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――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【論考】 

ドゥルーズと判例（法解釈） 

――『襞』と⼆つのスピノザ論・ 『意味の論理学』の⼀側⾯について 

伊藤 幸⽣ 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 

１．『襞 ライプニッツとバロック』における判例 

１-１ 

國分功⼀郎は、『中動態の世界 意志と責任の考古学』（医学書

院、2017 年）において、次のように述べている。 

 

「意志など幻想だし、意志の概念に基づいた能動と受動の

区別もまやかしだ」などと主張する者は端的に能天気であ

る。その⼈物は、⾃らがこの概念や区別にすがらざるをえな

くなる場⾯が訪れるかもしれないことを想像できないだけ

である。（同書 29） 

 

これを敷衍すると、およそつぎのようになるだろう。 

殺⼈などの他⼈を害する⾏為によって被害を受けた場合、本⼈

あるいは遺族が加害者を法的に罰するなどの責任に問うために

は、その⾏為が、「⾃由意志に基づいてなされたもの」でなければ

ならない、すなわち⾏為者が 「能動的になしたもの」でなければ

ならない。そのとき、⾃由意志や能動、受動などの概念は⽐類な

く鋭く迫ってくるであろう。 

このような被害を受けた場合、その加害者の責任をどこまでも

問うこともできる。あるいは、加害者を含む⼀切の⾃然 （ひとつ

の同じ世界）というもののなかでの起こった出来事としてすべて

を受け⼊れていく、という（哲学的）姿勢もありうる。しかし、

そのような姿勢に耐え続けることができなければ、意志、責任、

あるいは能動 ・受動などの概念にすがって、加害者をどこまでも

問い詰めずにはいられなくなる可能性はだれにでもある。 

こうした⾃らに起こりうるアクシデントの可能性を考慮にい

れず、あたかも概念を経験的レベルや状況から切り離して論ずる

ことができるかのように述べる者を國分は批判している。これは

ドゥルーズ研究者として、ドゥルーズの関⼼と⼀⾯では共鳴して

書かれたものなのかもしれない。 

次のドゥルーズの⾔葉を⾒てみよう。 

 

すべての運動と静⽌の構成関係は、なるほど間接無限様態

〔⾃然全体――邦訳者による注〕においてはひとつに組み

合わさるかもしれない。しかし、ある物体または⾝体が、こ

の私の⾝体を構成している諸部分を、あらたな――もはや

私特有のそれと直接的には相容れない――構成関係のもと

にはいるよう仕向けることも⼗分ありえる。（『スピノザ 

実践の哲学』81/75、邦訳/原書というかたちで⾴数を⽰す） 

 

間接無限様態においては、すべての構成関係が無限にひと

つに組み合わされるとはいえ、なにもかもがいい、なにもか

もが善であるというわけにはいかないだろう。（同 83/76） 

 

……物理的混在が正しいのは、全体の⽔準、神の現在の円全

体においてのことにすぎないからである。しかし、各部分に

は、多くの不正と恥辱があり、多くのカニバリズム的な寄⾷

の過程がある。（『意味の論理学』上 262/177） 

 

世界は、その総体においてだけでなく、その細部やあらゆる

場合において最善でなければならない。これ 〔ライプニッツ

の思想〕はまったく分裂症的な再構築の試みである。（『襞』

120/93） 

 

こうした⼀連の 「統⼀のある全体の中での局所的不幸」という

べきものに対しての問いの中でドゥルーズは⾃⼰の哲学原理を

⾒出していったこと、⾔いかえれば、ドゥルーズ哲学における事

例と原理の形成との関係という点について、基本となる⾒通しを

得ることが本稿の⽬的である。 

  

１-２ 

最初に『襞』から次の箇所を⾒てみよう。 
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ライプニッツの楽天主義は何と奇妙なのだろう。もう⼀度

繰り返すが、悲惨がないわけではないが、最善のものはプラ

トン的な＜善＞の廃墟でしか開花することはない。もしこ

の世界が実在するなら、それが最善のものだからではなく、

むしろ反対に、それは存在するから最善であり、それこそが

存在する世界だからである。哲学者はまだ 〈監察官〉ではな

い。経験論とともに哲学者はそうなるのである。また 〈裁判

官〉でもない。カントとともに哲学者はそうなるのである

（〈理性〉の法廷）。哲学者は 〈弁護⼠〉であり、神の弁護⼠

である。彼は神の 〈⼤義〉を擁護するのであって、それはラ

イプニッツの作りだした⾔葉にしたがえば 「弁神論」なので

ある。もちろん悪に直⾯して神を正当化することは、いつも

哲学の常套であった。しかしバロックは⻑期にわたる危機

の時代であり、もう通り⼀遍の慰めは役に⽴たなかった。世

界の崩壊が起こり、弁護⼠はそれを、まったく同じ世界を再

構築しなければならないが、別の舞台の上で、世界を正当化

することのできる新しい原理に結び付けなければならない

（こうして法解釈が⽣まれ、判例ができる）。（同書 120〜

121/92）（1） 

 

読み過ごしてしまうおそれがあるような平易さをも感じさせ

る⽂章であるが、最後のかっこ内の⼀⽂にドゥルーズの基本姿勢

がきわめてよく表れている。その基本姿勢とは 「事例」の重視で

ある。原⽂は、ただ d'où la jurisprudence.とされており、単純

に訳せば、「そこに判例/法解釈は由来する」となる。邦訳では、

「そのため法解釈が重要になる」とやや意訳されているが、さら

にわかりやすく、 「こうして法解釈が⽣まれ、判例ができる」とし

た。ドゥルーズが jurisprudence という語を使っているときに

は、⽇本語の⽂脈からするとやや突⾶あるいは異様に響くような

場合であっても、その訳語として、多くの場合 「判例」とするこ

とで、ドゥルーズの基本的な姿勢よく⾒えてくることが多い。こ

こでも判例という訳語にすることで⽂脈がよく⾒えてくるよう

に思われる。 

『記号と事件』において、ドゥルーズは 「法 〔権利〕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」（同書

311/209-210）と述べている。これを考慮すると、『襞』の引⽤

部分で述べられていることは、具体的な状況において、そこに⽣

きる⼈々が法を解釈しようとすることから判例というものが⽣

まれ、そして、この判例が「法を創造する」ということである。

これは判例あるいは法の発⽣的定義というべきものである。そし

て、法というものの存在は超越的なものではなく、経験的な事例

に由来するということである。 

なぜ法解釈がなされるのか。状況に直⾯した当事者はなんとか

既存の法 （＝原理）を解釈し、あるいは、新しい法 （＝原理）を

創造することで状況を⽣きぬくことが切実な問題となる、こうし

て法解釈が⽣まれ、事例と法解釈が⼀体となったものとしての判

例が⽣まれる。そして、この判例が新しい法 （＝原理）を創造す

るのである。 

  『襞』が書かれた当時、すなわち 1986〜88 年にかけて集中的

にドゥルーズは jurisprudence という語を書物、インタビュー、

講義などで⽤いている （2）。この語は、辞書では、「判例、法解釈、

（古い⽤法として）法学」の３つの語義に尽くされており、ほと

んどの場合⽂脈で判断して 「判例 ・法解釈」のどちらにするのか

を決めることとなる（3）。 

 ⽇本語としての 「判例」と 「法解釈」とのちがいは、法解釈が、

「起こった事態 ・起こりえる想定された事態」の双⽅を考慮して

なされるものであるのに対し、判例は、「すでに起こった事態を

もとになされる法解釈」だという点にある。jurisprudence とい

うとき、ドゥルーズ⾃⾝もその語義を明確しようとすることがあ

る。たとえば、「「事例」（cas）、すなわち 「判例」」 （「主体につい

ての質問への答」『狂⼈の⼆つの体制 1983-1995』 237/327）

といわれているように、ドゥルーズは、複数の意味をもつ

jurisprudence という語について、たんなる法解釈ととられない

よう、「具体的事例と法解釈が⼀体となったもの」、ということを

そこでは強調している。 

通常の訴訟は、具体的事件に基づいてその当事者などにより提

起され、そのうえで裁判所の法解釈が⽰される。事件もないのに、

法令そのものの妥当性や違憲性だけを問題に訴訟を提起するこ

とは原則としてできない。これについては、事件の当事者が真剣

に争うことから新たな法解釈がなされることが望ましいからだ

などと説明される。たんに 「法解釈」とすれば、それはありえる

事態を想定しての、法の前もっての解釈という意味をも持つこと

になるが、ドゥルーズはこのような法解釈には意義を認めず、具

体的な状況にある者の解釈を重視しているのである。 

 

