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フーコーにおける法権利について

西

迫

1．は

大 祐＊

じ

め

に

フーコーが法の役割を過小評価していると言われることは多い 1)。この原因は，フーコーが
「法ではなく権力が問題である」と繰り返し述べ，権力を法の用語で分析することを否定した
ことがあるだろう。しかしながら，著作や講義録，細かな論考をたどってみると，フーコーは
法や権利を過小評価してはおらず，むしろわれわれの社会で「法権利 (droit)」が果たしてい
る機能を分析する新たな視点を提示していることが分かる。フーコーは権力や統治といった人
間の関係に哲学の基礎をおくことで，「法」と「権利」のそれぞれにおいて独自の革新的な見
方をしていた。本稿の目的は「droit」という言葉の二重性をフーコー哲学に見いだすことで
ある。伝統的な法理論に立たないフーコー独自の「法」の分析が，これまでにない新しい「権
利」の思考へとつながっていくことを示していく。

2．フーコーにおける法と権利の関係
『社会は防衛しなければならない』と題された 1976 年の講義は，それまでフーコーが研究し
てきた規律権力論を総括し，生権力論へと移行する重要な位置にある。その第二回目の講義で，
フーコーは権力分析と法との関係について次のように説明している。
「ここ数年，いろいろ細
かなことがらに言及してきたのですが，それを語るときの全体の企てとは，根本的には，中世
以来，法の言説全体がもつ方向性であると思われる，分析の一般的な方向を逆転させることに
あったのです」(IFDS24 2))。
ここで言われている「法言説がもつ分析の一般的な方向」とはいったい何だろうか。フー
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コーによれば，法と権力の関係についての一般的な原則において忘れてはならないのは，
「法
「西欧におけ
思想の形成が本質的に王の権力の周辺で行われた」(IFDS23) ということである。
る法は，王の注文にもとづく法であり」(IFDS23)，その中で行われたローマ法の復活は，君主
の，権威的で，行政的で，絶対的な権力を構成する道具の一つであった。このことから分かる
ように，フーコーは西洋における法的建造物の中心にあったのは王であり，法理論の中心的な
問題は主権であったと位置づけている。
「法理論が組織されるときに，主要で中心的な問題は
主権の問題だった」(IFDS24)。
このように法と権力との関係を整理すると，問題は二つの仕方で提起されることになる。一
つは王の絶対的な権力にふさわしい基本法や法の枠組みとは何かということ。もう一つは主権
者の権力をどのようにして制限するか，この絶対的な権力が正統性を保ちながら行使されるた
めに必要な法規則は何かということである。しかし，これを権力という観点から捉え直すと次
のようになる。「法の言説と技術の本質的な機能は支配の事実を霧散させ」(IFDS24) る。そし
てその支配を隠蔽するために「主権の正当な諸権利と服従の法的義務を出現させる」(IFDS24)。
フーコーは権力論を分析の道具にすることで、この関係を逆転させることを目指していたと
述べている。「私はそれとは反対のことをしようとした。つまり，逆に，支配をその秘密にお
いても粗暴さにおいてもひとつの事実としてはっきりさせようとしたのです。そして，そこか
ら一般的にいって，法がいかにこうした支配の道具となりうるのか……だけでなく，どのよう
に，どこまで，どのような形態の下で，法……とは，主権の関係ではなくて，支配の関係を，
伝達し実行するものであるかを示そうとしたのです」(IFDS24)。
フーコーがこのプロジェクトに携わっていた時期は明確ではないが，おそらく 1971 年の講
義『刑罰の理論と制度』から 1975 年の講義『異常者たち』までの 5 年間であろう。この期間
フーコーは刑罰理論と処罰制度，そして刑事司法と精神医学との関係について研究してきた。
その研究対象は 19 世紀の社会における犯罪についてであり，刑罰については懲役や監禁とい
う形態が一般化し，刑事訴訟では精神鑑定が行われるようになった。この変化について法理論
からは，過酷な刑罰からより人道的な刑罰へと移行し，精神医学という科学が訴訟に導入され
ることで，責任という人間の認識能力の分析がより正確に行われるようになったと説明される。
しかしながら，フーコーによればそれは法理論から権力を分析してしまうためにおこる誤りで
ある。その逆に，権力から法を分析しなければならない。「法は，定めるべき正統性の側から
ではなく，法が活用している従属化の手続きの側から見なければならない」(IFDS24)。
従属化という手続きから権力を分析すると，権力は「法規則をはみ出ている」(IFDS25) こ
とが分かる。それは法的規則の枠組をはるかに超えて，諸制度の中に根をはり，技術として
様々に活用されている。したがって分析しなければならないのは，権力が法をどのように活用
しているのかということである。
「今日，権力は法と技術を通じて働いています。この規律の
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技術や，規律から生じた言説は法に侵入し，正常化の手法はますます法律の手続きを植民地化
しています。それこそが，私が呼ぶところの「規範化の社会」の包括的な機能を説明するもの
です」(IFDS34-35)。権力と法の関係を分析するためには，法的言説の側から分析してはなら
ない。主権，正統性，権利，義務といった法的言説を捨てて，現実の支配という観点から分析
をはじめなけれならない。
ではそれがどのようにして可能なのだろうか。この講義と同じ年になされたインタビューを
詳しく見てみよう。フーコーは次のように述べている 3)。「権力とその技術や手続きを，これ
までの理論が閉じ込めてきた法的な形式から引き離して考えるならば，次のように問題を設定
しなければならなくなるでしょう。「権力は，ひとつの戦争タイプの支配にすぎないのではな
いか」と」
。すなわち，人間の関係を戦争タイプの支配と捉え，それを分析の基礎におくこと
で，はじめて法や社会を分析することができることになる。伝統的な問いである主権，国家，
法という観点から問題を立てることは，これまでの思想家たちの誤りを繰り返すことになるだ
ろう。「国家という用語で問題を立てることは，相変わらず主権者と主権のレベル，そして法
のレベルで問題を立てることになる」
。しかし「国家は，たとえその偏在性とその機構の規模
を考慮に入れても，権力関係の交差する現実のすべての領域をカヴァーしきれるものではな
く」，むしろ逆に，「国家は，既存の権力関係を基礎にすることによってはじめて機能しうるも
のである」。つまり最初にあるのは人間の「身体，セクシャリティ，家族，態度，振るまい，
知識，技術」を貫いて存在する権力の網の目であり，この関係があってはじめて「国家は上部
構造となりうる」。国家は禁止機能の周囲につくられた一種の「メタ権力」であるが，しかし
人間関係を貫いている権力に根ざすのでないかぎり，威力を発揮することも存続することもで
きない。すなわち，国家とは「国家が機能することを可能にする複数の権力関係をコード化す
るもの」である。
権力関係がまず存在し，その関係をコード化するものが，法である。しかし，その権力関係
のすべてがコード化されるわけではない。例えばフーコーは監獄についてこう語っている 4)。
処罰する権利をもつ法は，実際に処罰される刑務所の内部に関しては無関心である。刑法は禁
止事項について熟考するが，実際にどのような処罰が行われているかについては知ろうとしな
い。法は刑務所そのものをコード化することで，刑務所の活動を合法化する。しかし刑務所の
内部のことが法に書き込まれないことによって，刑務行政は外部から監視を受けることなく弁
護の権利が認められないままに罰則が決定されたり，未決勾留が一般化し，厳重監視区域がつ
くられたりする。法学者であれば，これは法システムの不備ということになるだろうが，フー
コーとともに権力という視点から見るならば，これはむしろ当然の結果である。というのも監
禁という実践は規律権力という関係を強固にするものであり，その意味で刑務所内部の罰則，
未決勾留，厳重監視区域などがその関係に役立つものである限りにおいて，コード化されない
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ことが有利に働くからである。
したがって，法は，権力というより広い領域との関係において考察されなければならない。
権力は力関係であり闘争であるが，法はその闘争の一部をかすかに反映しているにすぎない。
すなわち法律は「複合的であると同時に部分的な道具なのである。法という形式や，法がもた
らす禁止という諸効果は，法律的ではない他の多くのメカニズムのあいだに置き直して考えら
れねばならない｣ 5)。
ここから二つの結論が生じる。① 法は主権や法理論が想定するように (そしてその説を信じ
ているわれわれが想定しているように) は機能していない。すなわち，主権，契約，禁止などの

