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陵町疎it';色せa、とし芭と、， I\::‘毘釣・情緒的怠如来を経由して智7~きかけミ Tテのさ口広\1 0 ~L-\\ I';l..問題φ

主更φ 向的帯主主、乏曳之之ヲた上さ、， 乏の毛見ιぅ(害事主的完1'-. -0-しくは句1量的忌〉訪il乏を註えしたり，
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量:畏に闘方~~主放の幸女王争のう τ予， 二こで、ほEこく 1::'，祖 互 的 恵 投f署偽造程1三'ah執 (discussicn)の
一一

回l反1二目乏匂ηぷぅf
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し之 Z人乙 lユ.自の φ 思去に片し乙徹底し之令罰的に関魚9~ こc 乏~められ三、芝してまとタト酌
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普・'flの，を去っと e!l% r巴酌1i~v>f1Lを汐たちイ、く 3がら <!'ðら 3 。たとえぽ，問きと l手，討論勾色dt-芝のち?の
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p-.rr 礼ぼ、広ら ~I\ 。
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契1λ唱えされ3之fちと‘ち札喜にせよ， あさ 1\ ほたんに差主にi;~定ち芝 fì '1 事実U. ~1ラのほ志くあ喜

の広芝うした事実訳、ち正予~)乙の~Er卒た片でι3 とみ底ずにちょa 伺かあ b~、tちらtfJl友工 Yこ ε 巳し
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1x知ヲ之 1¥ ~-þ\" ， -ao>人守 1ヨ (~ピ‘ヨ:・ しi;::)芝\.h.E:切ら忌\\ á う怠 予史 "とのベ‘ら札手。 事I雨の司~~実J:-，

各 バ〈白 島 に'I志9~
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存<. ":之Ih-Iこ均す aI政相l岳会I主主主1えの f向部'0dii d.. 

思1亡吻えにイ守、オロマ-H人 名 ノ(0， 知的蕊芭為乏とらえ之ψヨ三7j.1¥めで-;1;3っか? 二今鬼忠之.
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知輸の百三を乏素材に.1羽l解して列ょう。

