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【論考】 

ドゥルーズ判例論のスケッチ 

伊藤幸生 

はじめに 

ドゥルーズは晩年になって判例について語っている。「droit

〔法、権利などを主要な意味とする〕を創造するのは、法典や宣

言ではなく、具体的な判例なのです。つまり判例こそが法哲学で

あるわけですが、判例は特異性を用い、特異性を延長することで

事を進めるのです」（ＰＰ. pp. 209-210. 邦訳 311 頁）(1)。 

ここで特異性という概念がでてくるように、判例イコール個々

の出来事ということが特異性という概念を直ちに連想させるた

めか、法的問題について特に関心を持たない人にとっても印象に

残る発言であるようだ。 

しかし、ドゥルーズの語る判例概念からは、私たちが日頃なじ

んでいる「判例」とはかなり異なった印象を受ける。本稿ではそ

の違いの整理を行ってみたいとおもう。 

 

jurisprudenceは判例か、法解釈か？ 

ドゥルーズのいう判例は、原語では jurisprudence である。こ

の語、そして関連して用いられる droit という語が意味するとこ

ろが一見ひとつに定まらないようにみえる点について順次整理

していきたい。 

jurisprudence という語は一般的な仏和辞典では、「判例、法解

釈」とされている(2)。また判例とは、一般的には①裁判の先例、

②とくに判決を導くために、裁判所が法令の意味を解釈し、明確

にした直接的な判決理由の部分、などのことをいう。 

①の点については、ドゥルーズは後にふれるアルメニアにおけ

る紛争や現代生物学の事例でこの語を用いており、裁判例に限ら

ない広い意味を持たせている。さらに、②の意味での判例はまさ

に法解釈に等しいものとしていわれるが、ドゥルーズのいう

jurisprudence では、裁判の事例にあっても法解釈とはまたちが

ったことが主張されているような印象を受けるのである。 

ドゥルーズのいう jurisprudence は、冒頭での引用にもあった

ように droit を創造するものである。『記号と事件』において同様

のことを述べたもうひとつの箇所がある。 

 

しかし、私にとって興味深いのは la loi〔法律というもの〕

でも、les lois〔諸々の法律〕でもないし（前者は空疎な観

念だし、後者は日和見主義的な観念です）、le droit〔法とい

うもの・権利というもの〕でもなければ les droits〔諸々の

法(3)・諸々の権利〕でもなくて、jurisprudence〔判例・法

解釈〕なのです。実際に droit〔法・権利〕をつくりだすの

は jurisprudence〔判例・法解釈〕なのですから、これをひ

とり判事の手にゆだねておくわけにはいきません。作家が

読むべきなのは民法典ではなく、実際の判例集なのです。

（ＰＰ. pp. 229-230. 邦訳 340 頁。） 

 

一般的にはここでいわれる loi は、現在では国会が制定した法

律など実定法的な法規を意味する。一方、droit は、①広く法（法

規範）を意味し、さらに②権利をも主要な意味とする。また

jurisprudence は前述のように、「判例、法解釈」とされている。 

ところで『アベセデール』においてドゥルーズは、

jurisprudence の例としてタクシー禁煙訴訟を挙げている。 

車内を禁煙にしたタクシー会社を相手に喫煙の権利を求めて

訴訟が起こされた。判決はタクシー会社敗訴だった。判決理由は、

タクシーの乗客を部屋の借り手と同一視するというもので、つま

り部屋の借り手が喫煙するのを貸し手は禁止することができな

いのと同じことであるという。 

そして 10 年、判決は変わる(4)。タクシーは公共サービスとみ

なされ、公共サービスであるからタクシー会社は禁煙にする権利

もあるとされた。 

近代司法において裁判官は、裁判の基準となる、法律などのな

んらかの法源に依拠して判決を下すことになる。ドゥルーズが挙

げたこの判決においても、裁判所は結論を導くためにあくまで法

的な根拠を挙げる。賃貸借に関する規定を用いるなどして（いわ

ゆる類推解釈・適用？）、サービスの性格を法的に規定すること

である。 

ところがこの事例について、ドゥルーズは、あれこれの権利が

問題なのではなく、問題なのは状況であり、進化する状況が物事

を決めるのだと述べる。つまり社会的な状況に合った結論があり、

結論を導く法解釈はあくまで裁判の体裁を整える装いであるか

のようなのである。 

このタクシー事例に先立ってドゥルーズは、人権というものは

純粋に抽象的なもので中身はカラだと述べたうえで、「人は具体

的な状況に身を置いている」として、1980 年代後半におけるア

ルメニアにおける紛争について語っている。 
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アルメニアの飛び領土が別のソビエト連邦の国の中にある。そ

