
『言葉と物』第二部に見る近代思想の展開（上）
──第七章～第八章第四節──

飯　　野　　和　　夫

はじめに

　筆者は先に論文「フーコー『言葉と物』におけるコンディヤック」（上・中・下）（2019‒
2021）で、感覚論哲学者コンディヤック（1715‒1780）との関係で『言葉と物』（1966）を検
討した。その直接の検討範囲は、『言葉と物』の第三、第四、第六章であり、この書の前半部
（第一部）の途中から最後までに相当していた。一方、この書の後半部（第二部）は、コン
ディヤックの晩年、いわゆる古典主義時代が終極を迎える時期から、二十世紀中葉までの西欧
の思想の展開を跡づけるもので、こちらもきわめて興味深い。本論文ではこの『言葉と物』第
二部の展開を検討したい。『言葉と物』の第二部が第一部を受けて展開されるように、本論文
も内容的には先行論文から連続している。できれば先行論文から続けてお読み願いたい。紙幅
の関係で、先行論文で検討した内容を十分に繰り返しながら論じることはできないが、適宜先
行論文への参照指示も行っているので、参考にされたい。

Ｉ．第七章　表象作用の限界

１　歴史の時代

　フーコーは「十八世紀から十九世紀への曲り角」の時期に、「実証的諸領域 positivités（1）が基
本的に変質した」とする（232 [240]（2））。具体的な年代としては、この変質の現象の総体は
「1775年と1825年（…）の間に位置し」、「各領域において、1795‒1800年あたりで連接する二
つの継起的局面が認められる」とされる（233 [241]）。
十九世紀近代への転換の第一の局面

　フーコーによれば、「第一の局面においては、実証的諸領域の基本的存在様態は変化しない」
（ibid.）。古典主義時代の主要な実証的領域、つまり富の分析、分類学、一般文法の各領域にお
いて、それぞれ「人間の富、自然界の種、言語を構成する語は（…）二重化された表象（3）であ
りつづける。二重化された表象とは、表象でありつつ、その役割として諸表象を指示、分析、
合成、分解して、諸表象のうちに、諸表象の同一性と差異の体系と秩序の一般的原理とを出現
させるものである」（ibid.）。確認しておけば、フーコーによれば、記号（シニフィアン）とし
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ての役割を果たす観念は「二重化され」ており、「他の観念の代わりをつとめる観念の上に、
その観念の〔他の観念を表象するという〕表象能力の観念」が重なっている（78 [89]）。した
がって、記号は、「二重化された表象 représentation redoublée (ou dédoublée)」（79 [90]）である
ともされる（4）。いま問題になっている転換期の第一の局面では、それまでの古典主義時代と同
様、富、生物種、語はこうした記号としての性格を保持するという。そして、記号の働きは、
「諸表象を指示、分析、合成、分解」するのに役立ち、ついには「諸表象の同一性と差異の体
系と秩序の一般的原理とを出現」させるのである。フーコーは続ける。
　「〔一方、〕富、分類のクラス、語が、表象の存在様態とはもはや相容れぬ存在様態を獲得す
るには、第二の局面を待たなければならない。これに対して、きわめて早い時期〔第一の局
面〕に、（…）すでに変様したものがある。それは、実証的諸領域の構成 configurationであり、
〔たとえば〕それぞれの実証的領域の内部で表象的諸要素が相互に機能する仕方（…）である」
（ibid.）。『言葉と物』第七章ではこの「第一の局面」が考察されることになろう。

２　労働の計量 La mesure du travail

　古典主義時代のいわゆる「富の分析」の領域の変質がまず検討される。具体的な検討対象は
アダム・スミスとその労働価値説である。フーコーは以下のように語っている。スミスは『国
富論』の「冒頭から富の概念を労働の概念に依拠させて、こう述べる。「ある国民の年々の労
働は、その国民が年々に消費する生活の必需品と便益品のすべてを本来的に供給する源であ
る」」（234 [241‒242]）。スミスは「事物の「使用価値 valeur en usage」を人間の感じる欲求に、
「交換価値 valeur en échange」（1）を事物の生産に費やされた労働量に、関係づける（…）。ある
商品の価値は、それを（…）自分自身で使用ないし消費しようと思わず、それを他の事物と交
換しようと望んでいる人にとっては、その商品がその人に購買または支配させうる労働の量に
等しい」（234 [242]）。つまりは、ある商品を交換する場合の交換価値はその商品に対応する労
働の量に等しいとされるのである。
スミス以前、古典主義時代の労働概念

　フーコーによれば、カンティロン（2）以前から使用価値 valeur d’usageと交換価値 valeur 

d’échangeは完全に区別されていたが、カンティロンから交換価値を量るために労働量が用い
られるようになった。「けれども、事物の値打 prixのうちに刻みこまれた労働量は、〔交換価
値の〕計量 mesureのための道具以上のものではなく、この道具は相対的で、かつ〔他の尺度
に〕帰着させうる réductibleものだった。事実、ある人間の労働は、仕事のつづく時間のあい
だ彼とその家族を養うのに必要な食物の量と同じ価値をもつと見なされ、したがって、結局の
ところ、欲求 le besoin──食物、衣服、住居──が、市場価格の絶対的尺度mesure absolueを
規定していた。古典主義時代全般をつうじて、等価性を量るのは欲求であり、交換価値の絶対
的規準となるのは使用価値である。食物こそが値打を量るものであり、農業生産、麦、そして
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土地に、誰もが認めた特権を与えているのである」（234 [242]）。カンティロンに代表される古
典主義時代の富の分析においては、交換価値を量る労働量は食物の量に帰着し、さらに欲求、
使用価値へと行き着くのである。
　結局、スミスは、「すでにカンティロン、ケネー、コンディヤックにも見られる」「経済学的
概念としての労働」の発明者ではない。「彼はまたこの〔労働の〕概念に新たな役割を演じさ
せたわけでもない。なぜなら、彼もまたそれを交換価値の尺度mesureとして用いるからであ
る。「労働はいっさいの商品の交換価値 valeur échangeableの現実的尺度である」」（234‒235 

[242]）。
スミスの労働概念の新しさ──最終的な表象対象としての労働

　ではスミスの新しさは何だったのか。フーコーによれば、「スミスは労働の概念に、交換さ
れるもの〔＝表象し合うもの〕としての富を分析する機能を依然として保たせてはいるもの
の、この分析は、もはや交換を欲求に（…）帰着させるための（…）契機ではなく、還元不能
で越えることのできぬ絶対的な計量単位 unité de mesureを明らかにするものなのだ。（…）富
は、富を現実に生産した労働の単位数に応じて分解されるであろう。さまざまな富は、依然と
して表象する諸要素として機能しているが、それら諸要素が最終的に表象するのは、もはや欲
望の対象ではなく、労働にほかならない」（3）（235 [242‒243]）。富の価値の根拠は「現実の生産」
を実現する「労働」にあることになる。フーコーはやや先でさらに展開する。
　「諸欲求とそれらに応えうる諸生産物の交換とがつねに経済の原理である。（…）しかし、交
換というものの内部、すなわち等価性の秩序のなかでは、等価性と差異を決定する尺度
mesureは、欲求とは別の性質のものである。この尺度は、（…）人間の心 coeurや欲求 appétit

に依存しないという意味で、絶対的な尺度である。この尺度は外部から人間に課せられる。す
なわちそれは、人間の時間と労力 peineなのだ。アダム・スミスの分析は、彼に先だつ人々の
それとくらべて、一つの本質的な乖離を示している。それは、交換の動機と交換されうるもの
の尺度とを、また、交換されるものの性質とそのものの分解を可能にする単位とを、それぞれ
区別するのである。人々は欲求を感じればこそ、（…）欲求する対象の交換をおこなうのだが、
交換の場の秩序（…）は、問題の対象に注がれた労働の単位数によって決定される。（…）も
はや欲求の対象がたがいに表象しあうのではなく、変形され、隠され、忘れられた、時間と労
力があるにすぎない」（236‒237 [244]）。交換の場面だけを見るとそこに表象関係（＝記号関
係）があるように見えるが、交換の場の秩序を真に支えるもの──価値の根拠──は、もはや
社会全体を貫く表象の体系ではなく、「労働」、さらに具体的には「時間と労力」なのである。
実際、フーコーは続ける。
　スミスは依然として「「富」という言葉によって、交換（…）のなかでたがいに表象しあう
欲求の対象──（…）表象の対象──を理解している。けれども、〔表象の〕この二重性（4）の
内部において、その法則や交換の単位および尺度を規定するため、彼は表象の分析に還元しえ
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ない次元 ordreの原理を立てる。（…）欲望の対象相互の等価性は、もはや他の対象や他の欲
望を介してではなく、それらとは根源的に異質なものをつうじて決定される。富に秩序がある
（…）のは、（…）人々がみな、時間、労力、疲労、さらに窮極においては死そのものの支配下
におかれているからなのだ。人々は欲求や欲望を感ずればこそ交換をおこなうのにちがいな
い。だが、彼らが（…）それらの交換を〈秩序づける〉ことが〈できる〉のは、彼らが時間と
大きな外的宿命の支配下にあるからにほかならない」（237 [245]）。別の「次元」の原理とは、
時間の中で人間が生活のためにする実際の活動ないし労働であろう。表象を支える原理とし
て、現実の私たち人間自身が見いだされるのである。フーコーは次のように補足する。「この
労働のもつ生産力の大きさ féconditéについていえば、（…）これまた表象の外部にある諸条件
にもとづいている。つまり、産業の進歩、分業の増大、資本の蓄積、生産的労働と非生産的労
働の分離といったものである」（ibid.）。フーコーの議論はこの「表象の外部」へと向う。
富に関する新たな反省は人間学と経済学に依拠

　古典主義時代、「富に関する反省」は「「観念学 idéologie」──表象の分析──の内部に宿っ
ていた。いまやその反省は、（…）観念の分解の形式や法則ではとらえられない二つの領域に
依拠することとなる」（238 [245]）。ここで「観念学」という語は、「観念についての学問」と
いう一般的意味で用いられている。観念と表象は同義とみてよく、観念学は観念あるいは表象
を分解し、さらにそれを組み立てるという分析を方法とするだろう（5）。そうした観念学の方法
によってはとらえられないが、富に関する反省が新たに依拠することになる二領域とは人間学
anthropologieと経済学であるとされる。anthropologie（英 anthropology）は、ギリシャ語から
16世紀初めに学術的ラテン語に移入された用語で、「人間の学」を意味していた。初期は人間
の自然的本性の理論の総称であったようだが、18世紀には人間の文化的特質への反省も加わっ
てきたようで、カントが長年の講義を元にして晩年にまとめた『実用的見地における人間学』
（1798）が比較的よく知られている（6）。一方、経済学はまさにスミスによって成立しようとし
ていたのであった。フーコーは語っている。富に関する反省は、「一方において、早くも人間
学を指向する。人間学が問題とするのは、まず人間の本質（有限性、時間との関係、死の切
迫）であり、また、人間が日々の時間と労力 les journées de son temps et de sa peineを投入する
対象──人間はそこに自己の直接的欲求の対象を認めることはできないが──である。他方に
おいて、富に関する反省は、経済学の可能性を（…）指し示す。経済学は、もはや富の交換
（と、その基礎をなす表象のはたらき）ではなく、現実における富の生産、つまり労働と資本
という形態を対象とすることだろう」（ibid.）。フーコーはさらに続ける。
　「これら（…）自己に対して外的 étranger à lui-mêmeなものとなった人間について語る人間
学と、人間の意識の外にあるメカニズムを問題とする経済学のあいだで、〔まず、〕〈観念学〉
あるいは〈表象の分析〉がやがてたんなる心理学に還元されることになる」（238 [245‒246]）。
人間とその社会活動が外的、客体的にとらえられるようになり、それに応じて、まず、観念や

50

（ 4 ）



『言葉と物』第二部に見る近代思想の展開（上）（飯野）

表象は人間の心理として限定されるであろう。「また他方で、それ〔心理学〕と向いあい対立
して、しかも、やがてはるか高くからそれを支配することになるものとして、一つの可能な歴
史の次元が開けてくる。（…）スミス以後、経済学における時間は、＜貧困と富裕との〔交替
が生じる、カンティロン的〕サイクル的時間＞（7）ではなくなる。（…）時間とは、一つの組織
体 organisation（…）に内在するものとなるだろう。それこそ、資本と生産体制の時間にほか
ならない」（238 [246]）。人間の社会活動も、表面的な現象において図式的にとらえられるので
はなく、その組織的な総体において客体化され、時間とともに、歴史の中で、とらえられるよ
うになるであろう。
　『言葉と物』第七章「表象作用の限界」の第二節「労働の計量」はここで終わる。この節で
は、「十八世紀から十九世紀へ」の転換期（1775年～1825年）の「第一の局面」（1775年～
1795／1800年）において、「富の分析」の領域が変質した様子が検討された。続く第三節「諸
存在の組織」では博物誌の領域の変質が扱われる。先行の拙論「フーコー『言葉と物』におけ
るコンディヤック」（飯野, 2019, 2020, 2021）においては、コンディヤックが博物誌を論じて
いないことから、『言葉と物』の博物誌に関わる記述は検討しなかった。本論文はこの先行論
文の内容を引き継いでおり、また紙幅も限られることから、博物誌に関係する第三節は扱わな
い。生物にかかわる知の領域の変質が『言葉と物』でどのように論じられたかの検討は機会を
あらためたい。本論文では、次に第四節「語の屈折」の検討へと進む。

３　語の屈折

　ここまでに見た富の分析の領域での出来事に対応する出来事が、言語の分析の領域にも見い
だされる、とフーコーは言う。彼はまず古典主義時代の言語のあり方について確認する。彼に
よれば、この時代をつうじて、「言語は言説、つまり表象の自然発生的分析、として措定され」、
「表象とその存在様態のうちに深く根をおろしていた」（245 [252‒253]）。言説は内容をもった
言語表現だが、人間が自らのもつ自然な諸表象を人為的な言語記号によって跡づけていくなか
で成立し、発展していくと考えられた。これは、言語が二重化された表象であることから可能
となる。この跡づけの過程が「表象の自然発生的分析」とされていよう。こうして、言語が
「言説として措定され」るということは、言語の文法面はいまだ十分に注目されず、言語が
もっぱらその表象作用のあり方と内容において考察されていたことを指していよう。関連し
て、この時代には「名〔名詞〕の理論」が言語理論の中心をなしていたとされるが、この理論
は「表象作用のきわめて近くに宿って」いたとされている（1）（245‒246 [253]）。
　フーコーは続ける。古典主義時代の純粋な一般文法においては、「ある言語のすべての語
（…）の意味のそもそもの存在理由は原初における〔事物に向けられる〕指示作用のうちにあ
るとされていた。すべての言語は、（…）太古の叫び〔による事物の指示〕によって決定的に
定められた幅 ouvertureのなかに位置していた。（…）諸言語間の水平方向の比較は（…）バベ
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ル以前の〔単一言語の〕いかなる標識が〔現在の〕語の音のなかに宿っているかを教えてい
た」（246 [253]）。こうして諸言語相互の比較をなしうるとしても、それはあくまでも太古の単
一言語を経由してのことと考えられたのである。
言語の転換の第一の局面

　しかし、ここまでに見たような言語の理解は変様をとげることになる。フーコーは語ってい
る。「十八世紀の最後の二十五年間になると、諸言語間の水平方向の比較は別の機能を獲得す
る。それは、言語がどの程度互いに似ているか、（…）どの程度互いに透明であるかを教える
べきものとなるのだ」（246 [253]）。つまり、現にある諸言語の対比がそれ自体として関心の対
象となりつつあったということであろう。とはいえ、「これらの比較は、〔古典主義時代同様、〕
まだもっぱら表象内容から発して、表象内容との関係でおこなわれている」（246 [254]）（2）。
「分析はすべて、〈一般文法〉の（…）二つの原理に依然として立脚している。すなわち、＜原
初的な共通の言語があって、それがさまざまな語根 racine（3）の最初の集合を定めたという原
理＞と、＜言語そのものとは無縁な一連の歴史的出来事（異民族の侵入、移住、認識の進歩、
政治的自由や隷属など）が、言語を外側から押し曲げ（…）たという原理＞である」（247 

[254]）。後者の原理は、言語が内的な原理によって変化するとは考えられていなかったことを
示している。これについては Foucault, 1966（『言葉と物』）, p. 105［邦訳 p. 116］、および飯野, 

2020, II‒2. 注 (11)［p. 36］を参照されたい。
屈折

　しかし、フーコーが言うには、「〔いまふれた〕十八世紀末における諸言語の対比は、意味内
容の分節化と語根の価値とのあいだに、もう一つの中間的形象 figure intermédiaireがあること
を明らかにした。すなわち屈折である」（ibid.）。この一節を十分に理解するためには、古典主
義時代の言語観についてのフーコー独自の解釈を知らなければならない。この解釈を、フー
コーはまず『言葉と物』の第四章「語ること」において展開し、その解釈は同章第七節で総括
的に「言語の四辺形」としてまとめられる。また、同書第六章「交換すること」の第七節「全
体的な表」では、この「言語の四辺形」が、富の分析など、言語以外の知の形態と関係させら
れて再度論じられる。筆者は、第四章および第六章の内容について、先行論文（飯野, 2020, 

