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ミシェル・フーコーの真理概念 
―パレーシアに至るまで―

山﨑　有紗 
（堤林研究会 3 年）
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はじめに

パレーシア（παρρησια、parr ê sia）とは、古典古代のギリシアにおいて、すべて

（パン）と語られたこと（レーマ）という語で作られた語であり、真理を語ること、

率直に語ることを意味する言葉である。このパレーシアは、晩年のミシェル・

フーコー（1926-1984）が注目したことで知られている。パレーシアは、英語では

free speech、フランス語では、franc-parler、ドイツ語では、Freimütigkeitと訳され、

真理を語る主体、すなわちパレーシアを行使する者は、「パレーシアステーテス」

と呼ばれる1）。

1980年代に入る以前、ミシェル・フーコーの研究対象は、もっぱら近現代につ
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いてのものであった。それにもかかわらず、この晩年に、彼が古典古代のギリシ

ア・ローマのテクストを研究対象としたことは注目に値する。また、彼にとって

最も重要であったテーマの一つである「真理」という問題については、時期に

よって捉え方が変わっていることがうかがえる。

本論文では、ミシェル・フーコーがパレーシアに注目したことの意義、何故、

パレーシアに注目するに至ったのかという点について明らかにすることを目的と

する。そのためにまず、著作を出すごとに次々に新しい概念をうち出すミシェ

ル・フーコーの真理概念の変遷ならびに彼の権力論や主体論について通時的に概

観する。そしてさらに、パレーシア概念の全容とパレーシアの考察に至るまでに

あった、彼の権力論や主体論への批判の言説を確認した上で、この批判に対する

ある種の応答として、フーコーのパレーシア研究があったこと提示し、その意義

を明らかにする。

Ⅰ　フーコーの真理概念

フーコーにとって、「真理」は、生涯で最も重要なテーマの一つであった。実

際に、フーコーが死去するちょうど 5か月前、1984年 1月20日のインタビューで、

フーコーは、「私の問題は、常に主体と真理の関係性の問題であったのだ」2）と述

べている。そして、フーコーの真理の考察は、大きくいくつかの時期に分けて考

えることができる。今回は、大きく三つの年代ごとに分けて、フーコーの真理概

念の変遷を概観したい。まず、『言葉と物―人文科学の考古学―』が書かれた

1960年代には、真理が真理として可能となるまでの条件について探求している。

そして『監獄の誕生―監視と処刑―』の書かれた1970年代には、真理と権力との

関係に注目し、本論文のテーマであるパレーシアに注目した晩年、1980年代には、

真理と、真理を語る主体との関係、真理の言説を発する主体の問題、すなわちパ

レーシアに注目した。以下で、各々の時期におけるフーコーの真理概念の捉え方

について、また、70年代の彼の有名な権力論・主体論についても簡単にまとめた

い。

1　1960年代―真理が真理となる条件

まずは、1960年代は、真理が真理として可能となるまでの条件を追求した時期

と言える。例えば、『狂気の歴史―古典主義時代における―』では、「狂気」を「狂
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気」として、狂気に陥った人々を拘束してきた制度や学問体系を明らかにしてい

