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【研究ノート】 

ドゥルーズ『ベルクソニズム』における多様体について（1） 

髙野 希 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

§－０ はじめに 

――「『多様体』というこの⾔葉の使⽤法について、誰も充分

な重要性を与えてこなかったようにおもわれる」――ドゥルー

ズ『ベルクソニズム』（1966）における⼀⽂である。ドゥルー

ズは、「ベルクソンが多様体の観念を借⽤しつつも、その射程と

配分を⼀新する仕⽅をこそ重視すべきである」と主張し、「ベル

クソンがリーマンの⼀般問題をよく知っていたことは明らかで

ある」とさえ述べている（2）。しかし、三宅（2016）によると

「ベルクソン⾃⾝がリーマンにふれている箇所が彼⾃⾝の著作

で⾒当たらない」とされており、ベルクソンとリーマンとの影

響関係は必ずしも⾃明とは⾔えない。 

そこで本稿では、多様体概念を使⽤した背景には、ベルクソ

ンの精密な解読を⽬的とするよりも、むしろドゥルーズ⾃⾝の

意図を読むべきであるという⽴場をとることにする。ベルクソ

ンの精密な読解を超えて、ドゥルーズ⾃⾝の哲学を構築するた

めに多様体の概念が必要であったと考えるわけである。 

本稿は３つのセクションから構成される。第⼀に、『ベルクソ

ニズム』における多様体というタームの使⽤法を概観する。第

⼆に、ドゥルーズ⾃⾝が参照しているヘルマン・ワイル『空

間・時間・物質』を取り上げ、その⾻⼦を確認する。本稿でワ

イルを取り上げる理由は、実はドゥルーズが参照しているとい

う点にとどまらない。ベルクソンが(特殊)相対性理論を批判し

たことは有名であるが、「逆説的ではあるが、相対性理論こそが

唯⼀ベルクソンの証明を明晰で説得⼒のあるものにする」と

ドゥルーズが述べているためである。『空間・時間・物質』は相

対性理論の解説書として知られており、ドゥルーズの多様体概

念導⼊の意図を探るという本稿の⽬的に適った選書であろう。

第三に、前セクションで確認されたことと第⼀セクションで提

⽰したドゥルーズの整理を突き合わせ、ドゥルーズが多様体概

念に込めた思想的背景と導⼊意図を確認する。 

 

 

§－１ 

 前セクションでもふれたとおり、ベルクソン⾃⾝がリーマン

にふれているかどうか定かではないにもかかわらず、ドゥルー

ズが「収縮、膨張、運動の相対性、多様体、これらの観念はす

べてベルクソンになじみのものである」と述べるとき、あえて

ベルクソンの⽂脈において多様体に⾔及しているという事実

に、なんらかの意図を⾒て取ることは不⾃然なことではないだ

ろう。本節では、ドゥルーズがどのような⽂脈で多様体にふれ

ているのかを確認する。 

 ドゥルーズが繰り返し記述しているのは、「⼆種類の多様体」

についてである。⼆種類の多様体とは、「空間のなかで並置され

る項の多様体」と「持続のなかに溶けこんでいる状態としての

多様体」である。別の箇所では「空間によって表象される」「外

在性、同時性、並置、秩序、量的分化、程度の差異の多様体」

「⾮連続的で現勢的な数的多様体」と、「純粋持続のなかで現れ

る」「継起、融解、組織化、異質性、質的識別ないし本性的な差

異の内的多様体」、「数に還元されない潜在的で連続的な多様

体」と記している。 

この⼆つの「多様体」は、「⼆つの種類の多数性を区別」する

ため導⼊されたものだとされる。前者を「数的多様体」、後者を

「質的多様体」という⽤語で⾔い換え、おのおのに客観的と主

観的のステイタスを割り当てている。そして、これら⼆種類の

多様体の間にこそ本性の差異が存在するというのである。この

差異とはすなわち「潜在性」の有無に対応しているようである

が、その点について今は措いておく。 

 さて、このような⼆種類の多様体の区別が哲学にとって⼤き

な意義があるとするなら、それはどのような意義か。それをこ

そ問わねばならない。ドゥルーズは、「⽅法としての直観」の章

で、本性の差異と程度の差異の混同にこそ問題があるという主

旨の記述をしている。ドゥルーズが当該⼆分法にこだわる所以

を解くには、次の⼀節が参考になるだろう。 
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多様体の観念においてきわめて重要なのは、それが⼀と多

