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文 化 と 解 釈 (1)

M asao TSUDA

Die Philosophen haben die W elt nur

verschieden interpretiert, es k6mmt

drauf an, siezu veriindern. ( K . M arχ) (1)

(一)

以下, 主として戦前期昭和思想史 (おおきく見れば近代日本の精神史にも通底するわけで

あるが) の中心的な問題構成, その本質的断面を確定するための定点を探るべく , く宗教と

倫理の間〉 という問題視角を設定し, また, その分析のための方法論的な鍵概念と して く解

釈〉 を取 り上げつつ, まった くの試論ではあるが, い くつかの論点を解明するこ とを試みた

い。 こう した分析視角なり, 鍵概念の理論的な有効既について, 前置きと しての一般的説明

が必要と も思われるが, ここではむしろ具体的な論述のなかで明らかにしてい く こ とにした

い 。

そこでやり方と しては, すぐさま個々のケースをいくつか考えながら進めていく という こ

とになるが, ノまずは三木清をめぐるマルクス主義論争を取 り上げ, 問題の輪郭を明確にする

ことから始めたい。 その論争は多岐に分れているが, 論議の核心には くマルクス主義と解釈

学〉 という問題連関があったように思われる。 そしてこの問題連関は, たんにマルクス主義

哲学の問題にとどまらず, 昭和思想史の本質的な側面を浮き彫りにするうえできわめて有益

な論点のように思われる。 そこですこ し, そう した 〈論議世界〉 の基本性格を理解するため

の前提として, 解釈学をめぐる思想 (史) 的な問題状況について触れておく ことにする。

Cultureand lnterpretation ( 1)

An Essay on lntellectual History in Prewar Japan 一-
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フォイエルバッハ ・テーゼで若きマルクスが, それまでの哲学理論一般の本質的に観想的