2021）において検討した。こうした検討内容は、ここでは繰り返す紙幅がなく、直接参照願
いたい。フーコーはこの古典主義時代の「言語の四辺形」を図示したものを『言葉と物』の第
一部の最後に収めている（四辺形の四つの頂点が上下左右にくる菱形の図で、「十七・十八世
紀」と指示された図）。この図は飯野, 2021にも収録した（p. 12、訳語は邦訳書から変更した
部分がある）。さて、フーコーはこの「四辺形」の図の四つの角に言語の四つの機能を割り
振っている。すなわち、図の左側の角から時計回りで順に 1 . 帰属関係定立（動詞）、2 . 分節
化、3 . 指示（ないし語根）、4 . 派生である（1‒4の番号は、飯野, 2020, 2021において、古典
主義時代の言語（ないし知）の四辺形を分析した際に用いた番号に対応している）（4）。上の
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フーコーからの引用における「意味内容の分節化」は四辺形の上の 2の角、「語根」は右の 3

の角に当たる（5）。「屈折」はこれら 2，3 .二つの機能のあいだの「中間的形象」であるという。
ところで、古典主義時代の一般文法、つまり「言語の四辺形」の図に示される言語の諸機能と
その分析は、表象あるいは意味との関係において成立しているのであった。それに対して、
「中間的形象」としての「屈折」は、時制を表すなど、表象あるいは意味と無関係ではないも
のの、それらからは相対的に独立していることだろう。
　フーコーが屈折について続けて語るところを追おう。「〔かつては〕屈折は（…）その表象的
価値ゆえに分析の対象となったのにすぎない。ところが、クールドゥーやウィリアム・ジョー
ンズ（6）のしたように、サンスクリット語、ラテン語、ギリシャ話における〈ある〉という動詞
の諸形態 formesを比較すると、一般に認められていたのとは逆の恒常的関係が発見される。
つまり、変質して〔異なって〕いるのは 3 . 語根のほうで、2 ′‒3 ′ 屈折のほうがたがいに似て
いるのだ」（247 [254]）。ここでは、屈折が表象（意味）から相対的に独立した形態レベルの現
象であることを示すために、「2 ′‒3 ′」と数字にしるしをつけて区別したい。フーコーは少し先
で続ける。「彼らはたしかに 〈一般文法〉の分析のレベルにとどまっていた。しかし、この
2 ′‒3 ′ 活用〔屈折〕の比較において問題となっていたのは、語基 radical〔＝3 . 語根の実現
形〕（3）の 2 ′‒3 ′ 諸変様〔屈折〕と文法的諸機能との間の（…）複雑な関係である。すなわち、
二つの異る言語において、2 ′‒3 ′ 形態上の諸変化の一定の系列と、文法的諸機能、統語論的諸
価値、意味上の諸変様の（…）一定の系列との間に、一つの恒常的関係が発見されたのだ」
（247‒248 [255]）。「形態上の変化」としての「2 ′‒3 ′ 屈折」には、「文法的諸機能、統語論的諸
価値、意味上の諸変様」といったものが、「一般文法の分析のレベル」、表象のレベルにあるも
のとして対応するとされているのであろう。結局、形態上の変化である「2 ′‒3 ′ 屈折」は、言
語の表象（意味）の作用に広く影響すると考えられたと思われる。フーコーは続ける。
形態上の体系的新要素

　「まさにこのことによって、 〈一般文法〉（…）がもつ種々の理論的線分はもはやまったく同
じ仕方ではたがいに連鎖しなくなる（…）。（…）いまや、新たな要素〔＝2 ′‒3 ′ 屈折〕が介入
してくる。その新要素は、意味あるいは表象の側では、（…）副次的な価値を指し示すにすぎ
ない（指示された人または事物が演ずる主語または補語としての役割、行為のなされる時制）。
しかし、2 ′‒3 ′ 形態の側では、堅固で恒常的な（…）総体を構成しており、その総体の（…）
法則は、さまざまな 3 . 表象する語根 racines représentativesに適用され、それらの 3 . 語根その
ものを 3 ′ 変様さえさせることになる」（248 [255]）。先ほど筆者は、「2 ′‒3 ′ 屈折」が言語の表
象ないし意味の作用と広く関係していると解釈したが、そうとしても、ここでは表象ないし意
味の作用の側に生じるのは「副次的な価値」の変化であるとされている。ともあれ屈折の形態
は「変様の一体系」を構成することになろう。「2 ′‒3 ′ 形態上の堅牢性は一級であるこの要素
〔屈折〕は、（…）変様の一体系であって、その体系の各部分はたがいに連帯関係にある。（…）
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動詞語根に一人称、二人称、三人称の価値を与えるのは、m, s, tという変様の総体にほかなら
ない」（ibid.）。
　フーコーによれば、それまで「文法」は表象ないし意味のレベルとの関係で論じられてきた
ことになるが、いまや「屈折体系というものをつうじて、純粋に文法的なものの次元が現れ
る。言語はもはや、さまざまな表象と、それらをさらに表象しつつ思考の結合の要求するとお
りの秩序に配列される音〔表象／記号〕という、二つのものだけから構成されるのではない。
言語はさらに、体系としてのまとまりをもつ形態上の諸要素から構成されており、それが、
音、音綴 syllabes、語根に、表象の体制とは異なった体制を課するのである。こうして言語の
分析のなかに、表象に還元できない要素が導入されたのだ（ちょうど、交換の分析に労働の概
念が（…）導入されたように）」（248 [255‒256]）。
帰結

　こうして、「十八世紀末に、もはや〔それまでのように〕音の最初の表現的諸価値を探究す
るのではなく、さまざまな音とそれらの相互関係、ある音が他の音に変化する可能性を分析す
る、2 ′‒3 ′ 音声学が出現した」（248 [256]）という（7）。また、「比較文法の最初の素描」（249 

[256]）も出現した。いまや、「さまざまな言語において、一群の文字とある意味との結合では
なく、文法的価値をもつ変様の総体（活用、曲用、接辞体系）が比較の対象となる。（…）言
語と言語とは、いまや（…）語の相互的配置を定める、（…）かくも恒常的で還元不能なこれ
らの（…）道具によって、たがいに直接通じあうこととなろう。（…）言説として規定されて
いるかぎり、言語は表象内容の歴史以外の歴史をもちえなかった。言語が変様をとげるのは、
ただ観念、事物、認識、感情が変化したときのみ（…）だと考えられていた。だがいまや、諸
言語の内部には一つの「メカニズム」がある。（…）同一性と差異の担い手 porteur（…）とし
て、この「メカニズム」こそが歴史を支えるもの supportとなるのだ」（ibid.）。「同一性と差
異」は諸表象にかかわる概念だが、いまや表象を実質として「担う」ものが問題となり、そこ
に新たな歴史が宿ることになるのである。

４　観念学と批判哲学

表象の外部、隠された部分、本質的な核

　ここまでに見たところの帰結として、十八世紀の末葉には、「諸記号、（…）同一性と差異の
分析、（…）連続的で分節化された表、（…）規定された秩序、こうしたすべては（…）もはや
表象のそれ自体にたいする二重化（1）のみに基礎をおくことはできなくなる」（249‒250 [257]）。
たとえば富の分析の領域においては、「欲望の諸対象を価値づけるものは、もはや欲望が自己
に表象することのできる他の諸対象ばかりではなく、この表象に還元できない〈労働〉という
要素でもある」（250 [257]）。欲望の諸対象はそれらの相互の関係、つまり表象（＝記号）関係
において具体的な価値が決定されてきたが、決定因はもはやそれだけではなく、表象関係に収
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まらない〈労働〉が加わるとされている。言語の領域においては、「一つの言語を規定するの
は、その言語が諸表象を表象する仕方ではなく、（…）語が他の語に対してとる文法的姿勢に
応じて語そのものを変様させるある種の仕方、すなわち、その言語の〈屈折体系〉にほかなら
ない」（ibid.）。結局、「表象というものが表象それ自身に対してとる〔二重化の〕関係（…）
によって（…）決定される秩序の諸関係は、いまや、（…）表象そのものの外部にある諸条件
によって媒介されることとなる」（ibid.）（2）。フーコーは続ける。
　「ある意味の表象をある語〔＝記号〕の表象に結びつけるためには、（…）2 ′‒3 ′ 音声学的変
様と 4 ′‒1 ′ 統語論的従属関係の厳密な体系にしたがう、言語の純粋に文法的な諸法則に依拠し、
頼らなければならない」（ibid.）。筆者は上段（p. 7）では、「統語論的価値」は表象ないし意味
のレベルにあるものと考えた。一方、ここで「4 ′‒1 ′ 統語論的従属関係」とされるものは、「2

′‒3 ′ 音声学的変様」とともに、表象外の「形態」にかかわるものと考えたい。フーコーは『言
葉と物』第一部の末尾に、「十七・十八世紀」の「言語の四辺形」の図を収めているが、それ
に並べて「十九世紀」の四辺形図も掲げている（「十九世紀」の図のみ本論文 p. 37に掲げる；
Cf.飯野, 2020, p. 29）。この図においては、「音声学」は 2‒3の右上の辺の外側、「統語論」は
4‒1の左下の辺の外側に置かれている。この 2‒3 , 4‒1の二辺は、先行論文（飯野, 2021, 

p. 25‒32）で見たように、十九世紀近代のエピステーメーにおいて「科学」が展開される契機
を示していた。結局、十九世紀の図で右上から左下に至る帯状の部分が、言語の形態的変様と
それにもとづく「文法的な諸法則」が展開される場を構成するであろう。この場は、図中で
「認識論的（科学論的）場 Champs épistémologique」とされるように、近代の科学的認識の努
力が展開される主要な場ともなるであろう。
　結局、フーコーは次のように総括する。「古典主義時代には、諸言語は表象能力をもつがゆ
えに文法をもつのであった。いまや諸言語は、文法から出発して表象をおこなう。そしてその
文法とは、それらの言語にとって、いわば歴史的な隠された部分（…）のようなものであり、
表象的な諸価値はもはやそのきらめく可視的な外面でしかないのだ」（ibid.）。
　同様の構造が富の分析の領域でも指摘される。「ある欲求の対象 un objet de besoinの表象と、
交換行為においてその対象と対置されうる他のあらゆる対象とを結びつける場合にも、その対
象の価値を決定している労働の形態と量とに頼らなければならない。市場のたえまない動きの
なかで事物に階層的秩序を与えるのは、他の対象でも他の欲求でもなく、事物のなかにひそか
に沈澱している、その事物の生産に要した活動である。（…）事物の実質的価格（…）を構成
するのは、事物を製造し、採取し、運搬するのに要した日数と時間にほかならない。交換がお
こなわれうるのも、市場価格が変動したあげくに固定点を見いだすのも、こうした本質的な核
を基盤としてのことなのである」（250‒251 [257‒258]）。
共通の秩序空間の解体

　十八世紀の末ごろ、知の各領域の深層で起こったことを「基礎づける統一性」を、フーコー
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はさらに次のように指摘する。「表象〔作用〕は、表象の諸要素を統一できる諸結合 liensを基
礎づける力 pouvoir──（…）表象をそれ自身の上に二重化する仕組み le jeu qui la redouble 

sur soiによって諸結合を基礎づける力──を失った。（…）同一性と差異へと〔諸表象を〕ど
のように分析してみても、もはや諸表象間の結合を正当化することはできない。〔諸表象間に
見いだされる〕秩序も、（…）秩序が規定する隣接諸関係も、（…）秩序が認可する継起的諸関
係も、もはや諸表象相互、あるいは各表象の諸要素相互を結びつける lier力をもたない。こう
した諸結合の条件は、以後、表象の外部、（…）表象それ自体よりも深く厚みのある一種の背
後の世界に宿るのだ」（251‒252 [258‒259]）。
　「諸存在の可視的な諸形態〔＝諸表象〕が結ばれあう点──生物の構造、富の価値、語の統
語論──に達するためには」、いまや「事物の核心そのもの」の方へと向わなければならなく
なった（252 [259]）（3）。「さまざまな事物は、その固有の本質のほうへと引きさがり、（…）そ
の基本的真実においては表の空間から逃れさる。（…）事物は、いまや（…）私たちの表象に
とっては〈外部〉に自己の〈内的〉空間を定める définir。事物はまさに、（…）事物を生みだ
すあの力、事物のなかでいわば不動のまません動し続けているあの力の奥底から現れて、（…）
自らをせいぜい部分的に表象に委ねるのである。事物の近づきがたい備蓄部分から、表象は
細々した諸要素を一片一片と剥がしとるだけなのであり、それら諸要素の統一性はつねにその
備蓄部分の内に仕組まれているのだ」（ibid.）。認識論的に捉え直すとすれば、「かつては〔表
象作用によって成立した〕秩序の空間が、 2〔心像としての〕表象と 1 諸事物、 2 経験的可
視性と 1 本質的諸規則とに〈共通の揚〉として役だち、 1 自然における諸規則性と 2 想像に
おける諸類似性とを同一性と差異の碁盤目のなかで結合していた（…）──その秩序の空間が
いまや断ち切られようとしているのである」（ibid.）。古典主義時代には、 1 事物と 2 表象に
「共通」の「秩序の空間」が成立していたが（つまり 1 ＝ 2 の関係にあったが）、その空間が
解体しようとしているとされている。この点は続く展開とかかわってこよう。
近代における表象と主観

　フーコーはここまで、「十八世紀から十九世紀へ」の転換期（1775年～1825年）の「第一の
局面」（1775年～1795/1800年）を検討してきたわけだが、ここで彼は、この局面を経た後の
世界認識のあり方を展望する。彼は言う。「やがて、〔一方には、〕1′ 固有の組織とひそかな脈
網をそなえた諸事物、諸事物を分節化する空間、諸事物を生みだす時間があり、また〔他方に
は〕、2′ 純然たる時間的継起としての表象があることとなろう。2′ この表象において、1′ 諸事
物は一個の主観に対してつねに部分的にのみ自らを告げる。（…）〔諸事物はまた、〕自身の歴
史あるいは受けついだ伝統から発して知ろうとする「心理学的」個体に対してつねに部分的に
のみ自らを告げる。表象〔作用〕は 1 諸事物と 2 認識とに共通な存在様態を規定する définir

力を失いつつある。表象されたものの 1 存在自体が、いまや表象〔作用〕そのものの外にこ
ぼれ落ちようとしているのだ」(252‒253 [259])（以後、転換期以前の事物（とそれに関連する
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事項）には 1 の数字、表象（とそれに関連する事項）には 2 の数字をふり、転換期以降のそ
れらには 1′, 2′ としるしをつけて区別する）。この引用の最後にあるように、かつては、表象
（の作用）自体が「 1 諸事物と 2 認識とに共通な存在様態を規定」さえしていた。この表象の
作用は本源的で、一つ前の引用での「秩序の空間」をも成立させるものであろう（一つ前の引
用で「 2〔心像としての〕表象」は「経験的可視性」と同等に置かれていたが、目下の引用で
は「 2 認識」が対応しよう）。人間の表象作用を通過するしかない「 1 事物」は、そのことに
よってそれ自体歪み

4 4

を課せられようが、古典主義時代には、そうした歪みが自覚されることは
なかった。しかし、そうした特権的な表象作用は失われる。今問題にしている転換期以降、表
象は性格を変じ、新たに「主観」との関係で成立することになるのである。フーコーは続け
る。
　「第一の局面」において、「スミス、ジュシュー（4）、Ｗ・ジョーンズが労働、組織、文法体
系の概念を用いたとして、それは、（…）ただ、分析可能で、恒常的で、しかるべき 1 根拠を
もつ fondée 2 結合関係の一形態をそこに設定する instaurerためにすぎなかった。同一性と差
異の 1 , 2 一般的秩序を見いだすことが、あいかわらず問題だったのである。表象されたもの
の存在自体を 2 表象の 1′ 向う側に探る quérirようになる大きな迂回路 détourはまだ完成され
ていない。ただこの迂回路を可能にする出発点だけが、すでに定められたのである」（253 

[260]）。この時期には、いまだ 1 ＝ 2 の関係にあったといえる。しかし、引用後半に現れる
「表象されたものの存在自体を 2 表象の 1′ 向う側に探るようになる」という認識上のあり方
が、次の局面において成立していくと考えられていることは明らかであろう。とはいえ、「出
発点となるその場所は、依然として 2 表象の内的配置のうちにある。〔この時期の〕哲学の二
面性は、おそらくこのあいまいな 1 , 2 認識論的構成 cette configuration épistémologique 

ambiguëに照応しているのであって、その〔構成の〕終焉 dénouementの間近いことを示して
いるのだ」（ibid.）。この哲学の二面性の問題から、フーコーは観念学とカントに論及すること
になる。
　「十八世紀末における〈観念学〉と〔カントの〕批判哲学との共存──デステュット・ドゥ・
トゥラシ（5）とカントとの共存──は、学問的な諸反省がなお統一の内に維持しているものを、
互いに他方の外部にある二つの同時的思考という形において分け合っている。この統一はまも
なく解体することが約束されているのではあるが」（ibid.）。フーコーはまず、この時期にデス
テュットらの「観念学」がもっていた意味合いを検討する。
観念学