ぁ~恒人折、知的正主計えを植ß' しようとす~'(.芝，被芝平司璽に~~ぺ守、フr ロキ‘一対同v:・Yこちえá.。

慣臥たしかに. あ 3 事実乏色弘事事t~あ 3てたしかめ Z . 事実夜、定ち竹取うこ'(..7.入、、吉、ミミこの二Yこ

において環l忍1¥立てfかそう.叱者の刷新に民;ろしていた主1¥0 dうa¥1Iユをのようにみえ Z。しかしこの

事実-t:J..I'J 回瓶、とし'ZQJ1lL置左占めるの16. 三汎Jコ‘恨の詰宅事実や屈指とき£ぬ巴祖及あわコれ， r..、之つ

め尭存〈可乙組Eみあげちれる戎合で、あ 3"二うして7茂Iユ，情ひ Yこリ忍ひ芝方、l亡有志ク事実包ヨミにあ、¥¥て

1;;.吉之的争に 3で主ミれ 3 詰喜~~'I:こをの手矢島とを， いかにして fラ受容す三しか備はな¥¥，引にこの

点、1::. ~浸の目的乞在芝とら九~ . イヂオロギー初案7芦盟更してい三。

わ).r¥.わ肌の間代亡あ， e I'd.. イ干オロギーは珂境的であ率。ひ Tこは. c特定の)iヂォロギ‘ーの外に

事乏あ、 1¥e:.をのイヲォロギ一知7果め国対-'e-目的生産乏芭も迭乏きぷ‘ニYこがで乏3 し-r.1sず三〉か乞

しれfゑ1¥o あ 3イヂオロギーに訂しさ及ら. I三しかに積l去をのような外勤責点lこTこつこ'tfi';'，ti{貧乏さ晶

玉.ーしかし俺は芝めたあ Iごく国ワ〉にえすようなイヂオロキ、一間三朽及、之¥1 ~ 'd.-Oy・'で‘広リ. 三三め

二と乞孟ヒ、 Z. あ3刃lの回笥引等誌の課すイ干t 才ロギ一色邑?彊E震の向関に明~!tt-I手。めるはヨ"さあ三 e

T良ほ， 二のよう志イヂオロヂ-t:1!tと通じ、 Z. (')‘二まさらあ仇こl-¥¥.のイマォロ午、ーの体へとえゥ'<ゆIj

~， Lかし・をめ都良種/d..，新たなすずつrロキ、一勧果の肉邪に再宝乙9Sのきあ三。イ干才口=干'ーから

の賞盃面三 3ぅ、\1之，恨 1;;..曜d.l:r~亡と-p.."Co芝広'10 かつて 7 マ"ズロキ‘ー協モ稿習した知識;主主主主主 lユ切

訟の惇手たであ91;まか・ら、 イヲ'::rロギーからの完全な賞百呈に Lll三;.>-;， ~ -r. it.じ?王。この知嵐社主主~r手，

イ干オロギーと fヂオロザー論 Eめぐミほ主語ザーム島村均二つ¥¥ての酒主主に，再生7忌t."ら.聖まれ

てはなかったので、あdo

恒三呈の国斌の態下おくあa，¥Iは思忍〉瓜.ひでつの怠昧お1ミ品半官王をすたらつ除くし庖哩ムほ堤主連B

に片L・ 畠主手缶-rしての酒肴世芝漫αSoあ 3う.二の思週羽互の祖珂住1>三た人危三主要 Yこして環

まえ'9きのみ C'1~1J.く'2. u¥. ~左‘Uにの主主主主従乏予言す三℃を， '91a.:tJち， でZ¥.1¥. "2."1.1にのa.念集旦1ヌ・草色的に

杷え=も主主金の茅主ゐ題におけ 3鴻~~な聖和之し之互1、に対立工'9â.てヨ この肉、たつC司思想ζL. 互

IlEイ干7ロギ-iこし之認知しあうJこを3率。

本 語悼むな莫理の詰~/ëj:.. 和、注<:'揺E札，車理芝諸仮設の吉弘主む1 う77'r=:ちで雇用すâ.，青色t，\\つ主量動?の

阿部で広誼恒抜o詳包P'曽馬で、あるl刊¥.:r，"c.， ~ Il\ちは祭件医~勺之，き主t.~事E角泊。E均九三~，苓

こI丸之l\~ので:イ?っrロヂ-'l乙し之且理皇~~マ志.\\，有与との免税P".. 事事~)こ崎投3~ 包の1手拒否2ち l時刻，J

弘領議め強E当F犬、イ干'::1ロギ、ーょの拘11'(.)寝滋:::J.汎Þ/10 1d.祖とo克也によ~"

従職、の1再三平長T"、k念事引率を有し， 皇国の全埼、にわた、て育初句、 2ら L三う之ミn~cニミに イヂヌロ

ギーと亀プ7 'Lの措点 1J\、ち9 三，をこさ、主ら lこ議議論五活力主乙イヂォロギ-~の荷積に'9すめてÒI eJ. -)" 

L宿泊の移也理足寄与につ1\之江.3主11乙事情~内 4程17論' でまありる予主きあ~-)

あ三三h念の、喜多突の兼戸干に閤9~知識、の体時 II. e.毎動なす=戸1オロギ -0)'1生活乏務次、芝、三三3乙忌11

こ之乏，安こにのペ‘た噌 「畠毎的J 't..ここされつ理由rJ....こC予知議、の倫銭、)d:.， • '.2.札に詩草寺苓三芳つら℃

つφ粗勤0t本\~の可 iff't主主と， 火、すしもしらな\\からで、あ ~o 主主恥℃令二今回訟の紘時ほ，生鼠o全弓た

に、宝との作用事えであ3穐n11t充満してい 3こ~乏首1堤として苛リ . ごめ 11み?‘准71ロ不断のイ守'/i0. 

ギ、'-1下問主乙モ1二万うユ。

いヲ隠Pう組紺八と締玲::t.>tし正確刀貨I;;J..， 当訟のFi金主聞にあ、 1¥2，一層種通」的存イヤズロギー移民

芝衣揮す三二百:.P・・ 2予乏否。芝¥，(I...r.I.. G)事実の確定に圏平1â 高崎 (authority) の確なに.;:，て"ち ~II

Id-， ~夜、~の往高校戸干の荷主によっ τ，事実の礎f平可民'住 (manageability) 乏筏脅す~ =乙によL
3与・



この味会.権力 l示室羊に・寵金のき奇悼主主何起の事実のま生存八と繋縛9~ ようにはたらく世け ~Id.主主 1\ l' 

