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【論考】 

ドゥルーズ（＝ガタリ）の哲学における不定冠詞論について 

――ギヨーム⾔語論受容の観点にもとづいた此性にかんする考察 

平⽥ 公威 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
はじめに 

 

存⽴平⾯は此性だけをその内容とする。しかし存⽴平⾯に

は、表現の役割を果たす特異な記号系もあるのだ。内容の平

⾯でもあり、表現の平⾯である存⽴平⾯。存⽴平⾯の記号系

は、とりわけ固有名と不定法の動詞、そして不定冠詞や不定

代名詞によって構成される。（1） 

 

 ドゥルーズとガタリは 『千のプラトー』において、重要概念の

ひとつである 「此性」（heccéité）を論じるなかで、不定冠詞、固

有名、不定法を独⾃の概念として扱っている。ここで、⽇常的に

⽤いられる⾔語 （学）的要素を⾃⾝の哲学の根幹に据える様⼦は、

いささか奇異に思えるかもしれない。しかしながら、ドゥルーズ

が 『千のプラトー』以前から、これらのうち、不定法と固有名を

独⾃の概念へと鍛え上げていることを鑑みれば、それが⼀過性の

主題でないことは明らかであり、ここで、重要な哲学的問いが提

起されていると考えて間違いないだろう（2）。 

本稿ではこれらのうち、不定冠詞を取り上げ、解釈を試みたい

のだが、これにあたり、ひとつ⼤きな困難がある。ドゥルーズ＝

ガタリ⾃⾝は、不定冠詞論を展開するにあたり、理論的参照軸を

挙げていないのである。管⾒のかぎりでは、不定冠詞にかんする

理論は、1980 年代以前の著作でも参照されたことはなく、ドゥ

ルーズとガタリがどこからこの着想を得ていたのか、判明ではな

い。ところが、後年の 『批評と臨床』になると、フランスの⾔語

学者、ギュスターヴ・ギヨーム （1883-1960）の冠詞論が参照さ

れるようになる。そして、その冠詞論ではないのだが、ギヨーム

の⾔語論そのものへの⾔及は、『差異と反復』と 『意味の論理学』

にも認められるのである。1960 年代からギヨームの⾔語論を⾼

く評価していたドゥルーズが、晩年になるまでギヨームの出世作

である冠詞論を知らなかったとは考えにくい（3）。そこで本稿で

は、ギヨームの冠詞論が 『千のプラトー』にも影響を与えている

という仮説のもと、解釈していきたい。 

本論の概要を提⽰しておこう。本稿では、まず、ギヨームの⾔

語論の特徴をよく表していると思われる 「⽂法化」の概念と、動

詞の活⽤と時制の理論を通じて、彼の⽴論を確認し （1-1）、その

上で冠詞論を概略する（1-2）。ついで、『千のプラトー』の不定

冠詞論の読解への予備的作業として、ドゥルーズの 『批評と臨床』

と 『差異と反復』でのギヨーム受容の要点を整理する （2-1）。以

上の段階を経たうえで、『千のプラトー』の不定冠詞論を、此性や

個体化の問題系に位置付けつつ （2-2）、ギヨーム冠詞論の独⾃の

読み換えとする解釈を⽰す（2-3）。 

 

１．ギヨームの⾔語論 

 ギヨーム⾔語論の特徴は、ランガージュを潜在的な⾔語

（langue）と現働的なパロールからなるとしたソシュール的な

⾔語観に、話者による⾔語操作を付け加えたことにある。すなわ

ち、ことばの潜在的な状態である 「⾔語」から 「語り」（discours）

へと現働化する、話者による⾔語操作を分析し、実際の語りにお

ける意味は、その操作に費やされる時間の⻑さに拠ると論じたこ

とが、ギヨーム⾔語論の独創性である （4）。以下ではまず、ギヨー

ムの基本的な着想を確認したうえで、冠詞の理論を概略したい。 

 

１-１．⽂法化と操作的時間について 

ギヨームは、語は潜在的な⾔語のままでは、いかなる品詞も

もっていないため、そのままでは現働的な語りに⼊ることができ

ないと考えていた。つまり、実際の語りにあたっては、語は、他

の語と統合されるなかで品詞を受け取らなければならないので

ある。ギヨームは、このように⾔語の潜在的な状態から実現へと

導く操作を「⽂法化」（grammaticalisation）と呼び、この操作

にあたってなされる話者の⼼的運動に着⽬する⾔語論を展開し

ているのである（5）。 

この⽂法化という操作は、動詞の活⽤において明確に確認でき
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る。ギヨームによると、活⽤とは語を動詞にする操作であり、こ

