点における曲線に対する

るだけでなく、意識的直観の準意識的発生的要素、簡潔に言えば、

接線の傾き、あるいは運動中の物体の変化の割合を規定する便利

「意識の微分（differentials of consciousness）」

な方法を生み出した。マイモンは特に、諸微分が直観には与えら

のだ。

れないが、その割合dy/dxがzに等しいという事実に関心を覚え

39）

でもある

マイモンは、自身の諸微分の理論によって、
「いかなる権利で？」

た。ライプニッツは、項zを、一点における曲線に対する接線の傾

という問いに対する解決を生み出した。「なぜなら、悟性や諸カ

きとして定義していた［IV］。このように、一方で、zは値を持ち、

テゴリーの純粋な概念は決して直接には直観に関係せず、それら

それは直観において表象されうるものなのだが、他方で、割合

の要素に関係するのみであり、そして、それらの概念は、これら

dy/dxの微分の諸要素は直観されえない。直観に関して言えば、

の直観が生じる方途に関する理性の諸理念だからである」

微分は無に等しい（Maimon, 32）。この微分の奇妙な性格と相

（Maimon, 355）。〔しかし〕残念ながら、マイモンは、「理性

互的な関係を解釈することによって、マイモンは、微分とは発生

の理念（ideas of reason）」と「悟性の理念（ideas of under-

的諸要素であり、そこから空間が、外延量として生み出されるの

standing）」のあいだを明確に区別することに注意を働かせてい

だ、と主張している。マイモンは、一方で微分を「内包量（量

ない。ときどき、マイモンは微分を「理性の理念」と呼んでいる

（quantum）の性質）」として考え、他方で「外延量は内包量の

が（Maimon, 32; 355）、マイモンは「悟性の理念」としての諸

積分である」（Maimon, 394-5; 122）とした。従って、マイモ
．．．
．．．
ンにとって、外延量としての空間と時間は、内包量、つまり、全

微分に言及することに多くの時間を割いている。しかしながら、

体として思考されうる、様々な、はっきりと相互に規定された「微

マイモンは一つの章をまるごと理性の理念と悟性の理念の対立
．．．
にささげ、そこから、微分が――微分が概念の物質的（material）

分」へと解消されうる。この数学的モデルの基礎において、マイ

完全性を生み出すのであり、その形式的全体性を生み出すのでは

モンは「微分」の哲学的−形而上学的概念を展開し、それによっ

ないことから――悟性の理念として解釈されねばならないとい

て、外延量の発生だけでなく、我々の意識に与えられる感性的直

うことが明らかになる（Maimon, chap. 3）。このマイモンの表

観の発生についても説明するようになる。マイモンにとって、微

現における曖昧さは、カントの「理性の理念」としての「ヌーメ

分は、「あらゆる感性的直観とその形式の無限小であり、客体の

ノン（noumenon）」の概念が明らかにインスピレーションとし

成立様式の解明に素材（Stoff）を提供する」（Maimon, 82）も

て役立てられている、という事実に関係があるかもしれない。マ
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．．．．
イモンは、ヌーメナとしての（Maimon, 32）、諸概念の限界あ

．．．．．
の下にあるのだ。諸微分は、一種の原始的意識（primitive con-

るいは限界づけとしての（Maimon, 186; 194; 349）諸微分に
．．．
好んで言及するが 40）、カントとは対照的に、マイモン的ヌーメ
．
ナは決して、超越的諸対象や諸事物それ自体には言及しない。マ

sciousness）、つまり表象の秩序の外に落ちてしまう意識を形成

イモンは以下のように「いかなる権利で？」という問いに対する

何かを表象するためには、それら要素が対象の統一へと綜合され
．．．．．．．
る必要があるだろうからである。事実、我々は、意識の連続的な
．
度（a series of degrees of consciousness）を理解することが
．．．．．
できる 41）。我々に親和的な意識は、表象の意識（consciousness

する。発生的な微分の諸要素は、「諸現前（Darstellungen）」
として定義される。それら要素は何ものも表象しないが、それは、

自身の解決を述べている。

……私は、諸カテゴリーが、経験の諸対象の諸限界に関して

いて理性によって諸対象として規定される）、経験の諸対象

of representation）であり、そこで諸事物は経験の諸対象として
．
表象される。しかしながら、我々の意識的諸表象は、綜合の一部
．
分の再生産と同じものである（Maimon, 349）。マイモンが言う