一定の事実が¥ 権判 例みの作用によヲ"2，直刀岱の肉部で¥竺色司恥t孟εのと「玄ヲて¥¥~平。在11徒

とl芯もしち，このような吾被主聞にあ、付ミ茅更の社専己色らの畏11三可民性均号'(..f¥奪取しをめこ

と乞孟じ之、人 ~0差思乏自ちの i =j'"才ロギ-~果の 1対幹に定限9ð= 't..~， ~の屯了Tñf更σ〉初rnc.草

取取℃す三ょうO-t-の <!'d; á" 潅11 のをつこ面性一一一;旬、Ø~7週性=1主砲主主，ちう 一方で‘の主主念的

志賀美'1主ーーの茎官主J<:f.. この亭帽に忠来すa.。

本勝E去の包人広，事実0)稜仕哨割当与モ，コて~;f0三智éÊlÍ!c'、 しか手にするこ~1A.'0ミt~\Q 需の手に亨~事主主 Ia..，

\1 く Il:てか慢の判断乏程庖した壱のであり・をの程義国み T下五の包色l二区役Lふう。とこ37'~慣の包 "T~し 1三

茅言E臥 どこまで守主主しう3ξめでた主主主1¥0笥広，茅阜の熱帯主乙株主ラザくさ葺技生閣に悶liして奇り，ヨの肉

院f語、Irz寸財恩誼モ右主主主わITむあ3戸時。情。碕E弘、有事長」間当事友のち主柱閣の事実0~専

からJ主主以よニCろ京事長乏Eこげ~'L， 旬);1<墨色'問Iυ-;;r'括的今のラハ“lνの?と!こ， 訪慰霊園71¥ら羽辞苑されて

しま0;''/0すでにo>̂，，"f.=.cめに， 11国降起をめ主主投宝鼠の間宮~Iこっ忍ミ?とめられて I\ ð ため}コd-.ヨの事実の我

下手との周知'也~1交正胤ゆぽ私市川であ~o の ， ち話γー'-L\l'i91云事更の正実高'村隆之立司王J) o:tt 

晶:1三(communicability)三¥ldj、ぅ.