１-３ 

ここで、判例 （法解釈）ということについてのドゥルーズの述

べる概略をみたうえで、『襞』に戻ろう。『アベセデール』 「G 左

派」においてドゥルーズはふたつの判例の類型を挙げている。類

型として、通常の法解釈としての判例とドゥルーズによって拡張

された意味における判例である。本⽂では前者についてのみ述べ

てみよう（4）。つぎのようなケースが紹介されている。 

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
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訴訟が起こされ、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、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るようになった。このように事例を

紹介したうえで、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。 

「状況が決める」とはどういうことかが問われるべきことであ

る。前者の判決では、タクシー内での喫煙は認められるべきだと

いう判断が状況の総体として妥当であるということが社会的な

合意としてすでに結論としてあるということだ。そのうえで法解

釈がなされる。いわば 「法に基づく裁判」という司法の建前が整

えられる。しかし、建前的な⾯があるとはいえ、妥当と思われる

結論が先にあったとしても、法体系のなかで妥当な法解釈が導か

れるのでなければ、やはりその結論は状況に対する判断としては

法的に許されず、社会的な判断としても正当なものとは認められ

ないのである （しかし、社会的な判断として妥当であれば、新た

に⽴法を促す機縁となりえる）。 

前記判決理由では 「タクシーの乗客を部屋の借り⼿と同⼀視す

る」という法解釈が⽤いられた。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さ

れた。すなわち、既存の法律などにタクシー内喫煙に関する直接

の法⽂がないなかで、賃貸借というもっとも基本的な規定を 「準

⽤もしくは類推適⽤」するという技巧的な処理がなされたのであ

る。先の 『襞』の引⽤部分の⾔葉を使えば、喫煙を認めるという

ことを妥当な結論として正当化するために賃貸借という 「別の原

理に結び付けた」のであり、こうしてひとつの新しい法解釈が⽣

まれたのである （10 年後の 「公共サービス」という理由づけは、

法解釈としては前者に⽐べて単純である）。 

通常は、法令やその解釈が具体的判断や評価よりも先にあって、

それが事例に適⽤されるものと考えられるかもしれないが、ドゥ

ルーズはこれを逆転させている。こうした思考⽅法は、ドゥルー

ズになじみ深いものである。たとえば、『ニーチェと哲学』におい

ては、価値を前提に評価がなされることよりも、むしろ価値が評

価（⾒極めの観点）を前提としており、評価から価値が⽣じる、

としているのもそうである（同書 20/1）。 

 

１-４ 

ここで先の 『襞』の引⽤に戻ろう。法実務におけるタクシー判

例では、状況判断に沿う法解釈がなされた。しかし、『襞』に描か

れたバロックの状況のなかで哲学者に求められたものは状況を

いかに肯定しながら⽣きていくか、そのためのひねりのある法解

釈であった。 

  

あらゆる領域において、ライプニッツは事例の 「表」を構築

し、これを法解釈または判断の技法として観点に関係させ

ている。いつも良い観点を、あるいは最良の観点を⾒   

出すこと、でなければ無秩序さらには混沌しかあるまい。

（同書 39/30） 

 

そして、「世界は、その総体においてだけでなく、その細部やあ

らゆる場合において最善でなければならない」（同 120/93）。こ

の問いに答える最良の観点が、「楽天主義の原理」と 「最善のもの

の原理」なのである。 

バロックの悲惨はさらにもう⼀か所で強調されている。 

 

われわれの間近で、原理の最後の隠れ家としての⼈間の 〈理

性〉、カントの隠れ家が崩壊しなければならなかった。〈理

性〉は神経症」によって死に絶えるのである。しかし、それ

以前にも精神病的な挿話が、神学的 〈理性〉の全体の危機と

崩壊が訪れなければならなかった。そこにこそバロックの

⽴場が成⽴したのだ。神学的な理性が袋叩きにあっていた

とき、世界が神学に逆らって、あらゆる 「証拠」を、暴⼒や

悲惨をたえまなく積み重ね、⼤地が⼤揺れしかけていると

き、それを救出する⼿段があるだろうか。バロックの解決と

はこういうものだった。原理を増殖させること、いつもひと

つの原理を袖⼝から⾶び出させ、そして原理の使⽤法を変

えてしまうこと。（同 117〜118/90〜91） 

 

もはやわれわれは、しかじかの輝かしい原理に、どんな対象

を与えることができるかと問うたりしない。むしろしかじ

かの与えられた対象に、つまり何らかの 「当惑させる場合」

に、どのような隠された原理が答えるか、と問うのである。

(同 118/91) 

 

このようなものとしての原理についてわれわれは内省的な

⽤法を作り出し、事例が与えられているところに原理を発

明するのである。つまり、これは、〈法〉を普遍的な 〈法学

/判例/法解釈〉Jurisprudence universelle に変えてしまう

ことだ。これは概念と特異性の結婚なのである。（同前） 

 

無よりもむしろ 〈何か〉を保持し、原理の過剰、原理の⾏き
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過ぎ、原理に固有の⾏き過ぎによって、世界の悲惨に答える

輝かしい瞬間。（同 119/92） 

  

ドゥルーズは jurisprudence に関し、「特異性」ということを

いくどか強調する。たとえば、「普遍性の機能に代わって特異性

の機能が出現する……。これは法においてさえも⾒受けられるこ

とだ。つまり、「事例」、すなわち 「判例」の法的概念が普遍性を

格下げし、特異性の放出や、延⻑の機能を優先するのだ。判例に

基づく法という発想は、法のあらゆる 「主体」をもう必要としな

い。逆に主体なき哲学は、法に関して、判例に基づく発想を提⽰

するのだ」（「主体についての質問への答」『狂⼈の⼆つの体制 

1983-1995』 237/327）などと述べられる。 

「概念と事例をもととする特異性の結婚」という表現からは、

例えば 『意味の論理学』における、諸物体の能動と受動から⽣ま

れる効果としての出来事あるいは意味を多くの⼈は想起するの

ではないだろうか。あるいは、『哲学とは何か』においては、「出

来事はいやおうなくひとつの 〈物の状態〉に巻き込まれるたびご

とに現働化あるいは実現されるのだが、しかし出来事は、概念が

〈物の状態〉から取り出されるために＜物の状態＞から抽象され

るたびごとに、反－実現されるのである」（同書 269/150〜151）

と、概念が物の状態に由来すると述べられていることをも想起す

るのではないだろうか。物の状態は事例の特異性とほぼ同視され

ており、「事例に由来するもの」に対するドゥルーズの観点が⼀

貫していることをうかがわせるのである。 

そして、「判例変更」、すなわち、事例にもとづく法解釈の変更

や判例をつうじての法創造は、新しい事例において、既存の法令

あるいは既存の判例 （＝法解釈）をそのまま適⽤することが状況

からすると妥当ではないという判断や評価が事前になされると

きに⾏われる。新しい事例が判例を創造し、判例を変更していく。

こうして増殖し、過剰となった原理は 「世界の悲惨に答える」、世

界の悲惨が新しい原理を必要とし、事例のなかで原理が発明され、

増殖していく。こうして判例がつくられ、法が創造されていくの

であり、わたしたちは、これを利⽤することができるのである。 

 

１-５ 

では、特異なものである判例はなぜ利⽤できるのであろうか。

『ザッヘル＝マゾッホ紹介』につぎの箇所を⾒てみよう。 

 

契約から法を⽣みだすかぎりにおいて、マゾヒストは、法の

極端な厳格さを緩和させようとしているのではなく、逆に

この厳格さを強調する。なぜなら、契約が意思同⼠の合意、

期間の限定、譲渡しえない持ち分の留保といった条件を原

則的に前提しているにしても、そこから⽣じる法には、⾃⼰

の起源を忘却し、これらの限定的な条件を無視しようとす

る傾向があるからだ。それゆえ、契約と法との間の関係には

⼀種の欺瞞がある。……法はいったん制定されると、第三者

に適⽤され、期間を決めずに効⼒をもち、いかなる持ち分も

留保しない……。（同書 139/80） 

 