に関して妥当であることの可能性を証明しているのではな

ように、「我々は我々の諸事物についての認識の只中で始めるの

い（諸対象は直観において規定される）。結果として、「い

であり、そして再び認識の只中で終わるのである」（Maimon,

かなる権利で？」という問いは、傍に倒れざるをえなくなる

350）。従って、表象の意識は不完全なのだ。表象の意識は、二

（純粋概念が諸理念に適応する限りにおいて）。従って諸事
．．．
物は、この相互関係において存立することができる。しかし、
事実において諸事物が存立するかどうかは未だ問いに付さ

つの限界、あるいは限界づけする諸理念のあいだ、すなわち、原
．．．
始的意識と完全な綜合の意識のあいだにあるものなのだ。完全な
．．
綜合（complete synthesis）の意識は、我々の意識的諸表象の上

れたままである。（Maimon, 186-187）

位の限界であり、無限性を含んでいることから、決して獲得され

客観的に妥当であるということの可能性だけを証明してい
るのであり（諸カテゴリーは、対応する諸直観との関係にお

うるものではない。完全な綜合の意識は一つの対象の完全な概念
従って、マイモンは、悟性の理念（言い換えれば、経験の諸対

を持っているのであり、つまり、あらゆる可能的諸対象との関係
42）

象の微分）への諸カテゴリーの適用において、諸カテゴリーの客

を知っているということだ

観的妥当性を証明していたのだ。マイモンは諸カテゴリーの客観

のアイデアは、ライプニッツと彼の神的知性のアイデア、つまり、

的実在性の可能性をも示した。箇所によっては、マイモンは諸カ

個別の実体の完全な概念を知る知性を彷彿とさせる。しかしなが
．．．
ら、マイモンは、我々人間の知性に対して外的な（external）神

テゴリーの客観的実在性を確信しているようにさえ見える。

。無限の知性についてのマイモン

的あるいは無限な知性を考えているわけではない。そうではなく、
高度な数学におけるように、我々は、様々な量そのものの諸

我々人間の知性は無限の知性と連続しているのである。こうした

関係を、それらの微分から生み出すことができる。従って、

仕方でのみ、マイモンは真に内的で、発生的な、我々の認識諸能

悟性は（確かにはっきりとしない仕方ではあるが）、諸性質

力の説明を与えることができるのであり、かつ、それら諸能力を、

そのもの実在的諸関係を、それらの微分の実在的諸関係か

それらのあいだにある外的な調和という前提から解放すること

ら生み出すことができる。だから、もし我々が、火は蝋を溶

ができるのである。

かすと判断するのならば、そのとき、この判断は直観の対象
3. マイモンを読むドゥルーズ（DELEUZE ON MAIMON）

としての火と蝋に関係しているのではなく、それらの諸要
素、つまり、悟性が原因と結果の相互関係において考えるも

マイモンの「いかなる権利で？」という問いに対する解決は、

のに関係しているのだ。つまり、私は、悟性が、直観の規定
．．．．
された諸対象のあいだの普遍的諸関係を思考する（think）
．
能力を持っているだけでなく、諸関係によって諸対象を規
．．．
定する（determine）能力をも有しているのだと、主張して

完全に思考されるものである相互に規定的な微分へと所与を解

いるのである。（Maimon, 355-356）

のものは、実在的諸対象を生み出すのであるが、我々の有限な悟

消することによって、所与の直観と純粋概念のあいだのギャップ
を埋め立てるということに存する。あらゆるものは、思考される
ものなのであり、所与など存在しない。確実に、諸微分の思考そ

性の観点から見れば、準意識的にのみ生じるものである。根源的
マイモンの諸微分の理論は、悟性の無意識的ではっきりとしな

な微分の生産は、従って、無限の悟性の無意識的な活動性に割り

い活動性を（構想力の盲目的で無意識的な活動性をカントが前提

当てられるように思われる。

としているのと似た仕方で）前提としている。諸微分は意識の閾

今や、無限の悟性のレヴェルにおいて最初の問題を繰り返すよ
うな仕方で、ある種の困難が生じている。所与と純粋な思考のあ
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いだの抗争が再び現れているのだ。無限の悟性においてさえ、
「所
与の最小値（minimum de donné）」