法の機能がいかなる権力の働きに関係しているのかは認識されていない。しばしば法学者が言
うように，法が禁止や許可などの作用によって規定する領域の外側に，法が関知しない別の領
域が広がっているわけではない。そうではなく，まず現実の闘争の関係があり，法はその関係
を合法化することに仕えている。したがって，法理論もわれわれも，法がいかに機能している
かを把握することに失敗している。② 法は別の生産的なメカニズムと関連して機能している。
これに対して，われわれが手にしている権利は，法理論や主権に根ざしているため，狭く貧困
なものでしかない。
ここに一つの開きが生じることになる。今日では権力関係は複雑になり，そこで主体は様々
な戦術によって統治されている。法はそのような権力との関係のうちに働いているのだが，そ
れは主権や法理論からは分析することはできない。しかし，統治されている者たちがそうした
関係に立ち向かうときに手にしているのは，相変わらず主権に根ざした貧相な権利でしかない。
フーコーは「droit」の分析を，「主権」という問題系から切り離し，より広範な権力=闘争
の関係から見ている。法は権力と複雑な関係を結んでいる。そのとき「droit」という言葉は
二つに分裂するのである。一方には，「法」が，豊かで生産的で複雑な権力と取り結ぶ複層的
な従属化の過程があり，他方には主権に根ざした図式的で貧困な「権利」である。ここにある
ギャップのうちに新しい権利を創造する必要性が生じてくることになる。

3．フーコーにおける「法」
本節ではフーコーが「法」をどのように捉えていたのかを知るために，まずフーコーが
「法」をどのように分析していたのか，いくつかの著作において確認した後に，近年の「フー
コーと法」に関する研究を見ていきたい。ただし本稿の目的はフーコーにおける「法」と「権
利」の関係について見ていくことであるから，その目的に必要な限りにおいて「フーコーと
法」の問題を見ていくことにする。
議論をはじめる前に，まずフーコーが「法」と言うとき何を意味しているのか確認しておこ
― 90 ―

フーコーにおける法権利について (西迫)

う。フーコーは端的にこう述べている。「私が法 (le droit) と言う時，私は法律 (la loi) のこと
だけを想定しているわけではありません。法を適用する諸機構，制度，命令の総体のことを考
えています」(IFDS24)。すなわち，フーコーが法について語るとき，法律だけではなく，裁判
所や行政組織のような法を適用する制度，あるいは行政規則や裁判所規則，軍内部の規定のよ
うな命令も含まれているということである。
このように整理した上で，『監獄の誕生』および『性の歴史Ⅰ』における法の権力に関する
記述を見ながら，フーコーが「法」をどのように捉えていたのか整理していくことにしよう。
監獄の誕生
『監獄の誕生』の第三部の終わりにおいて，フーコーは規律と法の違いを対比しながら論じ
ている。「表面的には規律は，一種の下位の法律 (infra-droit) 以外の何ものをも組立ててはい
ない。それは法律の規定する一般形式を，個別的な生存の極地の水準にまで延長するように見
える」(SeP259 6))。例えば軍，学校，工場における規律は，一見すると法律を個別化し具体化
したものに見えるために，下位の法律のように見えなくもない。しかし，フーコーによればそ
れは間違いである。「規律は一種の反法律 (contre-droit) であると考える必要がある」(SeP259)。
規律は多くの点で法とは異なっている。法と規律は異質な存在なのである。
では法と規律にどのような違いがあるのだろうか。フーコーは次のように整理している
(SeP259-260)。法は平等主義的であり，契約によって権利義務という対等な相互関係をつくり

だすことを想定している。その担い手は普遍的な法的主体であり，その規定は普遍的な規範に
基づいている。すなわち時や場所や性別などによって変化することのない普遍的で平等な主体
と規定が法の本質にある。一方で規律は相互関係を排除するような拘束関係をつくりだす。た
しかに規律を受諾するのは契約の手続きかもしれないが，それが行使される仕方は不均衡であ
り，規律が働いている機構の内部では，つねに一方の側に権力が固定されており，それに従属
する人々は立場によって不平等な扱いを受ける。規律は人々の特色を考慮し，個別的な分類，
特定化を行い，階層秩序化する。これから分かるように，フーコーは規律と法を明確に区別し
た上で，両者が真っ向から対立するものとして捉えている。
第四部の終わりになると，フーコーは司法と刑務施設が相補的に働いていると論じている。
フーコーによれば，刑務制度の最も重要な結果は，「その制度のおかげで処罰権が自然かつ正
当とされ，容認から制裁までの水準が少なくとも低下した」(SeP353) という点にある。法と
規律は一種の連続体を形成している。それぞれがいかに関係しているのか，フーコーは次のよ
うに説明している。
刑務制度について言えば，
「施設の規則は法律を再生産し，処罰は判決や刑罰を手本にし，
監視は警察のモデルを繰り返す」(SeP353)。それらの施設は刑の種類や重さによってさまざま
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に異なるとしても，施設のあいだでは「法律によって正当化され司法が得意な武器として活用
する在る型の権力が伝えられている」(SeP353)。あらゆる施設において司法そのもののメカニ
ズムが，強さをやわらげながら活用されることで，規律や規律権力は恣意的な印象を与えるこ
とはない。すなわち「規律権力の合法化，あるいは正当化が可能になることで，その権力に含
まれる過度や濫用が人目につかなくなる」(SeP353) のである。
一方で刑罰を科す権力に対しても，ピラミッド状の刑務施設があるおかげで，過剰さや暴力
という印象が与えられることはない。というのも「刑を宣告する機関が，取締りと変容と矯正
と改良をおこなう他の機関のなかに紛れ込む」(SeP354) からである。「もはやかつての主権権
力の過剰さが思い出させることはない」(SeP354)。司法が文字通りに法を適用することは少な
くなり，人格や危険性といった人物の逸脱度合いに合わせた刑を宣告するようになる。
「その
機能において，処罰権力は本質的に治療や教育をおこなう権力と異なることはない」(SeP354)。
こうして司法と刑務施設のあいだの連続性は双方の過剰さを覆い隠すという効果をもたらす
ことになった。「規律をおこなう技術的権力を「合法化する」ように，処罰をおこなう法的権
力を「自然化する」。この等質化によって，一方の暴力性と他方の恣意性が消し去られる」
(SeP354)。フーコーはこのような処罰権の変容について法的言説は上手く答えることができな