こで他人種によるアルメニア人の虐殺があり、アルメニア人がア

ルメニア共和国に逃げていったところ、地震が起きたという概略

である。 

ドゥルーズはこれを「jurisprudence の問題」であるとする。

様々な配置（agencements）があり、具体的状況がある。飛び領

土をなくす、あるいはそこで人が生きられるようにする、人権が

問題ではなく正義が問題なのでもない、飛び領土をいかに組織す

るかの問題であり、これは jurisprudence の問題だ……このよう

に述べるドゥルーズにとって、jurisprudence とは個々の具体的

な状況の中での配置や組み合わせにかかわる問題なのである。そ

うであるなら、ひとり判事の手にゆだねておくわけのはいかない、

と語られるのももっともな面もある。  

こうしたことからすれば、jurisprudence とは権利にまつわる

「法解釈」というよりも、個々の事例、という意味合いの強いド

ゥルーズ独特の概念であるようにおもわれる。jurisprudence と

いう語については以下、「判例」という訳語を当てて進めること

とする。 

 

droitは権利をも含むか? 

それにしても「あれこれの権利が問題なのではなく、問題なの

は状況であり、進化する状況が物事を決める」とはどういうこと

であろうか。既存の権利の適用が問題にもならないような状況で、

むしろ新しい状況にふさわしい新しい権利の創造が重要という

ことであろうか。 

実際に droit［法・権利］をつくりだすのは判例であるとされ

るが、ドゥルーズは droit(s)に興味をひかれないと述べつつ、

droit(s)を創造するという点に判例の意義を見出しているようで

ある。この点で droit の位置づけは曖昧である。フランスでは旧

体制における高等法院の腐敗などから、フランス革命以来司法権

への不信と立法権への信頼ということがいわれる。こうした背景

のもとで、「法規範をつくるのは、むしろ判例である」というフラ

ンス固有の状況への発言にとどまるものかもしれない。 

 

 しかし droit につき、積極的に「権利」を含むとする解釈もあ

る。 

ドゥルーズは、実際に droitをつくりだすのは判例であると述

べた後、現代生物学およびそれが作り出す新しい状況などにつき、

判例のからむ問題であるとして、いま、必要なのは道徳をふりか

ざし、専門能力をいつわった有識者の委員会ではなく、利用者の

集団であると述べている（ＰＰ. p. 230. 邦訳 340 頁）。 

このことを根拠として Paul Patton は、droit(s)の創造という

点につき、法（law）の創造のみならず、法において表現される

権利というもの（the right）、あるいは諸権利（rights）の創造を

含むとする。さらに続けてドゥルーズが「実際に利用する人がい

ればこそ、法が政治に変容する」と述べている点に着目し、諸々

の新しい権利の創造とドゥルーズ＝ガタリのいうミクロ政治学

とをつなぐ。すなわち、例えば法律で禁じられた同性愛の問題で

あれば、さまざまな個人的・集団的な活動が人々の感性、信念、

態度における変化をひき起こし、こうした状況の変化が法律の変

更をもたらすに至るという流れを描いている(5)。ドゥルーズのい

う「問題なのは状況であり、進化する状況が物事を決める」とい

う点につき、能動的に状況を作り出していくという方向に意義を

見い出す積極的な解釈を行っている。 

しかし、ドゥルーズは現代生物学のケースにあっても「権利」

という言葉で語ることを避けているようにもおもわれる。 

 

具体的状況をどう考えるか、どうするか～君が代訴訟についての

新たな視角 

「人間が経験する非道さはどれもひとつひとつが事例だ。抽象

的な権利が否定されているのではなく、ひとつひとつが非道な事

例だ」（ＡＧＤ）とドゥルーズは述べる。『アベセデール』で繰り

返されるように、問題は具体的状況である。 

さらに『記号と事件』においては、つぎのように述べられてい

る。「いま、永遠不変の価値の代役をつとめているのが人権」であ

り、「法治国家をはじめ、誰が見ても抽象的としか思えない観念

が幅をきかせている」、そして「抽象的な観念の名において、あら

ゆる思考が阻害され、運動にもとづく分析がことごとく遮断され

てしまう」（ＰＰ. p. 166. 邦訳 244 頁）(6)。 

ここでは、純粋に抽象的な人権、具体的状況という問題につい

て、日本におけるある具体的な訴訟とそれに対する批判的観点を

紹介することで、考えるための補助線を引いておきたい。 

 