れにより屈折語尾が付加される。この操作にあたっては、話者は

時間のカテゴリーを⽤いており、その結果、「時間＝時制」（temps）

の表象が⽣成することになる。つまり、形態論的に付加される屈

折語尾は、⽂法化により⽣成する時間＝時制のイメージの指標と

なるのであり、動詞の形態論的分析によって、時間＝時制が体系

的に理論化されるのである。 

また、ギヨームは、話者が⾔語操作にあてる時間の⻑短によっ

て、時間のイメージが段々と展開されると考えた。つまり、屈折

語尾の変化やそれが⽰す時間の表象には進度があり、これが、⾔

語操作の遮断される早さ／遅さに対応するというのである。たと

えば、現在という実在的な時間と、それを中⼼とした未来と過去

についての表象 （直説法）は、操作的時間が⼗分にあてられるこ

とで⽣じるものであり、時間のイメージの進度としては最終段階

にあたる。これに対して、時間イメージの⽣成 （⼼的運動による

⽂法化）の最も早い段階に位置付けられる不定法の場合は、主語

となる⼈称を⽋き、ただ動詞が語としてもつ内的なイメージ （「過

程」（procès））だけが純粋に表象されることになる。そのため不

定法は、ほとんど名詞的ものであり、動詞としてはほとんど潜在

的なままにとどまる （が、最低限の時間⽣成はなされている）。あ

くまでも、不定法により表わされる時間性は、その過程の遂⾏が

来るべきものにとどまっている、という漠然としたものにとどま

るのである （現在や未来、過去といった 「時」（époque）をもた

ない）（6）。 

なお、ドゥルーズの 『意味の論理学』では、不定法が特権視さ

れているが、それは、不定法が⼈称をもたず、物体的な対象や具

体的な時間＝時制によっては表されないような、きわめて抽象的

な時間を表現していることに由来している（この点については、

2-3でもう⼀度考察する）。 

 

１-２．不定冠詞と定冠詞について 

 ギヨーム⾔語論は、このように話者の⾔語操作に着⽬して、わ

れわれの⼼的な運動と⾔語的な表象の⽣成過程をとらえるもの

である。それでは、こうした⾔語論において、不定冠詞、ひいて

は冠詞はどのように論じられるのであろうか。ギヨームによれば、

冠詞とは、名詞を語りへと現働化する際の指標であるという。動

詞の分析では、活⽤という⾔語操作が屈折語尾に表われるとされ

ていたが、名詞の実在化における話者の⼼的運動は、冠詞に表れ

るのである。確認しよう。 

ギヨームは、フランス語の冠詞のなかでも、不定冠詞と定冠詞

を基礎的な対象とした分析を⾏っている。ギヨームによると、話

者が名詞を語りへと移⾏させる際には、名詞を「個別化」

（particularisation）あるいは 「⼀般化」（généralisation）する

⽅向への⼼的運動がはたらいている。この運動の出発点は、潜在

的で⼀般的な状態 （⾔語）にあり、話者はそこから、名詞を個別

化する⼼的運動を展開する。話者の⼼的運動は、潜在的で⼀般的

な状態から、名詞をひとつのものとして個別化するに⾄るのだが、

そこで運動が遮断されなければ、名詞はさらに、⼀般化された意

味の広がりをもつまでになる。ギヨームは、こうした⼼的運動を

⼆つに区分し、⼀般性から個別に向かう運動に不定冠詞が対応す

るとし、個別から⼀般性へと向かう運動には定冠詞が対応すると

論じている （7）。このとき、冠詞の意味は、動詞の場合と同様に、

⾔語操作にあてられた時間の⻑短に対応することになる。つまり、

不定冠詞や定冠詞の意味は⼀義的に定まってはいないのである。 

こうした冠詞論について、ドゥルーズのギヨーム受容に影響を

与えたと考えらえるエドモン・オルティグは、次のようにまとめ

ている（8）。 

 