〔従って〕マイモンの「解決」は深刻な批判を受ける傾向を持っ

43）

が存在してしまうの

ている。これはマルシアル・ゲルーによって、フィヒテ的観点か

だ。つまり、まさに生産そのものの微分的規則が存在するのであ

ら示された。フィヒテ主義者にとって、思考に対して与えられた

る。言い換えれば、微分化の諸々のプロセスは、純粋な思考に還

何ものかが存在し、それが意識にもたらされる、という主張は、

元されえないものなのである。もし純粋な思考が、相互規定の原

「ドグマティックで矛盾的である」

理に従って進行するのならば、また、もし純粋な思考が微分間の
．．
連鎖（nexus）であるならば、常に所与の何ものかの残滓が残っ
．．．．．
てしまう。「所与」、「実在的存在（ens reale）」、要するに無

意識が原理的に根源的な微分的産出に決して光を投げるもので

限の悟性という純粋な思考に、還元不可能なものの導入を強いら

のそれらの定義を破壊することを意味し、言い換えれば、何もの

れることになる。マイモンはこの困難を認識していたが、「無限

も表象せず、また表象もされえない何ものかを意味するだろう。

の悟性のときと同じ仕方で」これを解決しようとしている。

第二に、もし我々が意識を純粋な対自として、つまり、何ものか

45）

。表象についての我々の

はない、ということの理由は大きく二つある。第一に、諸微分を
我々の表象についての意識へともたらすことは、「表象」として

についての意識としてだけではなく、澄んだ透明の自己意識とし
無限の悟性によって直観された所与は、無限の悟性におい
．．．．．．
て現前する何かを意味する、実在的諸対象（objectum reale）