法の厳格さは、その起源の忘却にあるとされている。その適⽤

の射程の判断、いかなる事例に適⽤されるべきかの判断が難しく

なるということだ。当事者にとっては、⾃⼰の事例がどの法の射

程にあるのかわからす、法の制定時に想定された条件 （制定趣旨）

が忘れ去られ、厳格な適⽤を受けるおそれもある。 

ドゥルーズは、「作家が読むべきなのは⺠法典ではなく、実際

の判例集なのです」（『記号と事件』340/230）と述べたことがあ

る。判例集には事案の概略と、事案の解決を決定づけた法解釈が

記載されている。いわば、その起源が常にその法規範と⼀体と

なっているのである。ひとは⾃⾝の事例との差異を測りながら、

その法規範をいかに利⽤するかを決めることができるのである
（5）。 

 

１-６ 

これまでの 『襞』の引⽤箇所⾃体が判例のように書かれている。

それを整理してまとめとしたい。 

 ①具体的事実は、バロックは⻑期にわたる危機の時代であり、

もう通り⼀遍の慰めは役に⽴たず、神学的な理性が袋叩きにあっ

ていたとき、世界が神学に逆らって、あらゆる証拠を、暴⼒や悲

惨をたえまなく積み重ね、⼤地が⼤揺れしかけていることである。 

 こうした状況において⼈々は懸命に法解釈を⾏う。バロックの

解決策は、「何らかの 「当惑させる場合」に、どのような原理が答

えるか、と問い」、「ケースが与えられているところに原理を発明

する」こと、「原理を増殖させること、いつもひとつの原理を袖⼝

から⾶び出させ、そして原理の使⽤法を変えてしまうこと」であ

る。 

 ②そこから導かれる法規範は、「きわめて悲惨、と評価するこ

とができる状況 （＝事例のもとで）で⼈々はあるいは哲学者は法

解釈を⾏い、原理を増殖させること」である。 

③そしてこの法規範のライプニッツにおける当てはめが楽天

主義の原理と最善のものの原理である。 

ドゥルーズの説明では、判例が法を創造するのであった。特に

悲惨な状況であることは要請されていない。しかしながら、悲劇

的な状況における法解釈の発明や発⾒こそが哲学者の役割なの

である。たとえば、「バロック」と同じく 「ローマの圧政」という
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⼤きな状況の中で、救済までの⻑い時間を埋め合わせようと、パ

トモスのヨハネは 「幻想」を語ったのであるが （ 「ニーチェと聖パ

ウロ ロレンスとパトモスのヨハネ」 『批評と臨床』92/56〜57)、

いかに優れた法解釈をみせるかが問われてくることなのである。 

つぎに、「きわめて悲惨、と評価することができる事例で原理

を増殖させること」がいかに 『襞』以前の著作を説明するか、通

底している問題をみていくこととする。 

 

なお、千葉雅也はあるところで、次のような議論を展開してい

る。 

ケース（事例）を可能性として理解すると間違う。なぜなら、

可能性概念はケースを⼀般化したものだからであり、⾃⾝は 「即

⾃におけるケース」というものを考えているとしたうえで、ドゥ

ルーズの潜在性とは、ケースの多様性のことではないか、超越 （決

まり事）を条件づける次元にあるのは、あれこれ互いに逸脱して

いるものばかりだとする。さらにそのうえで、 「法はそもそもケー

スによって脱構築されている。超越的な⾵をしている法は、その

実 「多様な経験的なもの」に適⽤されなければ意味をもたないの

であり、経験的なものこそが、超越的と⾒える法の 「条件＝超越

論的なもの」なのだ。これがドゥルーズの 「超越論的経験論」で

あると⾔える」と結論づけている。 

また、法のケースへの適⽤についてはさらに、「A 規則には 「現

実的に例外があって当然」と考える⼈は、規則＝超越と例外＝現

実 （経験）を分けており、規則の本性を捉えていない。B  「規則

は規則」なのだからその本質を追究せねばという⼈は、結果的に、

無数の例外＝ケースに直⾯し、規則の 「超越論的経験論」に唖然

とする」、「法の意味＝「どういうケースに適⽤されるのが正しい

か」は、揺れている。この揺れをわざと増幅し、「こんなケースで

も当てはまっちゃいますよね︖」と茶化すのが 「ユーモア」であ

る」など述べている（Twitter 千葉雅也 2017 年 11 ⽉ 30 ⽇）。 

本稿においても、哲学原理 ・概念の形成とともに事例への適⽤

が問題となる。問題になるのは、「判例の射程」である。判例は特

異性にかかわるが、その適⽤においては 「⼀般性」をもつものだ

からだ。 

 ⼀般的には、事実関係が、先例となる判例と同じであると評価

されれば、判例の法解釈が適⽤される。そうであれば、いつでも

私たちは、その悲惨さにおいて既存の原理 ・概念によって解決を

図ることができるということになる。ある事例において、ある哲

学原理 ・概念のそのままの適⽤が解決に妥当でないと思われると

きには、解釈により、あるいは事件を機縁として、新たな哲学原

理 ・概念を作り出すこともできる （判例変更 ・判例による問題提

⽰による法創造）。 

 例えば、『ザッヘル＝マゾッホ紹介』の広く知られたマゾッホの

法に対するユーモア的攻撃のページにおいてドゥルーズは、次の

ように述べている。「私たちがユーモアと呼ぶのは、法からより

⾼次の原理へと遡⾏する運動ではなく、法から帰結へと下降する

運動のことである。……⽣真⾯⽬な適⽤によって法の不条理を⽰

し、法が禁⽌し祓い除けるとされる秩序壊乱を法そのものに期待

するのだ。⼈々は法を⾔葉どおりに、⽂字どおりに受け取る。そ

れによって法の⼀次的性格に異議申し⽴てを⾏うわけではない。

そうではなく、この⼀次的性格のおかげで、法が我々に禁じた快

を、まるで法がおのれ⾃⾝のためにとっておいたかのように、

⼈々は⾏動するのだ」（同書 134~135/77）。法の⽂⾔どおりに

具体的に⾏動することは、まさしく判例的⽅法のわかりやすい例

である。⽂⾔どおりに⾏動してみせることで具体的妥当性がない

ことがはっきりとして、はじめて⼈々に法解釈を促すことができ、

法解釈の変更あるいは法律の廃⽌などを遂げることができるの

である。 

 

２．スピノザ 間接無限様態における原理の形成 

２-１ 

 

すべての運動と静⽌の構成関係は、なるほど間接無限様態

においてはひとつに組み合わさるかもしれない。しかし、あ

る物体または⾝体が、この私の⾝体を構成している諸部分

を、あらたな̶もはや私特有のそれと直接的には相容れな

い――構成関係のもとにはいるよう仕向けることも⼗分あ

りえる（『スピノザ実践の哲学』81/75）。 

 

間接無限様態においては、すべての構成関係が無限にひと

つに組み合わされるとはいえ、なにもかもがいい、なにもか

もが善であるというわけにはいかないだろう（同 83/76）
（6）。 

 

間接無限様態という全体との関係において、部分的、局所的な

災いや不幸というべきものが問題とされている。これに関連して、

まず 「悪」の問題がたてられ、⾃然の中には悪がないと説明され

たうえで、活動⼒の増⼤と減退 （＝よい・わるい）、活動⼒の所有

が問題とされることとなる。そこで 「共通概念」の形成とその意

義が問われることとなるのである。 

 