近年の公立学校での入学式などの式典における「君が代」をめ

ぐる一連の訴訟につき、いかにその具体的状況を考えるかにつき、

優れた視点を、木村草太『憲法の創造力』（NHK 出版、2013 年）

に取材してみたい。以下同書 30～51 頁の記述に沿って事案の概

要・当事者の主張・判決内容を追っていく（最高裁判所第三小法

廷判決平成 19 年 2 月 27 日民事判例集 61 巻 1 号 291 頁、同第

二小法廷判決平成 23 年 5 月 30 日民事判例集 65 巻 4 号 1780

頁など）。 

 

【事案の概要】 

都内のある小学校で校長が音楽科教師Ｘに、入学式で君が代の
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ピアノ伴奏をするよう職務命令を出した。しかしＸは拒否し、東

京都教育委員会は、Ｘに戒告処分をした。Ｘは、この戒告処分は

不当なものとして、その取り消しを求め、訴訟を提起した。第一

審・控訴審で敗訴、そこでＸは最高裁判所に上告した。 

 

【Ｘの主張の概要】 

私は、「入学式で君が代を斉唱すべきでない」という思想を持

っている。 

憲法 19 条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならな

い」と規定し、国民に「思想及び良心の自由」を保障している。 

そうすると、今回の職務命令は、私の思想・良心の自由を侵害

するもので、憲法 19 条に違反する。 

それゆえ、職務命令は違憲無効だったのであり、それに違反し

たことを理由とする戒告処分も違法である。 

 

「君が代」をめぐっては、公立学校の式典での教師の「起立斉

唱拒否」とそれに対する処分も問題となり、同様の主張がなされ

た。 

その争点は、君が代がかつての戦争のテーマ曲とでもいう側面

があり、君が代をめぐる思想の自由の問題であるかのように思わ

れた。 

 

【最高裁判決の一部概要】 

しかし判決ではこうした君が代が帯びた固有の意味を全く無

視され、たんに「現在国歌とされている歌」としてドライに扱わ

れたのである。すなわち、公立学校の式典は、学校教育の一環と

して行われている以上、国家斉唱は学校教育法にいう「国家の現

状と伝統についての正しい理解」および「国際協調の精神の涵養」

という目的を実現するために行われる。 

そして、君が代は法律および慣習により国家として存在するの

が日本国の「現状と伝統」であるなどの理由により、君が代斉唱

を適法とし式典に盛り込むことも問題なく、それを含む式典の秩

序を維持するための命令も適法と評価された（この部分の判示は、

平成 23 年 5 月 30 日判決による）(7)。 

 

「思想・良心の自由」を根拠に争うことは、そもそも君が代を

めぐって固有の思想的意味を特に認めないという、最高裁のよう

な立場を前にした場合に主張の根拠の体をなさなくなるのであ

る。具体的な状況において、また訴訟の場において、「思想・良心

の自由」という人権（権利）を直接的に主張の根拠として持ち出

すことが、非道さの解決にふさわしいものであるか否かが検討さ

れるべきであったのである。 

そこで木村氏は、この問題が具体的には「労働現場」で起きた

ものであることに着目し、次の 2 点の法的構成をあらためて行

う。 

①まず、安全配慮義務違反（雇い主が被用者を生命・身体・健

康などに対する危険から保護すべき義務）の必要性である。公立

学校の先生の中には、式典での君が代斉唱参加に強い精神的苦痛

を感じ、抑うつなどを生じる場合もある。こうした健康の危険が

予測される状況で国歌斉唱を強要することは安全配慮義務違反

になる可能性がある。 

②目的達成のために他の方法がある場合に、嫌がる被用者に特

定の方法での業務を命じれば、嫌がらせ目的の命令として違法と

評価される可能性がある。君が代を式典に盛り込まなくても学校

教育の目的が達せられる方法があるにもかかわらず、あえてプロ

グラム化し、職務命令を出して君が代に反発を感じる人を追い込

んでいるのではないか。 

そのうえで、君が代訴訟の事案は、「自由権」を制約するという

事案ではなく、パワーハラスメントの事案として位置づけが適切

であると述べる。思想を理由とした嫌がらせは労働法上違法であ

り、また思想に差別されない権利（憲法 14 条参照）を主張すべ

きであったとされる。 

訴訟である以上は、なんらかの権利規定（法源）を根拠として

たたかうほかはない。実務家は根拠規定・条文を求める。この限

りでは、「あれこれの権利が問題なのではない」とはいえない。 

しかし、なんの権利が問題なのか？という場合、私たちはえて

して、自らの状況を耳になじんだ人権の名に結びつけてしまう(8)。

たしかに一連の「君が代訴訟」のような事案であれば、すぐさま

「思想・良心の自由の侵害である」ということが思い浮かぶ。し

かし、木村氏は、「労働現場」という具体性に着目し、どういった

関係がそこにあるのかにつき具体的に検討し、あらためて訴訟技

術的に法的な再構成をした。これはまさしく非道な事例につき、

「抽象的な権利が否定されているのではない」というとらえ方で

はないだろうか？ 

 