ある句 （phrase）〔⽂法的価値を与えられた、語りを構成す

る最低限の単位〕のなかでの冠詞の使⽤は、〔話者の⼼的な

緊張＝運動性を⽰す冠詞の〕体系のなかでの⼀定の位置に

対応している。この体系のなかでの位置によって、冠詞の使

⽤に、意味の効果が⽣じてくる。（9） 

 

 ギヨームの冠詞論によれば、不定冠詞と定冠詞は、それぞれ⼀

般性と個別性を表し得る。たとえば、⼀般性から出発する個別化

の運動は、早い段階で遮断されれば⼀般性を表し、⼗分に展開さ

れれば個別性を表す。そしてこれとは反対に、個別性から出発す

る⼀般化の運動は、早い段階で遮断されれば個別性を、⼗分に展

開されれば⼀般性を表すことになる。前者の運動に不定冠詞が対

応し、後者に定冠詞が対応するため、これら⼆つの冠詞は、それ

ぞれが⼀般性や個別性という等しい意味をもつことになる。しか

しながら、体系における位置は同じでも、それぞれの⼼的な運動

のベクトルは異なるのである。図１は、こうした冠詞の体系を表

している。 

 

図１（10） 
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 図１の n-1 と N-1 は、体系内での位置によって同じ意味（⼀

般性）をもつが、前者は個別化へ⽅向づけられた⼼的運動を⽰し、

後者は⼀般化への運動を表している。つまり、前者は、名詞を際

⽴たせるような特異性のヴィジョンへと段々と近づくベクトル

をもつが、後者は、段々と特異性のヴィジョンがみえなくなって

いくようなベクトルをもつのである （11）。同様に、たとえば図の

中⼼にある 2 により⽰される⼆つの位置も同じ意味をもつが、⼼

的な運動のベクトルにおいて異なることになる。いくつか⼀般性

と個別性を表す例を挙げて、確認しよう。⼀般性を表す例として

は、たとえば次の⼆つがある。「⼦どもとは、いつでも⺟親の作品

である Un enfant est toujours l'ouvrage de sa mère」、「ひと

は死ぬものである L'homme est mortel」。個別性を表す例とし

ては次のものが挙げられる。「男が⼊ってきた、狼狽している様

⼦であった Un homme entra, qui avait l'air hagard」「男が

⼊ってきて、暖炉のそばに座った L'homme était entré et 

s'était assis au coin du feu」。このように、不定冠詞は、実際の

操作において特定の位置と意味をもつのである。そして、こうし

た個別的な操作を離れた抽象的な状態、すなわち 「⾔語において

は、冠詞 un は、普遍から単独へと広がる運動の全体
．．

を表象する

のである〔…〕」（12）。 

 

２．ドゥルーズ（＝ガタリ）の不定冠詞論 

 それでは、このギヨームの冠詞論を、ドゥルーズ（＝ガタリ）

はどのように受容したのだろうか。本稿では最終的に、ドゥルー

ズがガタリとの共著である 『千のプラトー』において、不定冠詞

を独特の概念へと彫琢していることに解釈を与えるが、これに先

⽴ち、ドゥルーズ最晩年の著作である 『批評と臨床』に収録され

ている論⽂、「……と彼は吃った」の記述を確認したい。ここでの

記述は、冠詞論への⾔及ととともに、ドゥルーズのギヨーム⾔語

論受容を端的なかたちで表わしており、『千のプラトー』解釈に

あたっての補助線になると思われるからである。 

 