　「諸観念の学である〈観念学〉は、 1 自然の諸存在、言語の諸単語、社会の諸法則を対象と
する〔諸科学の〕諸認識と同じタイプの認識のはずである。しかし、〈観念学〉が諸観念や、
語によって観念を表現する仕方や、推論において観念相互を結合する仕方を対象とする（…）
限りにおいて、〈観念学〉は可能なあらゆる学問の〈文法〉および〈論理学〉としての価値を
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もつ」（ibid.）。観念学は科学の一つだが、「一般文法」を継承するものでもある。古典主義時
代の科学と同じく、「〈観念学〉は、 2 表象の 1′ 基礎、限界、根源 racineを問うものではない。
それは、 2 表象一般の領域を巡歴し、そこに現れる必然的継起を見さだめ fixer、そこに生じ
る結合関係 liensを規定し、この領域を支配しうる合成と分解の諸法則を明らかにする
manifester。それは、すべての知が 2 表象の空間に宿るものと考え、その空間を巡歴すること
によって、その空間を組織する法則に関する知を定式化する。ある意味でそれは、すべての知
に関する知といえよう。けれども、（…）〈観念学〉は 2 表象の場を離れはしない。この〔知
に関する知という〕二重性 redoublementは、人がけっして逃れられない直接性をもつ表象へ
と、あらゆる知を誘導することを目的としているのだ」（253‒254 [260]）。「逃れられない直接
性」をもつ表象はその直接性を感覚ないし知覚に負っているであろう。実際、フーコーが引用
するとおり、デステュットは語っている。「〔判断という思考の〕行為は、ある関係 rapportな
り結びつき relationなりが実在すると感じることにほかならない。（…）おわかりのように、
〈考える〉とはつねに〈感じる〉ことであり、感じること以外の何ものでもない」（6）。観念学
は、あらゆる知を感覚・知覚に帰着させる。あるいは、確実な感覚・知覚からすべての知を生
成させる。それに応じて、一般的に表象は人が認めざるをえない直接性をもつことになり、判
断・思考は表象の内に関係ないし結びつきを、実在性をもったものとして感じとることになる
だろう。フーコーは言う。「ある関係についての思考をその関係の感覚 sensationによって、さ
らに手短にいえば、思考一般を感覚によって定義することで、デステュットはたしかに 2 表
象の領域を出ることなくその領域全体を包み込んでいる couvrir」（254 [261]）。デステュット
は表象の領域全体を感覚によって包摂した。あるいは、感覚にはじまる人間の精神作用をすべ
て本質的に同じ一連の作用と考えたのである。
　「だが、」とフーコーは続ける、「彼〔デステュット〕は、表象のまったく単純な始源的形態
としての感覚、思考の対象となりうるものの最小限の内容としての感覚が、この感覚を説明し
うる 1 生理学的条件の次元へと転落する basculer dans境界線にまで到達している」（ibid.）。
フーコーによる引用箇所でデステュットは語っている。「観念学は動物学の一部分であり、こ
の一部分が重要で深く考究する価値があるのは、とりわけ人間〔という動物〕においてなの
だ」（7）。デステュットにおいては、感覚から観念に至る人間の表象能力、精神的知的諸能力は
動物学的・生理学的基盤の上に生じる結果である（8）。この場合、表象能力、精神的知的諸能力
の独自性はともすれば見失われるであろう。
　フーコーは段落をあらためて続ける。「カントの問題と〈観念学派〉のそれとが、その形態、
様式、狙いにおいていかに異っていようとも、両者は同一の点に適用される。つまり、 2 諸
表象相互の関係 rapportである」（ibid.）。デステュットが表象の関係を把握しようとしていた
ことは上に見た。ここでは、観念学派のみならずカントも、古典主義時代の思考の延長上に問
題を立てているとされている。ここからフーコーはカントの検討へと進む。
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カントの批判哲学

　「この〔諸表象相互の〕関係──〔むしろ〕1′ その関係を基礎づけ正当化するもの──を、
カントは、 2 表象──内容を奪われて痩せ細り、受動性と意識との境界においてもはや純然
たる感覚にすぎなくなった表象であっても──のレベルに求めるのではない」（ibid.）。「内容
を奪われて痩せ細り（…）感覚にすぎなくなった表象」という部分それ自体は、デステュット
が表象能力や精神的知的諸能力の独自性を十分評価できなかったと示唆しているのであろう。
このカントの態度に関連して、アダム・スミスや、Ｗ・ジョーンズら最初の文献学者たちが、
「諸表象相互の関係」の「基礎」が「表象のレベルに求め」られなくなる変化の過程に位置づ
けられていたことを再確認しておこう（Cf. 本論文 p. 11）。フーコーは続ける。
　「カントがこの〔諸表象相互の〕関係を検討するのは、この関係をその一般性において 1′ 可
能にするものの方向に向ってである。彼は、 2 諸表象相互の結合関係 lien を、（…）その関係
の普遍的に有効な形式 formeを規定する 1′ 諸条件にもとづいて打ち立てる établirのである。
（…）カントは、表象や表象のうちに与えられるものを迂回し contourner、いかなるものであ
れ２表象が与えられることが可能となる 1′ 前提 cela même à partir de quoi toute representation 

(…) peut être donnéeに直接訴えかける」（254‒255 [261‒262]）。「迂回（回避）」に関連して、
先に（p. 11）「迂回路 détour」が語られたことがすぐ想起されよう。スミスらが迂回の可能性
を開いたのと呼応して、カント自身も、「表象や表象のうちに与えられるものを迂回し」、「表
象されたものの存在自体を 2 表象の 1′ 向う側に探るようになる大きな迂回路 détour」（p. 11）
を見いだそうとするのである（9）。もちろんここで、カントが『純粋理性批判』（1781）で展開
した超越論的哲学、認識論的主観主義が暗示されているのは明らかである。
　カントにおいては、諸表象が互いの関係にしたがい、新たな関係を生みだしながら「自ずか
ら展開」（255 [262]）してゆくといった自立性は成り立たない。カントにおいては、「ただ経験
判断 jugements d’expérienceあるいは経験的確認 constatations empiriquesだけが、 2 表象の諸内
容の上に成立しうる。それ以外のあらゆる結合関係は、普遍的であろうとするかぎり、あらゆ
る経験の彼方、すなわち、その結合関係を可能にさせる 1′ アプリオリ l’a prioriのなかに基礎
をもたなければならない。問題となるのは、別の世界ではなく、この世界の表象一般が実在し
うるための 1′ 諸条件なのだ」（ibid.）。表象は観念であり認識である。だが、普遍的で確実な
認識はアプリオリな基礎をもたなければならないとカントは考えたのであった。一方、表象＝
現象の世界において、経験を通して「確認」される諸事実にのみかかわる判断が、フーコーの
言う「経験判断」であるように思われる（10）。フーコーはここでひとまず観念学とカントの対
比に移る。
観念学──表象の普遍化

　「このように、カントの批判哲学と、それと同時代に観念学的分析の最初のほぼ完全な形と
して現れたものとの間には、確実な照応関係 correspondance がある。けれども〈観念学〉は、
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認識の場のすべて──起源にある印象から論理学、算術、自然の学、文法を経て経済学にいた
るまで──に反省を拡張しながら、表象の 1′ 外部で構成され再構成されつつあったものそれ
自体を、 2 表象の形態のうちに取り戻そうとしていたのだ」（ibid.）。批判哲学も観念学も、そ
れまでの古典主義時代の、表象を中心とする知のあり方の限界を示している点で照応していよ
う。カントは表象世界（現象世界）が出現する根拠を、アプリオリな諸原理を有する主観にお
いて探ろうとし、観念学派は表象の限界を自覚しつつ、現状では表象の外にあるものまで表象
に取り込もうとしたのだ。
　ただし、フーコーによれば、観念学の「このような〔 2 表象への〕奪回作業は、個別的で
あると同時に普遍的な生成 genèseという、なかば神話的な形態でしかおこなわれえなかった。
すなわち、孤立した、空虚で抽象的な一つの意識が、もっとも微細な mince表象から出発し
て、表象可能なあらゆるものの壮大な表を徐々に展開するだろうというのである」（ibid.）。つ
まり、一つの意識の内容の生成・発展のあり方を分析しつつ、その生成・発展の過程で、実証
的諸領域の正確な像が意識（表象）内容として形作られることを想定するのである。この方法
は直接にはコンディヤックから受け継がれたが、その淵源はもちろんロックにある。なお、観
念学派はとりわけ、感覚から意識へと発展する人間の能力を生理学のレベルから対象化しよ
う、表象へ奪回しようとしていた。フーコーによれば、「こうした意味で」──やや神話的な
形での表象への奪回という意味で──「〈観念学〉は、古典主義時代の最後の哲学であって、
いわばそれは、『ジュリエット』が古典主義時代の最後の物語であったのと同断である。サド
の描く場面とその論述が、欲望の新たな激しさを透明で隙間のない表象のひろがりのなかに
そっくり取り戻すように（11）、〈観念学〉の分析は、もっとも複雑なものまで含めた表象のすべ
ての形態を、一つの誕生の物語のうちに取り戻すのだ」（ibid.）。
批判哲学──形而上学的次元の再興

　一方、「カントの批判哲学は、逆に私たちの近代性の発端をしるしづけている。それが表象
に問いかけるのは、（…）表象の権利上の限界から出発してである」（ibid.）。カントは表象（ま
たは表象に帰着する認識）がいかにして成立するかという権利問題を扱ったのであった。「こ
うして批判哲学は、 2 表象の空間からの知と思考の 1 後退という、十八世紀末のヨーロッパ
文化に起ったこの出来事を、はじめて承認ずみのものにしたと言えるだろう。いまや、表象の
空間の 1′ 基礎、起源、限界 bornesが問題とされるのだ」（ibid.）。
　さて、カント哲学の登場によって、「 2〔十八世紀の〕表象の無限の場は、一つの形而上学
のように見えることになる。ただし、決して自らの限界を心得ず ne pas se contourner、迷蒙な
独断論にとじこもり、自らの権利の問題をけっして明らかにしたことのない、一つの形而上学
のように見えることになるのである」（ibid.）。表象の「基礎、起源、限界」を問うたカントの
目からは、古典主義時代の哲学はおしなべて、つまり合理論、経験論（とその延長上の感覚
論、観念学）を問わず、表象の普遍性を無根拠に信じていたことになろう。「この意味で、〈批
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判哲学〉は、十八世紀の哲学が 2 表象の分析のみによって縮減し réduireようとした形而上学
的次元をよみがえらせた」（255‒256 [262‒263]）ともいえるであろう。
　さて、カントの批判哲学は表象の限界を示し、主観の側において表象の根拠を問うたが、そ
れに呼応するように、現象界（表象界）に現れる諸対象の側で、現象（表象）が出現する根拠
を問う思考も生まれてくる。フーコーによれば、これは「もう一つの形而上学」ともいえるも
ので、具体的には「〈生命 la Vie〉、〈意志 la Volonté〉、〈〔神の〕言葉 la Parole〉の哲学」であっ
たとされる（256 [263]）（Cf. p. 18）。フーコーは次いで、カント哲学の生んだ諸帰結、「私た
ちの思考が今日なおその支配下にある」（ibid.）諸帰結を検討することになるが、そのなかで
この新しい「形而上学」ないし三種類の「哲学」が生まれる経緯にもやや詳しく言及されるこ
とになろう。

５　客体の側におけるさまざまな総合

　フーコーによれば、カント哲学の生んだ諸帰結のうち「 I . 第一にあげるべきは、一つの超
越論的 transcendantalテーマと、新たな（…）いくつかの経験的な場とが、同時に出現したこ
とであろう」（ibid.）。そして、「秩序づけうる諸表象のあの等質の場が十八世紀末に解体した
ことこそが、相互に関係のある〔これら〕二つの新たな思考形態を生じさせた」とされる
（ibid.）。
新たな思考形態──カントの超越論的主観

　一方の新たな思考形態にかかわる「超越論的」という概念はカント哲学で現れる概念だが、
この思考形態についてフーコーは続ける。「一つ〔の新たな思考形態〕は、諸表象相互のなん
らかの関係の諸条件を、諸表象を一般的に可能にするものの側で問う。かくしてこの思考形態
はある超越論的な場をあらわにする。そこでは、主観 sujet──経験にはけっして与えられぬ
が（主観は経験的なものではないのだから）、有限である（知的直観というものはないのだか
ら）主観──が、対象 objet＝Ⅹとの関係において、経験一般のすべての形式的諸条件を決定
する（1）。それがすなわち、諸表象のあいだでの可能な総合の基礎を明らかにする超越論的主観
の分析である」（ibid.）。「超越論的」とはカントが使い始めた用語であり、人間の認識の仕方
にアプリオリ性（非経験的性格）を認める考え方をさす。カントは、普遍的で確実な認識はア
プリオリな認識でなければならないと考え、人間の主観の中に対象認識のアプリオリな形式が
あるとし、さらに、その形式にもとづく認識の仕方についての認識を超越論的と形容したので
あった（2）。主観による対象の把握（認識）は、基本的には、直観の能力としての感性
sensibilité, Sinnlichkeitと、概念に依拠した思考の能力としての悟性〔知性〕entendement, 

Verstandとの共同の働きによるとされ、この感性と悟性のそれぞれにアプリオリな形式が存す
るとされる。つまり、感性には空間・時間の形式、悟性には概念（カテゴリー）──量、質、
原因と結果、など──としてアプリオリな認識形式がそなわるとされる（3）。人間の「理性」に
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起源をもつとされる諸概念によって成立する思惟（思考）も「超越論的」である。なお、フー
コーが「主観が経験的なものではない」というのは、主観が経験に依存しないアプリオリなも
のを含むと考えられたからであろう。また、「知的直観」とは直観と現実の対象とが完全に一
致する神だけに属する直観を指している。それに対して、カントによれば、人間には対象の存
在を前提とする感性的直観だけが与えられている。「対象＝Ⅹ」はカントの表現だが、認識行
為の対象として想定されるものを一般的に表していよう。また、引用の最後、「諸表象のあい
だでの可能な総合の基礎」の部分における「総合」という表現は、感性的直観の多様のなかか
ら対象を成立させる構想力ないし悟性の働きについて語られる（4）。また、悟性のカテゴリーに
より対象を概念化する「知性的総合」も考えられよう。その他、引用した箇所は、「諸表象を
一般的に可能にするもの」、「経験一般のすべての形式的諸条件」といった表現も含めて、カン
ト哲学の、構想力からカテゴリーまでを含む悟性の働きを想定していよう（5）。
もう一つの新たな思考形態──客体的基礎的諸力

　フーコーは続ける。「超越論的なものに対するこの開放と向き合って、それと対称的に、も
う一つの思考形態が、諸表象相互の関係の諸条件を、そこに表象されている存在そのものの側
に求める。現に与えられているあらゆる表象の地平にあって、それら表象の統一性の基礎とし
て自らを示しているのは、あのけっして客体化されえない諸客体 objets、あのけっして完全に
は表象されえない諸表象、（…）私たちの前に現出してくるものの基礎となっていながら自ら
は奥まったところに潜んでいるあの諸実在 réalités、すなわち労働の力能 puissance、生命の
力 force、語る能力 pouvoirである（Cf. p. 18）」（256‒257 [263]）。前節の最後に言及された十
九世紀の三種類の「哲学」は、これらの「実在」に対応することになろう。フーコーは続け
る。「まさに私たちの経験の外縁をさまようこれらの諸形態から出発して、事物の価値、生物
の組織、諸言語の文法構造と歴史的類縁関係は私たちの表象にまで至り、認識というおそらく
は果てしない作業を私たちに要請するのだ。このように、この第二の思考形態においては、経
験が可能となる諸条件が、客体 objetとその実在とが可能となる諸条件のうちに求められるの
である」（257 [263‒264]）。ここには、客体的な表象の諸関係を生み出す原理は客体自体のう
ちに求めていこうとする、客体重視の態度が見られるだろう。また、認識は、おそらくは実証
的な作業として、今後果てしない作業を私たちに課すことになるとされているのではなかろう
か。
　続けてフーコーはカントの立場に再度言及する。「一方、超越論的反省においては、経験に
与えられる諸客体が可能となる諸条件が、〔主体の〕経験それ自体が可能となる諸条件と同一
視されるのである」（257 [264]）。カントにおいては、諸客体（諸現象）の可能性も主体の経験
の可能性へと回収され一本化される。ただし、カントが諸客体（諸現象）の諸表象が生み出さ
れる場面で、感性そしてとりわけ悟性のアプリオリな形式を想定するその仕方は、それもまた
一つの神話的形態であるとも筆者には感じられる（Cf. p. 14）。ともあれ、フーコーによれば、
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「 1 生命、言語、経済に関する学問の新たな実証性 positivitéは、 2 超越論的哲学の創設と照応
関係にある en correspondence avec」のである（ibid.）。
客体の側にある超越論的なもの