 以下、悪と共通概念の各テーマについて、ますドゥルーズが述

べるところを後の 『意味の論理学』との関係ですこし詳しく概観

し、最後にまとめをすることとする（7）。 
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２-２ 

間接無限様態とは、無限に変化しながらも常に同⼀に⽌まる全

宇宙の姿である （書簡六⼗四、『スピノザ往復書簡集』畠中尚志訳

285、岩波⽂庫）。これは属性が様態化したかぎりにおいて⾃らを

表現したものであり、運動と静⽌の全体的な⽐によって定義され、

無限に構成されるあらゆる関係を包括しつつ、あらゆる集合の全

体をこのあらゆる関係のもとに包摂する。 

そして、悪と共通概念それぞれのテーマの前提として、三つの

⾃然の秩序と⼆つの出会いの場合についてその区別が述べられ

る。 

★三つの⾃然の秩序。まず①⼒の度合いによって決定される本

質の秩序、②本質が表現される諸関係の秩序。これは法則に従っ

た構成の秩序である。最後に③出会いの秩序。この秩序は、存在

するあらゆる様態が従う⾃然の共通の秩序であり、外在的決定の、

偶然的出会いの、諸々の受動の秩序として定義される。この秩序

は、外延的諸部分の必然性と無限にそれが外的に決定される必然

性があるものとして完全に規定され、常にある対象が偶然によっ

て喜びあるいは悲しみの原因でありうるような秩序なのである。

しかし、この秩序は諸関係の秩序に関連して偶然的である。それ

ら諸関係を構成する諸法則を諸本質が規定しないのと同様に、構

成の諸法則も相互に出会う諸物体やその出会う仕⽅をそれ⾃⾝

では決定しないのである。 

★ 「出会い」について⼆つの場合。まず①その関係が私の関係

とともに組み合わさる物体との出会いである。その関係が私のも

つ関係とともに維持されるような、私の本性と⼀致している物体、

よい、有益な物体である。それは私のうちにそれ⾃⾝よいか私の

本性と⼀致する変様を⽣みだす。これは外部の物体によって⽣み

出される受動的な感情であるが、その物体が私の本性と⼀致して

いることから喜びの感情でもある。しかしあらゆる受動はわれわ

れを活動⼒から遠ざける。 

ところで存在に固執しようとする努⼒であるコナトゥスは、常

にわれわれにとって有益であるかよいものを求め、⾃らと同⼀視

される活動⼒の度合いを常に包括している。コナトゥスは感情に

よって規定され、様態が各々の瞬間において経験する変様から切

り離されない。もし私たちに働きかける感情が私たちの本性と⼀

致しているとき、この感情によってもたらされる変様は有益であ

るかよいものである。そこで、この変様がコナトゥスを決定する

とき、私たちの活動⼒は必然的に増⼤されることになるのである。 

②その関係が私の関係と組み合わされず、私の本性と⼀致しな

い物体との出会い。わるくあるいは有害で、それ⾃⾝わるいか私

の本性に反する受動的変様を⽣みだす。この変様の観念は悲しみ

の感情であり、悲しみ－受動は、私の活動⼒の減退によって定義

される。 

 

２-３ 

悪とは、私たちの活動⼒の減退と関係の分解である。活動⼒の

減退が悪であるのは、それが私たちを構成している特有の構成関

係をおびやかし、縮⼩させるからである。定義としては、悪とは、

様態を特徴づける関係の破壊であり分解である。 

しかし、これは私たちの視点からされた定義である。存在する

ある様態の特殊な視点からのものなのである。悪とは常にわるい

出会いであり、関係の分解である。例えば私たちの⾝体への毒物

の作⽤である。 

しかし、関係の秩序においては、悪は存在しない。そこには構

成以外なにものもないからである。あらゆる関係の構成は、構成

される関係の観点から⾒て、すなわち積極的な唯⼀の観点から⾒

てよいものだからである。「⾃然の観点」からは悪は存在しない

のである。私たちは⾃分のなす出会いに従って、出会いの状況に

よってよいものを求めるように決定されているかぎり、必然的に

その原因とともに構成されているのであり、悪と呼ばれるものを

なにも含んではいない。私の⾝体に似た物体であってもそれと出

会った関係と状況においては私の本性と⼀致しないこともある
（8）。あらゆる関係において私が破壊したりされたりしても、その

ものとしてあるかぎり、よいものとしての関係の構成がなされる

のである。したがって、出会いの全体的秩序は、関係の全体の秩

序と⼀致する。そして関係そのものの秩序においては、悪は存在

しないのである。よって、出会いの全体的秩序においても悪は存

在しないことになる。 

また、諸本質の秩序においても悪は存在しない。私たちの特有

の構成関係が死あるいは破壊によって分解される、すなわち外延

的諸部分を包摂することをやめたとしても、外延的部分はそもそ

も私たちの本質にについてなにものをも構成しないものだから

である。様態がまだ存在していなくとも本質はなにものを⽋いて

いるわけではないのと同じく、様態が存在しなくなったとしても、

本質から失われるものはないのである。 

先に、出会いの全体的秩序は、関係の全体の秩序と⼀致し、悪

は存在しないとされた。さらに出会いの秩序について考えてみる。

関係が分解されるという極端な場合であっても、この破壊はそれ

⾃⾝における本質の実在性にも、関係がもつ永遠真理にも影響を

与えず、悪は存在しないのである。では、存在する様態がそのさ

まざまな出会いの中で活動⼒が減退し、より⼩さな完全性に移⾏

するような場合はどうか。よりよい条件を⽋くことが悪であると

するならば、この移⾏は悪ではないのか。しかし、この移⾏には

いかなる⽋如も存在してはいない。ある存在者はそのありうるま
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まに常に完全である。それはどんな瞬間にでもその本質に属する

諸変様に応じてであるということである。各々の瞬間に私が感じ

る諸変様は、それらが私の変様を受ける能⼒を⾏使するかぎり、

私の本質に属している。様態が存在しているかぎり、その様態の

本質そのものは、しかじかの瞬間に変様を受ける能⼒を⾏使する

変様に応じて存在するままに完全なのである。 

こうしていかなる⾃然の秩序においても、すなわち⾃然におい

ては、悪は存在しないと説明される。 

ここで、この活動⼒の増⼤と減退、すなわちより⼤きなあるい

はより⼩さな完全性への移⾏が、⾔いかえれば活動⼒をいかに増

⼤させ、所有するかが問題として⽴てなおされることとなる。 

 