性格を, 謂わば 〈宿痢の病〉 と して挾 り出し, 同時にそれと全面的に対立しつつ, 世界の実

践的変革の武器としての 〈哲学〉 を掲げたとき, そのような哲学構想の出自や性格づけをめ

ぐって, 新たな 〈解釈学的〉 な問題次元および領野が切り開かれていた。 しかしながらそれ

は, そのような課題と して突き詰めて対象化 ・主題化吝れることな 〈 , まもな 〈 〈科学〉 と

いう合言葉のもとに, 問題性そのものが隠蔽されるこどになった。 そして, 大きく見れば20

世紀に入り, 〈科学〉 批判の高まりとともに, 再び問題次元そのものが掘りおこされ見直さ

れる こ と になる。 ∧

そもそもマルクス (主義) における哲学理念 ( さらに言えば弁証法) の性格および位置づ

けという問題は, きわめて興味深い, 多くの関連する問題群を抱えた領域であって, このテー

マをめぐって, これまでも多くの研究がなされるとともに, 同時にまた鋭い論争を引き起こ

してきた(2)。 さ らに, その哲学理念の意義づけをめぐって, 解釈学 ( もし く は解釈学的現象

学) との本質的な連関性に言及した研究も為されつつある(3)。 それらは当然, 本研究の前提

をな している。

ここで指摘してお くべきは, マルクスにおける新しい哲学理念の構想の成立史をめぐる,

フォイエルバッハに代表される 〈宗教批判 ( = 理解)〉 がはらむ解釈学的な問題構成Prob-

1ematikとの関連性についてである。 マルクスが, 宗教批判の論理を, 政治 ・経済の論理へ

と換骨奪胎しつつも 〈横滑り〉 させていったさい, どのような理論的な問題群を抱え込むこ

とになったのかという ことが, まず取り上げてみたい論点である。 それはそのまま, 三木清

をめぐるマルクス主義についての論争を考える思想的な前提を構成する。

一般的に展望すれば, そもそも 〈理論と実践〉 をめぐる問題次元そのものは, たんにマル

クス主義だけでな く , 19世紀から20世紀にかけての精神史に共通した問題意識の本質をなす

ものであった。 なによりも 〈理論 (テオーリア) 〉 の優位を覆すこと, その長く続いた支配

を否定するこ とー これが, 批判的であるこ とを目指すあらゆる思想営為の合言葉であった。

そのとき, 〈理論〉 に取って代わるものとして提示された諸構想は, しかしながら, さまざ

jまであった。 それは, ときには 「生命」 や 「実存」 であったり, ときには 「生活」 や 「現実」

といった ものであった りした。 そ してまた, そう したカテゴリーが提案されるに至った思想

史的な経緯 ・背景も, やはりさまざまであった。 しかし, と もあれそこには共通して, く理

論〉 を越えた, も し く はそれを大きく包みこみ, その背後に控えている広大な人間的現実へ

の注視と, その 〈全体性〉 の見地への着目が常に存在していた。

そう した一般的傾向のなかにあってマルクスの哲学理念は, 〈理論〉 そのもののもつ現状

維持的な, 本質的に保守的な性格を指摘しつつ, 自らは自己否定的な 〈変革の理論〉 たらん

と七たきわめてユニークな構想であったと言える。 ところで, 〈変革の理論〉 が孕む徹底し

て自己否定的な性格は, そもそもその本質的な一面において, 科学的精神と通底するものと

して, そのかぎりで 〈科学的〉 社会主義を裏打ちするものであった。 すなわちそれは社会的

現実にたいして, 自然科学が自然にたいするのと全 く同様の無私なる客観的な態度を取るこ

とを, 一つの帰結と して要請していたと言える。 もちろん自己否定性は, 科学性と同次元で

扱われるべき事柄ではないにせよ, ある一定の社会的文脈においては等置された り, もし く

は科学性を支えるエートスとして重視されたりする。 そう した事例を以下, いくつか見るこ
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とになる。 そしてその多くの場合, 解釈学的次元は曖昧にされた り, そう した等置の背後に