との理論からどのような仕⽅で区別されるのかということ

である。多様体の観念は「⼀と多」という⽤語でわれわれ

が思考することを避けさせる。哲学には、⼀と多を結びつ

ける数多くの理論があることが知られている。それらは共

通して、実在を⼀般観念によって再構成すると主張する。

彼らにいわせれば、私とは⼀であり（テーゼ）、かつそれ

は多である（アンチテーゼ）、したがって、私とは多なる

ものの単位なのである（ジンテーゼ）。あるいは、⼀者は

すでにして多であり、存在は⾮－存在へと移り⾏き、⽣成

をもたらすともいわれる。ベルクソンがこうした抽象的な

思考の運動を告発するページは、彼の作品のなかでもっと

も美しいものに属している。彼は、こうした弁証法的な⽅

法は、だぶだぶの服のように、あまりにも広すぎる概念か

ら出発しているという印象をもっている。⼀⼀般、多⼀

般、存在⼀般、⾮－存在⼀般……実在はこうした抽象物で

再構成されている。だが、あまりに広すぎ、またあまりに

⼀般的すぎる概念の不⼗分さを補うのに、こちらもそれに

劣らず広く⼀般的な対⽴概念に訴えることで実在にたどり

つくと信じ込んでいる弁証法に何の価値があるのだろう

か。ある概念の不⼗分さと、対⽴概念の不⼗分さとを結び

つけても、具体的なものにたどりつくことはけっしてな

い。同じように、ある⼀般性を別の⼀般性で修正しても、

特異的なものにたどりつくことはない。 

（Deleuze, 1966, pp. 37-38＝ドゥルーズ, 2017, 41-42

⾴） 

 