る。フーコーは、狂気と理性が対立の関係にあると考えられなかった時代から、

デカルト以降、思考する人間は、狂気を排除するものだという考え方が浸透する

時代となったことを指摘し、その中で、ヨーロッパ全体に、感化院などの収容施

設ができてきたと論じている。狂気とは何かと問うことや、狂気そのものの分析

をすること、というよりも、狂気がどのように取り扱われてきたのか、狂気が狂

気として成立する外の枠組みを捉え、明らかにしたと言える。そしてこの枠組み

を捉える思考方式は、フーコーの思想の特徴でもある。

さらに、1966年の『言葉と物―人文科学の考古学―』では、西洋の知の条件を

探求する構想を展開している。彼はここにおいて、16世紀以降のエピステーメー

（知の枠組み）の歴史を描いた。フーコーは、特定の時代の知の一般的な布置を規

定する意識されざる構造、枠組みのことをエピステーメーと呼び、様々な理論が、

その時代において真理として認められるためにはどのような条件や前提が必要

だったのかということを詳細に分析している。例えば、19世紀以前、「人間」と

いうものが存在しなかったとフーコーは主張する。中世キリスト教世界では、罪

を背負った無力な人間は神という至高の存在の陰画でしかなかったが、近代にな

り、自分が生き、働き、語るという経験の認識、こうした有限な経験の範囲内で

生きる「人間」を発見した。つまり、人間という知の主体が有限な人間を客体と

して認識する構図ができあがり、「人間」を分析する人文諸科学が生み出された

のだという。

ある時代に学問の土台を決定するような知の枠組みがあるとすれば、その枠組

みに入らない理論は、真理とはみなされなくなる。

また、時期は、少々前後するが、『生政治の誕生』（1978年）においてフーコーは、

「政治と経済、これらは、存在する事物でもなければ、誤謬でもなく、錯覚でも

なく、イデオロギーでもありません。それは存在しない何かではあるけれど、し

かし、真と偽とを分割する真理の体制に属するものとして現実の中に組み入れら

れている何かなのです」3）と語ることから、フーコーは、一般に認められた諸々

の真理が、そのように社会的かつ制度的に作り上げられたものであることを確認

している。
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2　1970年代

（ 1 ） 1970年代―フーコーの権力論と主体

この時期の彼の著作は、『監獄の誕生―監視と処刑―』『性の歴史Ⅰ 知への意

志』などが挙げられ、フーコーは、規律権力や司牧権力、主体性を語る権力論者

として有名になる。

例えば『性の歴史 知への意志』では、17世紀から19世紀の性の歴史を概観し

ている。17世紀以来、性に関する言説が権力行使の場で増えたとし、制度が性の

言説をあおってきたと言うのである。次いで18世紀には、政治的経済的な人口問

題のために、性現象を分析、記録するための政治的経済的、文化的装置が生まれ

たとする。人口を単に増やすことではなく、性を調整し管理することが目標とさ

れた。そして、新たに「生―政治」「生―権力」が生まれてきたことを説明する。

フーコーの権力論は、本論文のテーマである、パレーシアを構成する「主体」の

問題と深く関わっている。

フーコーは、近代的な権力を単に禁止し抑圧する力だけでなく、生産力を引き

だし、破壊力を組織し、欲望を助長する「生産的な権力」として描いた。つまり、

真理と結びついて科学的ディスクールが生み出され、身体を標的とした効率本位

の権力が組織され、そしてそれらを総合した権力として主体の構成に関わる権力

が描かれた。

フーコーの権力の想定は、「生産的」で「戦略的」で、「積極的」なものであり、

それは人と人との関係がある限り必ず存在する力である。そして、法の強制力や

国家の暴力による支配といった上からの権力ではなく、社会の下から湧き上がっ

てくるミクロな権力なのである。

フーコーは権力を以下のように描写する。「権力とは手に入れることができる

ような、奪って得られるような、分割されるような何ものか、人が保有したり手

放したりするような何ものかではない」4）。先に述べたように、権力は実体とし

てそこにあるものではなく、力関係なのだ。次に、権力は「法あるいは地位・特

権の継承によって決定された差異、富と物財と生産過程での労働の占有という経

済的差異、言語的・文化的差異、知識・能力の差異など」5）である。この差異は、

新しい欲望と権力を生み、ある合理性の型を持った権力行使の諸技術と結びつい

て、新しい富や文化や知識を算出する。そして「権力は下からくる」6）ものである。

さらに「権力の関係は、意図的であると同時に、非―主観的である」7）そして、「権
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力のあるところに抵抗がある」8）、権力の関係は、力関係であり、作用と反作用