２-４ 

「いい」といえるものは、活動⼒が増⼤を⾒るようなすべての

こと、活動⼒を所有するに⾄ることである。それゆえに理性は出

会いを偶然にまかせるのではなく、その構成関係が私たち⾃⾝の

それと直接ひとつに組み合わさるようなものや⼈々に私たちを

結びつけようと努める。 

ところで、スピノザ哲学は、神のうちに安住したり、神の観念

のうちに出発点を⾒出したりするものではない。当初、変様を受

けるときの諸条件は、受動感情しか感じさせず、諸観念を抱くと

きの諸条件は、⾮⼗全な観念しか抱かせないようにしているよう

である。変様を受ける能⼒を本来的に⾏使する感情は受動であり、

これは変様を受ける能⼒を最⼩限まで減退させ、われわれを⾃⾝

の本質や活動⼒から切り離してしまう。 

私たちが諸感情から影響を受けるかぎり活動⼒をはっきりと

所有することはできないが、私たちの本性と⼀致する物体との出

会いがもたらす喜びの感情は、活動⼒を増⼤させることはできる。

理性はこうした喜びの感情から最⼤限の影響をうけるために、

（悲しみの感情を避けるために）出会いを組織することに努⼒す

る。 

しかし、この喜びの感情は当初、受動的なもの、すなわち私た

ちの本性と⼀致する対象によって⽣み出されるものとしてある。

これに対して能動的な喜びは私たち⾃⾝を原因とする。すなわち、

私たちが所有するにいたった活動⼒と⼗全な観念から⽣まれる

のである。そして、理性は精神の活動⼒であり、能動的な喜びは

この理性から⽣じる。受動的な喜びは私たちの活動⼒を増⼤させ

るかぎりにおいて理性と⼀致する。理性と⼀致するものは理性か

ら⽣じうる。そうであるならば、受動的な喜びは能動的な喜びを

得る機縁になりうるのである。 

私たちが⾃⾝の⾝体と⼀致する物体と出会い、喜びの受動感情

を形成し、活動⼒を増⼤させるとき、この⾝体と物体とに共通な

ものの観念を形成するよう誘導される。私たちはその本性に反す

る感情、すなわち私たちに⼀致しない諸物によって誘発される悲

しみの感情にとらわれないうちは明晰 ・判明な観念を形成するこ

とができる。理性の努⼒は悲しみの感情を避ける出会いを組織す

ることであった。 

しかしながら、私たちは本性上私たちと⼀致するものについて

⼗全な観念をもっておらず、喜びの感情によっては、私たちは活

動⼒を所有するに⾄らない。単純な感情の連鎖の外にでなければ

ならないのであるが、受動的な喜びの感情の集積を利⽤して、⼗

全な観念を所有させるものは真の「⾶躍」である。 

本性上私たちと⼀致するものについて、⾝体とそのものの混合

物としての表象ではなく、個々の特有の構成関係と、共通するも

のをそれぞれ明確にする⼗全な観念、存在する諸様態における構

成の相似性の概念、これが 「共通概念」とスピノザが呼ぶもので

ある。これまで⾒てきたようにこの概念は、私たちが⾃⾝の⾝体

と⼀致する物体と出会い、喜びの受動感情を形成するなかで形成

され始める。こうした、直接的にそしてそれら固有の視点からし

て⼀致する諸物体間における共通概念はもっとも⼀般性が低い

といわれる。これに対して、もっとも⼀般性の⾼い共通概念はき

わめて⼀般的な視点から⼀致する諸物体間の構成の相似性であ

り、「あらゆる事物にとって共通なもの （延⻑、運動と静⽌など）」

である。ふたつの物体においてなにが共通であるか、それゆえに

適合するかを理解するために有⽤なものは、⼀般性の低い共通概

念のほうである。 

こうして共通概念が形成されたときこそ、私たちは理解し、活

動し、理性的となるのである。理解⼒、活動⼒を所有するに⾄る

のである。そして⼗全な観念から⽣まれる感情は、私たち⾃⾝を

原因とする能動的感情である。 

感情は、私たちがそれについて明晰 ・判明な観念 （⼗全な）を

形成するや否や受動であることをやめる。そして私たちが原因と

しての共通概念に感情を結びつけるや否や、私たちは明晰 ・判明

な観念を形成しうる。そしてこのことはあらゆる感情に有効であ

る。すなわち私たちがなんらかの明晰 ・判明な観念を形成しえな

いようないかなる⾝体の変様もありえないのである。その理由は、

あらゆるものに共通なものは⼗全にしか認識されないからであ

る。 

これらのことから、私たちの⾝体と⼀致せず、悲しみの感情を

与える物体の場合においてさえ、その物体と私たちの⾝体とに、

きわめて⼀般的なものであるとしても共通なものの概念を形成

することができるに⾄る。この⼀般性は、なぜそれらの固有の視

点から⼀致しないのかを私たちに理解させる。きわめて⼀般的な

共通概念が不⼀致を理解させるとき私たち能動的な喜びの感情
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が⽣じてくる。すなわち、理解することからは常に能動的な喜び

が⽣じる。悲しみの原因を理解するかぎりにおいて、悲しみは受

動であることをやめる。すなわち、悲しみであることをやめるの

だ。ここに及んで、悲しみの感情から出発するときにおいてさえ、

共通概念の形成とそれから⽣じる能動的な喜びが⾒いだされる

に⾄るのである。 

悲しみの感情は共通概念形成の最初の誘因や機縁に決してな

らない。しかし、好ましくない場合においてさえ共通概念を形成

することができるようになれるということ、ここに⾄って、私た

ちは、避けることのできないわるい出会いに⽴ち向かい、私たち

のうちに必然的に存続する悲しみを減らすことができるように

なるのである。  

 

２-５ 

以上⻑くなってしまったが、本稿の主題という点からまとめて

みる。 

「悪の問題」においては、「⾃然の視点」という全体的な視点

が、⾃然の秩序の中に悪が存在しないことの⼤きな理由となって

いた。「共通概念の問題」においては、私たちの⾝体と⼀致せず、

悲しみの感情を与える物体の場合においてさえ、その物体と私た

ちの⾝体との間に共通概念が形成されるに⾄るとされた。こうし

た場合に形成される共通概念はきわめて⼀般性の⾼いものとな

る。この⼀般性のきわめて⾼い共通概念は、悲しみの感情を与え

る物体の場合においてさえも、能動感情を形成する契機になると

いう点できわめて有⽤なものである。そして、この 「⼀般性のき

わめて⾼い共通概念」とは、⼀般性が⾼くなればなるほど、「⾃然

の視点」、すなわち全体性の視点に近づくものではないか。 

そうすると、間接無限様態という⾃然全体との関係におけるふ

たつの問題、すなわち、①悪の問題において、「⾃然の秩序におい

て悪は存在しない」とされる理由も、②共通概念の問題において、

「避けることのできないわるい出会いに⽴ち向かい、私たちのう

ちに必然的に存続する悲しみを減らす」ことができることの理由

も、ともに「⾃然（全体）の視点」の問題となる。 

また、理性は当初、喜びの感情に最⼤限の影響をうけるために、

あるいは悲しみの感情を避けるために出会いを組織することに

努⼒する。そして、喜びの受動感情を機縁あるいは誘因として⼀

般性の低い共通概念が形成されていく。この共通概念はさらにい

かなる出会いがよいもの、あるいは有益であるかの認識をもたら

し、いっそう私たちはよい出会いを組織することができるように

なる（『スピノザと表現の問題』303/266）。 

以上のことからすると、間接無限様態という全体との関係にお

いて⽣じる部分的、局所的なわるいことへの対応としては、「⾃

然 （全体）の視点」の原理および 「よい出会いの組織」の原理と

いうふたつの原理が形成されたことになる。 

このテーマは、第三種の認識に⾄らない段階でのものであり、

そこで取り上げられた具体的事例は、毒の作⽤というきわめて酷

いものであったが、様態としての私たちの局所的不幸とでもいう

べきものの解決は、⽐較的早い段階でなされていることになるの

である。 

では、ここで形成された原理は、いかなる具体的事例に⼗分に

適⽤されうるものであろうか。ある種の事例には適⽤されず、そ

の事例が新たな原理を⽣み出していくのだろうか。 

 

３．『意味の論理学』における、判例による原理の形成 

３-１ 

『意味の論理学』においても 「全体－部分的悲惨」の問いが繰

り返される（9）。 

 

……物理的混在が正しいのは、全体の⽔準、神の現在の円全

体においてのことにすぎないからである。しかし、各部分に

は、多くの不正と恥辱があり、多くのカニバリズム的な寄⾷

の過程がある。そのためにわれわれに到来することに直⾯

しての恐怖、到来することに対するルサンチマンが呼び起

こされる（同書上 262/177） 

 

ここで 「神の現在」といわれているのは、「私にとっての未来や

過去であるものを現在として⽣きている」クロノスの現在である。

「（⼀定の延⻑や持続の）⼀定の現在に対して相対的に未来や過

去であるものは、より⼤きな延⻑や持続の、より広⼤な現在の部

分をなす」のである（同 283/190）。そして、このクロノスは、

規則的運動であり、また物体的現在の時間であり、それを満たす

物体には⼗分な統⼀性があり、その混在はコスモス的なゼウスの

⽔準においては⼗分な正義と完全性があるが、「ランダムな
．．．．．

物体
．．

と
．
部分的
．．．

な
．
混在
．．

においては
．．．．．

どうであろうか。現在の根底的な混乱、

……現在から離れる深層の狂気－⽣成があるのではないだろう

か」といわれているものである（同 285/191 強調:引⽤者）。 

さらに、ルサンチマンということが⾔われていることに着⽬し

てみる。ルサンチマンとは過去に偶然に起こった事柄に対するど

うしようもなさに由来するからだ。ここでニーチェを想起する⼈

もおおいであろう。『ツァラトゥストラ』第⼆部 「救済について」

において、「時間が逆⾏しないこと、これが意志のルサンチマン

である。〈あったところのもの〉―意志が転がしえない⽯はこう

呼ばれる」（同書ちくま学芸⽂庫版上 255、吉沢伝三郎訳）、「過

ぎ去ったことどもを救済し、⼀切の 〈そうあった〉を 〈そうある
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ことをわたしは欲したのだ︕〉に根本から造りかえること――こ

れをこそわたしは初めて救済の名で呼びたい︕」（同 254）。そう

あったことを意志する、といったときには、永遠回帰が同⼀のも

のの永遠回帰になってしまうおそれがあるからであろうか、ドゥ

ルーズはこれらのニーチェの⾔葉に⼀度も⾔及したことがない

（『ニーチェ』に付された 「ニーチェ選集」では紹介されている）。 

ここでのルサンチマンがニーチェのいうルサンチマンである

か否かは断定することができない（別のぺージでは、「いつだっ

て誰かの過ちだとする、到来するものを不正で不当なものとする」

ルサンチマンについて語られている（『意味の論理学』上

259/174））。ドゥルーズは、『意味の論理学』における出来事の

理論において、偶然によって起こったことを意志するということ

では、⼗分に出来事の永遠真理を⾒出すことができないと考えて

いたのかもしれない。 

ここにおいて、「神の現在」における部分的不幸、あるいは、過

去に起こってしまったことに由来するルサンチマンは、その解決

のために、特別の時間概念を要請することを予感させるのである。 

 