 ここで引⽤した箇所は、ドゥルーズの多様体という語の使⽤

法を吟味するうえで重要である。「⼀」という概念と「多」とい

う概念が⼀般観念のもとで考えられてしまうことが告発されて

おり、⼀と多との概念の組で思考することが問題視されている

ように⾒える。しかし、このことが何を意味しているのかは、

⼀⾒して明らかではない。ここで述べられる⼀般観念とは――

引⽤中の⾔葉を借りれば――「単位」である、というのが筆者

の解釈である。 

ドゥルーズが告発しているのは、何らかの既定の基準系に依存

した 「実在」の定義であり、実在をある基準に相対的な運動とし

て扱うことへの批判である。引⽤に即して考えるなら、実在はま

ず⼀般観念に置き換えられ、その後何らかのオペレーションに

よって多くの事象に適⽤され、各適⽤の総和が 「⼀者はすでにし

て多」であることの意味内容であると考えられる。実在は観念や

その組み合わせといった⼈為的なオペレーションに依存してし

か存在しない。まず何らかの観念が定⽴され、当該観念が当ては

まるような事象が恣意的に選び出され、事実と類似するという事

態が観念の正当性を保証する。換⾔すれば、実在とはなんらかの

観念に相対的に定まる存在ということになり、その本性は観念そ

のもののなかに存在することになる。このような存在は、観念無

くしては存在しないものであり、観念本位の存在論ということに

なるだろう。観念が定まってしまえば、なんらかの存在が⼀位に

決定されてしまうかのような決定論的思考である。ここで忘却さ

れている要素とは 「具体的なもの」「特異的なもの」にほかならな

い。 

 つまりこの⽂脈でドゥルーズは、⼀般観念という枠組みに相

対的な思考を批判し、より特異的な思考へと舵を切ることを意

図しているように⾒える。このような思考のために導⼊された

のが多様体である。概念間の差異を判別することではなく、い

わば事象の区別に即して概念を組み⽴てること。⼆種類の多様

体、すなわち数的多様体と質的多様体を区別することで数的に

計量可能な概念系の適⽤や操作、組み合わせのみによって事象

が⼀意に理解されてしまうような思考の欺瞞を告発することを

可能にする。この意味で多様体の導⼊は⼤きな意味をもってい

る。 

 しかし、これだけでは⼗分とは⾔えない。「数的な多様体」と

「質的な多様体」の間に真偽の区別を導⼊したこととほぼ同義

だからである。ドゥルーズが警鐘を鳴らすのはあくまでも両者

の「混同」であることを忘れてはならない。⼆種類の多様体を

区別せよというオーダーは、多様体間の⼆者択⼀を意味するも

のではないだろう。仮に上記のような思考の欺瞞の問題を、数

的多様体そのものに求めるのであれば、それはなんらかの本質

とその投影の関係によってものごとを説明するイデア論に陥っ

てしまう。そうではなく、ドゥルーズが問題にしているのは、

「存在とわれわれの親和性、存在とわれわれとの関係、そして

この関係の多様さ」なのである。ここまでの⽂脈で考えればこ

の⼀⽂は、質的なものと数的なものとの間に真偽の区別のよう

な決定的なプライオリティをつけることなく思考することを意

図しているように思われる。すなわち、質的な多様体と数的な

多様体という特性の違う⼆種類の多様体は、実在的なものにア

プローチするための意図をもっていると考えられる。 

これまでドゥルーズ『ベルクソニズム』の⽂脈に沿って多様

体の使⽤法についてみてきたが、肝⼼の多様体の定義について

は触れてこなかった。彼⾃⾝の多様体の定義は、リーマン『幾

何学の基礎をなす仮説について』、およびワイル『空間・時間・

物質』に依っていると明記されている。そこで次節においてワ

イル読解を試み、§－３において、ワイル読解によって確認され
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たドゥルーズが「多様体」というワードを導⼊した意図をさら

に検討することとしたい。 

 

§－２ 

 ヘルマン・ワイル 『空間 ・時間 ・物質』は、その第⼀版がチュー

リッヒ⼯科⼤学における⼀般相対性理論講義の翌年（1918 年）

に出版された書物である。『空間 ・時間 ・物質』における試みは、

のちに⼀般ゲージ理論と呼ばれる理論の礎となるものであり、本

稿の問題意識も、ワイルのいわば思想に依るところが⼤きい。第

5 版への序⽂には、相対性理論にインスピレーションを受けつつ、

哲学、数学、物理学が相互に関係しあうような主張をなすべく著

された書物だと述べられている。以下では、当該の⽬的をもって

書かれたこの著書が、どのような流れをもって展開されていくの

かを⾒ていくこととする。 

まずは、議論の場としての(可微分)多様体の定義を⼀般的な定

義に倣って以下のように記述する。この定義は、リーマンの思想

と⽭盾しない。 

 

定義  M をハウスドルフ （Hausdorff）（の分離条件をみた

す） 位相空間とし、n を⾃然数とする．M の開集合の 族 

{Uα }α∈A と各 Uα において定義された数空間 Rn への写

像 ψα が与えられて、つぎの条件がみたされるとき、{ (Uα, 

ψα) }α∈A は M に可微分多様体の構造を定義するといい、

これが与えられた M を可微分多様体，または本書では略し

て多様体という。n を多様体 M の次元といい、dim M で

⽰す。 

(i) M = ∪α∈A Uα 

(ii) 各 α ∈ A について ψα(Uα) は Rn の開集合で

あって、ψα は Uα から ψα(Uα) への同相写像で

ある。 

(iii) Uα ∩ Uβ ≠∅ のときには、Uαβ = Uα ∩ Uβ とお

いて、写像 ψα ◦ ψβ
1 は Rn の開集合 ψβ(Uαβ) 

から ψα(Uαβ) への C∞ 同型写像である。 

(村上, 1969, 7-8 ⾴) 

 