が衝突するダイナミックな関係である。したがって、権力（作用）のあるところ

に抵抗（反作用）も存在する。ただし、フーコーは、この抵抗について、根拠を

自由に求めていた。自由な主体とは、差異を自覚し、他者が自己の行為をも決定

しようとするとき、自己の権力とぶつかり、抵抗することになるのである。

とりわけフーコーは「わたしたちの文化の中で、人間が主体として公営されて

いるさまざまな様式についての一つの歴史を創設すること」9）を彼の論考の目的

であると述べたが、先ほど述べたような権力の中に存在する主体は、巨大な権力

システムの中にあることとなり、これに規定され、構成された主体である。フー

コーは、「主体は一つの実体ではありません、それは一つの形式であり、この形

式はなかんずく、常に、自分自身とは一致しません」10）と語るが、これは主体が

権力の様々な技法という形式によって表現されるからである。また彼は、個人は

権力の効果（結果）であると考えていた。この権力の効果は、社会に対して一つ

の効果として作動する。それゆえ主体は権力が経由する中継地でもあるのだ。こ

のように、フーコーは、人間主義の枠組みで捉えられた絶対的に自由な主体や真

実の主体を否定する。

（ 2 ） 1970年代―真理と権力の関係

フーコーは、1970年12月のコレージュ・ド・フランスでの開講演説において次

のように述べる。

われわれの眼に見えるのは、ただ富、豊饒、穏やかで油断ならぬ普遍性を

もった力、であるような真理だけであります。そして反対に、われわれは、

排除すべくさだめられているおどろくべき機械的システムとしての真理への

意思について少しも知りません11）。

要するに、真理には人間を豊かにする秘密、世界を説明する普遍性が具わって

いる、とする超越的真理の側面ばかりが見え、学校、病院、裁判所など様々な装

置に組み込まれ、その中で機械仕掛けのような排除のシステムとして作動してい

る真理の側面は見えていない。それは、真理という中心によって整序された知の

体系は、閉鎖的な秩序を構成しており、こうした秩序体系の中では、この秩序の

流れに沿って思考するがゆえに真理は常に正常なもののように見えてしまう、と
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いうことである。フーコーが言いたいことは、「真理への意思」は、人々を管理し、