　フーコーはこの「新たな実証性」を帯びた学問の方へと考察をすすめる。「こうして、労働、
生命、言語は」、カント哲学とは別個に、「「超越論的なもの」──諸生物、生産の諸法則、言
語の諸形態を客体の側で認識することを可能にする「超越論的なもの」──として出現する。
それらは、その存在においては認識の外にあるが、まさにそのことによって認識の条件をなし
ているのだ。それらは、カントによる超越論的な場の発見に照応している correspondre àので
はあるが、二つの本質的な点でそれとは異なっている」（ibid.）。「超越論的な場」とは、上に
見た（p. 15）アプリオリな認識・思考が展開される場であろうが、カントはそうした場を主
観に集約させた。一方、この一節で想定されている思考形態では、古典主義時代と同様に認識
主体は問題化されず、したがってカントのような認識論的主観主義は採られない。「超越論的」
とは本来、主観による認識について使われる用語だが、ここで「超越論的なもの」は＜アプリ
オリなもの＞、＜経験を超えるもの＞といった意味で、「客体の側」、「存在そのものの側」
（256 [263]）にある労働、生命、言語を指している。これらのもの自体は「認識の外」にある
が、これらは客体の側に現出する事象の条件、したがってその認識の条件となるのである。
フーコーは続けて語る。
　「〔カントの立場との第一の違いとして〕それら〔労働、生命、言語、つまり超越論的なも
の〕は客体の側、いってみれば向う側に宿っている。それらは、〈超越論的弁証論 Dialectique 

transcendantale〉（6）における〈理念 Idée〉と同じく、諸現象を全体化し、経験的なさまざまな多
様性の〈アプリオリ〉な整合性を教える。しかし、それらが諸現象や経験的諸多様性を基礎づ
けるのは、何らかの一つの存在 un êtreの中においてなのだ。そうした存在の謎めいた実在性
réalité は、その実在性自体が有する認識されるべき部分の秩序や結合関係 lienを、あらゆる認
識に先だって成立させているのだ」（257 [264]）。先にも少しふれたが（p. 15）、カントによれ
ば、私たちの認識は、感性のアプリオリな形式である空間・時間と、悟性のアプリオリな概念
であるカテゴリーとが作る基礎の上に成立する。悟性的認識は感性的直観の多様を統一して経
験を成立させる。こうした経験的諸認識において私たちは諸々の「条件づけられたもの〔被制
約者、カントにおいては現象〕」を目の前にしているが、そうした認識にさらに体系的統一を
与えるための統制的原理（方向性を与える、手引きとなる原理）として、「無条件的なもの
〔無制約者〕」の「理念」を必要とするとされる。無制約者とは、思惟的主観の絶対的統一とし
ての魂、現象の制約の系列の絶対的統一としての世界、そして、思惟一般の対象の制約の絶対
的統一としての神である。特に神を想定して、世界の秩序がその意図から生じたかのようにみ
なすならば、目的論による体系的統一が悟性的認識の目標として与えられよう（7）。これらは理
性のアプリオリな概念、超越論的理念、要するに超越論的なもの、なのである。一方、フー
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コーがここで語るのは、逆に、現に実在するもののなかに超越論的理念に相当する超越論的な
もの──つまり経験的認識の統制的原理──を想定するという事態であろう。
　このことの帰結をフーコーは次のように言う。「この第一の違い（超越論的なものが客体の
側におかれたこと）は、年代的にはカント以後でありながら 「批判哲学」以前と見える、あの
複数の形而上学の誕生を説明してくれるであろう。事実、それらの形而上学は、〔カントがお
こなったような〕超越論的主観のレベルで解明されうるような認識の諸条件の分析には背を向
け、客体の側にある超越論的なもの transcendantaux objectifs（〈神の言葉 la Parole de Dieu〉、
〈意志〉、〈生命〉）──これらは表象の領域があらかじめ限定されて limitéいるかぎりにおいて
のみ可能となるのだが──を出発点として展開される。結局、これらの形而上学は、〈批判哲
学〉そのものと同一の考古学的地盤をもっているのだ」（257‒258 [264]）。この〈神の言葉〉、
〈意志〉、〈生命〉にかかわる形而上学は、先にみた（p. 15）「もう一つの形而上学」としての
「〈生命〉、〈意志〉、〈言葉〉の哲学」を受けている。こうした形而上学において、ここまでにみ
た「言語」は〈神の言葉〉として考察され、「労働」は〈意志〉に関連づけられ、「生命」にも
独自の意味づけがなされるということであろう。労働、生命、言語を表象作用において分析す
るには限界があるため、これらは形而上学としての考察の対象となったとされていよう。しか
し、フーコーは、彼が具体的にどのような形而上学を念頭に置いているのかは明言していな
い（8）。
アポステリオリな真理

　次いでフーコーは、「超越論的なもの」としての労働、生命、言語がカントによる超越論的
な場の発見と区別される第二の点を論じる。「さらに、〔第二の違いとして、〕それら〔労働、
生命、言語、つまり超越論的なもの〕は、〈アポステリオリ〉な諸真理の領域と、そうした諸
真理の総合の諸原理とにかかわるのであって、あらゆる可能な経験における〈アプリオリ〉な
総合にかかわるのではない」（257 [264]）。ここで「〈アポステリオリ〉な諸真理」とは人が経
験のなかで獲得する諸真理であり、こうした諸真理は、通例、主語の概念（つまりは既存の知
識）に含まれていない概念を述語として付け加えて、知識を拡張する（9）。また、「総合」とい
う概念はカント認識論の中心的概念の一つだが、このフーコーの一節でもカントの用法が意識
されていよう。カントにおいて、この語は、まずは感性的直観の多様を対象として成立させる
働きを指すが、さらに対象を概念化する「知性的総合」も考えられる（Cf. p. 16）。カントは
この「知性的総合」も、アプリオリな悟性のカテゴリーが関与しておこなわれると考えたので
あった。一方、フーコーが語るアポステリオリな「諸真理の総合」も知性的な総合の一種であ
ろうが、カントにおけるような、主観のアプリオリな原理の関与は問題とならない。そして、
フーコーの語る「超越論的なもの（アプリオリなもの）」（Cf. p. 17）こそが、認識主体の側で
はなく、認識の客体の側で真理（ないし事実）を産出し、その結果は、主体のアポステリオリ
な「諸真理の総合」によって認識されることになろう。なお、引用の最後ではカント独自の立
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場、つまりあらゆる経験の可能性の条件として主観が「〈アプリオリ〉な総合」をおこなって
いるとする立場があらためて示され、それはここでは問題にならないと確認されるのである。
　フーコーによれば、この「第二の違い（超越論的なものが〈アポステリオリ〉な総合にかか
わるという事実）は、一つの「実証主義 positivisme」の出現を説明してくれるだろう。つまり、
経験に与えられる現象の層全体の合理性と連鎖 enchaînementは、客体の側の解明不能なある
基礎にもとづくことになる。また、私たちが認識できるのは、実体ではなくて現象、本質では
なくて法則、存在ではなくて存在の規則性であることになる」（258 [264]）。新たな実証的領域
の発見は、超越論的なものの発見という点でカント哲学と照応しているとされた（p. 17）。そ
の照応の関係は、実証主義が、カントと同様に、人間の認識しうる範囲を現象、法則、規則
性（10）と見定めた点においても明らかであろう。フーコーは続ける。
十九世紀ヨーロッパ思想の構成

　「かくして、（…）カント哲学が哲学的にはじめて確認した存在と表象とのあのずれから出発
して、一つの基本的な相関関係が立てられる」（258 [264‒265]）。カントはその超越論哲学に
よって、はじめて存在と表象のずれを哲学的に確認したとされる。ひるがえって、一般論とし
てだが、カント以前の古典主義時代の哲学は、このずれに無自覚であったため、表象を扱う哲
学を経験世界から形而上学にいたるまで安んじて展開しえたということになろう。フーコーは
カント以降の状況について続ける。「すなわち、一方に、客体に関するさまざまな形而上学、
さらに正確にいえば、諸客体がそこから私たちの表面的認識にまでやってくる、あのけっして
客体化しえない根底についてのさまざまな形而上学が、そして他方には、実証的認識に与えら
れるものそのものの批判 observationだけを任務とするさまざまな哲学が、それぞれ位置を占
めるのだ」（258 [265]）。個別的な諸形而上学については前段でもふれられたが（p. 18）、フー
コーは具体的には語ってはいなかった。一方、ここに新たに言及される、「実証的認識」の内
容を「批判」する諸哲学は、端的に「実証主義」とも言い換えられる。これらの哲学について
もフーコーはここで具体名を挙げていないが、少なくとも、それらの哲学による「批判」の対
象となる「実証的認識」の方は「生物学、経済学、文献学」などによってもたらされるとされ
る。実際、フーコーは語っている。
　「この対立関係にある二項〔諸形而上学と実証主義諸哲学〕が、どのように支えあい、どの
ように補強しあっているかは明らかであろう。客体の側にある「根底」あるいは「超越論的な
もの」に関する形而上学は、さまざまな実証的認識（とりわけ生物学、経済学、文献学のもた
らす）の財宝にねらいを定めるだろうし、逆に実証主義〔諸哲学〕は、〔形而上学が認定する〕
認識しえぬ根底と認識しうるものの合理性との分割のうちに、自らを正当化する根拠を見いだ
すであろう。批判哲学―実証主義―客体の形而上学、という三角形が、十九世紀初頭からベル
クソンにいたる、ヨーロッパの思考を〔基本的に〕構成しているのである」（258 [265]）。
　すでに明らかであろうが、「このような編成は、その考古学的可能性において、表象の純然
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たる内部分析によっては理解できない経験的な場の出現と結びついている。よって、この編成
との相関関係において、近代の〈エピステーメー〉に固有ないくつかの傾向 dispositionsが出
現することになる」（258 [265]）。
近代のエピステーメーの第一の傾向：科学の分割

　フーコーは続ける。「その 〔傾向の〕第一として、（…）一つの〔新たな〕テーマが光を浴び
はじめる。（…）〔十八世紀末になると、〕表象相互の結合関係 lienが、表象を分解する動きそ
のもののなかに成立〔Cf. p. 1‒2, 4, 11〕することがもはやなくなったので、分析的な諸
学 disciplines analytiquesは総合を必要とする諸学と認識論的にはっきりと区別されるにいたる。
こうして、一方には、〈アプリオリ〉な諸科学 sciences、形式的で純粋な諸科学、数学と論理学
に属する演繹的な諸科学の場があり（11）、他方には、〈アポステリオリ〉な諸科学、演繹的な形
式を狭い局部において断片的にしか用いない経験的な諸科学の領域が認められることとなろ
う」（258‒259 [265]）。フーコーの文脈では、「分析的な諸学」とは形式に則った分析と演繹に
よって、求める答えが導き出される学問であるようだ。他方の「総合」は、（カント哲学以外
では、）通例「〈アポステリオリ〉な諸科学」、「経験的な諸科学」において問題とされるので
あった（Cf. p. 18‒19）。表象（＝記号）関係はこの両方の場合を支える関係であり、その関係
が前面に出ている限り、二種類の学問の差異は顕在化しなかった。しかし、そうした表象関係
の優位は失われたのである。
　こうして、表象関係の優位性が失われるとともに、表象関係の基盤の上に成立していた「マ
テシス〔普遍数学〕」や「秩序に関する普遍的学問」（ibid.）も解体し、認識論上の 「統一性」
も失われた。フーコーによれば、そうしたなかで、「失われた統一性を、別のレベルにおいて
ふたたび見いだそうとする認識論的配慮」（ibid.）、「認識論的な統一場 champ épistémologique 

unitaire を再建しようとする」（259 [266]）試みが生じた。具体的には、「帰納の経験的方法に
関する反省、この方法を（…）形式的観点から正当化しようとする努力、経済学、生物学、そ
して最後には言語学そのものの領域までをも純粋化、形式化、そしておそらくは数学化しよう
とする試み」（ibid.）などがあったとされる。他方では、こうした認識論的な統一場は不可能
であるという主張も生じたという。「その不可能性は、生命のもつ還元不能な特性（…）、もし
くは、あらゆる方法論的還元に抵抗する人文諸科学の特異な性格」（ibid.）に求められたであ
ろう。
　ともあれフーコーは、「十八世紀末ごろ、表象の空間から総合の可能性を分離した、あの深
い出来事」（ibid.）が生じたとする。「総合」は（カントの場合を除いて）基本的に経験的世界
における経験による総合の形で問題とされるようになっていた。すでに明らかであるように、
表象関係だけをもってしては、もはや労働、生命、言語といった経験的世界の現象を跡づける
ことはできなくなっていたのである。

66

（20）



『言葉と物』第二部に見る近代思想の展開（上）（飯野）

近代のエピステーメーの第二の傾向、第二の切断

　さて、フーコーは「近代の〈エピステーメー〉の第二の性格」へと進む。上で見たところか
らも予想されるように、古典主義時代には、表象（＝記号）関係の優位のもとで、「経験的な
知もふくめた知」と「普遍的〈マテシス〉」とのあいだには「恒常的で基本的な関係」が維持
されていた（ibid.）。ところが「十九世紀以後、〔普遍的〕〈マテシス〉の統一性は断ち切られ
る。（…）まず、 1 分析の純粋な諸形態と 2 総合の諸法則とを分かつ線に沿って、次いで、総
合の基礎を求める際、2‒1超越論的主観と2‒2客体の存在様態とを分かつ線に沿って」（260 

[267]）。この内の第一の切断は、上に「第一の傾向」として見た、「分析的な諸学」と「総合
を必要とする諸学」との区別にほかなるまい。ここで「総合」が分離されたわけだが、その
「総合」の「基礎」あるいは方法をめぐって第二の切断が生じる。その一方の2‒1「超越論的
主観」とはカントの立場である。（ただし、上で「第一の傾向」に関連して「総合」の立場に
ふれられた際（p. 20）には、カントの立場には特に言及されなかった。）他方の2‒2「客体の
存在様態」とは、ここまでにフーコーが指摘してきた、客体の側に超越論的なものを認める立
場である（p. 17‒18, etc.）。
認識の場の統一の試み──形式と超越論的な場、経験性と超越論的基礎

　フーコーによれば、「この二つの切断の形態」のそれぞれから、「普遍性というねらい」をも
つ、「認識の場の統一」のための「二つの系列の試みが生れる」（ibid.）。まず、「形式」（ない
し形式に則った「分析」）と「総合」のあいだの「第一の切断」に関連して、「 1 形式的な場
と 2 超越論的な場の関係の問題が提起される（そしてこのレベルでは、知の経験的諸内容は
すべて括弧に入れられる（…））」（ibid.）。「形式」（分析）と「経験」とのあいだで、「認識論
的な統一場」を探る動きがあったことはすでに指摘されていた（前段 p. 21）。ここではその経
験世界における「総合」がなんらかの形で「超越論的な場」を導入することを迫られると想定
されていよう。結局、統一の試みは「形式的な場」と「超越論的な場」のあいだで問題となる。
なお、こうした問題提起においては、具体的な「経験的諸内容」は問題とされない。
　次に、おそらく「第二の切断」に関連して、「経験性の領域 domaine de l’empiricitéと認識の
超越論的基礎との関係の問題が提起されるであろう（この場合には、思考の純粋な諸形態まで
も含めたあらゆる経験の基礎をなすあの地域を理解するためには、純粋に形式的なものの次元
は関与しないとして考慮の外におかれる）」（ibid.）。この問題は、「総合」のあり方をめぐる
「第二の切断」について視点を変えて語っているのではなかろうか。認識の「総合」は基本的
に「経験性の領域」にかかわるが、その「総合」のためには「超越論的基礎」が必要とされ
る。その「超越論的基礎」は2‒1主観において働く場合（カントの批判哲学）と、経験に現れ
る2‒2客体において働く場合（2‒2a客体の（諸）形而上学と2‒2b実証主義諸哲学）があるだ
ろう（これらは先にみた＜批判哲学─実証主義─客体の形而上学、という三角形＞（p. 19）
に一致する）。なお、ここで形式的なものは考慮されないとされるが、形式的なものは「第一
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の切断」によってすでに分離されているからであろう。さて、この「超越論的基礎」の統一も
問題となっていくことになろう。フーコーは続ける。
フィヒテの企て、ヘーゲルの現象学、そして人間学

　二つの切断のどちらの統一を目指す場合も、「〔切断を超える〕普遍性についての哲学的思考
は現実の知の場 champと同じレベルにはなく、(1)〈基礎づけ〉うる純粋な反省 réflexion pure 

susceptible de fonderとして成立するか、(2)〈明らかにし〉うる取り戻し〔＝反復〕reprise 

capable de dévoilerとして成立するかのいずれかである」（ibid.）。切断を超えて普遍・統一を目
指すこの哲学的思考のうち、(1)＜基礎づけうる純粋な反省＞についてフーコーは続ける。「(1)