むすびに代えて 

 先にも引用したように、『アベセデール』において配置

（agencement）という概念で語っているところがある。配置の

組み合いの一部を（状況の一端を）人権ととらえることで、まさ

しく「抽象的な観念の名において、あらゆる思考が阻害され、運

動にもとづく分析がことごとく遮断されてしまう」のである。一

見奇異な判例概念は、ドゥルーズにあっては具体的状況と抽象的

な観念というふたつの項の関係を思考するために要請されたも

ののようである。 

 「君は人権の話を出したがその意味は？(9)トルコ人にはアルメ

ニア人を虐殺する権利はないということだ。そうだ、トルコ人に
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はアルメニア人を虐殺する権利はない。だから何なのだ」（ＡＧ

Ｄ）。ドゥルーズが、質問者のクレール・パルネに対してこのよう

に述べているところがある。人が殺意を持ったり、実際に人を殺

したり殺さなかったりするのは、殺す権利や殺されない権利を考

えてのことではない。出会いや状況によっては、人は人を殺すこ

とがある。この発言は、具体的状況と抽象的観念という問題につ

いてのもっともすぐれた例であるようにおもわれる。 

 ドゥルーズの判例や人権についての発言や著述は断片的で、

その射程を見定めるのは困難な面がある。また今後検討を重ね

ていきたい。 

 

―――― 

Notes 

１．ジル・ドゥルーズの著作からの引用については、下記の略号を用い、引用文の末尾に該当ページを示した（必要に応じ

て一部邦訳を改めている）。 

ＰＰ: Pourparlers 1972-1990, Minuit, 2003 [1990].『記号と事件』、宮林寛訳、河出文庫、2007 年。） 

ＱＰ: Qu'est-ce que la philosophie ?, Minuit, 1991.『哲学とは何か』、財津理訳、河出文庫、2012 年。） 

ＡＧＤ: L’abécédaire de Gilles Deleuze, DVD Editions Montparnasse, 2004[1995].（『ジル・ドゥルーズの「アベ

セデール」』、国分功一郎監訳、千葉雅也ら訳、角川書店、2015 年。）なお、本ＤＶＤからの発言引用はすべて“G comme 

gauche”（「G 左派」）から行っている。 

２．jurisprudence につき、フランス法の概説書などでは訳語として、専門家の間ではもっぱら判例という意味で使われ、

古い意味、あるいは一般人においては今でも法学という意味で使われることもあるとされている。滝沢正『フランス法 

第 4 版』、三省堂、2010 年、Lexique des termes juridiques,16e édition, Dalloz, 2007.（フランス法律用語辞典〔第

3 版〕、中村紘一・新倉 修・今関源成 監訳、Termes juridiques 研究会訳、三省堂、2012 年）などを参照。 

３．例えば、droit naturel（自然法）、droit public（公法）などのようにいわれる。 

４．ここでのドゥルーズの説明はふたつの判例が 10 年をへだてて出されたというようにきこえる。しかし、ドゥルーズが

「10 年後…」と語っている途中に質問者のクレール・パルネが「ヴェイユ法ですね」と語りかけているところからする

と、あるいは喫煙状況の変化を述べたにとどまり、判例そのものがふたつあったということではないのかもしれない。

この点につき調べるまでには至らず、御教示いただけると幸いである。 

５．Paul Patton, “Immanence, Transcendence, and the Creation of Rights,” in Deleuze Connections Deleuze and 

Law, Laurent de Sutter and Kyle MaGee (ed.), Edinburgh University Press, 2012, pp.18-26. 

６．「人権によっては、諸権利をもつ人間の内在的生存様式については何も語れないのである」（ＱＰ. p. 103. 邦訳 185

頁）。 

７．この要約は判旨の流れを大きく省略したものであり、是非とも木村氏の前掲書、判決原文などに当たっていただきたい。 

８．この点につき、選挙における投票価値の不平等が争われたいわゆる一人一票訴訟における判決に付された裁判官の個人

意見に対して、「「憲法に選挙の平等と書いてあるから投票価値の均衡が要請される」と述べているだけである。投票価

値の不均衡が具体的にどのような弊害をもたらすのか、実質的に論証するものとは言い難い」などの批判がされている

ところなども示唆するところが大きい（木村、前掲書 64-65 頁）。 

９．パルネは、「最近流行の人権の尊重についてはどうですか？それは“革命的になること”の正反対ですよね？」と人権の

話題を持ち出している。 

 

  