いと述べている。契約理論は，法的主体という擬制が，相互に処罰権を譲渡し合うという答え
しかもたない。しかし実際には，「法律の権力と規律の権力が相互に伝達しあい，最小限の強
制から大規模な刑法上の禁錮まで中断なく広がる」(SeP355) 刑務施設の連続体が形成された
ことで，一見すると処罰権が変容されたように見えるだけなのである。
こうした部分的なフーコーの思想から，フーコーと法について考えることは難しい。という
のも，第三部の終わりでは規律と法の違いについて書かれており，第四部の終わりでは規律権
力と処罰権力の相補的な関係について書かれているからである。この二つの断片をつなぎ合わ
せるだけでフーコーにおける法を語ることは危険であろう。そこで『社会は防衛しなければな
らない』と『性の歴史Ⅰ』についても見ていこう。
社会は防衛しなければならない
前節で検討したように，1976 年 1 月 14 日の講義でフーコーは法と規律の違いについて論じ
ている。法思想は中世において王権を中心的な問題としてたてたために，権力と法の一致，も
しくは法による権力の制限がその一番の問題として考えられていた。結果として，現実の支配
が，正当な権利と法的な服従義務に置き換えられた。したがって，法を法思想の側から検討す
ると，すべては正当性という次元の問題になるが，これは現実の人間関係を捉えているとはい
えない。そこで法を従属化の側から分析すべきだという点についてはすでに述べた。
ここで確認しておきたいのは，主権理論が存続し続けるのはなぜかという問いを，フーコー
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が立てていることである。主権という概念は革命後も国民主権として生き残り続けるとともに，
公法が編纂されていくなかでその理論的な中心をなすようになった。しかし『監獄の誕生』で
確認したように，主権理論と規律は異質な関係にある。したがって「主権理論の観点では記述
不可能で正当化できない権力は根本的に異質であり，主権理論に基づいて構築された偉大なる
法的建造物を消滅させてもおかしくはなかった」(IFDS33)。しかし主権理論は「法権利のイデ
オロギーとして存続することになり」
，また「ナポレオン法典から始まる一九世紀ヨーロッパ
の様々な法典を編成し続けることにもなった」(IFDS33)。すなわち規律がしだいに法と協働す
るようになる時代に，主権理論は法のイデオロギーとなり編纂原理になったということである
が，それはなぜだろうか。
フーコーはその理由が二つあると述べている。一つは，主権論が君主を正当化するだけでは
なく，君主制を批判するためにも用いられていたということ。もう一つは，主権理論を軸とし
た法典の編成が，規律メカニズムに法システムを重ね置くことを可能にしたということである。
前節で見たように，主権理論は支配の事実を権利義務関係に置き換えることを可能にするも
のだった。国民主権という主権の民主化によって，主権理論に基づく公法が編纂されることに
なったが，そのとき法は「規律という関係にある支配の事実や支配の技術を消去可能にした」
(IFDS33)。すなわち，規律という観点から見れば，主権の民主化は規律強制メカニズムが有効

に働くために必要だったということである。「規律強制は支配メカニズムとして行使されなけ
ればならないが，実際の権力行使としては隠蔽されなければならなかった。それ以来，主権理
論は法的機構に与えられ，法典によって再利用され，完成させられなければならなくなった」
(IFDS33)。

『監獄の誕生』と同じように，ここでもまたフーコーは法的なものと規律を明確に区別した
うえで，補完的な関係として論じている。それぞれは異質なものではあるが，われわれの社会
では，その異質な二つのものが相互に活用されながら働いている。「現代社会において権力は，
主権の基づく公法と規律の多形的な力学とのあいだにあるこの異質性のゲームを通じて，これ
を出発点として，このゲームの内部において行使される」(IFDS34)。一方には法律という法の
言語，規則があり，他方にはノルムという規律の言語，規則がある。権力はこの二つの極のあ
いだのゲームの内部において働いているものとして分析されねばならない。
性の歴史Ⅰ：知への意志
『性の歴史Ⅰ：知への意志』においてもやはり，フーコーは法と権力の異質性について語っ
ている。フーコーは権力の分析学が，権力の「法律的=言説的 (juridico-discursive)」(VS109 7))
な表象から自由になることを前提としてのみ可能になると述べている。というのも権力はあま
りにも法的表象，すなわち抑圧，法律，禁止，検閲といった表象によって語られてきたが，実
― 93 ―

人

文

学

報

際に権力の行使がそのような抑圧的な仕方で働くことはないからである。なぜそのような表象
しかされてこなかったのか。その原因は，西欧社会が中世以来つくりあげてきた権力の表象に
ある。法は「君主によって巧妙に用いられていた武器」(VS115) であり，「君主制が自らを表
明する形式であり，自らが受け入れられるための形態」(VS115) であった。すなわち法=権力
という結びつきは「中世につくられあるいはローマ法から作り直された公法理論のすべてが承
認してきた権力の表象」(VS115) に由来しているのである。「中世以来，西欧社会では，権力
の行使はつねに法によって表現されてきた」(VS115)。
今でもなお人は「権力=法律 (pouvoir-loi)」「権力=主権 (pouvoir-souveraineté)」(VS118) と
いうイメージに固執している。しかしながら，そのような主権権力から権力を考えること，権
力を法として捉えることは，「法的君主制 (la monarchie juridique)」(VS117) という特定の歴史
的形態に沿って思考することである。その形態のうち現在も残存しているものが数多くあると
しても，
「極めて新しい権力メカニズムの数々が少しずつそこに浸透していきており，それら
のメカニズムは法の表象には還元しえない」(VS117)。「われわれは数世紀以来，法的なもの
(le juridique) が権力をコード化し，その表象として機能することがまずます少なくなるような

型の社会に入っている」(VS118)。
フーコーがここで語っているのは，権力が法的なものによってコード化されず表象もされな
い時代に入っていながら，相変わらず法的な観点から権力が分析されることへの批判である。
したがって権力を禁止や抑圧，自由，主権といった観点から思考することを止めなければなら
ないということであるが，必ずしも法そのものを否定しているわけではないということは注意
しなければならない。
著書の最後で，フーコーは生権力という新しい権力について検討している。その権力は人間
を種としての身体として捉え，繁殖や誕生，死亡率，健康の水準，寿命，長寿などを統計と確
率という手法で管理し調整する新たな権力，すなわち生権力である。フーコーは法がその「生
きさせる権力」とは異質な「死なせる権利」に基づいていると強調している。同時に，フー
コーが強調するのは，どれほど両者が異質であろうとも，法がなくなるわけではないというこ
とである。
「私は，法が消え去るとも，裁判の諸制度が消滅する傾向にあるとも言うつもりは
ない。そうではなくて，法はいよいよノルムとして機能するということであり，司法制度は調
整機能を専らとする一連の機関にますます組み込まれていくということである」(VS190)。
例えば，フーコーは婚姻制度や家族という法的制度がむしろ生権力の支えとして機能してい
たと述べている。家族は性的なものを監視し管理するための中継点として機能した。家族は
「法律と法的なものの次元を性の装置の中に運びこむ。そして快楽の経済学と感覚の強度とを
婚姻の体制のなかに運びこむのだ」(VS143)。すなわち，法的な制度は何らかの権力メカニズ
ムを支えるために機能しうるということであり，規律権力や生権力がしだいに社会に浸透する
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時代になっても法は消え去るわけではないことを示している。
むしろ法はそれらの権力との関係のなかで，権力が社会に受け入れられるという役割を担う
ことになる。
「我々は法律的なベクトルが退行する段階に入っている。フランス革命以降，世
界中で書かれた憲法や，作成されては訂正されてきたすべての法典，不断の，かつ喧騒に満ち
た立法上の活動のすべてについて，錯覚してはいけない。それらはすべて，本質的に正常化機
能を使命とする権力を，受け入れられるものにするための形式にすぎないのであるから」
(VS190)。