第一の〔純粋な反省の〕形の哲学は、超越論的領域の全体を思考の純粋で普遍的で空虚な諸法
則から生成論的に génétiquement 演繹した、フィヒテの企てによってはじめて明瞭な姿を現し
た。これによって開かれた探求の場においては、超越論的なあらゆる反省を形式的諸体系
formalismesの分析に帰着させるか、もしくは超越論的主観のうちにあらゆる形式的体系の可
能性の地盤を発見することが試みられる」（260‒261 [267]）。フィヒテは能動的な自我の絶対
性を主張したことで知られる。彼によれば、主観的、客観的を問わず、およそ一切の事実は実
践的な自我の活動の所産である。主観と客体をつなぐ超越論的領域も例外ではない。彼は、自
我の生成と様態を体系化することで、すべての知の根拠付けを行おうとした。そのなかに、一
度は分離されたはず（前段参照）の形式的なものも再度取り込まれるのではなかろうか。
　次いで、(2)＜明らかにしうる取り戻し＞については次のように語られる。「(2) 第二の哲学
的展望が最初に現れるのは、ヘーゲルの現象学において、経験的領域 domaine empiriqueの全
体が、自己に対して精神──すなわち、経験的かつ超越論的な場──として現れる一個の意識
の内部に取り戻されたときにほかならない」（261 [267]）。言い換えると、「意識」が、「経験的
かつ超越論的な場」である「精神」となる過程で「経験的領域全体」も取り戻されるというこ
とであろう。
　こうして、後にフッサールが自らに課す現象学の責務は、その根本において、十九世紀以来
確立された西欧哲学の運命と結びついているとされる。「事実、この〔現象学の〕責務は、 1

形式論理学の権利と限界を 2 超越論的タイプの反省のうちにつなぎとめ、他方、2‒1超越論的
主観を、この〔現象学の〕責務が際限なく明示することでのみ構成、維持、開放 ouvrirしうる
2‒2経験的諸内容の暗黙裏の地平 horizon impliciteに結びつけようとするのである」（261 [267‒
268]）。フーコーはこのように、フッサール現象学の責務をこれまでにみた十九世紀西欧哲学
の諸概念と結びつけている。フッサールについては、『言葉と物』第九章「人間とその分身」
でも言及されることになる。
　だが、フーコーによれば、「おそらくこの〔現象学の〕責務もまた、すでに現象学以前から
あらゆる弁証論的企て entreprise dialectiqueを脅かし、好むと好まざるとにかかわらずその企
てを何らかの人間学へと転換させてきた、あの危険をまぬがれるものではない」（261 
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[268]）（12）。「人間学」については、本論文（上）が扱う範囲内でも、すでに一度フーコーに
よって言及されていた（p. 4以後）。そこでは人間学とは、「自己に対して外的なものとなった
人間について語る」学問であり、「人間の本質（有限性、時間との関係、死の切迫）」や、社会
のなかで「人間が日々の時間と労力を投入する対象」を問題とするとされていた。フーコーは
続ける。「〔客体の形而上学のように〕経験的諸内容に超越論的価値を付与することも、〔カン
トのように〕構成する主観の側へそれら経験的諸内容を移動させることも、それが可能である
ためには、何らかの人間学を少なくとも秘密裏に生じさせざるをえないであろう。人間学と
は、認識の（したがってあらゆる経験的知の）権利上の諸限界が、同時に実存 existenceの具
体的諸形態──この同じ経験的知に与えられる具体的諸形態──であるような思考様態なので
ある」（ibid.）。人間の認識や経験的知の「権利上の諸限界」とは、それらの本来の、本性上の
諸限界といった意味であり、そうした諸限界は、人間学において、人間の実存の「経験的」で
「具体的」な諸形態に一致するという。弁証論──カントによって批判された伝統的形而上学
──はそもそも、「実存の具体的諸形態」の限界内に収まる人間学──さらに言えば「外的な
ものとなった人間」を扱う人間学──へと転換させられようとしていたという。また、超越論
的内容に関係する、カント以降、ヘーゲルらを経て現象学へといたる近代のあらゆる哲学も、
人間学を「生じさせ」ていた、とされているのではないか。続く第七章最後の短い段落で、
フーコーは、十八世紀末の知の変動の私たちにとっての「遠い諸帰結」として、「経験的諸領
域が、主観性 subjectivité、人間存在、有限性についての諸反省と結びつく」（ibid.）にいたっ
ているとするが、これも人間学を念頭に置いているものと思われる。人間学については、続く
第八章、第九章でも続けて論じられることになろう（13）。

Ⅱ．第八章　労働、生命、言語

１　新たな経験的諸領域

　十八世紀末の西欧に起きた知の変動の第一の局面（1775年～1795年）において、労働、文
法体系、生物組織は、「表象の単一の働き──自らを分解、分析、合成し、かくして純粋な二
重化作用のうちに自らを表象する、そうした働き──によっては、規定されることも保証され
ることもできなくなっていた」（263 [270]）。表象を分析した結果は「表」の形式にまとめられ
ることができようが、その「表の表示するさまざまな隣接関係」にしても、いまや「組織とか
体系といった、ある種の総合の結果」（ibid.）なのである。古典主義時代以来の表象作用は、
そうした客体の側での「総合」を直接認識し、知の内に包含しうる原理ではもはやなく、直接
には「結果」を把握できるだけになったのである。
　そうした状況において、第二の局面〔1795／1800年前後～1825年（233 [241]）〕が開き、
「知はその実証性において本性と形態とを変える」（264 [271]）。いまや、交換、分類、言説に
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代わる「生産、生命、言語（…）こそが知の基本的諸様態」（264‒265 [271]）となる。「この
ような基本的諸様態の成立 constitution（…）のいくつかのしるしは、経済学についてはリカー
ド、生物学についてはキュヴィエ、文献学についてはボップの著作をつうじて窺うことができ
る」（ibid.）。こうしてフーコーはまず経済学の検討へと向う。

２　リカード

スミスの分析の混乱

　アダム・スミスは労働に、「事物の諸価値の間に一つの恒常的尺度を設定する」力 pouvoir

を認めた（265 [272]）（Cf. 本論文 p. 3）。この尺度を設定する力は、「交換において欲求の対象
の価値を互いに等しくすることを可能にするものであり、それがなければ、価値照合
étalonnageは（…）本質的相対性に委ねられたかもしれない」（ibid.）。この「本質的相対性」
とは、交換の対象となるものの純然たる需給関係を指すのであろう。「しかし、」──フーコー
は続ける──「こうした〔対象の価値を量る〕役割を労働が引きうけるためには条件がある。
つまり、1 . ある事物を生産するのに欠くことのできない労働量は、2 . 交換過程においてその
事物によって逆に購入できる労働量と等しいということが仮定されなければならない。だが、
このような同一性はどう正当化できるのか？　（…）暗黙のうちに認められている、１生産活
動としての労働と 2 . 売買しうる商品としての労働との、ある種の同一視以外の何にそれをも
とづかせることができるだろうか？」（ibid.）　ここで、１の労働は経済学でいう「投下労働」
（商品を生産するのに投下された労働）に、２の労働は「支配労働」（商品が支配（購入）す
ることのできる労働）に相当しよう。そして、スミスにおいて、これらの労働の区別が不明瞭
であること、あるいはそれらが同一視されていることが指摘されていよう。
　しかし、フーコーは続ける。実は「この 2 .〔商品としての労働という〕第二の意味において、
労働は恒常的尺度として利用しえない。労働は「商品や作物と同じくらい変動を蒙る」（リ
カード）からである。スミスにおけるこうした混乱は、表象に与えられた優先権に端を発して
いた。つまり、〔スミスにおいては〕いかなる商品も一定の労働を表象していたし、いかなる
労働も商品の一定量を表象しえたのである。人間の活動〔＝労働〕と事物〔＝商品〕の価値と
は、表象の透明な本領内で連絡していたのだ」（ibid.）。
リカード

　さて、次世代のリカードの分析は、「労働の概念の統一性を粉砕」（266 [272]）する。リカー
ドにしたがえば、「労働者が提供し、企業家が受けいれ、あるいは求め、賃金によって報いら
れる労働」と、「〔実際の交換以前から〕種々の交換価値 valeurs échangeables（…）を形成する
労働」（ibid.）とを区別しなければならない。ここで、労働者と企業家のあいだでやり取りさ
れる労働とは上に見た「商品としての労働」である。一方、交換価値はやはり上で見た「生産
活動としての労働」（投下労働）によって実現する。フーコーは続ける。
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　スミス、リカードの双方にとって、「労働は、交換という回路を経る商品の等価関係を測定
することができる」（266 [272‒273]）。しかし、二人の違いは次の点にあった。「スミスにとっ
て、労働は、何日分の生活の資をもたらすかによって分析しうるがゆえに、あらゆる他の商品
（…）に共通単位として役だちうる」。それは、「その事物〔＝商品〕が労働単位によって表象
されうる」ということでもある（266 [273]）。労働と事物の関係は表象関係と言うことができ
るものであり、スミスにとって労働は、ともかくも事物の価値を測定する単位として適当なも
のであった。
　他方、「リカードにとって、労働量がある事物の価値決定を可能にするのは、たんにその事
物が 1 . 労働単位によって表象されうるからばかりではなく、まず基本的に、1°生産活動とし
ての労働が「あらゆる価値の源泉」だからなのだ（1）。（…）価値は〔古典主義時代のような〕
記号であることを止め、生産物となる」（ibid.）。価値が労働による生産物となる、とは印象的
な表現だが、リカードにおいて、現実の労働自体に価値が見いだされるようになったのであ
る。フーコーは続ける。「事物はそれに捧げられた労働と同じ価値を持ち、あるいは少なくと
も事物の価値はそのための労働と比例する。しかしそれは、労働が固定した恒常的な、いつど
こでも交換できる価値であるからではない。それは、どのような価値であれすべて労働に起源
をもつからなのである。その最大の証左は、事物の価値が、その事物を生産しようと望むとき
捧げなければならない労働量とともに増大するということである。とはいえ、事物の価値は、
賃金──労働が（…）交換される賃金──の上昇あるいは下落とともに変るというわけではな
い」（ibid.）。スミスにおける労働の価値は生活を維持するための使用価値にまで行き着いたこ
とで、その価値が実質的に固定され、価値の尺度として機能していた。そうした労働の固定し
た交換価値は、この引用の前半で、リカードについて否定されることになる。実際、労働の交
換価値は、賃金──労働市場での労働の価格──として上昇・下落する。1 . 価値の起源は労
働にあり、そのため事物の価値は大きくは事物の生産に必要とされる労働量と連動するが、両
者は直接的に連動しているわけではないとされるのである。
　フーコーはさらに続ける。「市場に流通し、たがいに交換される以上、諸価値はなお表象力
を持つ。しかしこの〔表象する〕力を、諸価値は（…）どのような表象よりも原初的でより根
源的な、したがって 2 . 交換によって規定されえない、あの1°労働から引きだしてくる。古典
主義時代の思考において、2 . 取引と交換が、富の分析にとって乗りこえがたい根底 fondとし
て役だっていたのに対して（…）、リカード以後、 2 . 交換の可能性は1°労働にもとづくことと
なる。そして1°生産の理論が、以来つねに、流通の理論に先行しなければならなくなるのだ」
（266‒267 [273]）。古典主義時代、交換＝表象は根底を形成していたが、いまや労働が根底で、
交換＝表象は二次的なものとなるのだ。フーコーは続ける。
新たな因果関係の創出

　「そこ〔労働・生産が根底となったこと〕から、記憶に留めなければならぬ三つの帰結が生

71

（25）



名古屋大学人文学研究論集 第５号

じる。第一の帰結は、根源的に新しい一つの形態をもつ因果系列 série causaleの創始というこ
とであろう。（…）十八世紀には、〔貨幣の流出と流入、物価の上昇と下落、生産の膨脹・停
滞・減少といった〕動きのすべては、諸価値がたがいに他を表象しうる、表の形をした空間か
ら出発して規定されていた。物価は、表象する諸要素〔＝貨幣〕が表象される諸要素より早く
膨脹するとき騰貴し、生産は、表象手段〔＝貨幣〕が表象すべき事物との関係において減少す
るとき減少する、というふうに。つねに問題となるのは、流通に関する表面的因果性であった
が、それというのも、その因果性は分析〔＝表象〕するものと分析〔＝表象〕されるものとの
相互的な能力以外のものにはけっしてかかわらなかったのである」（267 [273‒274]）。十八世
紀の経済取引の考察については、『言葉と物』第六章「交換すること」で論じられ、拙論（飯
野, 2021）でも考察した。しかし、フーコーは第六章においては、表象関係にもとづく「表面
的因果性」といった分析の仕方はしていなかった。引用箇所は第六章への補足として興味深
い。
　新しい因果系列の創始についてフーコーは続ける。「リカード以後、労働は、表象との関係
においてずれを生じ、表象がもはや力をもちえない区域におかれ、労働に固有の因果性にした
がって組織化されることになる。ある事物の製造（収穫、輸送）のために必要とされ、その
〔事物の〕価値を決定する労働量は、生産の諸形態に依存する」（267 [274]）。やや先でフー
コーは続ける。「しかし、どんな場合も、そのような経費（賃金、資本と収益、利潤）は、労
働──すでに完了し、また新しい生産に適用されようとする労働──によって決定されるので
あるから、そこには、生産の系列にほかならない線状で等質の大きな系列の誕生が見られるに
ちがいない。どのような労働も結果をもち、その結果は何らかの形で新しい労働に適用され、
その新しい労働の経費を規定することになる。新しい労働はそれで、また何らかの価値形成に
かかわっていくのである。このように系列化された集積こそ、古典主義時代における富の分析
において（…）作用していた相互的諸決定を、はじめて断ち切るものなのだ」（ibid.）。ここで
「相互的決定」とは、全般的な表象関係のなかでの相互的決定を指していよう。客体の側にお
ける「超越論的なもの」（p. 17以下参照）の一つとされる労働は、実際、生産と再生産の複雑
な「因果性」のなかで「組織化」されているのである。そしてリカードはそうした因果性の新
たな「分析」へと踏み込もうとしていたのだと考えられよう。
　結局、「リカードは、価値の形成と価値の表象性とを分離させ、経済を歴史に連接させるこ
とを可能にした。（…）経済はその実証性において、もはや差異と同一性の同時的空間にでは
なく、継起的生産の時間につなぎあわされるのである」（268 [274‒275]）。経済を歴史の中で
とらえられるようになったことは、後段で見る歴史観へとつながっていくことだろう。
人間学、そして心理学

　さて、労働・生産が根底となったことの第二の帰結は希少性 raretéの概念にかかわる。古典
主義時代、「希少性は欲求との関係において規定された。（…）希少性に関して、十八世紀の経
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済学者たちは──〈重農主義者〉であろうとなかろうと──（…）土地が、それを耕作する
人々の欲求よりもより多くの欲求をみたすことのできる、おどろくべき特性を持っていると考
えていた」（268 [275]）。こうした点について、フーコーは第六章で論じ、筆者も先行論文（飯
野, 2021）で検討したほか、本論文 p. 2‒3でも関連事項を扱った。一方、リカードの考えでは、
土地が多産なのは一部にとどまる。「根本的なことは、（…）起源にある純然たる欠乏なのだ。
／（…）不毛な自然と相対して、人間は自らの生命を危険にさらす。経済学が自らの原理を見
いだすのは、もはや表象の働きのなかにではなく、生命が死と直面するこの危険きわまりない
地域の側においてである。だから経済学は、人間学的とよぶことのできる、かなりあいまいな
あの諸考察の領域と関係づけられる。事実、経済は人類の生物学的特性とかかわる。（…）さ
らに経済は、労働の内に、（…）基本的な欠乏を否定し、一時的に死に打ちかつ唯一の方法を
指摘する。（…）〈ホモ・エコノミクス〉とは、（…）さし迫った死から逃れて、その生涯を送
り、すり減らし、失っていく人間にほかならない。それこそ有限の存在なのだ」（268‒269 

[275‒276]）。
　フーコーによれば、「カント以後、有限性の問題が諸表象の分析より基本的なものとなった
（諸表象の分析はもはや有限性の問題との関係において派生したものでしかありえない）」（269 

[276]）。実際、カント哲学は、人間の認識能力をその有限性も含めて正当に根拠づけようとし
たのであった（本論文 p. 14‒15参照）。また、さらに前では、カントの時代以降、表象は有限
な「主観」との関係で成立することになると示唆されていた（p. 10‒11参照）。それと対応す
るように、「リカード以後、経済学は、（…）有限性に具体的諸形態を与えようと試みる一つの
人間学に基礎を置く」（ibid.）ようになるとされる。こうして数行先でフーコーは言う。「〔人
間学に基礎を置くという〕まさにそのことによって、欲求、欲望は、〔一般的な表象世界にと
どまるのではなく、人間の〕主観性の範囲 sphère subjectiveの方へ──同じ時代に心理学の対
象となりつつあったあの領域へ──と後退することになる。（…）人々は、（…）＜〔主観に〕
表象された諸欲求に関する心理学＞と＜自然な有限性 finitude naturelleにもとづく人間学＞と
を、相互に関連させつつ区別する別の認識論的配置に入ることになろう」（269‒270 [276‒
277]）。人間の主観に還元された表象を分析する心理学と、人間の自然な有限性を扱う人間学
──こうして知の世界に新たに「人間」が登場したとも言うことができよう(2)。客体の側にお
ける「超越論的なもの」としての労働は、生産の複雑な「組織化」のなかに置かれたのみなら
ず、それが生み出される現場においても、いまだ不分明な人間やその欲求──人間学と心理学
の対象──に基礎を置くことになったのである。
歴史の静止