３-２ 

出来事の理論で⾔及されるストア派は運命愛を肯定する。運命

とは、「物理的原因相互の統⼀性や結び付きのこと」（同 294/198）

である。いわば冒頭の引⽤にあった、統⼀的であり、正しいとさ

れる全体のことである。運命愛とは、あらゆる原因相互の関係や

関係の法則によって実現されることの肯定である。これはほぼス

ピノザ論でいわれていた 「⾃然の視点」に相当するとみてよいの

ではないだろうか。この意味では、スピノザ論は、第三種の認識、

⾄福に⾄る前に、運命愛のレベルで部分的災いについて、⼀応の

解決をみていた。間接無限様態 （⾃然全体）について描かれてい

た状況は、例えば 『意味の論理学』でいえばつぎのような箇所に

該当するだろう。 

  

特定の物体がカニバリズム的で近親相姦的な忌まわしい混

合を形成するというのが真実であるなら、全体性としてと

らえられる物体の集合は、必然的に完全な混合を形成する

ことになる。それは諸原因相互の統⼀性や宇宙的現在にほ

かならず、それとの関係においては、悪そのものは、「帰結」

の悪のひとつ以上のものではありえない。物体－受動があ

るのなら、物体－能動、⼤コスモスの統合物体もあることに

なる。（同 249/168） 

 

しかし、『意味の論理学』におけるブスケの事例は、さらに先に

進むことを促す。第⼀次世界⼤戦で銃弾を受け、下半⾝不随の状

態になったという事例そのものが 「物理的原因相互の統⼀性や結

び付き」の肯定を許さないのである。いいかえれば、ルサンチマ

ンの克服がなされないということである。ストア派は、運命的な

ものを肯定するための神業 prodiges を編み出した （同 71/47）。

これは、運命愛がそれ⾃体としては成し遂げられず、なんらかの

技が必要なことがいわれているのだろう。この神業によってはじ

めてブスケ的な⽣において運命が肯定されるのである。物理的原

因相互の統⼀性や結び付きによって実現した事故からなんとか

「⽣きのび」ながら （同 280/188 参照）、運命を肯定するための

観念にたどりつくことが求められるのである。⽣きのびるための

技と運命を肯定するための観念が得られていく過程が描かれて

いき、ブスケという具体的事例に応ずるためであるかのように原

理の形成がなされていくのである。 

 

３-３ 

 ⾝体に傷を負った者の⾔葉としてジョー・ブスケの⾔葉が引⽤

される。この⾔葉は最初からすでに⼀定の具体的状況を背負って

いるものとして現れるのである。 

「ジョー・ブスケをストア派と呼ばなければならないのである。

彼の⾝体の奥深くに抱える傷を、しかしながらそしてだからいっ

そう〔pourtant et dʼautant plus〕、彼の永遠真理において純粋

出来事として理解する」、「「私の傷は私よりも以前に存在してい

た。私は傷を受⾁するために⽣まれた」。出来事がわれわれに作

り出すこの意志に到達すること、われわれの内で⽣み出されるも

のの準－原因 〈操作者〉になること……」（同 258〜259/174）。 

 廣瀬純はこれらの⾔葉の中にスピノザ論の共通概念形成過程

との⼤きな差異を⾒出している（「悲劇的なこの世界では哲学が

直ちに政治になる。――⼀九六九年、スピノザからストア派へ」

『ドゥルーズ 没後 20 年 新たなる展開』195〜196、河出書

房新社 2015 年）。まず外的決定によって私たちに到来するアク

シデントとして描かれるのがよい出会いでなく、わるい出会いで

あり、わるい出会いから議論が始まっていること。さらには 「し

かしながらそしてだからいっそう 〔pourtant et dʼautant plus〕」

と表現されている点につき、スピノザ論で⾔われていた共通概念

を形成する際における受動から能動への 「⾶躍」（『スピノザと表

現の問題』298〜299/262）に関連して、「我々に到来する出会

いがわるいものであるにもかかわらず
．．．．．．．

、そして、それがわるいも

のであるからこそいっそう
．．．．．．．．

、その出会いによって我々の能動性の

形相的所有へと誘引される」 （強調 ︓原⽂）、すなわち出会いの対

象によって私たちにもたらされる変様が喜ばしいものでないに

もかかわらず、⾃分の⾝体とその対象とに共通するものの観念

（共通概念）へと導かれる、と述べる（10）。 
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  『スピノザと表現の問題』においては、悲しみの感情は共通概

念の形成のはじめにおいて、その誘因や機会となることはけっし

てないとされていた （同書 303/266、296〜297/261）。あくま

で共通概念により活動⼒や能動感情が所有されてのちにはじめ

て機会になるとされていたにすぎないのである（同 302/265）。

廣瀬は 『意味と論理学』ではよい出会いは⼀切問題にされていな

いことに着⽬している （戦争、傷害、⾃殺、⾷⼈など……）。「共

通概念形成」におけるいわば新しい原理は、事例に基づくものな

のである。 

  

３-４ 

では、ブスケという事例はさらにいかなる原理の増殖を迫るの

であろうか。 

「具体的な⽣き⽅や詩的な⽣き⽅をストア的と名指すのは躊

躇されることが多い。学説の名は、書物の上のことにすぎず、あ

まりに抽象的なので、傷とのこの上なく個⼈的な関係を指⽰する

ことなどできないかのようである。しかし、学説は傷以外のどこ

から出て来るというのか。例⽰による挑発によって充電された思

弁的逸話でもある死活にかかわる警句以外のどこから出て来る

というのか」（『意味の論理学』上 258/174）。まさしく例⽰とし

て、ブスケの⾔葉がいくつか引かれる。 

 

私の傷は私よりも以前に存在していた。私は傷を受⾁する

ために⽣まれた。（同 258/174） 

 

私の死の趣味は、意志の挫折であった。それを私は死ぬこと

の切望で置き換えるだろう。これが意志の光栄である。（同

260/175） 

 

君の不幸の⼈間になれ。君の不幸の完全性と閃光を受⾁す

ることを学べ。（同前） 

 

⾝体に受⾁された具体的な事故、私たちに到来することに値す

る者となり、事故からひとつの意志を作り出すこと、これがブス

ケの⾔葉から導きだされた規範である。そして、この意志は到来

することではなく、到来することの中のなにか、すなわち出来事

を意志する（同前）。 

出来事とはなにか。 

ドゥルーズは、ストア派の物体と⾮物体的なものの理論から始

める （同 21〜22/13〜14、173/115）。まず、張⼒ ・物理的性質 ・

関係 ・能動 ・受動を伴う物体、これに対応する事物の状態があり、

事物の状態、能動と受動は、物体の混在によって決定され、極限

的にはすべての物体の統⼀性がある。物体相互のうちに原因と結

果があるのでなく、あらゆる物体は、別の物体との関係では別の

物体に対する原因であり、原因間の統⼀性は、コスモスの現在 （物

体間の統⼀性の測度、能動的原理と受動的原理の統⼀性の測度）

の延⻑の中にあって〈運命〉と呼ばれる。 

 そして物体は原因としてまったく別の本性のものを効果とし

て⽣み出す。物体の能動と受動からの成果である＜出来事＞であ

る。出来事は⽣ける現在形でなく、不定形であり、過去と未来へ

無限に分割され、常に現在を逃れる⽣成である。出来事間の関係

は物体間の原因と区別され、準－原因といわれる。出来事は、物

体の混在と、出来事の準－原因である別の出来事という⼆重の原

因性に服しているのである。 

平⽥公威は、「物体」、「純粋に⾮物体的なもの」、「物体的な⾮物

体的なもの」と整理し、純粋に⾮物体的なもののレベルについて、

⾮物体的なものに 「無限なる神」を⾒出し、そこに物体的な神の

もつ実在性以上のものを与える態度とは異なり、ドゥルーズがス

トア派のモラルと呼ぶものにおいて重視するのは、「到来として

語られる 「実現」であり、物体と⾮物体的なものとの交差」であ

るとしたうえで、「⾃由」について述べている（11）。 

そしてブスケという例⽰において問題となるのがまさしくこ

の 「物体的な⾮物体的なもの」である。出来事は、理念的であり、

事物の状態の中での空間的－時間的実現 （事故）と区別され、「永

遠真理をもつ」とされる （『意味の論理学』上 106/68）。しかし、

この永遠真理は、出来事が⾁体に記されなければ、捉えることは

できず、出来事が由来する物体的原因や、物体的原因を横切って、

諸原因の統⼀性であるピュシスに関係づけずして出来事は把握

されたり、意志されたりしない。そこでストア派のモラルは、到

来するものを到来するがままに意志することとなる（同

279/188、249〜250/168）。すなわち、ストア派の賢者は、出

来事を待ちつつ、同時にその受⾁を意志する。賢者は準－原因に

⾃⼰同⼀化し、準－原因の⾮物体的効果を⼀⾝体化することを意

志するのであるが、「しかし、出来事が、物体的原因の深層によっ

て、また、物体的原因の深層においてすでに⽣み出されつつある

のでなければ、賢者が⾮物体的出来事の準－原因になってその受

⾁を意志することができるだろうか」と述べられる（同 255〜

256/172）。 

 