隠されることになろう。

社会的現実がわれわれに課する諸問題は, なによりもその科学的解明をまって, はじめて

その解決の道が示される。 そしてわれわれ人間が根本的に社会的存在であることは, 他なら

ぬマルクス自身が, 誰よりも深 く洞察し強調したところであった。 かく して, われわれ人間

をめぐる諸問題は, 詰まるところ, 社会的現実に関する科学的解明に因る以外に道はないと

いう こ とになる。 さまざまな人生の苦悩は, たとえその苦悩を担 う情熱や意志の問題はさて

お く も, 社会的現実の科学的解明をまって, その明確な指示のもとに, はじめて苦悩からの

現実的な解放が真に成し遂げられる。 た とえ個別の具体的な問題の解決が, 複雑な媒介的な

諸条件のもとで, す ぐさま実現されないにせよ, そのこ とはしか し, さ しあたり 〈科学〉 の

威信を落とすものではない。科学的方針のもとに実践することこそ, 唯二正当な道だという

こ と になる。

誤解を恐れずに言えば, 科学的= 批判的なものと しての 〈変革の理論〉 という こう した把

握は, 通説的なマルクス解釈によれば, まさに初期マルクスからの断絶を含む質的飛躍のな

かで確立されたものと考えられてきた。 すなわち, マルクスがその新しい世界観を表明した

フォイェ ルバッハ ・テーゼは, これまでの 「哲学 ( = 理論)」 すべてを 「解釈」 と して却け

つつ, なによりも自らのそれまでの疎外論的な哲学構想そのものを自己批判するなかで確立

されてきたものと して理解された。

たとえマルクスの自己批判がその自己認識において正当かつ必然的なものであったにせよ,

しかしながら今日, われわれが彼の理論展開をふり返ってみる と き, こ う した く変革の理

論〉 についての理解とその思想的前提は, むしろそれ以前の疎外論的な哲学構想そのものの

うちに既に孕まれていたように思われる。 結論を先回りして言えば, マルクスがフォイェ ル

バッハの宗教批判の論理を継承し, それを政治 ・経済の批判へと展開させていったとき, そ

の自己批判にもかかわらず, むしろ自己批判そのもめを可能なら しめる根拠と して, 宗教疎

外 ( = 批判) の論理とその達成とが繰り込まれていたように思われるのである。 その経緯に

ついて考えてみよう。

いったい√徹底して自己否定的な 〈理論〉 の構想は, そもそも何らかの背景的な根拠なし

には不可能なように見える。 すなわちそれは, ある確かな 〈地盤〉 の確定のうえに成立する。

それはたんに, 客体的な意味だけではな く , なによりもむしろ , 主体的な確立を要求してい

る。 そう した客体的 ・主体的な 〈地盤〉 のうえで, はじめて 〈理論〉 はその活動を可能とす

る境位 (エレメ ン ト) を得るのであり, それらなしには, こう した構想は無意味であるか,

もし く はたんに自己破壊的な営みでしかないであろう。

問題は, したがってマルクスが宗教批判の論理を, 政治的経済的な批判の論理に接続させ

たと き既に生じていたわけである。 フォイェ ルバッハにとって, 宗教批判とは人間的主体の

確立のための 〈解釈学〉 であった。 彼の周知のテーゼを想起する までもなく , 神学の人間学

への還元は, その論敵M. シュティ ルナーが執拗に指摘したよう な, たんに主語と述語の形

式的な転倒にとどまる ものではなかった。 〈転倒〉 はもっ と実質的な内容を伴ったものと し

て表象されていた。

人間学的還元とは, 結論のみを言えば, 人間的主体の確立のための方法と して, なにより
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(二 J

/戸坂潤(1900- 45) は慧眼にも, すべての思想対立の焦点が 〈解釈〉 の問題をめぐって生

じていることを見抜いていた。 『日本イデオロギー論』 (1935) を始めとする一連の優れた

理論的達成は, まさに 〈解釈学的問題連関〉 についての批判的解明にあったといっても過言

ではないであろう。

戸坂の明晰な二分法的区別に従えば, 「解釈学」 と 「唯物論」 とは, 世界に対する関係 ・

態度において根本的に対立した立場を表明するものである。 なぜなら, 観念論の核心には,

「世界のたんなる解釈」 に終始するという本質が存しているわけであって, 「現実の世界に就

いて語るように見せかけて, 実際に聞かされるのは, 意味の (だから全く観念界にぞくする)