『監獄の誕生』では刑事訴訟が適法／違法という法的な分節ではなく，危険性や人格という
規範によって分節されていることが描かれていた。
『性の歴史』でもやはり人間の性や生命が
法によって分節されるのではなく，平均寿命や死亡率などの正常性によって分節される社会で
あることが強調されている。フーコーによれば現代は「規範，健康，医学，規範化を重んじる
社会｣ 8) であり，その社会における国家の役割は，人々の安全を守ること，すなわち，日常に
起こりうる偶発的な出来事，リスク，損害，危険をすべて保証することが求められるようにな
る。これは逆に言えば，
「特異な例外的な出来事によって日常生活という布地に穴があくよう
なすべての場合に介入せざるを得ない国家｣ 9) である。そのような国家は，合法／違法という
線引をすることはなく，起こりうるすべてをリスクとして測定し，それに対して安全を提供し
ようとするであろう。しかし分節の仕方が変わることが，法の消滅を意味するわけではない。
法は規律権力や生権力との関係のうちで捉えなければならないということを意味しているので
ある。
｢法的なもの」と「法」
ここまでフーコーが法と権力について述べている部分を整理してきた。その上で，近年の
フーコーと法に関する研究を参照しながら，フーコーの思想における「法」とは何かを見てい
こう。「フーコーと法」についての分析は，英語圏の研究者を中心として盛んに行われている。
しかしながら，今のところフーコーの「法」について統一的な結論が出ているわけではない。
フーコーと法の研究において，フーコーが「法的なもの (le juridique)」と「法 (le droit)」を
異なる意味で用いているという見解がある。フランソワ・エヴァルドは『性の歴史』に関して
次のように述べている 10)。フーコーは規範化する社会について語るときに，法の権力や法的機
関が消え去るとは言っていない。むしろ規範化は立法の異様な増大を伴う傾向にある。
「した
がって，規範 (the norm) は法そのものではなく，フーコーが述べている「法的なもの (the juridical)」
，すなわち主権権力の表現としての法的制度に対立しているのである」。エヴァルドに

よれば，法的なものは主権権力をコード化し権力として構成する。しかし法にとってはそれだ
けが可能な形態だというわけではなく，別の法の形態がありうる。エヴァルドは著書『福祉国
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家』において，19 世紀後半から 20 世紀につくられる一連の社会法が，主権権力ではなく，生
権力に基づいてつくられた法であると理論を展開している 11)。
ヴィクター・タドロスも同じように「法的なもの」と「法」の違いを強調している 12)。すな
わち，フーコーが「法的なもの」と述べるとき，彼は法そのものを指しているのではなく，法
的な権力関係のことを意図しているということである。タドロスもまたエヴァルドと同じく次
のように主張している。すべての法が法的権力と関係しているわけではないし，その必要もな
い。むしろフーコーが強調しているのは，今日において法は法的権力よりも生権力と密接に関
係しているということである。タドロスは述べている。
「法とさまざまな権力の表明との関係
が，フーコーによる法の説明から得られる中心的な理論的利点である。しかし，法と法的なも
のを同視することによってこのことが不明瞭になってしまう。権力関係の構造の変更が，法の
進歩を理解するための背景になる｣ 13)。
ゴールダーとフィッツパトリックが批判しているように，このような読解はおそらく誤りで
あろう 14)。フーコーが示していたのは，法的権力と結びついていた法が，法的権力と切り離さ
れる代わりに規律権力と結びついたり，生権力と結びついたりするようになったということで
はない。『社会は防衛しなければならない』でフーコーが述べていたように，問題は古い法的
権力や主権権力がいまでもなお残存しているということであり，なぜ残存することができたの
かということである。それは新しい権力メカニズムが，主権という古い法理論を必要にしたか
らだった。また『監獄の誕生』で確認したように，権力は法という適法／違法の次元と，規律
という規範の次元の相補的なゲームのなかで行使され，またそのように行使される必要があっ
た。すなわち法は規律を正当化する必要があり，規律は法を自然化する必要があった。この相
互的な必要性に支えられている両者の関係，すなわち法と規律のゲームのなかにこそ，権力の
働きを見いださなければならない。したがって，エヴァルドやタドロスのように，法が規律権
力や生権力に完全に同化されると考えることは間違いであろう 15)。
また「juridical」「droit」「legal」などの用語に着目して，フーコーの思想を整理することも
難しいと思われる。おそらくフーコーは意識してこれらの言葉を使い分けてはいない。しかし
フーコーが法について語るとき，いくつかの次元を区別しながら論じていたことには注意しな
ければならない。法的な機構や制度，規則の総体としての「法」があり，主権理論や公法理論，
刑罰理論などの「法思想」があり，処罰する権力などの「法的権力」がある。これらは用語の
次元で区別するのではなく，文脈を見ながら読み解くべきだろう。
法と社会
フーコーから法を見ることの利点は，法と社会のつながりについて深い洞察を得られること
である。タドロスが，ミルとフーコーを比較しながら論じているように，従来の法理論は法が
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社会ともつ関係について十分な考察をしてこなかった。従来の，法理論は権力の問題を法や国
家との関係において問題にするため，国家はどのような自由を制限しうるのか，国家の権力は
いかなる場合に正当なのかを問うことになる。その結果，法が規制しうるのは他者の自由を侵
害する行為のみに限られる，それ以外の行為については自由であるということになる。こうし
て国家によって制裁が加えられる領域と，それ以外の自由な空間が区別されてきた。
しかしながら，フーコーによればそのような問題の立て方は間違っている。むしろ人間の関
係のなかにある，権力，支配，従属，闘争といった観点から分析をはじめるべきであり，社会
がどのように配備されることで，そのような特徴的な関係を可能になるのかということを問わ
なければならない。というのも，そこで見いだされる規律権力や生権力は社会を貫いて行使さ
れており，法的機構はそうした権力の行使を可能にする別の機構と相補的な関係を結んでいる
からである。
あるインタビューでフーコーは次のように述べている 16)。今まで政治的なものを分析するた
めには，許可と禁止を機能させている法律上の形態を研究すれば十分だと思われてきた。しか
しながら「許可と禁止を分割する法は，権力の道具としては，不適切で非現実的で抽象的なも
のでしかない。権力関係は具体的にもっと複合的で，まさしくそうした法外なものすべて，法
外なあらゆる拘束が個人の上に重くのしかかり社会体を刺し貫いている」。フーコーは刑事訴
訟を例にあげている。刑事訴訟において法的なものの機能は，彼は犯罪を犯したか，情状酌量
の余地があるか，その刑の重さをどの程度にするかということに限られている。そこに彼は正
常なのか，暴力的な衝動をもっていたのかという問いが付け加わるのは，
「法的なものが法的
なものの外にでて，医学的なもののなかに入り込んでいる」
。そこでは法的なものと医学的な
ものに結ばれる関係のなかに権力の働きが生じているのであり，法の働きだけを見ていても理
解することはできない。
したがって，タドロスがフーコーから，法の関知しない領域に自由な市民社会があるのでは
なく，社会に見られる権力と法がどのような相互関係にあるのかを分析しなければならないと
いう結論を導くのは正しい。しかし，そこから，権力によって変容した新しい法を理解しなけ
ればならないと考えるのは誤読である。フーコーの関心はむしろ法と権力のゲームが現代社会
でどのように行われているかという点にある。フーコーは述べている。
「私の問題はこのよう
なものになるでしょう。権力の関係が，真理の言説を作り出すために作動させる法的規則とは
何か」(IFDS22)。フーコーは法，真理，権力の三角形を分析すべきだと述べている。このこと
は権力が法と同化してしまうことはないということを示している。ゴールダーとフィッツパト
リックが言うように，
「法は規律訓練の場にいなければならないが，離れていなければならな
い｣ 17)。すなわち抽象的で画一的な法は，柔軟で生産的で個別的な権力とその異質性を保たな
ければならない。というのも法が権力に正当性や合法性を付与することで，権力は自らを真理
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として機能させることができるからである。
これまで見てきたように，フーコーは法を排除しているわけでも，過小評価しているわけで
もない。むしろフーコーの思想のなかで法が占めている役割は大きい。おそらくそれは，法が
真理の産出に関して重要な役割を果たしているからだろう。フーコーが権力を語るとき，法は
つねに問題とされていた。一方で権力が法として表象されることを批判しながら，他方で権力
が法とつくりだす関係をつねに問題視してきた。ゴールダーとフィッツパトリックが言うよう
に，権力は法に「構成的に依存している｣ 18)。権力は法的なものを利用して自らを行使しなけ
ればならない。そして法が自由として残す領域で権力が働いているからこそ，法が普遍的で形
式的な構造を維持しうるのである 19)。