ても定義するのならば、意識のなかに思考されぬものは存在しえ

であり、無限な悟性によって思考されたものではない（この

通（self-penetration）の能力）によって即座に解消する

ことは、その無限性と矛盾しない。なぜなら、これは、思考

結果的に、もしこの主張の筋に従うならば、多様な諸微分は意識

されうるもの全てを思考する能力においてのみ成立するの

の「外側」にのみ、つまり、無意識のなかに位置付けられうると

であり、所与はその本性によって思考されえないからであ

いうことになる。この位置付けは、知の諸条件（思考の形式と感

る）か、さもなければ、所与は、概念の外にある何かに対す

性的所与）を、存在の諸条件（生産の諸微分あるいは諸規則）か

る概念の関係についての単なるアイデアに過ぎず、所与そ

ら分離する、ということを含意している。言い換えれば、知るこ

れ自体は単に悟性の変容であるかのどちらかである。後者
の場合、現在性は悟性の外側の何ものかにおいて成立する

とに対する根拠は、存在することに対する根拠とは明確に区分さ
．．．
れるということだ。この区別の結果として、認識の主体の内在性

のではなく、単にこの関係において成立するであろう。

（immanence）が規定されるだろう。というのも、知の認識的

（Maimon, 251）

諸要素、つまり諸微分は、客体化された無限の悟性のなかに位置
．．．
付けられた外的な（extrinsic）実在性でありうるからである。主

マイモンの応答は、満足のいくものとは言い難い。マイモンが

ない。この所与の残滓は、自らを貫くような意識の能力（自己貫
46）

。

提示していることは、その両方があり得る。第一に、無限の悟性

体は、実際、主体がそれについての知を増加しようとするところ
．．．．．
の実在性、その後から（posterior）来るものだろう 47）。内在性

に対して与えられた何かが存在しうる（しかし、それは外から与

の主張は、より良い理論への変化とはなりえなかったのだ。無限

えられたものではありえなかった）。第二に、この所与は、何ら

の悟性は質的に認識の主体から区別され、我々の認識能力の限界

か外的な対象に対する概念との関係において成立している経験
．．．．．．．．．
的表象とのアナロジーにおいて考えられうる。しかしながら、マ

によって分離されているように見える。もし我々がこの究極の解

イモンが他のところで説明しているように、外的な何ものかに対

を強化しただけで、従って、カントのなかに巣食っている物自体

する関係は幻想である。なぜなら、表象は悟性の内的変容以外の

という魔術的性格は、経験的な経験（empirical experience）の

なにものでもないからである。「この「我々の外側」は何ものか

全体へと及ぶことになるだろう

決に従うならば、マイモンは、カントの物自体のドグマティズム

48）

。

を意味するわけだが、その表象において我々はいかなる自発性の

この議論の道筋を認めるジュール・ヴュイユマンは、「意識に

意識も持たない。言い換えれば、「我々の外側」は（我々の意識

対して、完全な自己意識（conscience de soi）を割り当てるこ

に関して言えば）、我々において純粋に受動的で、活動的ではな

との拒否」のなかにマイモンの論拠の要を見出している。〔そし

い」（Maimon, 203）。この無限の悟性に対する「解決」を変換

て〕「意識は未だ自己意識の外で考えられ、こうして、真理が認

することに伴う問題は、無限の悟性に与えられた何かの受容に伴

識から逃げ去るが故に、その哲学全体が不可能になる」

う問題であり、我々は非知性的なもの、そして「魔術的性質
（occult quality）」

44）

49）

。

しかしながら、ドゥルーズはこの批判からマイモンを擁護する。

を再び導入してしまったのだ。この思

ドゥルーズは、微分的諸理念（Ideas）の無意識的本性が誤解さ
50）

考における「思考されぬもの」が無限の悟性の無限性とは矛盾し

れてしまっていると主張するのだ

ないというマイモンの主張は、むしろ不完全なものとして現れる。

識は、無限な悟性のなかで現実化されねばならない」（DR193;
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。「或る純粋な思考の無意