有=t]'f向場合同~=ほ沌礁の~州事~i脅か:玲包し忘れ01国惇(工ocality)tユほJ~特弘前!þに生

閉 (glob 3. lity) に7Æ:íた誌のに甘い沼町1"Pt.は‘乏の惹置l二.J:.. ~2. 事実ζ司王で斧乏~備しう ~o を L之この珠

I恒二J:..之ち， 濯訂lÎ左辺}更は 6長官官'羽さとか '-4知的ラきあろてが@理史乏規::(~ð =-è折、7;;;L\\_

在:11悼の程tJ何更能打は.事実の歌停を操作可能与をのとぢ三，主教授柄(discoursive techn~ 

ques) にち"t.ア 11 て 1\3_ 亀有惟l去を庖の引~1t芝れたをーの 4首長の主悼'(.してきを珠し情報の慢

色にようて忙に~lf蕊万三)九， ~ìZ. (詰寄与ミ今時間的広三起に閉す 3ちZ与の規苦手に文与仁急提ー魚更

につ1¥ての片去二5t:.色少な主主る今現導〉などを嘗皿にお芝めて.事実じり抹苦手乏活除、亨Z権j徒主面手代立で

てゆく。初頭。宿1.171<f.Iユ， 二めように仏人目んに自偉的~イ平方ロギーを.ß\リまく穐白一一一泉駅l主(

Re ligionalit1i t)一一之と t にあ、た。

しか3に，立と付の政1手I志権η従乏実体a9!え荷而 L 専Tスら匂1断し・ '2.の拘ちたから屯7ヤ能芝解放す3

うZ隔で、ぢ事んで主モの ifc今方白lユ，定河徒の守守7更す 3討え，准刑乏のち設宝周た芯‘庁3往置モ

包ヲことによフて， re克で':r: ~o ~LI\. I芯ますら互理のち龍一一知与・主教一ーの、程ηかちの令院で、

あり?最俗的には， 主設主閣の景戸干の的都合成ゆ解)~こして、孟侮てr 11"¥之 11玉。二のようにして， k

委主主顧の肉部1:::1~ ， "(弘之 1J:''lこを三、全頭、にわたろ薩η 乙 Id:.畏芯J.たえで、部ラ均的にてらえ Q，前坦酌E久市

而ムミ喜一一括曳夜二-13;・華民し l手じめ~~在η慢の主恩決定ほかか三語句Fミの宿主才性のフえで，耳Tあ

乏置。之宿廃され3のZ入"垣当さある， モこのf室長生l手. J:...Mc均畠設宝閣の令解ヒ後続す 3 主j~OJI初、き吉三

6e..ぐる、とちえ.エう，

料 ヨー口、y/、。申芭色男早め国津~、緊京的植民とを俗的荘訂)~o.> Z量E間二れず'1\r-，とs、つうちわ~~o 17凡，~-l:昆

と箔車問関係修，福岡の仏下とつの忠辰巳 0ðゃな?雪辱之、単純忌乏主申I~'Iさte‘~く，ヨ防相応間隔で、あり.一

間住民間乏しむ¥3"， =C!J~笥萱島市主暦1乏支える荏有工事につい之Ið-，畑怠怠鶴岡のí'l三和~.~響力3戸かL

;a:穐c1)"'í'f院との関係さ~.唇弘義掃を mへいて浜め。この空軍lにおい之広活力広、 1争議e白に広報暁白舎で・Tð-く，周

協的"0ð:，I).免3て栴診慰めであ~・'需拡忌福竜11今問筒~，環庖・毛色の絢ð.lE!ヒJこラてをTとζ :r>t\. ~ß'! =の企
"17トリ''l'>

再ビあ‘11之，き歪め初打IJ.塩2量的 e・B灯れよ主ならな¥¥.繋的吋円安濯のち毛4う知ml手、最能的志お巾の最上F吉

一一班員長一一乏ε存剖Tれよl:'í"J..ら写1\.. コの潅打工草1二1ね忌す~j音頭症乏吃みこも特有f!，1Ë>1忌主教lζ 鮭末

論ta$>T主宅帰命与を、前.>Ivl::r.'ta:-掃し問、なち，匂識と尽1:詰〈唯一の宮吻〉の車道弘て伊刀工

の色芝撞まちろあり・ をの史教師廷外誌
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~d乍聞にかか、わらすJ 最舵めに1よ，餓却なち詮戸)'1'彰宝引主力・・口径一d】環L更と"Tó..~. 主乙の危急ひ治問診坊さ1;::帰11 ・栴

安母車内f手，，^台、3寸志色、八め I~宇f栄之義闘いつ a をの告知'))屯Eむの閉じてめ劇f忌I::."J)'‘竹之宮まれふごめよう

忘活時乏吟て~ÒIIJ1 tこëÑ、 1\"2.ョーロv入。中電E巴界司ち世主周防;.¥ \;;.F-;"内部?ぅlI<叉(令解)芝佐執しと~¥""C-I Lと

ち之Zをみ3う。

ヨー口、γ".otþ~芭*-~この世曜、 lこq，'、\\之，さわめと車既ß.'j，'\ ¥のIJ:.，日左勾権力工芸ヒ，、うの 6吉之曲'古江副まの

~.雪L中~'I~c、~~。コ~~閣にq、\\L\ユ， J費担'I!!.!寺立ち誌LOnB司、l;r)'tの時限がてヨーロ州。巴~'t，1't全く努110

隆良1¥(togethnessの1受置を)1こAR.し之¥\るて手fS ヰU tA'.二三乃7ft.則吠・ 呂志め湿6:手lこと切ょう1二及E軍司 ~τテ!こ

フ1¥之/'j..税制之耳闘し.T::l¥ .. 