4．フーコーにおける権利
フーコーは 1970 年代後半から「権利」についてしきりに口にするようになる。このことを
どう考えるべきなのか。「フーコーの法」と同じく「フーコーの権利」についても研究者のあ
いだで統一的な見解はなく，ゼンビラスによれば二通りの見方がある 20)。一つは 1970 年代の
権力論との整合性から読み解く立場であり，人権に対して懐疑的な立場を取り続けたというも
のである。この立場から見ると「フーコーの権利」は，いわゆる権利とは違うものを指してい
る。もう一つは 1970 年代後半からのフーコーの研究が倫理と存在論を対象にすることから，
権利への言及はフーコーが人権を含むリベラルな概念を受け入れるようになったと考える立場
である。
晩年のフーコーのインタビューを見ると二番目の解釈は受け入れがたいように思われる。と
いうのもフーコーは次のように述べているからである。「われわれがユマニスムと呼んでいる
ものは，マルクス主義者も，リベラルな人も，ナチもカトリックも，みんながこれを用いてき
ました。これは，我々が「人権」とか「自由」と名づけているものを，捨ててしまわなくては
ならない，ということを言おうとするものではなく，自由や人権は，一定の境界線の内側に閉
じ込められなくてはならない，と主張することができないということを意味しています｣ 21)。
すなわち，権利という概念は必ずしも立憲主義のようなリベラルな価値観に接続していたわけ
ではない。また権利や自由は立憲主義のような特定の枠内におさまらなければならないという
ことでもない。すなわち，憲法や国民主権のような根源的な権利の根拠をもたずとも，権利や
自由を主張することは可能であるということである。
法を法理論に拠って分析することを拒否し，現実の権力と法の関係を分析してきたフーコー
が，立憲主義に基づく人道的な権利概念を受け入れるようになるとは考えにくい。われわれは，
フーコーの権利概念を『社会は防衛しなければならない』における，次のような発言と整合性
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をもつものとして考えなければならない。
「規律または規律権力に対して闘うためには，規律
的ではない権力への探求において，行くべき方向は主権の古き法権利ではない。反規律的であ
ると同時に，主権の原理から解放された新しい法権利へ向けてでなければならない」(IFDS35)。
したがってフーコーの権利は，伝統的な権利観から切り離されたものとして考察されるべき
である。それは主権や根源的な契約に基づき，人間が国家権力に対抗するために憲法によって
保障されている権利ではない。フーコーは述べている。
「権力を制限するには，規則は決して
十分に厳密ではない。権力の占取しているあらゆる機会を権力から奪い取るには，普遍的な原
則は決して十分に厳密ではない。権力に対しては常に，乗り越え不可能な法を，無制限の権利
を，対立させなければならない｣ 22)。何かに基礎づけられる限りにおいて権利が無際限になる
ことはない。しかしフーコーは権力に対抗するためには，何ものにも基礎づけられていない権
利の必要性を問いている。ではこのフーコーの権利とは何だろうか。そのことを考えるために，
まずはフーコーが権利に関わるようになる経緯から見ていこう。
クロワッサン事件
フーコーが権利について言及するようになるのは，おそらく 1977 年からであると思われる。
この年，ドイツ赤軍に協力した弁護士クラウス・クロワッサンのドイツへの強制送還に反対し
たフーコーは，クロワッサンには「統治される者の権利 (les droits des gouvernés)」があるはず
だと述べている 23)。
フーコーによればこの事件で賭けられているのは単に「クロワッサンの権利，弁護士たちの
権利」だけではない。それは「より一般的な「統治される者」の権利」に関する闘争でもある。
なぜクロワッサンの権利が他の者たちにとって重要なのだろうか。それは問題になっているの
が「永久の離反者たち」，つまり「みずからが生きているシステムに対して全面的に意見が異
なり，用いることができる手段で不賛成を表明し，そのために起訴されている人々」だからで
ある。彼らが求めているのは権力を奪取することではなく，
「生きることへの権利，自由にな
ることへの権利，出発することへの権利，迫害されない権利」である。この権利は人権よりも
明確で，市民権よりも広く，理論として定式化されることは少ない。だが「さまざまな統治機
能が個人に対する日々の管理にいたるまで肥大化したような国家からの脅威をいたるところで
孕んでいる将来にとって」貴重な権利であり，「統治に対する正当な防衛」である。したがっ
て，クロワッサンの弁護権が認められないことは，統治される者の権利，つまり統治に対する
正当な防衛が認められないことを意味していることになる。
フーコーによれば，統治されるものの権利は，憲法や人権宣言のような何かによって付与さ
れるものではない。
「自由にしても保護にしても，いわば付与されることなど決してない。し
かし，熾烈な闘争によって勝利の朝を勝ち取るようなものでもない。しばしば巡り合わせ，不
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意打ち，もしくは，迂路を経て立ち現れるものなのだ。そういう時こそ自由や保護をつかみ取
り，万人のために運用しなくてはならない」
。フーコーによれば，権利とは革命のあとに勝ち
取るものでもなく，人権宣言によって付与されるものでもない。それは日常の出来事のなかで
つかみ取らなければならないものである。クロワッサンが「裁判でみずからの自由な実存とみ
ずからの生命」を賭け，それを弁護士たちが「法律や真理といった虚構ではない武器」をつ