支配する権力システムとして機能したが、人々はひとたびこうしたシステムの中

に入ると真理の絶対性に取り込まれ、その権力的な側面を見失う、ということで

ある。その限りで、「真理への意思」は、人々を思い通りに作動させる、巧妙な

権力の仕掛けとなっている。

また、あるインタビューでは「わたしの問題意識は、どのようにひとびとが真

理の産出をとおして支配されているのか、を知ることである」12）と述べており、

真理は、権力の中で産出され、こうした真理によって人々が管理・支配されるこ

とを示唆した。そして『構造主義と解釈学を超えて』においては、「この権力形

式は、直接日常生活に働きかけ、諸個人をさまざまなカテゴリーに分類し、彼ら

を個別性によってしばりつけ、自分も認めまた他人もそれと認めなければならな

い真理の法を課する。それは個人を主体へと変える権力形式である」と述べてい

る。つまり、真理は、権力によって生み出されること、絶対的な真理が存在する

のではなく、システムが真理を生み出しているということを主張したと言える。

3　1980年代―真理とそれを語る主体

この時期になると、フーコーの研究対象は、今までのものと一変する。冒頭で

述べたように、これまでフーコーは、もっぱら近現代を考察の対象としていたの

にもかかわらず、この時期になってはじめて、古典古代のギリシア・ローマ時代

のテクストを考察の対象としだしたのである。そして、真理と真理を語る主体へ

の注目がなされることとなる。この時期の著作としては、『性の歴史Ⅱ 快楽の活

用』『性の歴史Ⅲ 自己への配慮』などがある。この二つは、1977年に出版された

『性の歴史Ⅰ 知への意思』のシリーズであるが、この二つの出版がなされるのが

1984年のことであるから、それまでには八年の期間があったことになる。

『性の歴史Ⅱ 快楽の活用』では、古代ギリシア人の性が倫理の問題に結びつけ

られていたことを指摘し、自己をつくりあげる「自己のテクノロジー」があった

ことを主張する。『性の歴史Ⅲ 自己への配慮』では、ヘレニズム期やローマ時代

の哲学書や医学書のテクストを分析する。この時期には、自己への配慮、すなわ

ち自己を気遣うことが各人の全人生に関わる生存の様式となり、自己認識が自己

への配慮を支えていたのだという。

ところで、先ほど、二つの出版までには、八年の経過があったことを言ったが、

この八年の間フーコーは、ただただ沈黙をしていたわけではないことを指摘した
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い。1970年には、コレージュ・ド・フランスの教授に就任しているが、コレー

ジュ・ド・フランスでは、死の年の1984年まで、毎年の研究内容についての講義

を積極的に行っている。71年から73年にかけては、監獄について、74年から76年

までは、精神医学について、77年から80年までは、統治性について、81年から84

年にかけては、まさに本論文のテーマである真理を語ること、パレーシアについ

て講義を行っている。

Ⅱ　パレーシアへの注目

このパレーシア概念へのフーコーの関心は、1981年 - 1982年講義「主体の解釈

学」から始まり、1982年 - 1983年講義「自己と他者の統治」、1983年 - 1984年講

義「真理の勇気」へと続いている。このパレーシアに関するフーコーの思索を探

ることで、晩年の彼の真理の捉え方、彼の問題意識に関する手がかりが得られる。

次章で真理とそれを語る主体の問題であるパレーシアについて、パレーシアの定

義、特徴、政治的パレーシアと哲学的パレーシアの順にまとめたい。

1　パレーシアの定義

はじめに述べたように、パレーシアとは、ギリシア語で、「すべて」を意味す

る panと「語られたこと」を意味する remaからできた語であり、「すべてを語る」

ということである。パレーシアは、英語では free speech、フランス語では、franc-

parler、ドイツ語では、Freimütigkeitと訳され、真理を語る主体、すなわちパレー

シアを行使する者は、「パレーシアステーテス」と呼ばれ、彼は、自分の考えて

いることを包み隠さずに語る人、真理を語る人である。この概念は、古代ギリシ

ア・ローマ時代を通じて長い間もちいられてきた13）。

パレーシアには、いくつかの特徴がある。一つ目の特徴は、パレーシアにおい

ては、語る者は自分の心のうちのすべてを正確に語ることが期待されることであ

る。パレーシアステーテスは、自分が何を考えているのかを、聞き手に正確に理

解させるようにする必要がある。そして、パレーシアにおいて、語り手は、自分

の語ることが自らの意見であることを明確に示す。このため、語り手は、自分の

考えていることを隠すようなレトリック（弁論術）は使わず、直接的な表現をする。

二つ目の特徴は、語られる意見は、常に真理であるということである。フー

コーの考えによれば、パレーシアステーテスは、あることを真理と知っているた
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めに、真理を語る。パレーシアステーテスの意見は、同時に真理でもあるのだ。