　労働・生産が根底となったことの第三の帰結は経済の推移 évolutionにかかわる。リカード
がつねに「自然の本質的な不毛さ avarice」を指摘していたとして、フーコーは言う。「人口の
不断の増加によって人々がより豊かでない土地を開墾することを強制されるにしたがって、
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（…）より多くの労働が要求される。したがって生産経費は（…）高価なものとなってしまう。
（…）ところが、（…）人類のある一部でも餓死することを望まない以上、（…）小麦の価格を
決定するのは、（…）もっとも不毛な stérile土地での小麦の生産経費なのだ。こうして、耕作
しやすい土地についての利益は増大し、土地の所有者はその土地を貸して莫大な小作料を先取
りする。地代は自然の生産力の結果ではなく、土地の不毛さの結果なのである」（270 [277]）。
このリカードの分析は、土地に特権的な生産力を認めたかつての重農主義者たちの主張よりも
広い範囲で事態を捉えたものである。フーコーは続ける。「このような圧力のもとでは、労働
者の名目賃金もまた、生活の資の最小限の費用をみたすために上昇しはじめる。（…）そして
最終的には、企業家の利潤は（…）低下していくこととなろう。（…）事実、ある時期以後、
工業利潤は新たな労働者を働かせるには低すぎるものとなり、（…）人口は停滞せざるをえま
い。だからもう、（…）新しい土地を開墾する欲求はなくなり、地代は上限に達し、もはや工
業所得に従前の圧力をかけることもなく、工業所得は安定するであろう。〈歴史〉はついに静
止するのである。人間の〈有限性〉が──決定的に、つまり〈無際限の〉時間にわたって〈確
定される défini(e)〉ことになるわけだ」（270‒271 [277‒278]）。
　このようにリカードにおいて歴史と、その将来の静止が展望されるようになった事情を、
フーコーは次のように考察する。「古典主義時代（…）、富が誇示され交換され秩序づけられる
ことで形成すると見なされていた表は何かを付けくわえること s’agrandirは可能だったが、
（…）ただそれぞれの要素が相対的な表面積を減じ、代わりに新しい要素と関係を結ぶのにす
ぎなかった。それに対して、人口と生産にかかわる累積的な時間が、あるいは希少性の断絶の
ない歴史が、十九世紀以後、〈歴史〉の貧困化、その漸進的不活発化（…）について思考する
ことを可能にしたのだ。（…）歴史（つまり労働、生産、蓄積であり、実質経費の増大だが）
があるのは、ただ、自然の存在としての人間が有限であるかぎりにおいてなのである。（…）
人間の人間学的状況が、（…）〈歴史〉をそれ自身の不可能性に近づけようとしつづけている。
そうした境界にまで達した瞬間、〈歴史〉は（…）停止し、（…）不動化する（…）」（271‒272 

[278]）。
歴史の静止の二様態

　だが、フーコーによれば、こうした不動化が生じる際の様態には二種類ある。「 I .第一の決
着方法では（それはリカードの「ペシミズム」によって代表されるが）、（…）たしかに歴史は
（…）積極的形象として（…）現れ、人間に対して、人間の運命づけられている希少性の克服
を可能にしてくれる」（272 [279]）。しかし、長期的には、「労働がもはやその生産する品物に
よって維持 sustenterされないような（品物はもはや品物を創出する obtenir〔＝生産する〕労
働者の食糧以上の値をもたないから）、そうした瞬間がかならずやってくるにちがいない」
（ibid.）。すでに見たように、生産経費の高騰と利潤の低下が起こり、新たな労働者を働かせら
れず、人口は停滞するだろう。「そのとき、（…）1 . 労働は 2 . 諸欲求に正確に合致するであろ
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う（…）。以後、2 . 有限性と 1 . 生産は、正確に、ただ一つの形象のうちに重なりあうことと
なる。（…）人口の超過分はすべて死滅するだろう（…）。（…）避けえない、しかも拘束力を
もつ長い道のりをへて、〈歴史〉は、人間を人間自身のうえにとどめるあの真実にいたるまで、
人間を導いていくのにほかならない」（ibid.）。リカード以後の実際の歴史は、これまでのとこ
ろ、富の偏在は別として、全体としては、人類の「生産する品物」が人類に必要な「栄養を補
給」できないような事態に向ってきたとは思われない。しかし、ここで問題なのは、この時
期、歴史がやがて静止すると考えた歴史観が生じたということである。フーコーは続ける。
　「II.第二の決着方法では（それはマルクスによって代表されるが）、（…）〈歴史〉は〔逆に〕
消極的役割を演ずる。実際、〔現実の〕〈歴史〉は、欲求のさまざまな圧力をきわだたせ、欠乏
を増大させ、人々に対して（…）つねにより多くのものを生産するよう強いる。したがって、
時間とともに、労働生産物は労働を実行する人々の手をたえず逃れて蓄積され、人々は価値の
うち賃金という形で手もとに戻ってくる部分以上のものを際限なく生産しつづけ、そのように
して、新たに労働を購入する可能性を資本に与える。かくして、〈歴史〉が生活条件の限界に
維持している人々〔＝労働者階級〕の数はたえず増大し、それだけにその生活条件は、（…）
しだいに生活それ自体を不可能にする状態へと近づいていく。資本の蓄積、企業とその能力の
成長、賃金にたいする恒常的な圧力、生産過剰、こうしたものは、労働市場を狭め、労働にた
いする報酬を切り下げ、失業を増大させる」（273 [279‒280]）。この引用の初めの方に、「〈歴
史〉は……生産するよう強いる」とあるが、議論の展開を見てもわかろうが、そこには資本が
介在していよう。この部分で語られているのは、よく知られたマルクスの窮乏化論である。一
般には、窮乏化論は、資本の有機的構成の高度化のもとでの可変資本（労働力に投じられる資
本部分）に対する不変資本（生産手段に投ぜられる資本部分）の増大による、相対的過剰人口
（失業者）の累進的増大傾向をその理論的根拠とする、と解釈されていよう。フーコーも失業
に言及するが、この部分の説明が、きわめて簡潔であるとはいえ、窮乏化論の説明として適切
か、あるいは窮乏化論の解釈として何らかの傾向を示しているのか、などは検討の余地がある
かもしれない。
　ともあれ少し先でフーコーは言う。「そうした〔労働者階級の〕人々は、一つの歴史〔資本
の歴史〕がもたらす結果と、一つの有限性〔人間の有限性〕の疎外〔形態〕──有限性という
形をとらない疎外〔形態〕──を認識することができるだろう。人間の本質にかかわるこうし
た真実を、以上述べた理由から、彼らは──彼らだけは──とらえなおすことができるのであ
り、彼らはその〔人間の〕本質を回復しようとする。このことは、現在まで展開されてきたよ
うな〈歴史〉を抹殺すること suppression、あるいは少なくとも転倒させること renversement

によってしか獲得されえない。そのときはじめて、もはやこれまでと同じ形も、同じ法則も、
同じ経過の仕方も持たない一つの時間がはじまるからである」（273 [280]）。ここでの歴史の抹
殺、転倒──「マルクスの革命の約束」（ibid.）──が、上で語られた歴史の停止、不動化の
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もう一方の様態であることになる。この不動化の様態においては、歴史が停止することで新た
な時間あるいは時代がはじまるとされている。
マルクス主義の位置

　だが、フーコーによれば、これら歴史の不動化の二様態は、「2 . 人間学と 1 . 〈歴史〉〔＝因
果性〕との諸関係──経済学が 2 . 希少性〔＝欲求〕と 1 . 労働という二つの概念をつうじて創
りだした諸関係──を通覧する二つの可能なやり方」（ibid.）であるにすぎない。フーコーは
言う。「西欧の知の深層のレベルにおいて、マルクス主義は実際にはいかなる断層も生じさせ
はしなかった。それは、（…）ある時代（マルクス主義の時代）にとって満足すべき形象とし
て、当時の認識論的配置の内部に難なく場所を占めたのである。（…）マルクス主義が、経済
にかかわる「ブルジョワ」理論に対立し（…）、〈歴史〉の根源的転換 retournementを企てた
としても、そうした葛藤と企てが可能となる条件は（…）考古学全体によって正確に位置づけ
られる一つの出来事なのであり、この出来事は十九世紀のブルジョワ経済学と革命的経済学と
を同じ様態にもとづいて同時に規制していたのである。両者の論争は（…）子供の遊ぶたらい
のなかの嵐でしかないのだ」（274 [281]）。フーコーは続ける。
　「本質的なことは、十九世紀のはじめに一つの知の配置が成立して、経済の 1 . 歴史性（生産
諸形態との関係における）、人間の実存の 2 . 有限性（希少性と労働との関係における）、〈歴史〉
の 3 . 終焉の日──無限の速度低下であれ、根源的な逆転であれ──の三者が同時に姿をあら
わしたということである。1 . 〈歴史〉と 2 . 人間学と 3 . 変転 devenirの停止とは、（…）互いに
依存しあっている s’appartenir。たとえば、こうした配置が（…）どのようにさまざまな完結
のユートピア utopies d’achèvementをよみがえらせたかは周知のことであろう」（274 [281]）。
「完結のユートピア」とは何か。フーコーによれば、古典主義時代のユートピアが「起源への
夢想」であったのに対して（3）、「十九世紀になると、ユートピアは（…）時間の凋落にかか
わってくる。つまり、知は、もはや表の様態で構成されるのではなく、系列 série、連鎖
enchaînement、変転といった様態で構成される」（274 [281‒282]）。すでに「因果系列」「生産
の系列」（p. 26）、「現象の連鎖」（p. 19）などと語られてきた。いまや、知の主要な局面は、
人間が生きる現象世界が時間のなかで現実に推移するさまを跡づけるなかで構成され、展開さ
れるのである。フーコーは続ける。「結末の闇が訪れてくるであろうとき、（…）歴史性は、人
間の本質に正確に重ねあわされることになる」（274‒275 [282]）。歴史はいずれは人間の本質
に適合した状態で安定することだろう。「変転の経過 écoulement du devenirは、（…）人間学的
有限性のうちに捕えられ、逆に人間学的有限性のほうでは、変転の経過におのれの輝かしい顕
現を見いだすであろう。〈有限性〉はおのれの真実とともに〈時間〉のなかに示され、そのこ
とによって〈時間〉は〈有限〉のものとなる。〈歴史〉の最期についての偉大な夢想は、（…）
因果性の思考のユートピアなのである」（275 [282]）（4）。
　以上で、フーコーはリカードの検討を終える。フーコーは総括的に、スミスが「等価性の仕
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組みのなかにおける事物の自然価格を確立しようとして、労働という恒常的価値を使用した」
（ibid.）のに対して、リカードは「労働を尺度としての役割から自由にし、すべての交換の手
前で、生産の一般的諸形態のなかに嵌めこんだ」とするのである（ibid.,第三節「キュヴィエ」
冒頭部分）。──さて、本論文では、『言葉と物』第八章第三節「キュヴィエ」を検討すること
はできない。次に第四節「ボップ」の検討へと進むこととしよう。

３　ボップ（1）

　古典主義時代には、語が言語の基本的構成要素と考えられたが、語はその「表象作用上の価
値 valeur représentative」、あるいは「表象された事物を分析・二重化・合成し、秩序づける能
力」（292‒293 [300]）をその存在理由にしていた。このことは本論文でも多少ふれた（p. 1‒2）。
しかし時代は転換した。フーコーによれば、いまや「語が言説のなかに現れることができ、何
かを意味する vouloir direとして」（293 [300‒301]）、その理由はただ次のようである。「つまり、
語の形態そのものにおいて、語を組みたてる音において、語のはたす文法的機能に応じて語が
蒙る〔形態的〕変化において、そして最後に、時間を通じて語がしたがう〔歴史的〕変化にお
いて、語が（…）いくつかの厳密な法則にしたがっているから、なのである。その結果、いま
や語が表象に結びつけられるのは、語がまず文法組織 organisation grammaticale（…）──そ
れによって言語は自らの固有の整合性を（…）保証する──の一部となっているかぎりにおい
てなのである」（293 [301]）。こうして、フーコーによれば、十八世紀末ごろ西欧文化におい
て、語は「表象的諸機能の外へ」、文法組織の方へと「一種の後方跳躍」をしたのである
（ibid.）。
文献学の形成── 1. 言語の内部的文法構造の分析

　言語のこうした文法組織を解明することになる「文献学という実証的領域 positivitéは、い
かにして形成されたのか？　四つの理論上の線分が、十九世紀初頭におけるその成立へと私た
ちの注意を促してくれる」（294 [302]）。こう宣言してフーコーは、「文献学の出現を特徴づけ
る」（304 [312]）四つの「線分」とされるものを順次分析していく。
　「第一の線分は、一つの言語が内部から特徴づけられ他と区別されるやり方にかかわる。古
典主義時代には、（…）〔言語間の〕すべての区別は、言語が表象を分析し、次いでその〔分析
結果である〕諸要素を合成することが可能になるやり方にしかかかわらなかった。けれども
シュレーゲル（2）以後、諸言語は、（…）類型学を構成するもともと言語的な verbaux諸要素を
言語が互いにつなぎあわせるやり方によって規定されることになる。それら諸要素のうちのあ
るものは（…）表象的価値をもっている。だが他のものは、どんな意味も保持せず、ただある
種の構成作用 compositionによって、言説の統一性のなかで他の要素の意味を決定するのに役
だつにすぎない。（…）音や音節や語の配列によって形成される物的統一は（…）固有の諸原
理をもち、その諸原理はさまざまな言語によって異なっている。実際、文法的構成には、言説
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の意味に対して透明ではない〔＝意味と直接関係がない〕なにかしらの規則性がある」（295 

[302‒303]）。結局、諸言語がそれぞれに有する「文法的諸空間を、（…）表象の場といった共
通の「仲介物」を経ることなく、比較することができるはずなのである」（295‒296 [303]）。
　さて、当時の代表的な考え方によれば、一つの言語のなかでの「文法的諸要素のあいだの組
み合わせ」には「二つの大きな様態」がある。一方の典型である中国語は「その単位〔＝要
素〕の数と、言説のなかでそれら諸単位のあいだに打ちたてられうる可能なあらゆる組み合わ
せとによって規定される」。もう一方の典型であるサンスクリット語は「屈折体系」を特徴と
し、その体系は「語基 radical〔＝語根の実現形、注3‒(3) 参照〕の内部的変様 modification 

interneによって、他の要素──それ自体内部から変様されうる他の要素──を付加物として
受けとることができる」。そして、この二言語のあいだに「他のあらゆる言語を分布させるこ
とができる」とされる。一方には「並置の法則」があり、他方の、構造が「有機的」なサンス
クリット語などの「語基が成長する」諸言語には「内部的諸変化 variations internesの規則的
諸形態」が見いだされるのだ（ここまで296‒297 [303‒305]）。フーコーは言う。かつて十八世
紀には、「表象の分析がより的確かより繊細かによって、他の言語より重要な言語の実在する
ことが認められていた。けれども以後、すべての言語に優劣はなくなる。ただそれぞれが異
なった内部の組織を持つのにすぎない」（297‒298 [305]）。フーコーは続ける。
2. 言語の内部的諸変化の分析

　「このような〈内部的諸変化〉の研究が、第二の重要な理論的線分を成立させる。語源の探
究において、たしかに〔古典主義時代の〕一般文法は、語と音節の時間をとおした変形
transformationを研究してきた。けれどもこうした研究は、１）（…）むしろアルファベット文
字の変様métamorphoseをその対象としていた。２）そのうえ、それらの変形は、（…）文字相
互のある種の類縁関係の結果と見なされてきた。ｐとｂ、ｍとｎは、一方を他方に置きかえ
うるような隣接関係にあると認められていたのだ」（298 [305‒306]）。フーコーはここではこ
う言っているが、『言葉と物』第四章で一般文法を扱った際には、＜一般文法は語の変形とい
うよりむしろアルファベットの変様を研究した＞といったことは明瞭には語られなかった（一
般文法をめぐるフーコーの議論については飯野, 2020を参照のこと）。少し先でフーコーは語
る。
　十九世紀に入って「ラスク（3）、グリム、ボップによってはじめて、言語は（…）音声学的な
諸要素の総体として取扱われるようになる。（…）〔口あるいは唇の〕噪音 bruit が〔文字とは
関係なく〕分節され、たがいに区別される〈音韻 sons〉の連なりに分けられるとき、言語が
あるということがいまや認められる。言語の存在のすべてはいまや音声なのである」（298 