かって闘ったように，不意に現れる出来事のなかでつかみとるべきものである。
イラン革命
フーコーはイラン革命について述べるなかで，再び権利について語ることになる。フーコー
とイラン革命との関わりは，1978 年にイタリアの新聞社『コリエーレ・デラ・セラ』から企
画の依頼を受けることに始まる。フーコーは論文ではなく，ルポタージュを掲載することを選
択しイランへ向かった。革命の息吹が高まるイランで取材を行ったフーコーは，この革命を支
持する記事をいくつか掲載する。フーコーの分析によれば，近代化を進めようとするシャーの
方がむしろ時代遅れの政策であり，人々が求めているものに応えられていない。シャーは十年
遅れており，すぐにでも身を引くべきだ。
フーコーのルポルタージュが掲載された後で，実際にシャーは退陣することになった。しか
しその後に起こったのは厳格なイスラム法による統治，粛清の嵐だった。これはいくつかの疑
問を投げかけることになる。これは進歩なのだろうか，それとも以前よりも後退したのだろう
か。イラン革命を後押ししたフーコーは過ちを犯したのだろうか。
｢蜂起は無駄なのか？｣ 24) において，フーコーは革命を援護したことが誤りではなかったと
主張している。「ある運動において，一個の人間，集団，少数派，あるいは民衆全体が「私は
もう服従しない」と口にし，不正だと思う権力を前にして自分の生を危険にさらす時，その運
動は歴史に還元してしまうことのできないもの」である。権力関係に耐えがたさを感じたとき，
「立ち上がる人間はつまるところ，わけもなしに立ち上がる」。その立ち上がる人間は「イデオ
ロギー的な服を」着ていない。それは「蜂起を生きる生き方そのもの」である。
この蜂起こそが，自由と権利に命を与えるとフーコーは述べている。「すべての形式の自由」
や「行使されるすべての権利」は，現実に服従することよりも，死の危険を選ぶことに「最後
。社会がもちこたえているのは「絞首台と機関銃を前にして人々が立ち上が
の係留点をもつ」
る瞬間の可能性がある」ためではないだろうか。すでに存在しているものでも，今まさに要求
しているものでも，すべての形式の自由，そして行使される権利はすべて，耐えがたくなり立
ち上がるこの生き方につながりをもっている。
統治に反対し，耐え難さから立ち上がり，反対の意見を表明すること。後にフーコーはカン
トの哲学のなかに，こうした要素を見出すことになる。フーコーは「啓蒙とは何か」そして
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『諸学部の争い』を参照しながら，現在性の哲学と呼ぶものを作り出す。おそらく，カントが
見ていたフランス革命と，フーコーが見たイラン革命を重ねながら，フーコーはこう述べるの
である。啓蒙とは何かという問いは，われわれがいるこの現在とは何かと問うことである。
『諸学部の争い』では恒常的な進歩があるのだろうかという問いが立てられる。歴史が進歩し
ているかを問うためには，過去，現在，未来のなかに，つねに進歩へと進む何かの徴しがなけ
ればならない。カントはフランス革命のなかにその徴しを見出している。しかしそれは，革命
がたどった騒々しい出来事のことではない。強固な社会構造が転覆したことでもない。すなわ
ち革命が成功でも失敗でも進歩を図ることと何ら関係はないのである。問題なのは，進歩の徴
しは「熱狂へと及ぶ熱望の共感」にある。すなわち自分たちのふさわしい政体を選び取るため
に立ち上がるその心的傾向と，それを見ている人々におこる共感の作用こそ，進歩の徴しであ
る。
同様の観点からの発言は、様々なインタビューの中に見られる。「権力と戦略｣ 25) ではこう
問われている。強制収容所から立ち上がる人々が命を落としてまで，ひとつの言葉を口にする
勇気を与えられるものは何なのか。フーコーはこう答えている。力関係を逃れるような「何
か」が人々のなかにつねに存在しているのである。同じく，ポーランドの動乱についても次の
ように述べている。
「いくつかの既得の事柄があります。私が既得というとき，ある時期に獲
得されたのだが，現状にあってはその大半が無効にされるかもしれない自由や権利のことを話
しているのではありません。そうではなく，ポーランド人たちの行動には，もはや消されるこ
となどありえない倫理・社会的な経験があったということです｣ 26)。
先ほどから見てきたように，フーコーによれば権利や自由はただ獲得しただけでは意味がな
い。権利や自由が章典に書き込まれることに意味はなく，意味をもつのは立ち上がること，そ
れに共感すること，自らの属するシステムに反対の表明をすることである。権利や自由はその
ような運動のなかではじめて意味をもつ。ではそのような自由や権利とはいったい何だろうか。
自由の実践と弁護
これまで見てきたように，フーコーは権利を独自の視点からつくりあげている。それは人間
の日常的で些末な行動までも管理しようとする統治に対して必要な防衛である。自らが生きる
システムに反対を表明し，そこから自由に生きる権利を主張すること。そのような人間たちは
「永久の離反者たち」として促えられ，弁護権を剥奪されることもある。しかしフーコーに
とってまさにそうした立場にいる人間にこそ，統治される者の権利が与えられねばならない。
フーコーはイランの反体制派が粛清されることに反対として，その指導者バーザルガーンに
こう書き送っている。
「訴追されている者に対しては，最大の自己弁護の手段と可能な限りの
権利を与えなければならない ―― これは絶対です。彼は「明らかに有罪だ｣？
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彼は民衆に憎悪されている？それならなおさら，まさにそのことが権利を，