３-５ 

出来事の永遠真理を捉えるための技法のひとつが反－実現で

ある。「コメディアン」が演じるのはけっして⼈物でなく出来事

の要素が構成するテーマである。「役者の実現は、宇宙的で物理

的な実現に境界を定めて、そこから抽象的な線を引き出し、出来
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事の輪郭と光輝だけを保存する。⾃⼰⾃⾝の出来事のコメディア

ンになること、反－実現」（同 262/176）。実現した事物の状態に

出来事が受⾁したものであると理解し、その意味を捉えることで

ある。 

そして、出来事が受⾁する⾝体、あるいは⾝体の傷について繰

り返し⾔及されるのである。「ブスケが傷の永遠真理について話

すとき、⾃分の⾝体が抱える忌まわしい個⼈的な傷の名において

話しているのである」。同様のことが S.フィッツジェラルドと A.

アルトーについて語られた後、「各⼈が何らかのリスクを冒し、

リスクの果てまで⾏って、そこから不可侵の 〔時効にかからない〕

権利を引き出す」といわれるのである（同 273/183〜184）。 

しかし、⾝体に深い傷を負ってから、出来事の永遠真理をとら

えるまでの間、⾃然全体の視点によっても、物体間の物理的原因

関係の統⼀性の理解によってもなお傷のいえない状況をなんと

か⽣きのびなければならない。そのための技法が必要となる。こ

こに再び反－実現があらわれてくるのである。 

出来事が⾁体に記されるのでなければ、出来事の永遠真理をと

らえることはできないが、その都度、われわれは、この苦しい実

現を、それを制限し演じ変貌させる反－実現で裏打ちすべきであ

ると述べられる。いわば事故によって直ちにつぶされないための

技法が反－実現である。反－実現だけを操作して、到来すること

がありえたかもしれないことに値すると称することは退けられ

る。ありえたかもしれないことからは永遠真理は導けないのであ

る（同 279〜280/188）。 

⾃由な⼈間は、出来事の反－実現を操作しつつ、あらゆる暴⼒

を唯⼀の暴⼒において把握し、あらゆる致死的な出来事を、＜唯

⼀＞の出来事において把握することができるとされる。反－実現

という技法のおかげで⽣きのびることができた果てに、唯⼀の出

来事に⾄りつくのである。そして、この唯⼀の出来事が、事故の

余地を残さず、個⼈のルサンチマンの⼒能を取り消したり、取り

上げたりするのだ。唯⼀の同じ出来事とは、すべてを混ぜ合わせ

ることなく、混在なき瞬間において、すべてを抽出し、純化し、

計測するものである（同 265〜266/178〜179）。反－実現のお

かげで⽣きのび、たどりついたこの「瞬間」においてはじめて、

「起こってしまったこと＝過去」（神＝クロノスの現在で）に対

するどうしょうもなさに由来するルサンチマンの⼒が奪われる

ことになるのである。ここにおいてはじめて物体的因果関係の統

⼀、すなわち運命が肯定される。全体として統⼀のある物理的混

在における部分的不幸が克服されるのである。 

そして、「あらゆる暴⼒とあらゆる圧制がこの唯⼀の出来事に

統合され、ひとつが取り消されることをもってすべてが取り消さ

れる」として次の⾔葉が引かれる。「……詩⼈の⾝体の上を通過

して詩⼈に障害を残したのは、⽜乳屋のトラックではなく、ヴィ

ルノのゲットーで詩⼈の祖先のポグロムをなした⿊百⼈組の騎

⼠である……詩⼈が頭に受けた打撃は、ならず者の殴り合いの最

中のものではなく、警官がデモ隊を襲ったときのものである…

…」、こうした数々の認識をとおして⽣き延びるのである(詩⼈ギ

ンズバーグについてのクロード・ロワの論⽂より)」（同 265〜

266/178〜179）。この引⽤で語られていることは、なんらかの

事故の直接の因果関係の否定である。これはひとつの反－実現の

⽅法でもある。こうした認識を積み重ねることで⽣きのびていく

ことができるのである。 

 

３-６ 

今述べられた 「瞬間」は、さらに展開される。アイオーンであ

る。 

クロノスについて整理してみよう。時間には現在だけが実在し、

（⼀定の延⻑や持続の）⼀定の現在に対して相対的に未来や過去

であるものは、より⼤きな延⻑や持続の、より広⼤な現在の部分

をなす （同 283/190）。クロノスは、広⼤で深い現在の規則的運

動である。そして物体的現在の時間であり、それを満たす物体に

は⼗分な統⼀性があるが、ランダムな物体と部分的な混在におい

ては、現在の根底的な混乱、現在から離れる深層の狂気－⽣成が

ある。この深層の狂気－⽣成は悪いクロノスであり、よいクロノ

スの⽣ける現在と対⽴する （同 285/191）。この深層においては、

形質の純粋で度外れた⽣成は、形質化された物体の秩序を内側か

ら 脅 か し 、 物 体 は 測 度 を 失 い 、 よ き 現 在 を 転 覆 す る ( 同

283~286/190~192)。こうして 「深層が現在を避けるのは、深

層の取り乱した現在と測定される賢明な現在とを避ける 「今」の

全⼒によって避ける」のである（同 288/193 ）。 

 アイオーンでは、過去と未来だけが存⽴し、存続する。未来と

過去が各瞬間に現在を分割し、過去と未来へと⼀回でふたつの⽅

向に、現在を無限に下位分割する。厚みも延⻑もない瞬間が各現

在を過去と未来に下位分割する。瞬間が、現在を存⽴する未来と

過去に転倒する。ふたつの⽅向に限界なく伸びていく表⾯の純粋

な直線であり、効果であるかぎりの⾮物体的出来事を表⾯に取り

集める。常に過ぎ去り、永遠に未だ来るべきものであり、時間の

永遠真理である。そして、先の深層とは異なって、この表⾯が現

在 を 避 け る の は 、 瞬 間 の 全 ⼒ 能 に よ る の で あ る ( 同

287~288/192〜194、118〜120/77〜79)。すなわち、⼀定の

現在に対して相対的に過去であるものがより広⼤な現在の部分

をなすとされたクロノスの現在を避けることにより、過去が現在

から解かれ、無限にふたつの⽅向に延びる直線上に配分されるの

である。 
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 しかし、アイオーンにも現在がある。出来事における過剰なも

のは、壊されることなくして実⾏されることも実現されることも

ありえないが、それでもやはり完了されているからである。この

現在は、クロノスにおける、①根底からの転覆の現在、②形態へ

の実現の現在とは別の第三の現在である。クロノスにおいては、

測定可能な実現は深層によって脅かされていた。しかし第三の現

在は、実現が転覆に陥り、混じりあうことを各瞬間において妨げ

る。そのおかげで、測定可能な実現が存在するのである（同

292/196）（12）。 

 各出来事は、測定可能な実現のもと、⼀回でふたつの⽅向に限

りなく下位分割され、アイオーンに沿って伸びて、ふたつの⽅向

でアイオーンの直線と共外延的になる。「そのとき、われわれは

周期とは何の関係もない永遠回帰が近づくのを……感知するだ

ろうか」。各出来事はアイオーン全体に相応しくなり、相互に交

流してすべての出来事が、〈唯⼀の同じ出来事〉、アイオーンの出

来事を形成する。そこで各出来事は永遠真理をもつ」（同 122〜

123/80〜81）。 

クロノスの広⼤な現在から解放された過去。この過去において

「現在の事故」として実現した出来事は、ここにその永遠真理を

もつのである。こうして運命愛に⾄ることができるのである。神

の現在の円全体において、全体として統⼀のある物理的混在にお

ける部分的災いや不幸に対するルサンチマンはこうした特別の

時間の読み⽅においてはじめて克服される。過酷な事例が技法と

原理を創造したのである。 

 