ただしこの真理は、デカルト以降の明証性に基づく真理とは異なっている。ギリ

シアにおいては、考えていることが真理となるのは、心のうちの経験ではなく、

パレーシアという発言行為によってであった。

三つ目の特徴は、ただ真理を語るだけでは、パレーシアとはならず、危険やリ

スクを負って初めて、パレーシアステーテスとみなされるということだ。例えば、

文法の教師が教える文法は、正しく、真理ではあるかもしれないが、これを教え

る（語る）際に文法の教師はリスクを負わないため、パレーシアステーテスでは

ない。一方で、ある哲学者が王や僭主に、彼が不正義をしていると告げる場合に

は、この哲学者は、あるリスク―例えば処刑や追放―を引き受けているため、

パレーシアステーテスであると言える。このように、パレーシアは、危険を冒し

てでも真理を語るという点で、「勇気」と結びついている。

ただし、パレーシアにおける危険は、語られた真理が相手を傷つけるか、怒ら

せるかもしれないという事実によって生まれる。このため、パレーシアは常に、

真理を語る者と真理を聞く者を必要とし、また、真理を示す機能ではなく、相手

を批判する機能を持つ。

四つ目の特徴として、誰もがパレーシアを行使できるというわけではなく、語

り手は常に聞き手よりも低い地位にあることが挙げられる。このため、僭主や父

親、教師などは、パレーシアを行使することができない。また、パレーシアステー

テスとなるためには、まず、ポリスの男性市民である必要があった。古代ギリシ

ア社会では、女性、外国人、奴隷、子供は、一般的に抑圧された地位にあり、彼

らがパレーシアを行使することはほとんどなかった。

また最後の特徴は、真理を語ることが義務とされていたことである。パレーシ

アステーテスは、真理を語ることで他者や自己を改善していくために、自分自身

に真理を語る義務があると感じている。

以上がパレーシアの特徴、言い換えれば、パレーシアを構成する要素である。

2　政治的パレーシアと哲学的パレーシア

フーコーは、とりわけ『自己と他者の統治』において、パレーシアの変遷につ

いて説明している。それはつまり、政治的パレーシアから、哲学的パレーシアへ

の移行である。
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（ 1 ） 政治的パレーシア

フーコーは、エウリピデスの悲劇『イオン』を分析する中で、政治的パレーシ

アについて検討している。『イオン』では、アテナイ王エレクテウスの娘クレウ

サと彼女がアポロンとの間にもうけて捨てた子のイオンの奇妙な再会と和解の物

語がデルフォイの神託所を舞台に描かれている。

フーコーによれば、まず、政治的パレーシアは、第一に民主制の機能と結びつ

いていた。イオンがアテナイに戻り、アテナイでの基本的な政治的権利を確たる

ものにするために、パレーシアを必要としていたことを強調した。民主制が存在

するには、パレーシアが存在せねばならず、パレーシアが存在するには、民主制

が存在せねばならないという循環があるのだという。

また、パレーシアは、国事を担う人々に関係するものであった。そして、この

パレーシアは、イセーゴリア［平等な発言権］の構造、すなわち法律やポリテイ

アの形態そのものによって、すべての市民に与えられた発言権を前提としていた。

そして、パレーシアは、ある種の支配力の行使を前提としていた。そして、本当

の言葉を発することにまつわる危険が伴う政治的な領域の内部において、パレー

シアは存在したのである。

一方で、民主政とパレーシアの関係がうまくいかなくなり、「悪しきパレーシ

ア」が存在したこともフーコーは指摘する。この悪しきパレーシアとは、〈本当