いっそう不可侵な権利を彼に授けるのです。彼に権利を与えこれを保証するというのは，統治
者の義務です。統治にとって，「人間の屑」というようなものはありえないでしょう｣ 27)。
このようなフーコーの立場を考えると，彼がジャック・ヴェルジェスに接近していくのは自
然なことのように思われる。ヴェルジェスは弁護士としてアルジェリア民族解放戦線のテロリ
ストたちを弁護し，1984 年にはリヨンでユダヤ人虐殺に関与したクラウス・バルビーの弁護
を引き受けるなど，「輝かしいろくでなし」たちの弁護をすることで「恐怖の弁護士」と呼ば
れていた 28)。フーコーはヴェルジェスの著書『司法戦略』に序文を寄せ，共に自由弁護運動を
展開していた。自由弁護運動の発足のためにフーコーが執筆した「自己を弁護する」という文
章にはこう書かれている 29)。「法があるから，権利を持っているから自己を弁護する……わけ
ではない。自己を弁護するという手段のなかにこそ，わたしの権利は存在し，法は私を尊重す
るのである。したがって最初に弁護のダイナミクスがあり，法や権利はそれによって，かけが
えのない価値を与えられる。法はそれを仕掛ける弁護のうちに生命をもたなければ何ものでも
ない。そして弁護だけが，法に力を与えるのだ」。
権利や自由は実践のうちに命をもつというこの主張は「空間・知・権力」と題されたインタ
ビューにも見いだすことができる。
「人間の自由とは，それを保証しようとして意図された制
度や法によっては決して請け負われないもの」である。なぜならば「自由とは実施されるべ
き」だからである。「自由の遂行を保証することはものの構造に内在し得るものではない｣ 30)。
つまり自由になるためには自由を実践しなければならない。
前節で見てきたように，フーコーにとって権力は，法の外においても法的な審級を利用して
人間の行動を管理し，権力に服従する主体を形成していた。したがって，繰り返しになるが，
憲法によって権利を付与され，その権利によって国家権力を制限しうるという考えをフーコー
が支持することはないだろう。あるインタビューにおいてフーコーはこう答えている。
「理論
もしくは人権の政治を提示するという口実で，ある支配的な思想を再導入することがないよう
に留意しなければならない｣ 31)。それは「ある形態の法的合理性を承認することで善悪を定め
ることができる」と考えることだが，それは「すばらしく十八世紀的な見方」である。した
がってフーコーの権利という視点からも，憲法という枠組のなかで人権と国家の問題を考える
ことは止めなければならないということになる。法によって規制されていないから自由だとい
うわけではないし，権利が保証されているから自由というわけでもない。必要なのは，現在起
きていることを，権力や統治といった視点で把握することである。先ほどの引用に続けて，
フーコーはこう述べている。「人々と出来事および各自固有の実存の選択との直接的な接触に
よってなされる，ある種政治の倫理化と実存の政治化」を任務としなければならない。
自由を実践すること，それは出来事や経験と直接的な接触をもつことで，政治の倫理化を行
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い，実存の政治化を行うことである。「自由の実践としての自己への配慮｣ 32) においても，同
じ主張が見られる。フーコーは植民地の例を出して説明する。人々が植民地から解放されても，
その人々がもつべき自由の実践を十分に定めることはできない。すなわち自由とは何らかの抑
圧的なものからの解放という消極的な意味でとらえてはならない。積極的に自由を実践してい
くことで，少しずつ「彼らが受け入れ，容認することができるような生存形態や政治的な社会
形態」をみずからの手で明らかにすることができるのである。このような自由を実践する主体
は法の主体ではありえない。それは倫理的主体である。今日過小に取り扱われてしまっている
倫理的主体を再び取り上げなおし，その主体と政治の問題を考えなければならない。
先ほどから見てきたように，統治される者の権利は自由に生きる権利を含んでいる。また
フーコーは自己を弁護する権利を重要視していた。このことは権利が倫理的主体という後期
フーコーの主題と関係しているということを示しているように思われる。先ほどの引用で，
フーコーが倫理的主体が過少に扱われていると述べていたが，
『快楽の活用』にはこのように
書かれている。今日において「主体化は，いわば法律的な形式のなかで本質的に行われ，その
形式のなかで道徳的主体は何らかの法もしくは法全体に関係し，それらに服従しなければなら
ず，そのことを怠れば罰を受ける｣ 33) ような仕方で行われている。すなわち法という外部の規
範を尊守することが道徳であるとされている。しかし倫理的主体は法のような外部の規範では
なく，自己が自己をある種の存在様式へと導くことを目的としている。そのような倫理的主体
にとって自由であるとは，自己が自己の奴隷でないことを意味している。
「快楽にとって自由
であるとは，快楽に仕えないことであり，快楽の奴隷ではないことである｣ 34)。自らが自らを
導くこと。その時指針となる真理は法のような普遍的なものではない。真理は求めるものでは
なく，自らつくりあげるものである 35)。
再び「自己を弁護する」に戻ろう。先ほどの引用につづいてフーコーはこう書いている。
「「弁護する (Se défendre)」という表現のなかで，最も重要なのは再帰代名詞である。すなわ
ち法実践のなかに，個人の生命，生存，主体性を書き込むことが問題なのである。弁護するこ
とが意味するのは，自動的な弁護ではない」。
こうした言葉から見えるように，フーコーが権利を主張するのは，それが統治への防衛とな
るからだけではない。フーコーは統治に反対を表明し，訴訟で自らを弁護する運動のなかに，
自己を倫理的主体として構成してゆく契機を見いだしていたということである。
自己と他者の統治
したがって，フーコーが権利を主張する意味には，統治への防衛と，倫理的主体の構成が
あったということになる。しかしながら，その二つの特徴だけでフーコーの権利を語ることは
できないだろう。
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例えば「治安と国家｣ 36) では，知識人の役割について語っている。
「人々の政治意識を信頼
しなければならない」。人々がこれほど安全装置に組み込まれながら立ち上がらないのは，「あ
なたがいるのはファシズム国家」であるとか，
「今ほど自由が脅かされたことはない」などと
いうイデオロギーに染まった言葉を知識人が述べるからである。その反対にしなければならな
いのは，彼らの経験に対して働きかけることである。彼らが安全メカニズムに感じている不安
や懸念について語らなければならない。つまり，人々の経験に基づいた不安が権力や統治の作
用によってなりたっていることを明らかにすること。そこに新しい権利欲求が生まれ，立ち上
がる契機がはじめて生まれることになる。人々の経験に働きかけ，新しい権利へと導いていく
こと。
権利による他者への働きかけは，フーコーの人権宣言とも言える「政府に対しては人権
を｣ 37) のなかでより明確に語られている。フーコーはこれまで見てきた独自の権利論を展開し
ている。人権を語ることができるのは，われわれが「誰にも任命されていない」ということで
ある。すなわち憲法や主権理論や自由主義を含めた何らかの真理を語るイデオロギーに立って
いるのではない。われわれが共に語ることができるのは，
「耐えがたさ」を共有しているから
である。そして耐え難さを共有する者たちは「統治される者」として連帯しており，そこから
権利と義務が生じるのだと述べている。それはわれわれに「誰が犠牲者であろうとも，あらゆ
る権利の濫用に抗議して立ち上がることを課す」。われわれの「義務は，人間のさまざまな不
幸を浮き彫りにすること」である。
「この不幸が権力を保持するものたちに向かって立ち上が
る絶対的権利に根拠を与え」，「私たち個人たちが国際秩序と国際戦略の秩序に実際に介入する
権利をもつ」
。そしてこう結んでいる「個人の意志は，政府が独占しておきたいと望んだ現実
のなかに刻み込まれるべきである。そして，少しずつ，一日一日，その独占をもぎとらなけれ
ばならない」。
ゴールダーが指摘しているように，このフーコーの宣言において権利にはパフォーマティブ
な要素がある。「このフーコーがすでにつくられつつあるものとして語る「新しい権利」は，
彼が語るときにすべてが形成されていることは決してない。むしろ彼が語るとき，彼が主張し
ている時には部分的にそこにあり，そして現れるのである｣ 38)。そしてパフォーマティブに権
利を語ることは，それまで存在しなかった権利を生じさせるとともに，個人の意志を現実に刻
み込み，政府が独占している現実をもぎとるという未来への展望へとつながっている。ゴール
ダーはこのパフォーマティブな側面から，フーコーの権利が他者への働きかけに通じていると
して，次のように述べている。
「フーコーにとって権利とは，共同体における新しい行動様式
や他者への関係様式をつくりだす道具になりうるものである。さらには，現在考えられるもの
を越えた新しい共同体をつくりだすことも可能にする｣ 39)。
ゴールダーも参照しているように，フーコーが 1981 年に語った「関係の権利」は，他者に
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働きかけ，共同体を変化させることを意図している 40)。このインタビューの中で，フーコーは
二つの権利を対比させている。一つは人権であり，憲法によって規定されているこの権利につ
いて，フーコーは否定的な態度をとっている。
「私たちは法的で社会的で制度的な世界に生き
ています。そしてその世界では，可能とされる関係はごくわずかで，ひじょうに図式化されて
おり，きわめて貧困です」。個人の権利を尊重する方向性は，おそらく同性同士の結婚を認め
るかもしれないし，養子をとる権利を認めるかもしれない。しかしそれだけである。それはヘ
テロを基礎とした制度にそれ以外のものたちを無理やり統合しようとする方向であり，歓迎す
べきことではない。フーコーはむしろゲイの権利について語っている。フーコーによれば，権
利というものは法律の規則よりも人々の態度や行動パターンに結びついている。したがって，
権利によって語ることは，「同性との性的関係が重要となるような存在様式の選択を可能にす
るために闘うこと」であり，「新たな文化様式を創造」することにつながっている。これは主
権によって基礎づけられた個人の権利とは違う。まったく新しい権利，「関係の権利」である。
このような言葉から，フーコーが権利を主張することの意味として，新しい生存様式を創造
することを考えていたということがわかる。そしてそれは自己のみに関わるものではない。
フーコーは述べている。さまざまな生存様式を可能にする権利は，非同性愛者たちの関係まで
もより豊かにするはずである。すなわち，関係の権利という新しい権利は，自己と自己の関係，
そして自己と他者の関係を変化させ，人間の取り結ぶ関係をより多様化させることである。