２-１．冠詞論と差異の体系のダイナミズムについて 

 はじめに、⾔語学に対するドゥルーズの姿勢について確認して

おきたいのだが、おおよその論点は、⾔語を等質的な体系とみな

すか否かにある。これには、ドゥルーズが 『差異と反復』などで、

差異の体系として⾔語を記述する学説を肯定的に評価している

ことを思い浮かべるとよいだろう。とくにガタリとの出会い以降

は、⾔語を等質的な体系として捉える学説に対する批判が前景化

してくる。たとえば、『千のプラトー』では、チョムスキーらが⾔

語を等質的な体系としてみなしていると批判され、⾔語を社会的

状況とともに研究する必要が論じられている （13）。これはつまり、

⾔語を個⼈的な発話から抽象し、等質的な相互関係をもつ単位の

総体として扱うという、（いわゆる）ソシュール的な⾔語観への

批判である。ドゥルーズとガタリが⾔語活動にみいだそうとする

のは、個々の定数 （個別的使⽤による意味ではなく、他の項との

外的関係により定義される形式としての⾔語的項）ではない。む

しろ、⾔語活動を社会的な状況などに開く⾔語使⽤や、ひとつの

⾔語的項を貫く運動性の⽅が着⽬されるのである。こうした⾔語

観は、ドゥルーズ最晩年の 「……と彼は吃った」まで維持されて

いるのだが、注⽬すべきことに、そこではギヨームの冠詞論が⾼

く評価されている。 

 

たとえば、⾔語学者のギヨームによれば、⾔語の個々の項は

他の項と関係をもつ定数ではなく、微分的位置のセリー、定

め得るダイナミズムについてのさまざまな観点ととらえら

れる。だから、不定冠詞の« un »は個別化の動きに含まれ

た揺れの地帯の全域を経めぐるだろう。それは吃りであり、

揺れを構成する« un »や« le »の個々の位置なのである。
（14） 

 

 すでに確認したが、ギヨームによると、話者は⾔語操作により、

⼼的運動を展開させるのであり、冠詞の意味は、その運動の進度

に対応している。つまり冠詞は、他の項との関係によってはとら

えられない内的な運動性を表しており、それが冠詞の体系内に占

める位置により、冠詞の意味は規定されるのである。そしてまた、

潜在的な⾔語に近い段階における不定冠詞は、こうした運動の全

体、その全域を表すことになる。上の引⽤からわかるとおり、ドゥ

ルーズがギヨームを評価しているのは、その冠詞論がまさに、ベ

クトルにより表される⼼的運動の全体を考慮にいれつつ、実際の

⾔語活動において⽣じる微分的＝⽰差的な位置関係を捉えたこ

とにあるのである。 

 こうしたギヨームに対する評価は、『差異と反復』にも⾒いだ

すことができる。『差異と反復』の第四章において、ドゥルーズは

ソシュールを念頭に置きつつ、⾔語学において、差異が否定性と

ともに扱われてきたと論じ、次のように述べている。 

 

弁別的対⽴という原理のかわりに、差異的＝⽰差的な位置

という原理を⽤いるということということが、ギヨームの

著作の根本的な貢献である。（15） 

 

ソシュール的な⾳素論は、弁別的対⽴にもとづいて⾔語的項同

⼠の差異をとらえる。これに対してギヨームの理論では、⾔語的

項をとらえる観点が置かれるのは、潜在的な状態から現働的な状
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態へと移⾏させる⼼的運動であり、その運動の漸近的な差異的＝

⽰差的な位置からとらえられることになる。ドゥルーズは、ここ

での差異概念に、否定性にはよらない純粋な差異を⾒出しており、

積極的に評価している。そしてこれが、度合いの差異や強度概念

へとつながっていくのであり、晩年の 『批評と臨床』にまで通底

するドゥルーズ哲学の基調をなすのである。 

次節以降では、こうしたギヨーム⾔語論、とくに冠詞論のもつ

ダイナミズムへの評価が、『千のプラトー』にも通底していると

仮定したうえで、その冠詞論を解釈する。これにあたりまずは、

この著作での不定冠詞の位置付けを、此性や個体化との関連で確

認しよう。 

 

２-２．『千のプラトー』と不定冠詞について 

ドゥルーズ＝ガタリが不定冠詞についてまとまった記述を与

えている第 10 プラトーでは、「何かになること」の現実性が中⼼

的な話題に据えられている。より正確にいえば、「何かになる」こ

とにおける 「何か」により表される個体性が、再考されるのであ

る。というのも、ドゥルーズ＝ガタリは 「何かになること」を積

極的に思考しようとしているのだが、もし、その個体性が本質的

規定として理解されるなら、「何かである」ことを離れて 「何かに

なる」という⽣成変化そのものが不可能になってしまうためであ

る。 

そこで、ドゥルーズ＝ガタリは、より多くやより少ないといっ

たかたちで分有される偶有的形相に⾔及しつつ、次のような仕⽅

で個体性を理解しようとしている。 

 