[306]）。十八世紀のルソーらの思想においてすでに「音声中心主義」的傾向は認められたが（4）、
十九世紀に至って音声中心主義は、音声学の分野の本格的な開拓によって、学問的にも支えら
れるようになったと思われる。フーコーは続ける。「言語は、〔表象対象に対して〕多少とも離
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れ、類似し、恣意的な、あの記号ではもはやない。言語は、自己を目に見える記号から引き離
して音符に近づける顫動（せんどう）という性質 nature vibratoireを獲得したのである」（298‒
299 [306]）。フーコーによれば、古典主義時代、言語記号の表象作用の原型は、人間の肖像や
地図といった視覚的なものと想定されていた（ibid.）、その「目に見える記号」という性格は
アルファベットに受け継がれてきたのである。それがいまや、言語はまず顫動する音声的存
在、音声記号と考えられるようになったのだ。
　「こうして十九世紀に、音韻がそれらを転写することのできる文字から解放され、そうした
音韻の総体として扱われた言語を分析することがはじまる」（299 [307]）。フーコーによれば、
この分析は三つの方向においておこなわれた。つまり、<1> ある言語で使われるさまざまな
音声 sonoritésの類型学 typologie（代表はグリム）、<2> 一つの音における変化を規定しうる諸
条件の分析（代表はボップ）、<3>〈歴史〉をつうじて言語の変形が恒常的であることの分析
（代表はグリム）、であるという。歴史について言えば、「外部の尺度、人間の歴史にかかわる
諸事物が諸言語の変化を説明するはずだと、古典主義時代の思考においては考えられていた。
〔しかしいまでは〕諸言語は自ら推移の原理を保持する」（300 [308]）のである。
3. 語基・語根の理論

　フーコーは第三の理論的線分に相当する問題へと進む。「子音あるいは母音の〔歴史的〕諸
変化にかかわる法則のこうした〔３の1, ２ で見た〕規定は、〈語基の新しい理論〉を打ち立て
ることを可能にする」（ibid.）。語基はすでに何度か現れているが、語根の現実の形を示してい
る（注3‒(3) 参照）。フーコーは語る。「古典主義時代には、（…）同じ一つの意味が、同じ一つ
の文字あるいは同じ一つの音節によって現れるところ〔＝意味と文字・音節の交点〕で、人は
語根 racineを個別化〔＝決定〕していた。語根とは、原初の音 sonoritéから出発して、無限に
変形されうる表現の核であった」（ibid.）。古典主義時代には、語根は「意味」と、意味を含み
つつ変化するであろう「表現」によって規定されるものだった。「しかし〔いまや〕、母音と子
音が特定の法則にしたがって特定の条件のもとでのみ変化するのであれば、語基は、一つの安
定した（…）言語上の個別性であるはずであり、その個別性は、その起こりうる諸変化ともど
も孤立させることができ、その可能なさまざまな形態とともに言語の一つの要素を構成する。
（…）いまや、ある言語の諸要素はその言語内部のものとなる（…）。つまり、諸言語の恒常的
構成と諸言語の可能な諸変様の表とを確立する純粋に言語的な諸手段が実在するのだ。だから
語源学は、〔一般文法におけるような〕自然の最初の叫びにみたされた原初の言語にむかって
の、際限のない退行的歩みであることをやめ、〔いまや〕語がそこから形成された語基を語の
なかに再発見するための、確実で制限された分析方法となるのである」（300‒301 [308]）。
　さらに、「語根の本性」と「役割」についてフーコーは次のように言う。古典主義時代の語
根については、すぐ上でもふれられたが、フーコーはさらに補足する。「十八世紀には、3 . 語
根は、そもそもの起源において具体的な事物、直接的表象、（…）〔感覚的〕対象を 3 . 指示す
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る、基礎的な名〔＝名詞〕であった。（…）〔次いで、〕4 . 派生がその意味を拡張し、2 . 〔分節
化にかかわるであろう〕抽象が形容詞を誕生させると考えられていた」（301 [309]）（2, 3, 4, 

および以下に現れる１の番号は、本論文 p. 6‒7でふれたとおり、古典主義時代の言語（ないし
知）の四辺形について、先行の拙論と本論文で統一的に使っている）。古典主義時代の形容詞
の理解については、『言葉と物』第四章第四節「分節化」（113 [123‒124]）および飯野, 2020, 

p. 15を参照されたい。フーコーの解釈にしたがえば、基本的には、名詞が実体を示すものと
性質を示すものとに 2 . 分節化されることで──そこには２抽象の働きが介在しようが──形
容詞が生まれてこよう。フーコーは続ける。「そして、活用させうる語の範疇が成立させられ
るには、そうした〔いわば３の働きに２の働きが加わって成立する〕形容詞に、もう一つの
還元不能な要素、すなわち 1 . 〈ある〉という動詞の大きな単調な機能を付け加えるだけで充分
だった。（…）〔つまり、〕〈ある〉という動詞がもつとされている 1 . 帰属関係定立機能と命題
的意味の、〔形容詞への〕隠されて目に見えぬ潜在的付加〔が想定されたのである〕」（301 

[309]）。この部分については、『言葉と物』第四章第三節「動詞の理論」（109 [119]）、飯野, 

2020, p. 10および同所の（注３）を参照されたい。いま＜形容詞に〈ある〉という動詞の機能
を付け加える＞とされていることが、飯野, 2020, p. 10で論じたフーコーの一節では、＜属辞
〔つまりは形容詞等〕に〈ある〉という動詞の機能を付け加える＞ことと語られていた。
　さて、それに対して十九世紀には、「〔語根の実現形としての〕3′ 語基はそれ自身動詞的意味
を保持しているのであって、〈ある〉という動詞〔はやはり付加されるが、この動詞〕の活用
から派生した屈折語尾はただそこ〔語基〕に人称と時制の変様をつけ加えるにすぎない。つま
り動詞の 3′ 語根は、もともと「事物」を指示するのではなく、行為や過程や欲望や意志を指
示しているのにほかならない。ただ、〈ある〉という動詞と人称代名詞とから生じた一定の屈
折語尾を受けいれて、語根は〔動詞として〕活用を許すようになったわけで、それ自身変様さ
れうる他の接尾辞を受けいれれば、曲用を許す名詞となるであろう」（302 [310]）（なお、十九
世紀の現象であることを示すために 3 ′と数字にしるしをつける。p. 7も参照のこと）。
　いまや言語は「もっとも恒常的なその 3 ′語根において、行為や状態や意志を指示し、〔十八
世紀に考えられたように〕人の見るもの〔を言う〕というよりは、むしろ、人のなすこと、あ
るいは蒙ることを最初から言おうと望むのである（…）。だから名詞は表象の複雑な表を裁断
するのではなく、行為の過程を裁断し静止させ凝固させるのである。言語は、知覚される事物
の側ではなく、活動する主体の側に「根をもつ」 わけだ。おそらくこの場合、言語は表象を二
重化するあの記憶というよりはむしろ、意志と力とから生じたものであろう。話すのは行動す
る agirからであって、〔かつて考えられたように、以前に認知したものを〕再認知する
reconnaîtreことによって認識する connaîtreからではない。行動 actionがそうするのと同じよ
うに、言語は深い意志を表現するのだ」（302‒303 [310]）。
　フーコーによれば、ここから二つの帰結がもたらされる。「 I .第一の帰結は、（…）文献学
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が純粋文法の次元の発見によって成立したとき、言語に深い表現力が再び付与されはじめたと
いうことである（…）（5）。（…）II.第二の帰結として、言語が諸文明に結びつくのは、諸文明
の達成した認識 connaissancesのレベル（…）によってではもはやなく、民族の精神（…）に
よってである。（…）言語は、その文法という建築物全体のなかで、民族を生かす根源的意志
を可視化し、民族にのみ属する一言語を話す能力を民族に与えるのだ。（…）言語は（…）〔い
まや〕人間の自由に結びつく。（…）十九世紀全体をつうじて、文献学は深い政治的共鳴をも
ちつづけるであろう」（303‒304 [310‒311]）。
4. 諸言語の類縁性の理論

　フーコーは文献学の出現を特徴づける第四の理論的線分へと進む。上に見たような「3 ′ 語
根の分析は、諸言語のあいだの〈類縁性の諸体系〉についての新しい規定を可能にした。（…）
この規定はまず、諸言語がたがいに関連しあう不連続な集合体として区分されることを前提と
している」（304 [311‒312]）。ここで諸言語は「不連続」であるとされるが、古典主義時代の
一般文法においては、諸言語のあいだには「連続性」が認められた。すなわち、「a.一つは垂
直方向の連続性であって、それによって、あらゆる言語はいずれも最初の語根のわけまえにあ
ずかった。（…）b.もう一つの連続性は水平方向のものである。（…）あらゆる言語はいずれ
も表象の分析、分解、再合成を務めとするわけで、その表象は人類全体にとって、かなりの程
度まで同一のものだと考えられていた。したがって、（…）かくかくの言語が a.共通のもので
ある原初の語根の一揃いを取りあげ変様させるやり方なら分析することができたし、また、二
つの言語が b.同じ表象を裁断し、つなぎなおすやり方なら比較することもできた」（304 

[312]）。
　一方、「グリムとボップ以後」──すなわち十九世紀に入って──「可能となったのは、二
つないし多くの言語の直接的で横向きの比較である。直接的比較というのは、b.純粋な表象、
ないしまったく a.原初的な語根をもはや経る必要がなくなったからで、3 ′.語基の変様、屈折
体系、屈折語尾系列の研究だけでいまやこと足りる。（…）横向きの比較というのは、a.あら
ゆる言語に共通な諸要素にも、言語が素材を汲みとってくる b.表象的基盤にも遡ることがな
いからで、（…）ただ、さまざまな言語をその形式的近接関係にしたがってまとめればいいの
である」（ibid.）。
　「ところで、相互に直接比較することの可能なこれらの文法構造は、二つの独特な特徴を提
示する。<1> まず、体系としてしか実在しないという特徴である。（…）体系のあいだには、
中間的タイプも、移行的形態も見いだせない。一方の語族と他方の語族との間には不連続性が
あるのだ。<2> しかし他方で、文法諸体系は、進化 évolutionないし転化mutationの一定数の
法則を定める prescrireから、言語の老化 vieillissementの指標をある程度まで〔内在的に〕決定
することを可能にする。つまり、これこれの形態が一定の語基から現れるには、これこれの変
形が必要であった、というふうに。（…）〔つまり、〕いまでは、二つの言語が類比する体系を
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示す場合、 i .一方が他方から派生したのか、ii.両者とも第三の言語から生れて（…）きたの
か、〔内在的に〕決定することができるはずだ（6）」（304‒305 [312‒313]）。ボップは実際、サン
スクリット語、ラテン語とギリシャ語、ゲルマン系諸言語には「姉妹関係 fraternité」があり、
サンスクリット語は「起源にあったにちがいない言語にもっとも近い長女〔にあたる言語〕」
だと明らかにしたのである（305 [313]）。
　「いまや、歴史性が（…）言語の領域にも導入された」。上で見たように、言語が、「a.大き
な時間継起的連続性」や、「b.諸表象からなる共通した連続面」と断絶することで、「文法体
系相互の異質性」が現れ、言語活動は「内在的歴史性」をもつことになった（以上、305‒306 

[313‒314]）。「こうして新しい歴史が成立する」（306 [314]）。それは、古典主義時代のように
「諸存在の継起の様態（…）を言表する énoncerばかりでなく、それら諸存在の形成の諸様相
をも言表することになる」（ibid.）。古典主義時代には、諸存在をめぐる表象関係がどのように
継起的にその関係性を変えていくかが問題であった。その変化の内在的原因にまで分析が到達
しない場合が多かった。それがいまや存在や現象は内在的「形成」といった観点からとらえら
れことになろう。したがって、「経験的領域──自然の諸個体〔＝生命体〕と、それらを名ざ
す（…）さまざまな語〔＝言語〕がともに問題なのだが──は以後、その領域の存在の厚み全
体にわたって〈歴史〉につらぬかれる。時間の秩序がはじまるのである」（ibid.）。
　諸言語についていえば、それらの「内部組織（…）は、もう〔屈折を含む〕語という形態で
しか捕捉されえなくなった。けれどもこうした〔語という〕形態自体は、それがそれ以前に
あった状態や、それの受けやすい変化（…）に関係づけられる場合にのみ、その固有の法則を
表明することができる。言語をそれが表象するものから切り離すことによって、たしかに初め
て、言語はその固有の法則性のもとに出現させられた。と同時に人々は、歴史のなかでしか言
語を捕捉しえない運命に置かれたのである」（306‒307 [314‒315]）。フーコーはさらに続けて
いる。「文献学は、（…）〔言語の〕内部の歴史を規定することだろう。そしてその〔言語の〕
内部の歴史は、（…）あらゆる記憶から脱落したさまざまな出来事を、固有の意味における
〈歴史〉となるように再構成するために導きの糸〔＝参照項〕として役だつことができるだろ
う」（307 [315]）。言語の歴史が、歴史一般の典型となる、と語られているように思われる。

＊ ＊ ＊

　ここで『言葉と物』第八章「労働、生命、言語」の第四節「ボップ」は終わる。本論文も紙
幅の関係でここで中断する。本論文続編では、『言葉と物』の続きの部分、第八章の最終節で
ある第五節「客体となった言語」と、第九章「人間とその分身」を検討する予定である。な
お、続く第五節でフーコーは、ここまでに見た十九世紀文献学の「四つの理論的線分」は、古
典主義時代の「一般文法の四辺形の各辺に照応、対立」（307‒308 [315]）すると述べ、この照
応関係を考察することになる。

82

（36）



『言葉と物』第二部に見る近代思想の展開（上）（飯野）

注

*  本論文での『言葉と物』への指示は、（--- [---]）の形式で、まずフランス語原著のページ、次いで［ ］内に
邦訳初版の該当ページを示す。邦訳は2020年２月に「新装版」（第二版）が刊行された。この新版は、訳文、
訳注などの内容は初版のままだが、組版が変更されページ数に変化が生じている。しかし、邦訳初版は1974
年の刊行以来、2020年まで増刷を続け、現在読者の手元にある邦訳の大多数はいまだこの初版であると思わ
れる。そこで、紙幅が限られている事情から、新装版のページを記載することは見送った。ご了承いただき
たい。

*  本文、引用文、注における符号・番号、＜ ＞、下線は、理解の便を図って筆者が補足した。
*  引用文中の〔 〕内の記述は筆者による補足である。
* 『言葉と物』からの引用文中の〈 〉はイタリック体の語または大文字ではじまる語を示す。「 」は « »に対
応する。

Ⅰ．第七章　表象作用の限界

１　歴史の時代

(1) 原語の positivitésは、形容詞 positif（女性形 positive）からの派生形。この形容詞の語源であるラテン語
positum（置かれた）は、名詞として「（置かれてある）事実」という意味をもつ。このことからフランス
語の positifも「事実的」という意味合いをもっている。一方、フーコーは『言説の領界 L’ordre du 
discours』で、「諸々の対象領域〔客体の諸領域〕domaines d’objetsを positivitésと呼ぼう」としている。
よって、positivité(s) はまずは「事実的（諸）領域」とも訳せよう。ただし、フーコーは、「外在性
extériorité」にもとづいて記述することを「私が positivitéと呼びたいものを打ち立てること」であるとし、
そうした意味でなら「私は一人の幸福なポジティヴィスト positivisteである」とも言っている（『知の考
古学』）。positivisteという語は positivismeからの派生だが、後者はコントの思想とともに成立した19世紀
の新造語である。よって、フーコーが positivité, positivisteという語を使う際に、コントの positivisme〔実
証主義〕が意識されていたであろうことも否定できない。こうした事情を総合的に考えて、本論文では
positivitéを「実証的領域」と訳すこととするが、「実証的」はコントの思想を意味せず、広義で使ってお

83

（37）

十九世紀

形式化

解釈

統語論
生理学
流通の分析

音声学
比較解剖学
生産の分析

哲学的場

命題学

形式的
存在論

認識論的場

歴史

意味

1. 帰属
 関係定立

2. 分節化

3. 指示

4. 派生



名古屋大学人文学研究論集 第５号

り、むしろ「事実的」という意味である。以上、各種フランス語辞書、『平凡社 世界大百科事典』「実証
主義」の項（執筆：木田 元）、フーコー『言説の領界』慎改康之訳、河出文庫、p. 90, 125‒126等を参考
にした。

(2) この形式の指示についてはこの注の欄の冒頭の * の部分を参照されたい。
(3) 本論文での下線等の付加についてはこの注の欄の冒頭の * の部分を参照されたい。
(4) こうした点については、飯野, 2019, p. 18‒19を参照されたい。
２　労働の計量

(1) フランス語に限っても、使用価値、交換価値と訳すことができる原語には２～３の形がある。参考まで
にそうした原語の形を掲げるが、概念としては同じものと考えてよい。

(2) カンティロンについては、飯野, 2021, p. 8, 38（注, 4‒11），39（注, 6‒1）などを参照のこと。
(3) 労働自体の値打は、労働者の数、食料品の多寡といった要因で変動する。しかし、労働それ自体、すなわ
ち仕事に要した時間、労力、疲労は同一である。また、労働はマニュファクチュアの進歩につれてより生
産的となっていくが、一日の仕事、労力、疲労という意味での労働は固定し、生産される対象の数だけが
変化しうる。──こうして労働の還元不能性とその本源的性格が明かされたとされている。（235‒236 
[243‒244]）

