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法に抗する制度

ドゥルーズとサン＝ジュスト
見いだされるのであって、制度がより多く存
在すればするほど衰えるのだ 12。

山下 雄大

統治者の人数を基準とする古典的な政体論
とは異なり、ここでサン＝ジュストは制度と法の
多寡によって政体を分類している。これはきわ
めて独創的な手法であって、基本的にはプラ

ロベスピエールと並ぶモンターニュ派の指導

は法ではなく制度である」と述べ、社会が形
8

トンやアリストテレスに依拠しつつも君主政と

者として大革命期フランスに独裁と恐怖政治

成される契機についての両者の差異に着目す

専制の区別を法に基づいた統治か否かに求め

（ミシュレ）
ことサン＝
をもたらした
「死の大天使」

か
る。社会契約説は人間の
「利己心（égoïsme）」

たモンテスキュー 13 や、政務官（magistrat）の人

ジュストは、短いながらも波乱に満ちたその生

ら出発し、生来の自然権を譲渡して共通の権

数を基準としたルソー 14といった、革命家たち

涯や虚実入り混じったエピソードも相まって、

力を制定することによって人間は
「各人の各人

の思想的源泉とされる理論とも一線を画してい

歴史家だけでなく作家や哲学者からも広く関

（ホッブズ）
である自然状態か
に対する戦争状態」

る。ドゥルーズはこの発想を自身の制度論にも

心を集める存在となっている。とりわけ同時代

ら社会状態へと移行すると想定する。これに対

取り入れており、『本能と制度』
の序文では制

人サドとの比較は戦後フランスに見られた特筆

して、ヒュームの端緒となるのは人間の
「共感

度と法の差異から導き出される政治的基準とし

すべき傾向であり、マルロー、ブランショ、ラカ

（sympathie）」
である。家族や友人といった身近

とは多くの法とわずかな制
て
「僭主政（tyrannie）

ンといった名だたる文筆家のモチーフとなった

な人々に偏りがちなこの共感を
「合意（conven-

度が存在する政体であり、民主政とは多くの

ことはよく知られている1。このような背景も影

tion）」
に基づいた制度によって統合すること、こ

制度ときわめてわずかな法が存在する政体であ

響してか、『フランスの革命と憲法の精神』等

れこそがドゥルーズがヒュームの読解を通じて

15
と述べている。さらに、マゾッホの
「契約」
る」

の著作や草稿を書き遺し、「ジャコバン主義の

発見した構想なのである9。ドゥルーズは制度を

とサドの
「制度」
の特異性に重きを置いた 1967

最大の理論家」とも評されるサン＝ジュストの

「法のような制限ではなく、むしろ反対に行動

年の
『ザッヘル＝ マゾッホ紹介』では、「サン＝

政治哲学に正面から取り組んだ研究者は、草

のモデルであり、真の企てであり、肯定的な手

ジュストは多くの制度ときわめてわずかな法を

稿研究に多大なる貢献を果たしたアルベール・

段によって考案されたシステムであり、間接的

要求するとともに、法が制度より優位に立つか

ソブール 、全集の編者を務めたミゲル・アバン

な手段による肯定的な考案である」と定義し、

ぎりは共和国では依然として何もなされていな

スールを除けばあまりに少ない。この現状を踏

ヒュームが 社 会を
「否 定 的なもの（le négatif）」

16
と論じ、これこそが
『共和国の
いと主張する」

まえるならば、若き日のジル・ドゥルーズがサン

として理解
ではなく
「肯定的なもの（le positif）」

制度』の主たるテーゼだと位置づける。ここで

＝ジュストを論じている事実は検討に値すると

した点を評価する。1972 年に発表した論文

ドゥルーズが強調するのは、サン＝ジュストにお

言えるだろう。後に20 世紀フランスを代表する

「ヒューム」では、「おそらくヒュームは 18 世紀
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ける制度と法の排他的な関係である。