ある⽇、ある⼀節、ある 〈事件〉の個体性とは何か。より短

い⼀⽇やより⻑い⼀⽇は、厳密にいえば外延ではなく、外延

に特有の度合いである。それは驚きや⾊彩などに特有の度

合いがあることと同じだ。したがって偶有的形相は、組み合

わせ可能な数々の個体化からなる 「緯度」をもつことになる。

ひとつの度合いやひとつの強度は、ひとつの個体、つまり此

性であり、それが他の度合いや他の強度と組み合わさって、

もうひとつの個体を形成する。（16） 

 

ドゥルーズ＝ガタリによれば、⽣成変化に特有の個体性とは、

度合いをもつのであり、そのようなひとつの度合いが此性と呼ば

れる。そして、この此性にこそ、不定冠詞がかかわるのである。

われわれは本稿の冒頭で不定冠詞にかんする記述を引⽤したが、

それはまさに、不定冠詞が此性にかかわると論じた箇所なのであ

る。 

 

存⽴平⾯は此性だけをその内容とする。しかし存⽴平⾯に

は、表現の役割を果たす特異な記号系もあるのだ。内容の平

⾯でもあり、表現の平⾯である存⽴平⾯。存⽴平⾯の記号系

は、とりわけ固有名と不定法の動詞、そして不定冠詞や不定

代名詞によって構成される。 

 

このように、『千のプラトー』では、個体性の度合いや強度、此

性にかかわるものとして、不定冠詞が提⽰されている。それでは、

不定冠詞は具体的にどのような機能をもつのだろうか。たとえば、

第 6 プラトー 「いかにして器官なき⾝体を獲得するか」では次の

ようにいわれている。 

 

「ある」腹、「ある」⽬、「ある」⼝。不定冠詞にはなにも⽋

如していない。それは無規定でも、無差別でもなく、ただ強

度の純粋な規定を⽰し、強度の差異を表すだけだ。不定冠詞

は欲望を導く。⼨断され破裂した⾝体 （あるいは⾝体なき器

官 OsC）のことをわれわれは語っているのではない。CsO

はこれとまったく反対のものだ。失われた統⼀性に対して、

⼨断された器官があるというのでも、差異を区別できる全

体性に対して、無差別状態への回帰があるということでも

ない。器官の強度的⽐率の分配といったものがあり、この分

配は肯定的な不定冠詞をともなって、ある集団や多様体の

ただなかで、あるアレンジメントにおいて、CsO に作⽤す

る機械状の連結にしたがいつつ実現される。（17） 

 

器官なき⾝体という最重要概念について論じられている箇所

ではあるが、本稿の関⼼にしたがってまとめれば、不定冠詞は、

強度の規定と差異を表わし、強度的⽐率の分配にかかわるという

ことがわかる。しかしながら、特定の本質や規定性 （本質的形相）

ではない、度合いとしての個体性とはそもそも何なのか。また、

なぜそうした強度の分配なるものに不定冠詞が関係するといわ

れるのだろうか。ここでもう⼀度、ギヨーム冠詞論を個体化と個

体性の観点から再考察することで、こうした問いへの⽷⼝を探り

たい。 

 

２-３．不定冠詞が表す此性と個体化について 

 まず確認したいのだが、ギヨームの理論によれば、不定冠詞は、

潜在的な⾔語の状態にある語を個別化するベクトルを表わすの

であり、この⽅向に向けられた⼼的運動の結果、「ひとつのもの」

といえるような現働的なものの表象が得られるのであった。 

ところで、この冠詞論では、奇妙なことが論じられているよう

に思える。というのも、この冠詞論が段階的な表象の発⽣過程を
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論じているのであれば、そもそも⾔語の状態にある語、つまり最