のことを語ること〉のまがい物、偽の〈真実の語り〉である。このパレーシアは、

誰でも語ることができてしまうことに特徴づけられており、語ることについて、

彼は自分の意見として述べるのでもなければ、その意見を真実であると信じても

いない。また、相手を非難する勇気がなく、［万人受けの］意見を述べるのが特

徴である。

しかし、紀元前 4世紀になると、このパレーシア概念が変化（移行・派生）する。

フーコーは、この移行は、「〈真実の語り〉の実践として企てられる哲学の歴史に

義務を負わせるようなものだったと思います」14）と述べている。この変化が、ま

さに、政治的パレーシアから、哲学的パレーシアへの移行である。ただし、この

契機によって、政治的パレーシアが消滅したわけではないが、この派生により、

哲学的言説や哲学的実践や、哲学的な生についてのある種の方向転換が生じたと

フーコーは論じる。
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（ 2 ） 哲学的パレーシア

哲学的パレーシアは、政治的領域ではなく、哲学的領域において行使される。

哲学がパレーシアの場になったと言ってもよい。そして、ここでのパレーシアス

テーテスは、ほかならぬ哲学者である。例えば、相手の怒りを買うリスクを恐れ

ずに市民に真理を個別に語りかけたソクラテスという人物は、パレーシアステー

テスの代表例である。フーコーによれば、ソクラテスは、人々に自己の配慮を行

うように導こうとしているのであり、その中でパレーシアを行使している。

哲学的パレーシアの特徴は、まず、このパレーシアが、民衆や王とパレーシア

ステーテスとの関係ではなく、 2人の個人的な関係によって行使されるという点

にある。次に、このパレーシアは弁論術の言説に対立しており、他者を説得する

ということを目標としない。それよりも、自らが真正（etumos）であること、自

らの率直さや単純さにおいて、自らが参照している現実に可能な限り接近してい

る。また、政治的パレーシアで取り上げられなかった生（bios）という要素が見

られ、このパレーシアステーテスは、真理との間に調和のとれた関係を結んでい

るため、試金石としての機能を果たすことができる。

フーコーは、パレーシアが少しずつ移動していき、哲学の行使の領域に入って

いくことを指摘する。死の危険さえ引き受け、他者を導くために真実を語る勇気

によって定義された哲学こそ、パレーシアによって生み出されるのだ。

次にフーコーが、哲学的パレーシアの例として挙げるのが、キュニコス派であ

る。キュニコス派の教義については、ほとんどテクストが残っていない。キュニ

コス派の哲学者たちは、著書を残すことよりも、ある特定の生き方を選択し、実

践することの方に関心を示した。この個人の生き方とは、哲学の理論として個人

の生き方に興味があったわけではなく、真理との関係における試金石となるよう

に生きることで、人間の生き方についての考え方を示そうとした。キュニコス派

は、人間の真のあり方は真理との関係において明らかになると考え、この真理と

の関係はその生き方において描き出されると考えた。このようにして、フーコー

は、パレーシア概念をその生き方によって描くということにまで広げた。以上の

ように、哲学的パレーシアは、主体のあり方と深く結びついている。

Ⅲ　フーコー批判

これまで、フーコーの真理概念の変遷やパレーシア概念について追ってきたが、
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ここで、パレーシアの考察が、フーコーがフーコーの理論に向けられた批判に対