 各点ごとに座標の定まったものを考えるのであるが、この各点

における座標の取り⽅に依存しない内在的な幾何学を企図した

ものが、ワイルの幾何学である。どういうことか。ワイルの⽂脈

に沿って確認していこう。 

 ワイルにおいて世界は４次元多様体であるとされる。４次元多

様体は時空間のモデルであり、時間と空間の座標成分をもつ。こ

のようなモデルが必要となるのは、ワイルの⾔葉を借りるなら、

「物質によってその様⼦が変化しうる計量場」を表現するためで

ある。時空間に絶対的な形式が付与されており、時空間とは過去

から未来に向かってただ静⽌した時間の層が積み重なっている

だけであるという⽴場を 「絶対時間、および絶対空間の仮定」と

呼んでいるが、アインシュタインの発⾒はこのドグマから解放す

るものであった。絶対時間、絶対空間の仮定をもつ世界は、座標

系を世界に与えられた所与のものとして取り扱う。世界は静⽌し

た時空間の積み重ねに過ぎず、任意の物理現象は世界に所与の基

準系にしたがって観測される。 

このような世界観にアインシュタインは異議を唱えた。特定の

座標の特権視を否定したのである。ワイル的な世界観においては、

座標はたんなる 「標識」にすぎない。物理現象を記述するために

導⼊された表現の形式にすぎないというわけである。しかし、単

に諸現象と座標系を相対化しただけでは不合理が⽣じてしまう。

たとえば、採⽤する座標系によって記述される物理現象の実質が

変化するのは不合理であろう。したがって、相対性理論において

は座標変換によって別々の観測点から観測された物理現象の同

⼀性を担保する。測定するメモリに依存しない物理現象の表現⼿

段によって、むしろ時間と空間は世界の状態を表現する場として

捉えられ、内包する物質的現象を表現する形式と考えることが可

能となる。換⾔すれば、時空間という形式に依存せずに、物理現

象をとらえようとする試みといえるだろう。現在特殊相対性理論

と呼ばれる理論では、慣性系を主に扱うため、ユークリッド空間

をモデルに考えても(局所的には)差し⽀えない。慣性場の⼒の働

きによって、その他の⼒の働きをキャンセルするような計算が可

能だからである。しかし、重⼒の影響をとらえようとする段階に

なると、必ずしもうまくいかない。重⼒の影響で空間が曲がって

しまうからだ。ここで発想を転換し、場における物質の分布や⼒

の影響で時空間が変化することを視野に⼊れたモデル(いわゆる

⼀般相対性理論)の必要性が出てくる。導⼊する座標系を格⼦状

のユークリッド的なものから曲がった空間へと拡張することで、

いわば時空間内部の状態によって測定するメモリを変化させる

ような発想が必要なのである。 

場の基本的な理念は、世界内に存在する物質やその状態と無関

係にあることはできないと考えるところにある。ワイルはリーマ

ンの主張として、空間をそれ⾃⾝としては形の定まらない３次元

多様体に過ぎず、空間内の物質によってはじめて形や⼤きさと

いった空間内の作⽤をもつものと規定した。ある⼀つの時空内に

おける状態を、物質そのもののふるまいと、物質の周囲の場との

関係性のうちに記述することがここで意図されている。物質は場

を⽣み出すのであるが、場は空間的なひろがりをもたないため、

物質を介して調整されるものである。そこで、⾃然現象を説明す
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るために、場について⼆つの法則を要する。 

 

１． 場の法則 ︓場のある可能な状態において、場の内部にある任

意の隣接した⼆点における場の状態の間の関連を規定する

法則 

２． 物質が場を励起する法則 

 

ここで⾔われる 「物質」は場の 「源」と呼ばれるものであるた

め必ずしも空間内に特定の延⻑をもつ必要はない。 

 

すべての物質的個体を外的世界のなかで、互いに作⽤しあ

うひとつの体系にまとめている仲介者としての場、このよ

うな場の状態の原因が上に述べた“実在”である限りにおい

て、この“実在(源)”をわれわれは“物質”とよぶことにする。

しかしこの“源”の内的本質をかえりみるならば、それを“物

質”と呼んでよいのと同様に、“⽣命”あるいは“意志”と呼ん

でもさしつかえないであろう。 

(ワイル, 1973, 429 ⾴) 

 

 