世界に就いてで しかない」 からである。 ここから, 観念論が 「最も近代的に自由主義的形態」

を取って精巧に仕上げられたものこそ, まさに 「解釈哲学」 にほかならないという結論も出

てく るこ とになる(5)。 この 「解釈哲学」 は, したがって, あ く まで 「事物の現実的な秩序に

就いて解明する代わりに, それに対応する意味の秩序に就いてだけ語る」(6) こ と を任務 と し

も自己幻滅 ( = 覚醒) という反省的 ・回復的な性格をもったものであった。 なぜなら, いま

や人間的主体は既に生成しつつあるのであって, したがって残された課題は, その生成しつ

つある主体の自己確認をどのような仕方で, どのようなレヴェルで行なうべきかというかた

ちで提起されているからである。 このような自己確認 ( = 自覚) こそ, これまでの 「世界史

の労苦」 を無にしないために要請されるべき必須の事柄となっていたわけである。

そしてここにおいて, こ う した自己確認の論理の核心に位置づけられたのが, 人間的主体

の疎外的形成という解釈図式 (シェーマ) であり, また, さ らにその図式の具体的適用の対

象となったものが, ほかならぬ (人間的) 欲望の生成であった。 かく して, 人間的主体の確

立は, 〈欲望の解釈学〉 をつう じて為されることになる。 人間の欲望は, あく までも社会的

媒介のなかで, 解釈の次元を通過するなかで, そもそも欲望と して成立するのであり, また,

はじめて人間的欲望と して広 く承認され, 定着するなかで, 人間性の根幹を形づ く るこ とに

なる。

さらに付言すれば, こ う した 〈欲望の解釈〉 の基軸をなす最大の媒体こそ, まさに く宗

教〉 であった。 すなわち人間的欲望は, 宗教という巨大な解釈媒体によってさまざまに変形

されつつ正当化 (と裁可) され, 且つそう したものと して普遍的に記憶 ・保持されることに

なる。 それゆえ逆に言えば, 人間学的還元とは, そう した宗教的な欲望解釈にたいする根底

的な 〈再〉 解釈と して, 人間的主体の現実的な成立のための不可決の要件と位置づけられる

ことになった。 すなわち人間的欲望の現実的な再獲得という内実を具えることによって, 人

間学 (的還元) はその固有の次元および領野を確保することができたわけである (4)。

まとめれば, こ う した人間学なしには, また, その解釈学的な媒介の営為なしには, そも

そも人間的主体の普遍的 ・現実的な成立は展望しえず, したがってまた, 〈科学〉 を担い遂

行する主体さ らには全面的解放の主体といったものも, その理念と実在の両面において, そ

の存立は不可能とされよう。 かく してマルクスにおける 〈プロレタ リアート〉 との出会いと

いったものも, まさにこう した解釈学的契機を含み込みつつ, その媒介のうえではじめて成

り立ちえたわけである。
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て い る 。

そこで次に, この 「意味の秩序」 について語るその語り口, その基本的な方法という観点

から分けてみると, 大きく二つに分類されることになる。 すなわち, その一つは 「文学主義」

の立場であ り , もう一つは 「文献学主義」 と呼ばれるものである。 前者は, 「現実に就いて

のファ ンタスティ ックな表象である処の文学的な表象乃至イメージを利用して, この文学的

表象乃至イメ ージをそのまま哲学的論理的概念にまで仕立て」 あげたものである。 また後者

は, 主として 「現実の事物の代わりに文書乃至文献の語源学的乃至文義的解釈」 に終始する

ものである。 しかし, いずれの場合でも 「現実の秩序に基づく現実的な範躊組織 ( = 論理)

の代わりに, イメージとイメージとをつなぐに適した解釈用の範躊組織 ( = 論理)」 である

ことにおいて変わりはなく , まさにそこにおいて共通した本質 ・性格を有しているわけであ

る (7)。

ところで戸坂は, 「自由主義」 が明治以来, 近代日本の 「社会常識」 をな してきたと考

え(8), この自由主義思想の核心に 「解釈哲学」 を位置づけた。 ところで, この 「解釈哲学」

の本質は, あ く まで も現実に意味付与する 「解釈方法」 たることにあった。 とするならば,

こう した 「解釈哲学上としての自由主義思想が, はたして一個の独立した思想 ( = 世界観)

と して, どこ まで自らの自律性を保ちう るのかは, きわめて疑問になって く る。 すなわち,

「自由主義はその自由主義ら七い論理上の党派的節操の欠乏から, 日本主義に赴 く こ とに対

して殆ど何等の論理的抵抗力を用意していない」(9)のであって, そ もそ も 〈解釈〉 の原理的

一貫性を保証するような契機を, なんら自らのうちにもって いないのである。

したがって 「自由主義者乃至自由主義的哲学者が日本主義に赴かないのは, 論理的根拠か

らではなくて , 殆ど全く情緒的なあるいは又性格的な根拠」 からであるに過ぎないという こ

とになる(10)。 そして, この 目青緒的もし く は性格的根拠」 こそ, まさに戸坂の概念的区別に

従えば, 「個人」 ではな く 「自分」 という問題次元に密接に関わって く る事柄なのである。

ここにおいて戸坂は, 三木清 (1897- 1945) をしてこう した 「解釈哲学」 の典型, その代弁

「この自由主義者は他の者と捉え, その曲折に富んだ人物評論の結論において, 日く

自由主義者の多く とは異なって, 相当抵抗力のある進歩主義者であるように見受けられる。

少な く とも 『自分』 があるという ことが, この解釈家を生きた市民たらしめている。」(11)