し、何らかの形で応答をするべく行ったものではないかということを示すため、

フーコー批判、とりわけハーバーマスからの批判の言説を確認したい。

フーコーの理論、思想は、他の多くの研究者から批判を受けることとなる。と

りわけ、ドイツの哲学者のユルゲン・ハーバーマス（1929-）は、フーコーの権

力論や系譜学を鋭く批判した。ハーバーマスは、その著書『近代の哲学的ディス

クルス』の中で、フーコーが「理性を批判しようとする企てが、自己にはねかえっ

てその批判の前提そのものを危うくしている」15）ことを指摘する。

これまで見てきたように、フーコーは、真理やそれに支えられた価値を、知や

権力のシステムの中において、排除してきた。そして、フーコーの近代批判・理

性批判は、理性にもとづく客観性をも排除してしまうため、この批判をすればす

るほどフーコー自身の理論に客観性や妥当性がなくなってしまうというのである。

さらに、フーコーの主体論では、抵抗する主体がどこから生まれてくるかの説

明ができないことが指摘された。フーコーは、既存の権力観を否定し、下から湧

き上がる微細な権力を描きだしたが、そこに存在する主体は、巨大な権力機構に

規定されていることとなり、過度に権力によって時計仕掛けのように動く主体が

描かれる。主体が権力によって構成されているならば、抵抗する主体が出てこな

い。歴史を動かす原動力がどこから出てくるのか、という問題が出てくるという

のである。この批判を受け、この抵抗の力については、Ⅰの２（ 1）で、フーコー

が根拠を自由に求めたことを説明した。ただし、フーコーにとってのこの自由と

は、理性と結びついた伝統的自由では決してない。フーコーはこのような絶対的

自由を否定する。フーコーの想定する自由とは、管理や拘束の具体的状況の中で、

快―不快のような最も本能的感情に照らして、それよりも良い方を自由とするよ

うな、相対的な自由である。抵抗の基礎をこのような自由に置くフーコーの権力

論、主体論は、権力をくつがえし、新しい世界を創造するという点で非常に弱々

しいと言える。

さらにハーバーマスは言う。「フーコーには、近代がその生誕以来、随伴して

きた抵抗する言説を受け継ごうとする意思はない。……むしろフーコーは、近代

とその言語ゲームを失効させようとするのである」16）。それゆえにフーコーは、

何故自分が対抗権力の位置をとりうるのか説明できない。ハーバーマスによれば、

フーコーによる「主体の解体」は、個人と社会との関係を細分化する権力形式に

置き換えてしまい、抵抗への問いをはじめから消去してしまう。最終的に、批判
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の規範的基礎をフーコーは自ら放棄する。

このような、抵抗する主体の不在の問題や、理論の客観性や妥当性の放棄とい

う批判に対しては、フーコーは明確な回答を示すことはなかった。

Ⅳ　語る主体への注目

フーコーは、1984年「真理の勇気」の初回講義において、自分自身がパレーシ

ア概念の研究に行き着いた経緯について語っている。

しかし他方、私には次のような分析も同様に興味深いものであるように思

われたのでした。それはすなわち、主体が真理を表明しつつ、自らを表明す

るためなされる行為のタイプ、つまり、主体が真理を語る者として自分自身

を思い描くとともに他の人々によってもそのような者として認められるため

になされる行為のタイプの、諸条件と諸形式に関する分析です。それは真で

あると認められている言説の諸形式とはいかなるものであるかと問うような

分析では全くないでしょう。そうではなくて、その分析は、次のように問う

ものとなるでしょう。すなわち、どのような形式のもとで、個人は真理を語

るその行為において、真理の言説を述べる主体として構成するとともに他の

人々によってそのような主体として構成されるのか、どのような形式のもと

で、真なることを語る者は、自分自身の目および他の人々の目に対して自ら

を提示するのか、真理を語る主体の形式とは［いかなるものであるのか］、と。

この領域に関する分析は、認識論的諸構造に関する研究との対比によって

［真理表明術の］17）（アーチュルジック）諸形式に関する研究と呼びうるものと

なるでしょう。……そこで「認識論的構造」タイプの分析を脇においておく

ことにして、「真理表明術の諸形式」をしばらくのあいだ分析することにし

ましょう。私はパレーシア概念およびその実践を、まさしくこの枠組みのな

かで研究しているのです18）。

私がここにたどり着いたのは、主体と真理との諸関係をめぐる古い問題、

西欧哲学の核心そのものにある伝統的問題から出発してのことでした。この

問題を、私はまず、古典的で慣例的かつ伝統的なやり方で受け取り、提起し

ました。すなわち、主体に関して真理を語ろうという試みは、いかなる実践
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から出発して、いかなるタイプの言説を通じてなされてきたのだろうか、と。