ut代乏時1望久ブ‘1寸3の尽， このよク Eえち盟主宝閣の阿部令l民ゆ罷〉君、ある。二の合格fd..，埠現化主札

承包):r >f1"旬l産ゴヒミれ三。疋k'の政治主主恩，江望、主主忌/付吉宗剃/現ャーナり烹ム^'I:こ今7解しミら

に主砲岳会主主阿部今成乏程たから、保色〈之白かう租亘的E孟葎矧loi信号主芝 Q'03-=-1:乙ち従損 Lつづ I寸ミ、

事故の展開過程として毘~9~。 ごの、ち設ζ事政治庖晃広， 亨八'之乏t主主主主閣の T向苛?oì実査す~かの

ような7友集を与之吾かeしれ忌1¥ 1.穴" '2.の披也1&，臼をの畠主「二'z月初ア7~1と当ヲ三屯11 の . 総能と

L之の衛7三tltl.乏にId-jlミえら恥た忌11= ~こ L 更の訳、してl友吉弘'S7忌1¥に」肩m..D'I'o<s日〉。

程n隼尽，ち設IJ)勉ら E~こか札主教の政治盟主荘のなか八堤げ~される。権7J1;a;.に対する夜回 Yこし

て Id-. 上崖のよ同時す，首論今自由之して現わ心。請の色也I事~1..に，表現守皇旦一色人
一-~--

がイ王室忌に:e:人司主主見をち哀し. 主主技官三掴ヒ乏の寄託乏~3"='(. への亀ヨロ1 ーーを1\みし~::2.に，空在

φ自庖一一主風の金主要、にわCð 毒事p乙亀見-r. cろ存置ヰ古交を:..，名人 Zだ瓶、J.ーををえ八被~-t~詮沼 l ーーを
町 一

1\ み~~しこうした吹包lユ，程7'7~芝 ‘ 色技生閣の祖対庄の志かにとリ宅7?:: 'J 句ズ守|羽三1>工法し

て程1rf:本乏， 旬勝、・干末}~しよう乙ず~誌、与をほ忌 1\ '" 

直拘置〈の玖面広，つ 1\ で在力輸にひさつ p:れた.近代削泊ld品走元品広程カ埠の産ブ7t-r~乏E

~慌1~ し，主役φ正之12畳程乏令し之烹主"93-， と1¥うよ足φ有三t文lこ，R.男L乏みとと ミ三。宅三れl三格

支持静注予睦のえイ主主にしたずっ之荏.71OJ終品Eιも設9肱刑乏〉、 宣執ヲ 3 。二の」工うな批判的~

程η換lユ，車力仕の満s.7Tffi更と E当忙しえ ~l\ 格安定Lちも史ー恩彊ちあリー をのため力、之弓 e. lIf..向σ〉

色き乞宝閣のなかでシ積極副主主イヂオロギ、-'/:二し之頭集:9&:::'"t， 1二広三事。

宰 三こで、問l岳、主主将討論とし之色直にあ7 れ之1、三のは、主的手で惨なくマルク之主霊長2・thð-P~ ¥河川こ日二

の脊叫間l的支悼を三有しE布フr請は，西納潅ηェ巻一一ち設主閣の肉現時tJ.:え(令隔〉モ伴T::lIIつつ、在

力佳の渥有乏をき設φ政I~'ïむ二l4:JFz.' /þ..~ーーと*侭的ヒ庖梓万三~T'ã註cっき波浮めでもある。この友

指定mち銭。同部さ‘fd...民乞民フ.1レザ的思想ノマ1レフス主主忌， ~ろ付。ズロギ」的卸tJ..p: 君識してくJ.~こ

の金柑p:契質的E埼t7)(!・ぁd-'t.I¥)俣註Jj.， '2~ち授の俳句二i二五7;;.1\ ..もし3司ち被恩亀っηl二闇る~;f夜金的

l;t'，lt江に吠直し乙II~，とみ之ミ。

程才7論 I-;J...，急4安 φ碓析と気胃鑓設を鮭なか・ら，その理?で的1ま形態、たて之I~、 M. Foucaultの乏石

巻 (l'archeologie) の踏みに週\:差しL 彊プT論の今B的なコに準乏か?とちゲく五二~ち設とをのく民コ

イ予才ロギー牲に.1Wし之遠野、し aう。

記升~絶対空間l手，1M奮の何時令l氏c..7ヲ隣〉芝 Y二電子なったち設さE聞の同時に. ~.患のfir.~夫存を℃

セ 1忌ヲ色庖験の申/~として，程ηf本をか及らすサ泉南して 1 ¥ 3. <>宿プ1俸と主聞と乏関係づ、/T~浩司~\ち更の

紘年~. く近代曲怠¥¥みさの〉国房長't~15\;でき否 ~3 う e 立て，わ此わ(.\'\.，の祖たによ~ュ権力均時
一会一

正之l;;:.. 主主芝宝閣にあ‘け三栴聖 1手底閣によ 3 之，固定主l.f\.三の ~dゐヲ L 芝二号，二の想定今号、ころ

l手. )，史 のような国匙広課題.17\培ふしてく~，すなわちーーよ註の准.11徒、忌1\しは田弘く旦吉弘也考

芝をた与えた笠間の程1rB9民主縮減、~Ln自体) E， をの(権力島忌3ち投締E



't'é~主モ c..v 1 17'1てこし之〉司itミで蒜玄う汐、?
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