⼀⽅、時間について世界点や場の視点から考えるとどうなるだ

ろうか。過去－現在－未来それぞれの時点になんらかの世界点が

対応しているとき、現在時 O から未来の世界点への作⽤は測地

線の導出と同じ仕⽅で規定されるが、この 「距離の基本形式」は

時間とともに変化する。これは、物質が時間とともに変化するこ

とと同様の事態である。現在時 O における物質の分布などのパ

ラメータが、未来における各時空間点との距離を変化させるから

だ。したがって、現在時 O は無数にある未来の世界点すべてにか

かわりをもっているとは限らない。現在時の状況によって、未来

の時空間への到達可能性は変化してしまう。   

では過去はというと、現在から影響をあたえることはできない

ものの、現在時の構成要素に深くかかわっている。未来が現在時

の影響によって規定されるのに対して、過去は現在を規定してい

る。また、過去と未来は現在時から遠くに進むにつれて現在との

影響関係が緩やかになっていくことから、現在から離れるほど拡

がっていく円錐状の時空間に擬えて説明されている。 

ワイルはこのような関係性を、「能動的未来」「受動的過去」と

それぞれ呼んでいる。現在時点を起点として、未来に対しては現

在から影響をあたえることはできるが、その逆は成り⽴たない。

⼀⽅、過去については、現在時より影響をあたえることはできな

いが、現在は過去から影響を受けている。現在時を起点にして、

過去の系列と未来の系列とが、⾮対称なかたちで連なっていると

いえる。 

以上のような記述から、次の整理が可能である。 

 

① 各世界点（時空間）は固有の座標を持っている（他と区別

ができる） 

② 各世界点に割り当てられた座標そのものはたんなる標識で

ある（可変である） 

③ 世界点という時空間構造は、物質そのものが“源”となって

いる 

④ 過去－現在－未来という世界点の連なりは、物質の影響と

不可分である 

⑤ 現在時を起点にして、過去と未来は⾮対称な関係性にある 

 

上記の整理が妥当であるとして、ここまではあくまでも物理

学の範疇の議論であった。この問題系はドゥルーズの議論とど

のようなかかわりをもつのであろうか。ワイルがアインシュタ

インから影響を受け、物質によって変化しうる場の理論を考案

した思想は、ドゥルーズが⼀⼀般、多⼀般といった観念優位の

思考から脱却し、特異なものへと通じるヒントを与えてくれる

ように思う。次のセクションにおいて検討しよう。 

 

§－３ 

 ドゥルーズ 『ベルクソニズム』において、まず多様体は、事物

を次元数によって規定可能なものとして定義している。この定義

は時空間のブロックである世界点として定義された§－２の定義

と⼀致する。以下では、§－１において区別した「数的多様体」

と 「質的多様体」の区別に沿って、前セクションで確認された点

を補助線としながら各々⾒ていくことにしよう。 

 まず、数的、質的双⽅に共通して⽤いられる多様体について確

認しておこう。前セクションで確認されたこととは、4 次元時空

間としての多様体であり、その⽬的は、当該時空間内の物質の諸

状態を変化に即して、かつ座標系の取り⽅に依存しない仕⽅で記

述することであった。すなわち、特定の視点に依存せずに、時空

間内の状態を内在的に記述するという⽬的は多様体というキー

タームを通じて共通しているといえる。しかも、この時空間は物

質の状態を規定するために導⼊されたものではなく、かつ状態の

多様性に応じて表現形式を変化させようと意図して⽤いられて

いるため、時空間内の状態の多様性は前提とされている。 

 さて、数的多様体とは、「実現されていようがいまいが、つねに

それ⾃⾝において現勢的である」構成物である。実際に現象化し

ていてもいなくても、同⼀条件が与えられれば過去に起こったこ

とを現在・未来においても再現可能であることを⽰唆しており、
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概ね物理現象との類似関係で理解して差し⽀えないだろう。どの