も個別化の度合いの低い語は、何を表わすというのだろうか。個

別的で現働的な表象が個別化の運動によって発⽣する以上、最も

個別化されていない語を、個別化した名詞のイメージをもとに考

えることはできない。たとえば、潜在的な状態の 「⽝」を、現働

的で個別的な表象である 「⽝」から考えることはできないのであ

る。というのも、個別化された表象から出発して名詞 「⽝」の⼀

般性を思考することは、むしろ定冠詞のベクトルが表す⼼的運動

だからである。それでは、不定冠詞が表す⼼的な運動が出発点と

するのは、どのような表象なのだろうか。ギヨーム⾃⾝は⽴てな

かった問いだが、これこそが、『千のプラトー』における此性概念

にかかわっているのではないだろうか。 

 ここで、ギヨームによる不定法の議論を少し参考にしたい。と

いうのも、すでにみた通り、不定法は動詞への⽂法化の最初の段

階に位置するのであり、その点で、不定冠詞が表す最も個別化さ

れていないものの表象と並⾏的に思考され得ると考えられるた

めである。 

ギヨームによれば、不定法とは⼀切の⼈称 ・主体を⽋いた、漠

然とした過程を表わすのであった。しかしながら、⼀切の主体を

もたない過程とはどのようなものなのであろうか。たとえば、「猫

が歩く」や 「⽝が歩く」、「カトーが歩く」などの直説法現在形の

動詞は、⾏為主体をもつ現働的な過程を表象している。これに対

して、そうした主語を⼀切もたない端的な 「歩くこと」そのもの

は、個別的な 「歩く」という表象を可能にしているが、それらに

還元されることはなく、きわめて抽象的な出来事を表わしている

といえるだろう。ギヨームの時制＝時間論の論点は、まさに、こ

うした漠然とした⾏為の表象である不定法を出発点とし、⾏為主

体となる⼈称の挿⼊ （接続法にあたる）を経たうえでの、具体的

な時間の表象（直説法にあたる）の発⽣なのであった。そして、

こうした論点を踏まえたうえで、ドゥルーズは『意味の論理学』

において、不定法を純粋で⾮⼈称的な出来事の表現へと概念化し

ていたのである。すなわち不定法は、もはや「何か」（aliquid）

と表すことしかできないものを表現してしまうのである。 

 これと同様に、最も個別化が進んでいないものから出発するよ

うな、不定冠詞の運動を考えることができるのではないだろうか。

すなわち、不定冠詞はまずもって、話者にとって 「⽝」にかかわ

るが極めて抽象的であるために 「何か」としか表現できないもの

にかかわっていると考えることはできないだろうか。そう考える

のならば、個別化の運動は、「⽝」にかかわるが 「何か」としか⾔

いようのないものから出発して、その 「何か」がもつ 「⽝性」と

でもいうべき要素（たとえば、四⾜歩⾏することや咥えること、

（堅いものを）かじること、等々）を、特定の個体に向かって選

別され、組み合わせることで、具体的なひとつの個体としての 「⽝」

の表象を発⽣させることになるだろう。 

こうした解釈は、ギヨームの⽴てた問いを超えていくものであ

るかもしれない。しかしながら、ドゥルーズ＝ガタリは、個体性

をこのように考えていると思われる。 

 

俳優のデ・ニーロはある映画の⼀場⾯で⼀匹のカニの 「よう

な」歩き⽅をしてみせる。しかし、当⼈の説明によると、こ

れはカニというものの模倣ではない。映像と、あるいは映像

の速度と、カニというものにかかわる〈何か〉〔quelque 

chose〕を組み合わせようというのである。（18） 

 