邦訳下p. 72）と信じることは間違いなのだ。同様に、「微分を、

．．．
ところで生起し、それらすべてに関わるものなのだ（DR193; 邦

その無限な悟性のなかに完全に現実的な実在性の尺度を見いだ

訳下p. 74）。例えば、感覚的理念がそれでもって感性を触発す

せなければ、たんなる虚構」（DR193; 邦訳下pp. 72-73）にし

る暴力は、他の能力へとコミュニケートされる。つまり、暴力は

てしまうことも間違いである。無限の悟性における単なる虚構と

構想力の能力をその限界にまでもたらし、今度は構想力が表象の

現実的な実在の二択は単なる誤りなのだ

51）

。その代わりに、ド

論理によって課された制限を侵犯するように思考に働きかける

ゥルーズは諸微分に対して、潜在的諸理念の存在論的なステータ

のである。事実、ドゥルーズは、カントの『判断力批判』におけ

スを割り当てる。ドゥルーズの潜在性の定義によれば、これはド

る美と崇高の経験についてのカント的説明において、諸能力の逆

ゥルーズが主にマルセル・プルーストから取り入れているものだ

説的行使のためのモデルを見出しているのだ。

が、諸理念（Ideas）は、実在的だが、現実的ではなく、観念的

「諸理念は、思考の「諸微分」、純粋思考の「無意識」と呼ば

だが、抽象的ではない（DR208; 邦訳下p. 111）。ドゥルーズに

れなければならない」（DR194; 邦訳下pp. 76-77）。諸理念は

とって、微分的諸理念は微分的無意識の諸要素であり、有限な思

すべての能力に関わるにもかかわらず、ドゥルーズにとっては、

考のなかに内在しているものである

52）［V］

。

思考の能力に対して特別に重要な役割を果たすものなのである。

マイモンの「思考における思考されないもの」は自己矛盾的で
．．
あるとする反論に対して、もし、我々が無意識的な諸理念を、我々

「思考はひたすら無意識から出発して思考する」（DR199; 邦訳

の知の獲得に対して構成的な一つの排他的能力に帰する場合―

ての諸理念の性格づけという点に関してはマイモンに賛同する。

―それが悟性であれ理念であれ――、「思考における思考されな

しかし、ドゥルーズは、諸理念を悟性のなかに位置付けること、

いもの」は矛盾しているように見えるだけであるとドゥルーズは

そして、悟性を無限にまで拡大することについては、マイモンに

応答する。つまり、我々が諸微分を、悟性の理念として考えよう
．．．．
が、理性の理念として考えようが、悟性あるいは理性が共通感覚

従わない。その代わりに、ドゥルーズは有限な自己のうちにある

（common sense）を構成する能力として定義されるかぎり、問

の微分的無意識が主体の同一性のうちに閉じ込められた領域で

題はないのである。簡潔に言えば、ドゥルーズによれば、共通感

はないことを把捉するのが重要である。これはむしろ、諸理念で

覚のモデルは、一つの上位の能力の立法下であらゆる能力が調和

満ちている、埋め合せることのできない裂け目、あるいは断絶な

的に一致するということを前提している。この条件下で、我々の

のだ（DR169-170; 邦訳下pp. 16-17）。ドゥルーズが注意して

認識能力の経験的な行使を立法する一つの能力は、「共同的な諸

いるように、「ドグマティズムの誤りは、つねに、分離するもの

能力の経験的な行使を打ち砕くはずの或る核の現前をおのれの

を埋めつくしてしまうこと」である（DR170; 邦訳下p. 17）。

内部で維持することができない」（DR193; 邦訳下p. 72）。共

マイモンは有限な悟性と無限な悟性とのあいだの連続性と同様

通感覚のモデルは、表象の力を逃れるような何かを許すものでは

に、感性と悟性とのあいだの連続性をも思い描いていた。これと

ない。

は反対に、ドゥルーズは諸能力間の区別を断固として主張してい

しかし、これは、思考が思考不可能な何かを見出すべきである
．．
という共通感覚の視点からだけでは理解できない。事実、これは

た。同一性の原理を探す代わりに、諸能力の調和的一致を保証す
．．．
るために、ドゥルーズは差異を、差異として（qua）「結びつけ

まさに、思考不可能なものであると同時に思考されなければなら

る」（DR170; 邦訳下p. 16）原理として肯定している。思考に

ない、我々の諸能力をそれらの限界まで押しやり、思考を共通感

おける差異を回復させるために、ドゥルーズは、我々は思考する

覚の制限から解放する、微分的諸理念の魔術的性質なのである

主体において裂け目やひび割れを導入する必要があると言って

（DR192; 邦訳下pp. 71-72）。ドゥルーズは、諸理念（Ideas）

いる。諸能力の調和的一致は、宙吊りにされねばならない。認識

が逆説的、あるいは問題的なものであり、諸能力を〔調和から〕
．．．．．
解体された超越的行使（transcendent exercise）へともたらす

諸能力のあいだの関係は、不和の一つというよりもむしろ、「不

ことができるものであると主張する。
「従って、重要であるのは、

かし、その最大の限界にまで押しやり、実効的に諸能力の調和的

共通感覚ではなく、かえって（逆説＝反臆見が良識の反対のもの

一致と表象の秩序を阻害する発生的諸要素こそ、まさしく微分的

であるといった意味で）
「パラ・サンス（逆感覚＝逆共通感覚）」

かつ問題的な諸理念である。しかしながら、マイモンの意識の微

である」（DR194; 邦訳下p. 75）。

分は、意識の微分が一つの全き同一性や、その原理の為すことが

下p. 89）。ドゥルーズは、無意識的な、準意識的な諸要素とし

微分的な無意識的現前の概念を展開する

53）

。〔ここでは、〕こ

調和の一致（discordant accord）」なのだ。我々の諸能力を動

ドゥルーズは、微分的諸理念が、ある特定の能力の排他的な対

未だその概念的規則に従って統合を生み出すことである悟性の

象でも、悟性あるいは理性の排他的な対象でも、その他のもので

なかに巻き込まれている限り、その機能を満たすことができない。

もないと主張している。そうではなく、諸理念は諸能力のいたる

ドゥルーズがライプニッツについての議論で注目しているよう
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に、危険なのは、表象が差異を支配することであり、差異は、無

ないだろう。ドゥルーズは、
「我思う」が思考のなかですでに「他

限に小さなものでさえ、無限に分析的な同一性のなかに統合され

者」であること――ランボーの有名な定式「私とは一つの他者で

てしまう。このことは、「同一的なものを無限そのものに対して

ある」におけるように――、それが思考における思考されぬもの

君臨させること」(DR264; 邦訳pp. 250-251)以外のなにもので

であり、有限な自己における非自己（nonself）であることを主張

もない。

している。カントは新たな形式――知覚の根源的−綜合的統一―

以上から、ドゥルーズが最終的には、「カントにおいてすら継

―で主体の同一性を取り戻そうとしていたのだが、ドゥルーズは

続せず、ポスト−カント主義の哲学にはなおのこと引き継がれて

「我々がほんの少し立ち入って考えてみたのは、思考の最高度の

いない人知れず閃光を放った契機」（DR58; 邦訳p. 168）にい

力の特徴たる正当な精神分裂病であり、これが概念によるすべて

たカントへ、つまり、時間の純粋で空虚な形式によって主体を引

の媒介やすべての和解を一顧だにすることなく、存在をダイレク

き裂くこと、それによって「我思う」と経験的な主体とのあいだ

トに差異へと開かせるものである」（DR58; 邦訳p. 169）こと

を区別することへと帰還するのは、おそらく驚くようなことでは

を認めたのだ。

――――
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おり、当該箇所を参照していることをこの場で断っておきたい。なお、本文中で、
『差異と反復』参照・引用は、原文通
り、DR、
『純粋理性批判』は CpR、及び A 版、B 版の頁数で示してある。

・

イマヌエル・カント『純粋理性批判 上・中・下』原佑訳、平凡社、2005 年

・

ザロモン・マイモン『超越論哲学についての試論［含・解題］』平川愛訳、『知のトポス』3 巻、新潟大学大学院
現代社会文化研究科「世界の視点をめぐる思想史的研究」プロジェクト、2008 年、pp. 175-176

・

ジル・ドゥルーズ『差異と反復 上・下』財津理訳、河出書房新社、2007 年

また、フォスにはもう一つ、マイモンに関する論考がある。関心のある方は参照されたい。Daniela Voss, Maimon,
Kant, Deleuze: The Concept of Difference and Intensive Magnitude, Edited by Craig Lundy and Daniela Voss,
At the Edges of Thought; Deleuze and Post-Kantian Philosophy, Edinburgh University Press, 2015, pp. 6084.
II.