地点、どの時間点をとってきたとしても(いかなる世界点を採⽤

したとしても)、同じ物理現象を再現することは可能である。 

 ⼀⽅、質的多様体のほうはどうであろうか。質的な多様体とま

ず並列されるのは 「主観
シュジェ

」すなわち⼼的な状態である。感情に代

表される⼼的な状態は、意識そのものとの分割が困難なものと考

えることができる。⼈物間における感情を⽐較することは難しく、

同じ⾔葉で表現されている感情が全く同じ事態を表現している

保証は必ずしもない。この意味で考えるならば、質的な多様体と

は、認識や観点に対して相対的なことがらを指すものとなる。し

かし、ドゥルーズの議論はこの道筋をたどらない。ドゥルーズに

よれば差異とは、本来それぞれに 「固有の運動によってそれだけ

多くの本性の差異を創造する」ために⽣じるものである。しかし、

上記の意味での相対的な差異は、基準の差異に過ぎない。誰がど

のように感じたかに依存する質とは、どの視点を基準にとるかに

よってその内容が変化することを意味しており、こういってよけ

れば特定の視点の⼀般化である独我論にほかならない。 

これに対抗するように導⼊されたのが、多様体を基礎とした相

対性理論であったと考えられる。§－２で確認した通り、各時空

間(世界点)はそれぞれ割り当てられた座標系 （標識）によって区

別される特定の位置をもち、かつ座標変換に対して不変なもので

あった。これをドゥルーズの議論に敷衍すれば、特定の視点に依

ることなく、ある状態の内実を記述するという意図を実現する⼿

段として考えることが可能である。多様体のアイディアから相対

性理論が導き出した⽅法とは、特定の基準に依らない物理状態の

記述の⽅法であった。特定の時空間座標系を別の時間座標系に移

したとき、座標の変換によってその内実の変化しない概念を考え

ることが可能であるというわけだ。 

 

分割が、現勢的に分割されるという条件のもとに置かれて

いるということは、その部分 （流れ）が⽣きられねばならず、

少なくとも、⽣きられうるものとして提起されなければな

らないということを意味する。ところで、ベルクソンのテー

ゼ の す べ て は 、 それら
・ ・ ・

部分
・ ・

が
・

⽣きられる
・ ・ ・ ・ ・

もの
・ ・

で
・

あり
・ ・

 、

⽣きられうる
・ ・ ・ ・ ・ ・

のは
・ ・

 、 唯⼀
・ ・

の
・

時間
・ ・

と
・

いう
・ ・

視点
・ ・

に
・

おいて
・ ・ ・

のみ
・ ・

で
・

ある
・ ・

と
・

いう
・ ・

こと
・ ・

を
・

証明
・ ・

する
・ ・

こと
・ ・

に
・

ある
・ ・

。 

（Deleuze, 1966, pp. 80＝ドゥルーズ, 2017, 90 ⾴、

傍点儘） 

 