5．お

わ

り

に

これまでの考察をまとめてこの稿を閉じることにしたい。フーコーの方法論は，何らかの理
論や既成の概念から出発するのではなく，人間の関係から生まれる闘争や抵抗といった現実か
らはじめて，そこからその関係を規定する知や真理がどのようにして生まれるかを明らかにす
ることだった。これは「法」や「権利」に関しても変わっていない。フーコーによれば，法理
論がいまだに主権や社会契約といった問題意識にとらわれているために，現実にそれが作用す
る役割を分析することができていない。
フーコーによる法の分析は，法と権力がどのような関係を結んでいるのかということにあっ
た。より具体的には，権力が真理として振る舞うために法をどのように活用しているのかとい
うことが分析されてきた。そこから，法と権力は相補的に働いており，相互に構造的に依存し
ているということが明らかにされた。
フーコーが主張する権利にはいくつかの特徴があった。それは憲法のような外部に依存して
いるものではなく，自由の実践のなかで生み出されるものである。より具体的には，統治され
る者が，その統治に耐え難さを覚え立ち上がるという実践のなかで，その都度生じるものであ
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ると考えられている。したがって，権利を主張することは，自己を倫理的主体として構成する
と同時に，他者へと働きかけることでもある。その働きかけによって，新たに結ばれる自己と
他者の関係は，新しく豊かな生存様式や関係様式をつくりだす。
ではフーコーの権利は法とどのような関係にあるのだろうか。その答えは法と真理が結ぶ関
係のうちにあるだろう。
『生者たちの統治』で述べているように，権力や統治は何らかの真理
に依存しなければならない 41)。現代社会において，法はその真理の創出に大きな役割を負って
いる。一方で，後期フーコーが主張する倫理的主体は，法のような普遍的な真理から自己を引
き離し，自らの真理にしたがって自己を統治する主体である。権利の主張は，この倫理的主体
が自己を構成するだけではなく，他者との関係，ひいては新たな共同体を構成する契機となる。
中期のフーコーが，法，権力，真理のメカニズムを描いていたように，後期フーコーは，その
メカニズムのつながりを分断し，「法実践のなかに，個人の生命，生存，主体性を書き込み」，
「個人の意志は，政府が独占しておきたいと望んだ現実に書き込まれる」ような，具体的な方
法として権利を見いだしたのである。おそらくフーコーが考えた自由の実践としての権利とい
う考えは，中期のフーコーが探求すべきだと述べていた「反規律的であると同時に，主権の原
理から解放された新しい法権利」に対する答えであろう。この新しい権利と法のあいだで行わ
れる真理をめぐる争いと，そこで変容する法に関しては，さらなる後期フーコーの読解を通じ
て考えることとして，この稿はここで終わることとしたい。
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要

旨

フーコーは権力や統治といった人間の関係に哲学の基礎をおくことで，
「法」と「権利」のそ
れぞれにおいて独自の革新的な見方をもっていた。本稿では「droit」という言葉の二重性を
フーコー哲学に見いだすこと，すなわちフーコー独自の法理論によらない「法」の分析が，独
自の新しい「権利」の用法へとつながっていくことを示している。
フーコーによれば権力関係がまず存在し，その関係をコード化するものとして，法がある。
ここから二つの結論が生じる。①法が禁止や許可などの作用によって規定する領域の外側に，
法が関知しない別の領域が広がっているわけではない。したがって，法理論は法というものを
把握することに失敗している，②法は別の生産的なメカニズムと関連して機能している。これ
に対して，われわれが手にしている権利は，法理論や主権に根ざしているため，狭く貧困なも
のでしかない。ここにあるギャップのうちに新しい権利を創造する必要性が生じてくる。
フーコーの権利とは何か。それは根源的な契約があり抽象的に導かれる権利ではなく，出来
事や闘争として現れる権利である。クラウス・クロワサンのドイツへの強制送還への反対，イ
ラン革命，難民問題，そしてゲイの権利。存在様式の選択を可能にするために闘い，新たな文
化様式を創造することにつながっている。これは主権によって基礎づけられた個人の権利とは
違う。
では，いかなるイデオロギーにも基礎づけられていないのであれば，この権利はどこにその
正当性をもつのだろうか。それは蜂起，すなわち耐え難さから立ち上がることである。この運
動こそが自由と権利に命を与えるとフーコーは述べている。それは権利であるがゆえに価値を
もつものではなく，耐え難さに立ち向かうことで価値をもつ権利のことである。
キーワード：フーコー，法，権利，自由，闘争
Summary
Foucault had a unique and innovative view of “law” and “right” by keeping the basis of his
philosophy in human relations such as power and governance. In this paper, it is shown that the
duality of the word “droit” (law and right) is found in the Foucault philosophy, that is, Foucaultʼs
unique analysis of “law” is connected with the his usage of the “right”.
According to Foucault, there is the power relation exists first, and this relation is coded. Two
conclusions arise from here. One, the law theory fails to understand the law is acting as a part of a
different productive mechanism of power relations rather than sovereignty. Two, the right which
we can use is narrow and poor, because it is rooted in the law theory and sovereignty. The need to
create new rights arises from this gap.
What is Foucaultʼs right? It is not from a fundamental contract, but from an event or struggle.
Struggle against the deportation to the Germany of the Klaus Croissant, Iran Revolution, refugee
problems, and gay rights etc. It is connected to the creation of a new cultural style by fighting,
that enable us the new and different style of existence.
Keywords : Foucault, Law, Right, Liberty, Struggle
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