４．結びに代えて 

 統⼀された全体と部分的な、局所的な災いというドゥルーズが

その中期と後期においていくどか書きつけた問いに関して、判

例 ・法解釈という観点から⼀覧してきた。ドゥルーズ的なひとつ

の事例における法解釈とは、スローガン的に⾔えば、「局所的絶

対におけるその場での精神の旅」とでもいうべきものだろう。し

かしながら、事例についての 「即⾃におけるケース」という⾔葉

（千葉雅也）を紹介したが、まず求められているのは、事例とい

うもののステイタス、概念規定であろう。本稿はその領域に踏み

込むことはできなかった。これからの課題としたい。 

本稿のテーマに浪花節を感じたひともいるだろう。ただ、たし

かにそれはドゥルーズにおいて存在する⼀側⾯なのである。なお、

本稿には引⽤の⻑い、個⼈のノートのような部分も多々あるが、

かえってそれが理解の役に⽴つようなことがあれば、幸いである。  

 

 

――― 

Notes 

1. この引⽤部分につき、千葉雅也『動きすぎてはいけない ジル・ドゥルーズと⽣成変化の哲学』（河出⽂庫、2017 年）

の 449〜450 ⾴を参照されたい。 

2. 講義につき、“Foucault - Le Pouvoir 10” - 14/01/1986 - 2 La voix de Gilles Deleuze en ligne UNIVERSITE 

PARIS8 http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=442 

3. jurisprudence の語源については、ラテン語の juris prudentia に由来し、juris は法、prudentia は 「予⾒する」と 「通

暁する」というふたつの異なる内容をもち、前者からは 「判例」、後者からは法理学や解釈法学という意味がでてきたと

される（滝沢正『フランス法』第 4 版 281、三省堂、2010 年）。 

4. 後者の、通常の意味とは異なる拡張された意味の判例の例については以下のとおりである。①は、『アベセデール』の 「Ｇ 

左派」、②は、『記号と事件』（340/230）における説明である。     

 ①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、

そして同じことが⼆度と起こらないようにすることでもある。そしてこれは判例の問題だ、という。このように述べる

ドゥルーズにとって、jurisprudence とは、法令と関わらなくとも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。         

 ②現代⽣物学の法を確⽴しようと望む傾向があるが、遺伝⼦技術や現代⽣物学がもたらす新しい状況により可能になる

出来事においてもすべてが判例にかかわることだとする。そしてそこにおいて必要なのは道徳をふりかざし、専⾨能⼒
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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する。これは訴訟における既存の法令の法解釈にかかわ

るというよりも、具体的ケースの積み重ねそのものとそこに由来する様々な思考やルールの形成について「判例」とい

う⾔葉で述べているものである。        

 また、判例こそが法創造をする、ということを強調することからすると、ドゥルーズと⼀般的な （実務的）法体系との

間には以下のような考えの同質性がみられる。       

 ①具体的な事件がないにもかかわらず、法そのものの妥当性を問題にすることはしない （具体的事件性。ドゥルーズの

⾔う「⼈は具体的な状況に⾝を置いている」）。       

 ②具体的事案について判決を導くために、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は 「判例」

として、その法解釈は以後の類似の事案において事実上の強い拘束⼒をもつ（先例拘束性・判例の射程。ドゥルーズの

⾔う「同じことが⼆度と繰り返されないことが⼤事である」）。      

 ③法解釈は、具体的な事案において、法令などの⽂⾯を直接的に適⽤した場合にその結論が妥当とは考えられないよう

なときになされる（具体的妥当性。ドゥルーズの⾔う「問題なのは状況であり、進化する状況が物事を決める」）。 

 ④訴訟は当事者の主張 ・⽴証 ・反証によって進められ、いわば法を代表するともいえる裁判官 （＝超越的存在）は、当

事者の主張・⽴証に基づき判決をする（ドゥルーズの挙げた現代⽣物学の例におけるような当事者性）。 

5. 『哲学とは何か』では、ドゥルーズは、「イギリス法は慣習法あるいは黙約による法であり、他⽅、フランス法は契約法

（演繹）体系であり、ドイツ法は制度法 （組織的全体）である。」と述べている （同書 182/101）。また、⼈権について

は、「⼈権は公理である。⼈権は、市場において、他の多くの公理と、なかんずく所有権の保全に関する公理と共存して

いる。だが、それら他の公理は、⼈権について無知であり、あるいは、⼈権と⽭盾するだけでなく、それ以上に⼈権を

停⽌させてしまうのである」、あるいは 「⼈権によっては諸権利をもつ(pourvu de droits)⼈間の内在的⽣存様式につい

てはなにも語れないのである」などと述べられている（同 184〜185/103）。 

6. これは Spinoza. Philosophie pratique, Paris, Minuit, 1981 からの引⽤であるが、同書は旧版が 1970 年に出版され

ており、訳者の鈴⽊雅⼤⽒の説明に照らせば、本稿で引⽤する部分はすべて旧版と同じ内容と表現である。邦訳 271〜

272 ⾴を参照されたい。 

7. 以下の論述は、『スピノザと表現の問題』の第 15〜17 章、および 『スピノザ 実践哲学』の第 4 章 「エチカ主要概念集」

の「いい－わるい」、「観念」、「共通概念」、「⾃然」、「様態」の各項⽬における記述から筆者が構成したものであり、ま

た、『エチカ』の定理番号などはすべて省略してあることをお断りしておく。 

8. 「関係と状況における出会い」という点もドゥルーズの強い関⼼を惹くテーマであり、次のような引⽤がされている。

「あなたは私のところへやって来る。けれど、ありえた過去のひとつでは、あなたは私の敵であって、別のありえた過

去では、私の友であり……。時は絶えることなく、無数の未来へ分かれてゆく。⼀つの未来では、私はあなたの敵であ

り……。その将来はすでに実在するが、私はあなたの友であり……」（『意味の論理学』下 12〜13/210、『ボルヘス 「伝

奇集」』⿎直訳、福武書店 96〜99 ⾴からの引⽤）。 

9. ドゥルーズは、クリュシッポスの区別した 2 種類の混在についても触れている。物体を変質させる不完全な混在と、物

体を元のままの部分として共存させる完全な混在である （全混在）。そのうえで、ストア派の＜⼤混在＞というべきもの

について述べている。（『意味の論理学』上 231〜234、156〜158）。ただし、この部分に関しては、のちにストア派に

ついて「地獄の混合しか⾒出さない者として紹介したのは⾏き過ぎであった」とされている（同 249/168）。 

10. わるい出会いに由来する思考法に関しては、例えば、「病者の光学」が早い時期から注⽬されていた （『ニーチェと哲学』

136〜137/75）。 

11. 「ドゥルーズ『意味の論理学』における⾃由と実現主義について」DG-Lab『hyphen』第 2 号 30〜31、2017 年

https://dglaboratory.wordpress.com/。さらに 『意味の論理学』の物体の次元に関する記述の前景化が出来事の表象

を要請しているとして、同書における 「表象」概念の役割に着⽬している。「物体として⽣きるわれわれには、純粋な出

来事（純粋に⾮物体的なもの）はまずもって実現されないことには思考されえず、そのために、物体と⾮物体的なもの

を交差させる表象が必要になるのである。」（『年報⼈間科学第 38 号』53 ⼤阪⼤学、2017 年） 
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12. ドゥルーズ哲学における、カオス、深層、形態、⼀定のまとまりなどの問題系に関しては、⼩倉拓也「ジル・ドゥルー

ズの哲学における意味と感覚の理論についての⼈間学的探究」（⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科、2015 年）を参照され

たい。 
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