(4) 表象の二重性については、本論文 p. 1‒2を参照のこと。
(5) 十八世紀の後半の哲学界では、コンディヤックの感覚論哲学が大きな影響力をもった。彼は、諸観念（諸
表象）の分解と組み立てを通じて、それらの関係を探る方法を「分析」と呼んだ（Cf. 飯野, 2019, p. 10）。
フーコーはこの分析を方法とする哲学を一般名詞としての「観念学」としている。他方、固有名詞として
の「観念学 Idéologie」は、革命期と続くナポレオン期に、コンディヤックの感覚論哲学と分析的方法を
継承・発展させようとした哲学的な理念を指す（その賛同者たちは「観念学派 idéologistes, idéologues」と
呼ばれる）。これについては『言葉と物』第七章第５節（本論文 I‒4）でふれられる。

(6) フーコー自身がカント『人間学』の仏訳者であり、この著作への長文の序論も残している（邦訳について
は参考文献欄参照）。したがって、カント『人間学』を代表とする人間学についてのフーコーの評価は
しっかり検討されるべきである。『言葉と物』では、いま検討している第七章のほか、第八章でも言及さ
れ、第九章では一つの節も立てられて人間学についてやや本格的に論じられる。本論文では続編で第九章
について検討する予定でいる。

(7) 貧困と富裕との交替についてはカンティロンが論じた（飯野, 2021, p. 8参照）。この交替は繰り返される
と想定されたことから、「サイクル的時間」と呼ばれているのであろう。

３　語の屈折

(1) 飯野, 2020, p. 28‒30参照。
(2) 比較の具体的な方法としては、「ある一つの意味〔＝表象〕の核」を、諸言語中の対応する語と対照する
か、わずかに異なる種々の語形に共通する「一つの語根 racine」（次注参照）を選び、その語根がとるさ
まざまな意味の範囲を決定しようとしたとされる（246‒247 [254]）。つまり、分析は意味と語形とのあい
だで展開されたという。

(3) 語根は、ある言語あるいは言語族の中で、同一の語あるいは同一系統の語のすべての現実に現れる形に共
通の、それ以上還元不可能の基底要素をいう。あらゆる接辞や屈折語尾を取除いたあとで得られるもの
で、それで構成される語に共通の本質的な意味素をになう。語根のとる形の１つ１つを語基 radicalとい
う。語根はあらゆる語基を代表する基底となる抽象形で、語基はその表出である。例えはフランス語に
「来る」を意味する動詞語根 venがあり、それが２つの語基 ven-/vien-をもち、そこに屈折語尾がついて
実際に用いられる。

(4) フーコーによるこれら四機能の分析については、飯野, 2020, p. 9‒27を参照されたい。
(5) フーコーによれば、古典主義時代には原初の言語作用は「指示」からはじまり、名づけに用いられる名詞
が単語としてまず成立すると考えられた。その基底要素が「語根」であることになる。動詞は名詞から派
生するが、フーコーは動詞については「帰属関係定立」の機能を担うものとして四辺形の左の１の角に
位置づけ直している。 

(6) クールドゥー Coeurdoux, Gaston-Laurent (1691‒1779); ウィリアム・ジョーンズ Jones, Sir William (1746‒
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1794)
(7) 「2′‒3′屈折」は、「言語の四辺形」の「十七・十八世紀」（古典主義時代）の図で、「2.分節化」と「3.指
示」のあいだの位置に想定されるのであった（実際に書き込まれてはいない）。一方、「十九世紀」の図に
おいて、この 2と 3のあいだに「音声学」が書き込まれることになる。この点については、本論文 p. 9に
おいてふたたびふれる。

４　観念学と批判哲学

(1) ＜表象の二重化＞については、については、本論文 p. 1‒2を参照のこと。
(2) フーコーはこの箇所で博物誌の領域にもふれているが本論文では扱わない。
(3) この諸表象の結び目とされる「生物の構造」と「富の価値」は古典主義時代には表象関係それ自体によっ
て定まったのだが、十七・十八世紀の四辺形の図では左上の辺のところに現れている（「生物の構造」に
ついては本論文では扱わない）。この「富の価値」は十九世紀には「事物の核心」から生じることになり、
具体的には生産（と商品流通）のための労働によって規定されるようになる。十九世紀の四辺形の図では
右上の辺と左下の辺のところに、「生産の分析」と「〔商品〕流通の分析」が現れている。一方、同じく結
び目とされる「語の統語論」についてはすでに p. 9でふれた。四辺形図では十九世紀の図で初めて、左下
の辺のところに現れる。「統語論」も、同じ図の右上の辺のところに現れる「音声学」ともども、「事物の
核心」にかかわることになるのである。

(4) ジュシュー Jussieu, Antoine Laurent de (1748‒1836)
(5) デステュット・ドゥ・トゥラシ Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude, comte, (1754‒1836).トゥラシ（ト

ラシ）と略記される場合も多いが、本論文ではフーコーにしたがってデステュットと略記することとす
る。

(6) Destutt, 1801, p. 35. ここでは立ち入れないが、コンディヤックは、その晩年の著作『論理学』で、こう
したデステュットの態度を先取りする議論を展開している。

(7) Destutt, 1801, p. 1.
(8) 観念学派は一般に唯物論的な立場をとっていた。一方、観念学の基礎を据えた感覚論者コンディヤック

Condillac, Etienne Bonnot de (1715‒1780) は魂 âmeという言葉を使うが、その本質については断定を避け
ている。そのことと関係してか、コンディヤックは感覚作用を生理学的基盤との関係で考察することも
行っていない。

(9) ＜表象されたものの存在自体の探索＞は、カント哲学においては＜諸現象の存立（存在）自体の探索＞と
理解されよう。筆者はここで「物自体」を考えてはいない。

(10) フーコーが使う「経験判断 jugement(s) d’expérience」という用語は、実は、カント『プロレゴーメナ』
（『純粋理性批判』刊行後に書かれたその要約版）の各種フランス語訳（参考文献欄参照）において、原著
の Erfahrungsurteil(e)〔経験判断〕の訳語ともなっている。カントの「経験判断」という概念は、主とし
て『プロレゴーメナ』で用いられ、経験にかかわる判断が客観的妥当性をもつ場合をいう（客観的妥当性
をもつためには、アプリオリな純粋悟性概念（カテゴリー）が関与するとされる）。一方、同書において、
経験にかかわる判断が主観的妥当性しかもたない場合は知覚判断Wahrnehmungsurteil(e), jegement(s) de 
perceptionと呼ばれる。フーコーのいう「経験判断」は、同書の「経験判断」とは異なり、むしろ「知覚
判断」に近いものかもしれない。続く constatations empiriques〔経験的確認〕は同書のフランス語訳には
出現しない。なお、カント哲学については文献欄に掲げた文献を参考にした。

(11) サド『ジュリエット』についてフーコーは『言葉と物』第四章第七節、第六章第八節で論じている。飯野, 
2020, p. 32, 飯野, 2021, p. 40‒41を参照のこと。

５　客体の側におけるさまざまな総合

(1) 「対象＝Ｘ」は、Kant, ［1781］ ［熊野, 2012］, A104‒109 に現れる表現。「何らかの対象」、「あるもの一般」
といった意味。「＝Ｘ」という表現には、いまだ何であるか特定されないという意味が込められている。
なお、『純粋理性批判』からの引用は、慣例にしたがい、初版 (A)、第二版 (B) を指示した上で頁数を示す。

(2) 「私は、（…）私たちが対象を認識するしかたに、その認識のしかたがア・プリオリに可能であるべきかぎ
りで、総じてかかわる認識を、すべて超越論的と名づける」（Kant, [1781] ［熊野, 2012］, B25）。村岡, 2012
は、主観側が「内在的」、向こう側（客体側）が「超越的」と呼ばれてきたとし、その〈あいだ〉の領域
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を表現するために、カントが「超越論的」という術語を造語したとしている（p. 30）。カントについては、
岩崎, 1951, 1965, 御子柴, 2020, 村岡, 2012 の各著作、また有福他, 2014 の多くの項目を参考にした。

(3) 実際に認識が成立するには、感性、悟性の働きをとりもつ「構想力」（一般に想像力と呼ばれるものに類
似の働き）が介在するとされる。この構想力については、カントの考え方に変遷も見られるようだが、本
論文ではカント哲学のこうした細部には立ち入れない。

(4) 構想力については前注を参照のこと。
(5) カントが感性や悟性といった働きをアプリオリな働きとして想定していることは、現代の私たちにとって
は、当然疑ってみるべき事柄である。しかし、本論文ではカント哲学の問題点に踏み込むことはしない。

(6) カント『純粋理性批判』の構成部分。次の注 (7) の末尾も参照のこと。
(7) Kant, ［1781］ ［熊野, 2012］, A625f./B653f., A695ff./B723ff. 有福，2014，項目「構成的／統制的」を参照。

なお、神が実在するとするなら誤りである。私たちの認識の対象となる現象界に「無条件的なもの」は与
えられてはいない。この「無条件的なもの」が実在すると考えることは、人間が感性的直観の領域（現象
の領域）以外に認識を拡張しようとすることであり、これが従来の形而上学の誤謬なのである。実在する
と考えられた「無条件的なもの」は超越論的仮象なのであり、「超越論的弁証論」とはこの仮象を暴くも
のである。

(8) 「あの複数の形而上学」とされるが、本論文の執筆時点でその具体名を想定できずにいる。後段（p. 19）
の実証主義諸哲学ともども、読者のご教示を請う次第である。

(9) 主語の概念に含まれていない概念を述語として付け加えて知識を拡張する判断は「総合判断」と呼ばれ
る。なお、カントにおいては、この「総合判断」には「アプリオリな総合判断」もあるとされ、認識論に
おける「総合」の内実をなしている。その意味で、カントにおいては「総合判断」と認識論における「総
合」にはつながりがある。なお、主語概念に含まれる概念を述語として取り出した判断は「分析判断」と
呼ばれる。

(10) ＜存在の規則性＞については、村岡, 2012が第一章２「存在とは規則性である」においてカントについて
語っている。なお、フーコーは、古典主義時代の思想についても、別の文脈においして「規則性」を語っ
ていた（本論文 p. 10参照）。

(11) なお、古典主義時代においては、「同一性と差異にもとづく表象の分析と、永続的な表への表象の秩序づ
けとによって、質的なものに関する学問は〔すでに〕（…）普遍的〈マテシス〉〔普遍数学〕〔Cf. 本文次
パラグラフ（p. 20）〕の場に位置させられていた」（258 [265]）。よって、それ以上の、数式の導入という
意味での数学化、「観察にもとづく諸科学や文法的知識や経済的経験の数学化は〔あえて〕試みられな
かった」（ibid.）。一方、フーコーは『言葉と物』第三章「表象すること」第二節「秩序」の末尾近くでは、
「経験的対象の数学化の努力（…）は、物理学の一部と天文学にとっては恒常的で連続的であったが、他
の領域では散発的」だったと、やや違うニュアンスで語っていた（70 [81]）。いずれにせよ、古典主義時
代、一部科学以外では数学化の試みは微弱であった。

(12) dialectiqueは、フーコーが論じる時代のドイツにおいて、まずはカントが批判する「弁証論」である。カ
ントが『純粋理性批判』で論じる「弁証論」は、形式論理を超経験界にまで適用しようとする思考の運動
であり、カント自身はこの運動を仮象にしか行き着かないとして批判した（この点については本論文 p. 
17および同所の注5‒6も参照のこと）。そして、フーコーは、「人間学」の代表例であるカントの『人間学』
（次の注13を参照）はこの弁証論批判を受け継いでいると見なしていた（フーコー, [1961] 2008, p. 36〔邦
訳 , 2010, p. 67〕）。こうした点については、本論文の続編であらためてふれる予定である。一方、
dialectiqueは、ヘーゲルにおいては「弁証法」として、形式論理をも相対化してしまう理性論理を示す。

(13) 人間学はカントが論じたが、フーコーは早くからカントとその人間学に関心を示しており、文学博士号取
得のための副論文は、カントの『人間学』の翻訳とこの著作への「序論」から構成されていた（主論文は
『狂気の歴史』であった）。「人間学」一般、カントの『人間学』、およびフーコーの「序論」については、
本論文の続編でさらに言及したい。
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Ⅱ．第八章　労働、生命、言語

２　リカード

(1) 一方、古典主義時代には、「あらゆる価値の源泉」は「等価関係の全体的体系から出発して、また、商品
のもちうる互いに他を表象しあう能力から出発して規定され」ていた（266 [273]）。

(2) 人間の「有限性」をめぐるフーコーの考察については本論文の続編であらためて検討する予定である。
(3) フーコーによれば、この「起源への夢想」は「それぞれの事物が（…）しかるべき場所におかれるよう
な、表の理想的展開」の夢想であった。そこでは「表象は、それが表象するものの生き生きとして鋭く感
覚的な現前からまだ引きはなされてはいなかった」（274 [281]）。つまり、そこには現前性への夢想もかか
わっていたことになろう。

(4) 本論文の前節の最後で検討した、フィヒテ、ヘーゲルらのいわゆるドイツ観念論の哲学は、ここで語られ
るような、客観的因果性によって生みだされる歴史の先にユートピアを見る考え方とは区別して考えられ
ていると思われる。

３　ボップ

(1) ボップ Bopp, Franz (1791‒1867) ドイツの言語学者。
(2) シュレーゲル Schlegel, Friedrich von (1772‒1839) ドイツの批評家、哲学者。
(3) ラスク Rask, Rasmus Christian (1787‒1832) デンマークの言語学者。グリム〔兄弟〕Grimm, Jacob & 

Wilhelm (1785‒1863, 1786‒1859) ともにドイツの文献学者、言語学者。
(4) ルソーやコンディヤックといった古典主義時代の思想家の多くは言語の始まりは話しことばであると考え

ていた。
(5) 古典主義時代には、「言語の表現機能は起源となる点においてのみ、また音が事物を表象できることを説
明するためにのみ必要とされた」（303 [311]）とフーコーは簡潔に補足している。これは『言葉と物』第
四章第四節で考察された、「微細語」の機能の解釈の第二の流れに対応しているかもしれない（116‒117 
[127‒128], Cf. 飯野, 2020, p. 16‒17）。一方、この解釈の第一の流れは、いま検討している十九世紀の文献
学（文法学）を先取りするものであったろう。

(6) 古典主義時代には、二言語が類似している場合、まず「その双方を（…）原初的な言語に関係づけるか」、
「外在的」な「基準」にしたがって「一方が他方からくることを認めるか」、「侵入、商業、移住といった言
語外の出来事による」二言語相互の外在的な「交流を認めるか」であったという（305 [313]）。いずれに
しても、二言語の類似関係を見る場合、言語に内在する決定要因にはいまだ目が向かなかったのである。
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『言葉と物』第二部に見る近代思想の展開（上）（飯野）

Résumé

Développement de la pensée moderne dans la deuxième partie  
de Les mots et les choses de Michel Foucault

IINO, Kazuo

 La seconde partie de Les mots et les choses examine l’évolution de la pensée occidentale depuis le tournant 
des XVIIIe et XIXe siècles (où l’ « âge classique » fait place à l’âge moderne) jusqu’au milieu du XXe siècle. 
Cependant son contenu n’est pas bien compris au Japon et fait l’objet du présent article qui sera publié en trois 
fois. Le chapitre VII: Les limites de la représentation, qui ouvre la seconde partie de cet ouvrage et les sections 
I: Les nouvelles empiricités, II: Ricardo, et IV: Bopp du chapitre VIII: Travail, vie, langage sont traités dans la 
première partie du présent article. Celui-ci ne traitera pas des pages consacrées aux biologistes comme Jussieu 
et Cuvier.
 Selon Foucault, on envisageait à l’âge classique les choses dans leurs relations représentatives et considérait 
qu’elles étaient mutuellement déterminées par ces relations. Cependant, cette manière de penser ne pouvait 
plus pleinement expliquer le monde au tournant des deux siècles. Cela a donné lieu à des réflexions qui 
reconnaissaient un domaine transcendantal (dépassant l’empirique) soit du côté subjectif, soit du côté objectif. 
Kant en reconnaissait un du côté subjectif. D’autre part, selon Foucault, le « travail » constituait un domaine 
transcendantal du côté objectif. En se séparant du système des relations représentatives, celui-ci a été placé 
dans un rapport de causalité et, en plus, dans une organisation ou un système complexe de production sociale. 
Il a aussi été basé sur l’être humain et sur son désir, ceux-ci étant toujours en mouvement. On devait donc 
progressivement rechercher les effets et les conséquences du travail de l’homme. Selon Foucault, Ricardo partage 
une telle manière de penser. Dans la théorie linguistique, la vision représentative et sémiotique du langage a 
été considérée comme insuffisante. Le « langage », ayant un système grammatical, a aussi été considéré comme 
représentant un domaine transcendantal. Bopp est le représentant de cette manière de penser.

Keywords: Foucault, Les mots et les choses, modernité
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