たとえば、いかなる実践から出発して、そしていかなるタイプの言説を通じ

て、狂人という主体や非行者という主体に関する真理を語ろうという試みが

なされたのであろうか（狂気の歴史、監獄の誕生）。また、いかなる言説実践

から出発して、語る主体、労働する主体、生きる主体が可能な知の対象とし

て構成されたのだろうか。私がある時期に検討を試みたのは、こうした研究

領野の全体でした19）。

そして次に私は、主体と対象との諸関係にかかわるその同じ問題を別のか

たちで考察しようと試みました。すなわち私は、そのなかで主体に関する真

理が語られうるような言説についてではなく、主体が自分自身に関して、語

ることのできる真理の言説について、たとえば、告白、告解、良心の吟味な

どといった文化的に認められ類型化されたいくつかの形態の［もとで］語ら

れうる真理の言説について、考察を行おうとしたのです。これは、主体が自

分自身に関して述べる真なる言説についての分析であり、そうした言説の重

要性は、刑罰実践において、さらには私が研究したセクシュアリティの経験

の領域において容易に見ることができました。このテーマ、この問題に導か

れて、私は、ここ数年間の講義において、自己自身に関する〈真なることを

語ること〉の諸々の実践についての歴史的分析を［試みる］こととなったの

でした20）。

このように、フーコーは、主体と真理との諸関係をめぐる古い問題、西欧哲学

の核心そのものにある伝統的問題から出発し、様々な角度からこれを分析し、そ

して現在、パレーシアの研究に至ったことを主張する。フーコーの問題意識のう

ちには、真理、そして主体に関する問題があった。

またここで、フーコーのパレーシア研究について、以下のような指摘があるの

で紹介したい。

相澤伸依は、晩年のフーコーの問題意識について、次の二点を指摘する。相澤

によれば、晩年のフーコーは、「哲学がいかに現実とかかわるか」および「いか

にして今とは別の仕方でありえるか」という問いを立てて、その答えをパレーシ

アの中に見出そうとした。つまり、フーコーは、真理を示すことによって、現実

性を獲得することが哲学の務めだと考え、そして、この問題に一つの解答を与え
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るのがパレーシアだと主張する。一つ目の問いに対しては、ギリシアにおけるパ

レーシアを通時的に眺めることから、「勇気を発揮し危険をおかして真理を示す

実践を通じて哲学の現実を獲得すること」という答えがえられた。そして二つ目

の問いに対しては、真の生とは別の生を生きようとするキュニコス派の実践がそ

の実例を示すものとなっていた。」という。そして最晩年の論文である「啓蒙と

は何か」21）において、フーコーは、現在のあり方を乗り越える可能性を示す積極

的な批判を提案していたが、キュニコス派の営みは、まさにこの意味での批判で

あり、現代的な批判をはるか古代に先取りするものであった。「この批判のあり

方こそフーコーがキュニコス派のパレーシアかの検討を通じて見出そうとしてい

たものであろう」という22）。

おわりに

本論文では、フーコーの真理概念を通時的に概観するとともに、彼の権力論、

主体論に向けられた批判を確認し、それらを背景としながら彼がパレーシアをと

りあげたことの意義、何故パレーシアをとりあげるに至ったのかを明らかにする

ことをこころみた。

はじめに述べたように、「真理」に関する考察は、フーコーにとって、生涯で

最も重要なテーマの一つであった。概観してきたように、その生涯の中で、フー

コーの真理概念の捉え方は、初期の、真理が成立するためにはどのような条件が

必要なのかということの探求から、権力によって生み出されるねつ造物としての

真理、そして、語る主体との関係から説明される真理へと変遷した。新しい著作

を出すたび、次々に新しい概念を打ち出すフーコーではあるが、真理という問題

には、彼が常に向き合ってきたと言うことができるだろう。

パレーシアとは、自らの危険を冒してでも、自らの信じた真理について、勇気

をもって率直に語るという行為である。それははじめ政治的な領域で語られ、少

しずつその領域を移動していき哲学的領域でも語られるようになった。さらに、

パレーシアは主体のあり方と深く結びついていることを説明した。

また、フーコーの研究は、他の多くの研究者から批判を受けた。とりわけ、今

回とりあげたハーバーマスからの、権力論、抵抗する主体の不在、という批判に

ついては、フーコーは、はじめ抵抗の力の根拠を自由にもとめたが、これは必ず

しもハーバーマスからの批判に対する明確な回答とはならなかった。しかしなが



89

ら、この批判をきっかけにして、またこの批判に何らかの形で回答をするため、

真理の言説を発する主体の歴史的分析、すなわちパレーシアに関する考察を行っ

たということは可能なのではないだろうか。そしてまさに、勇気をもって真理を

語る主体、勇気と結びついたパレーシアという営みこそ、抵抗する主体のあり方

として、フーコーが明示しようとしたものであったのではなかろうか。また、晩

年になるまでは見られなかった主体との関係から導かれる真理の考察は、フー

コーにとって、新しい「真理」の可能性を切り開く第一歩となるものであったと

言うことができるだろう。
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