脚注では参照されていないが、
『差異と反復』以外で、ドゥルーズがマイモンについて最も長く言及しているのは、1956
年から 1957 年にかけて行われた「基礎づけるとは何か」 （Qu’est-ce que fonder?）と題された講義である
（https://www.webdeleuze.com/textes/218 参照）。同講義は、リシャール・ピナスが運営するサイトで閲覧可能
になっている（webdeleuze.com 参照）。また、フォスが本文中で言及している Kerslake（2009）には、同講義につ
いて一節が割かれている（Christian Kerslake, Immanence and The Vertigo of Philosophy; from Kant to Deleuze,
Edinburgh University Press, 2009, pp. 11-21）。なお、前注の Voss（2015）には、同講義への参照がある（Craig&Voss
（2015）, p. 77）。

III. ドゥルーズ、そして数学との関わりでマイモンの微分論を展開した Duffy（2013）もこのリストから外すことはできな
いだろう（フォスの論文は Duffy（2013）より以前のものであるので仕方がないが）。Simon Duffy, Deleuze and the
History of Mathematics; In Defense of the “New”, Bloomsbury, 2013. また Duffy（2013）には、ドゥルーズが
『差異と反復』でマイモンとともに取り上げている、ジャン・ボルダス＝ドゥムーラン（Jean Bordas-Demoulin）、
ユゼフ・マリア・ヘーネ＝ロンスキ（Józef Maria Hoëne-Wroński）に関しても記述があるので、大変参考になる（マ
イモン、ドゥムーラン、ロンスキを取り上げた論考もあるが、本人に直接連絡を取ってみると、「原稿を失くした」と
いうことである）。また、近年、日本のドゥルーズ研究においてよく参照されるアンヌ・ソヴァニャルグもマイモンに
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ついて書いた論考がある。Anne Sauvagnargues, The Problematic Idea, Neo-Kantianism and Maimon’s Role in
Deleuze’s Thought, Lundy&Voss (2015), pp. 44-59.
IV. このライプニッツの微分の規定に関しては、1684 年の論文「分数式にも無理式にも煩わされない極大・極小ならびに
接線を求める新しい方法、またそれらのための特別な計算法」を参照（『ライプニッツ著作集 2 数学論・数学』監修＝
下村寅太郎ほか、翻訳・解説＝原亨吉ほか、工作舎、1997 年、pp. 296-318）。また、高瀬（2015）によれば、ライ
プニッツの微分は、曲線に対する接線を引くための技術であるから、「必ずしも無限小量ではなく、有限量でもありう
る」（高瀬正仁『微分積分学の史的展開 ライプニッツから高木貞治まで』、講談社、2015 年、p. 66）。もともと dx
は任意に切り取られた何らかの線分を表すものなのだ。
V.

フォスの脚注（52）では、『無人島』所収の「ドラマ化の方法」が参照されているが、英訳書の参照頁が間違っている。
実際には、“The Method of Dramatization” Desert Islands, 115（邦訳 p. 245）である。そこでドゥルーズは、マイ
モンの微分の原理を、我々に実在を錯覚によるものだと思わせる原理だというフィロネンコに対し、錯覚もまた表象＝
再現前化のレヴェルで、すなわち構成されたものに関してでしか現れない、という立場を取っている。この流れで、ド
ゥルーズがプラトンに舞い戻っているのではないか、とフィロネンコは問うが、ドゥルーズはこれを「はい、おそらく」
と肯定しつつも、それが「後期の対話篇におけるプラトン」であることに注意を促している。ここから、ドゥルーズに
おける、後期プラトン思想の前・中期プラトン思想に対する関係、そして、マイモン『超越論的哲学試論』のカント『純
粋理性批判』に対する関係は、（おそらく）ともに「脱根拠化」として整理されるだろうが、これについては機会を改
めて論じてみたい。
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