  「カニというもの」（le crab）ではなく、「⼀匹のカニ」（un crab）

を問題にするとき、つまり、不定冠詞による名詞の個別化が問題

になるとき、たしかに、「⽝」や 「カニ」のような実在的な対象の

もつ本質としての個体性はもはや問題ではないだろう。むしろ、

普通 「⽝」と呼ばれるものがより多く分有するような 「何か」、す

なわち、われわれにも分有することができるだろう抽象的な 「何

か」こそが、その個体性にほかならないのである。そして、それ

らが組み合わさることではじめて、「⼀匹の⽝」といった現働的

で個別化した表象を得ることができる。つまり不定冠詞が表して

いるのは、いくつかの⽝性を組み合わせる個別化の運動であり、

此性の配分にほかならないのである。 

たとえば、ドゥルーズ＝ガタリはスレピアンを紹介しながら、

両⽅の⼿に靴を履かせることで、⼿の構成要素が 「⽝への⽣成変

化」に組み込まれることについて語っている。これはすなわち、

（四⾜歩⾏することといった）「⽝性」の分配にほかならないだ

ろう。このとき、不定冠詞が表す 〈⽝性〉は、 「何か」や 「此れ」

としか表わせないような抽象的な段階から、より個別的な段階に

進められており、それが⽝と呼ばれるものやスレピアンに分配さ

れているということができる。つまり、個体化の運動は、此性を

個別化しながら進⾏するのであり、⽣成変化が向かう先の相⼿を

も巻き込んでいくのである （19）。そうであればこそ、しばしばドゥ

ルーズ＝ガタリが⼥性の 「⼥性への⽣成変化」というパラドキシ

カルな仕⽅で語ってみせるように、⽝の 「⽝への⽣成変化」も可

能になるのである。そして、こうした解釈が妥当ならば、この不

定冠詞論＝⽣成変化論の背景に、ギヨーム冠詞論の影響をみてと

ることも難しくはないはずである。 

本稿が提⽰した論点をまとめよう。ギヨームが論じた不定冠詞

論では、不定冠詞とは、個別化の運動全体を表象するものであり、

名詞で表されるものの現働的ではない表象から出発して、そこか

ら段々と個別化が⾏われるのであった。ドゥルーズ＝ガタリ⾃⾝
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は、不定冠詞を論じるにあたり、ギヨームに⾔及していないが、

まさにそれをラディカルに推し進めているのではないだろうか。

すなわち、不定冠詞そのものが表すのは、度合いをもった個体性、

此性としてしか表現できない 「何か」であり、不定冠詞が表す個

別化の運動は、この個体性を個別化しつつ分配していく個体化で

あると、ドゥルーズ＝ガタリは論じたのではないだろうか。こう

して、不定冠詞は、此性と個体化を表わす概念へと鍛え上げられ

るのである。 

 

おわりに 

 本稿では、ドゥルーズにおけるギヨーム⾔語論受容という観点

から、不定冠詞にかんする議論を解釈した。もちろん、本稿で提

⽰した読解は仮説的なものであり、より詳細な検討を要する。そ

もそも、未だ不明な点の多い 『千のプラトー』を論じるには、そ

こで⽤いられる概念群を体系的に整理することからはじめるべ

きであっただろう （20）。そう考えると、本稿が出発に据えた不定

冠詞という概念は、此性と個体化という核⼼的主題にアプローチ

するには、いささか些細にすぎ、本稿は勇み⾜に過ぎたかもしれ

ない。しかしながらまさに、ドゥルーズ＝ガタリが⾃⾝の哲学に

据えようとしていたのは、不定冠詞のような概念のもつ素朴さで

あったようにも思われる。 

 

 ⼦どもたちが投げかける問いは、そこに機械の問題を⾒ない

かぎり、決して正しく理解されることがない。⼦どもの問い

における不定冠詞の重要性もまた、そこに由来する （ある腹、

⼦ども、お⾺、椅⼦。「ひとりの⼈間はどんなふうにできて

いるの︖」）。スピノザ主義というものは、哲学者が⼦どもに

⽣成変化することにほかならないのである。（21） 

 

 ⼦どもたちの素朴さをもって、⼦どもたちとともに問いを⽴て

ること。こうした意味で、本稿が論じてきたのは、まさに、ひと

りの⼦どもへの⽣成変化の可能性にほかならない。不定冠詞を通

じて、われわれは⼦どもに⽣成変化することができるのであり、

そのときわれわれは、解放された⼦ども性と、（おそらくは機械

状に）組み合わせられるのである。本稿が選んだ不定冠詞という

主題は確かに⼩さなものであるが、ここから、ひとつのドゥルー

ズ＝ガタリの哲学へと⾄るための端緒を開くことができたので

はないだろうか。 

 

 

―――― 
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（飼い⽝として）「憂鬱」と名付けられるものとの情動的関係が結ばれるかどうかが賭けられているのであり、この悪魔的な

同盟関係が結ばれるときにはじめて、両者が「⽝への⽣成変化」に巻き込まれることになる。 
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20. そもそも、『千のプラトー』におけるギヨーム受容を検討するなら、動詞論を扱うべきである。ギヨームの動詞論が 『意味の

論理学』にも影響を与えていることを考慮すると、ドゥルーズの思想的変遷を追う上でも明確な論点が、そこから引き出さ

れるように思える。しかしながら、そのためには、『意味の論理学』と 『千のプラトー』の体系的な読解が要求されることが

要素されるため、今後の課題としたい。 

21. MP 313/中 198 

 

  