 この⼀節を考える際、少し説明を加える必要があろう。ドゥ

ルーズのいう時空間ブロックは、それぞれの時空間がほかの時空

間と区別される固有の座標系をもっている。この固有性⾃体は標

識としての固有性であるが、その内実は固有の実体をもっている

と考えて差し⽀えない(時空間内の多様性は前提とされていたこ

とを思い出されたい)。これらが同時に可能なのは、時空間を４

次元多様体としての構造をもつものとして定式化しているため

である。ここで留意が必要であるのは、たとえ視点を変えたとし

ても、いわばその本質が変化するわけではないという点である。

仮に選択する座標系が変わったとしても、その内実は保存される。

⽣きられた時間とはすなわち、この 「内実」を指すものと考えら

れるように思われる。以下、このことを確認することとする。 

「唯⼀の時間という視点において可能である」とはどのような

意味であろうか。ほかの箇所でドゥルーズは、ベルクソンに倣っ

て 「時間の空間化」を批判しており、当該の⼀⽂もこの⽂脈で理

解すべきだと思われる。事実ドゥルーズは、相対性理論に多くの

点で負いながらも最終的に、「アインシュタインは時間を空間化

するあたらしい仕⽅を発明したにすぎない」と結論付けている。

時間が空間的に存在することに否定的なのは、時間の本来的な⾮

対称性を意図してのことであると考えて差し障りないだろう （3）。

未来があらかじめ空間的な位置として定まっているかのような

印象を与えることは避けねばならない。 

しかし、それでもなお時空間ブロックという定式が必要であ

るのは、時間と空間との関係をあらわそうとする意図があった

と考えることができる。先のワイルの思想によれば、空間とは

物質の状態や分布を表すための形式であり、その配分や⼒関係

によって形を変えるものであった。⼀⽅、過去－現在－未来の

諸系列において、現在時を起点に過去と未来は⾮対称な関係に

あり、現在時空間内における状態が未来のどの世界点に到達す

るかを決定する。過去－現在－未来の各世界点は、可能性とし

て提⽰可能であっても、永遠にかかわりをもたないこともあり

うるというモデルが成⽴する。この議論をドゥルーズに接続す

るとどうなるであろうか。各時空間ブロックにおける⾏為者の

ふるまいは、未来時の世界点への到達可能性を規定すると考え

られる。現在時における⾏為は、未来時点において到達される

世界点の無限に近い可能性に対して、少なくとも選択肢に制限

を加えるだろう。このとき、ワイルにしたがって物理的な影響

や⾏為だけでなく“意志”も「物質」の範疇とすると、空間は物

質としての当該⾏為者のふるまいを表現する形式と考えられ、

⼀⽅、時間の系列は現在時における物質の状態に依って世界点

間の到達可能性が規定されると考えられるため、物質の表現形

式である空間と無関係ではありえない。時間は空間のように存

在するわけではないが、空間と不可分であるといえるだろう。

時間－空間を不可分のものとしつつ、空間内の諸⼒の影響と時

間の問題を結びつけようとするとき、時空間多様体という定式
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化は意味を成す。 

最後に、このモデルは数的多様体と質的多様体を区別せよと

いうオーダーと⽭盾しないことを確認しよう。時空間ブロック

間の到達可能性のモデルで考えるならば、物理空間とのアナロ

ジーで考えた数的多様体は、現在時点と未来の⼀点の時空間と

が、現在時の物理状態に依って⼀対⼀で対応している状況を考

えることができる。⼀⽅、質的多様体は上述のように意志等も

物質の範疇に含めたモデルであるから、要素が複雑となるもの

のやはり、未来時空間への到達可能性を規定する。すなわち、

対象によって未来時空間ブロックへの到達可能性を規定する影

響関係を、数的・質的それぞれ分けて考えることが可能にな

る。この意味で、「数的」「質的」は混同されてはならない。し

かし、両者に共通して、諸⼒の状態を観測点に依存せずに内在

的に記述しようとする意図を⾒ることができるのである。 

 

 

 

§－４ まとめ 

 本稿では、ドゥルーズの“多様体”というワードの使⽤をめ

ぐって、主にワイルの相対性理論についての議論を⼿掛かりに

して、多様体概念導⼊に込めた意図を明らかにすることを⽬標

としてきた。ドゥルーズは「数的多様体」「質的多様体」の区別

を導⼊するが、問題は⼆者間の優劣ではなく両者の混同であ

る。そして、その区別を課したうえで、時間と空間をセットに

した時空間の定式化が必要であったのは、各世界における状態

を特定の観測に依存することなく、内在的に定式化しようとす

る意図の現れであった。時空間の多様性は、内包する物質の状

態に依存するのであって、観測視点に依存するのではない。こ

の点で観念優位の多様性は退けられねばならない。 

しかしながら、ドゥルーズの議論が時間と空間を不可分のも

のとしつつ、「唯⼀の時間」という形式下において定式化しよう

とするとき、その意図にはまだ汲みつくされていないものがあ

るように思われる。とくに持続や記憶との関係については今後

の課題としたい。

 

 

―――― 

Notes 

1. 本稿は平成 30 年 3 ⽉ 17 ⽇慶應義塾⼤学において開催された研究発表時の発表原稿に⼀部修正を加えたものである。 

2. 本稿内の引⽤は、特に断りがない場合すべて『ベルクソニズム』（ドゥルーズ, 1966＝2017）からの引⽤である。その他の

⽂献からの引⽤の場合、随時参照を⽰す。 

3. 『ベルクソニズム』における論証では潜在的－現勢的という別の軸の導⼊によって補完されている点であるが、本稿のス

コープを超える論点のため、別の機会にあらためることにする。 

 

  