哲学者のひとりとして名を馳せるドゥルーズは、

の社会学を依然として支配していた契約と法

いかなる角度からサン＝ジュストに光を当てた

の制限的モデルと手を切った最初の人物」で

サン＝ ジュストはいみじくも反比例の関係

のだろうか。

あって、その目的は
「この制限的モデルに人為

（relation inverse）
を指摘したのだった。すなわ

と制度の肯定的モデルを対抗させる」 ことだと

ち、法が多ければ多いほど制度は少なくなり

1953 年にドゥルーズが編纂したアンソロジー
の
『本能と制度』には、サン＝ジュストの遺稿で
4

11

指摘している。

（君主政と専制）
、制度が多ければ多いほど法

5
の一節が収録されてい
ある
『共和国の制度』

このようなドゥルーズの制度論において、とり

る。サン＝ジュストが 18 世紀フランスを代表す

『共和国
わけ重視されるのはサン＝ジュストが

る政治哲学者であるモンテスキュー やルソー

の制度』
で展開する以下の政体論である。

6

に名を連ねる一見奇妙なテクスト選定の意図

（共和政）17。
はより少なくなる

上記の引用には
『経験論と主体性』以来ドゥ
ルーズが追求してきた制度と法の対立の構図

を探るには、当時のドゥルーズの関心の所在

法はあまりにも多く存在するが、市民の制度

がはっきりと表れている。ドゥルーズにとっての

に目を向けなければならない。1990 年にアン

はあまりにもわずかしか存在していない。わ

「契約と法
サン＝ジュストとは、ヒュームとともに

トニオ・ネグリを聞き手として行なわれたインタ

れわれはそれを二つか三つしか有していな

による制限的モデル」
を反駁し、「人為と制度

と
ビューで述懐されている、「制度（institution）」

いのである。アテネやローマでは、多くの制

の肯定的モデル」
を掲げた稀有な思想家なの

の問題がそれである7。
『本能と制度』
「法（loi）」

度が存在していた。制度が多く存在すれば

である。

と同年に刊行された処女作
『経験論と主体性』

するほど、人民は自由であるとわたしは考え

において、17 世紀の政治哲学の鍵概念として

る。君主政にはわずかな制度しか存在せず、

ところが、サン＝ ジュストを介することによ
り、『経験論と主体性』では簡潔な指摘のみ

広く用いられた社会契約を批判したヒュームの

絶対的な専制（despotisme absolu）にはなおのこ

がなされていた制度の創設者としての
「立法者

先見性を称えつつ、ドゥルーズは
「社会の本質

とわずかである。専制は単一の権力のうちに

（législateur）」
の存在が前景に浮上する18。身分
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制議会である全国三部会が 1614 年以降開催

うる。かくして、ドゥルーズは制度への問いを深

されず、国王のみが立法者であると見なされて

める過程で自身の枠組みを揺るがしかねない

いたフランスでは、「立法府の成員」
という意

難問に直面したのだった。
精神分析の受容や 68 年 5 月の衝撃、そして

味でこの語が用いられるのは革命の進展に伴
う1790 年からであり 、サン＝ ジュストを含め

盟友フェリックス・ガタリとの出会いを経て、ドゥ

た18 世紀フランスの政治哲学は古代の制度を

ルーズの関心は政治へと移行したため 20、この

打ち立てたモーセやリュクルゴス、ソロンといっ

課題は手つかずのまま残されてしまった。しか

た伝説的人物を立法者の模範と位置づけてい

しながら、「ドゥルーズ固有の政治哲学」に該

る。実際にドゥルーズは、ルソーの
『社会契約

当する初期ドゥルーズの制度論は、その射程の

論』
のなかでも難解だとされている第二篇第七

広さゆえにサン＝ジュストの政治哲学を考える

章の
「立法者について」からの抜粋を
『本能と

上での出発点となりうる新たな視座を提供して

制度』
に収めているため、制度における立法者

いるのである。
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