この含蓄のある三木評価の意味するところを明確にしてお くために, もうすこ し注釈を付

け加えておこ う。周知のように戸坂は 『道徳の観念』 (1936) /のなかで, 「社会」 を個別化

したものと して, 原理的に 「社会」 と同次元の存在と して, それゆえ社会科学的解明の対象

となる 「個人」 と, そもそも社会科学の客観的 ・対象的な認識対象とはなりえない 「自分士

とを区別して , その関連性を問うに至った。 戸坂の根本的に認識論的色彩の強い唯物論の理

論枠組からすれば, 「存在 ・物 ・物質の秩序界」 と 「自分 ・意識 ・意味の秩序界」 との関係

は, 当然, 前者への後者の 「随伴」 と してのみ考えることができる。 当然そのとき, 「存在

の体系に意味の世界を附加することによって, 存在の体系をば意味の世界を含んだ体系にま

で, 拡張的に組織し直さねばならぬ」 という理論的 ・原理的な課題が生じることになり, そ

の架橋のために何らかの 「論理的工作」 がどう しても必要になって く る(12)。

こ こにおいて, 「個人」 から 「自分」 への 「橋渡し」 めための 「論理的な工夫」 と して案

出され位置づけられたものこそ, ほかならぬ 「文学的表象が持つ象徴や空想や誇張その他の,
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この非存在的な機能」 であった(13)。 この根本的に想像力的な 「非存在」 の機能を介して, は

じめて 「個人問題」 は 「一身上の問題」 に転化するこ とが可能となるわけである。 換言すれ

ば, 社会科学的に解明された社会 ( = 個人) の諸課題は, この想像力的な機能を媒介にして,

謂わば生身の個々人の切実な具体的課題という形をとって現れるこ とになる(14)。

「文学的表象の非存在的機能」 には, このような過大と も言える役割が負ねされるこ とに

なったわけであるが, たしかにそれは戸坂の理論構成から して必然的であったにせよ, しか

しはたしてそう した期待に応えられる ようなものであったのかどうか, 改めて検討してみる

価値があろ う。 ここではむしろその前に, この 「非存在的機能」 そのものにたいする戸坂の

〈警戒心〉 について↓なによ りもまず指摘しておく必要がある。 すなわち 「一身上の問題」

を成立させ, さ らにはモラルとその主体を確立させる媒介と しての 「文学的表象の非存在的

機能」 は, まさにその期待された機軸的な役割の故に, 無条件に肯定されたわけではないの

である。 むしろ, そ(?)根源的な媒介能力の故に, 強く警戒されたのであって, なによ り もそ

れが無限定 ・無方向に作動するこ とに対して, そもそも深い危惧が抱かれていたのである。

(そして, この戸坂の危惧や警戒が意味するもの, その思想的な根拠については, 伺 じ く三

木における 「パ トス」 にたいする態度 とも関連して, 後に検討する。)

したがって, なによりも 「文学的表象」 を 〈統制〉 することに眼目が置かれるこ とになっ

た。 そ してここにおいて, まさに 「科学」 が呼び出される。 なぜなら統制の任務こそ, 「科

学」 に相応しいからである。

「文学的表象」 に方向づけを与えるべく , つねに 「科学的概念」 の導きが要請される。 そ

れゆえ順序は, あ く まで 「科学的概念が文学的表象にまで拡大飛躍」 することであって, そ

の逆は考慮されていない。 「 [社会科学的] 認識を自分の一身上の問題にまで飛躍させ

得たならば, その時はモラルが見出された時だ。 逆に初めから文学的モラルから出発するな

ら, 遂に何等の科学的認識へも行きつ くべき方法を見出すこ とは出来まい。」(15) 言い換えれ

ば, 「科学的核心」 がないとき, 「文学的表象」 はひたすら自分勝手な内実 (= 妄想) をでっ

ち上げるだけであって, 「独善的なモ ラル」 を恣意的に, 自己満足のためにのみ押 し通すだ

けのこ と にな りかねない。 したがって√なによ り も求められるべきは, 「自己一身上の鏡に

反映された科学的真理」 と しての 〈科学的モラル〉 であるという ことになる(16)。

ここまで述べてきて, よう やく戸坂の三木評価の意味するところを, もうすごし了解する

ことがで きよう。 すなわち, 「文学的表象」 の独 り歩きこそ 「解釈哲学」 の本領なのであっ

て, また, 「科学的核心」 を欠いた思想や 「独善的モラル」 は, 一見, きわめて独創的とみ

えて, じつは最も凡庸なものであり, 通俗的常識を一歩も越えでるようなものではないので

ある。 三木が得た広範な人気とは, したがって, む七ろ丁凡庸で鋭さを欠いた或る種のイン

テリ層」(17)の思想表現となりえている ことから来るもので しかない。 ただ し, 「凡庸な思想

の追随者」 が文字通り 「凡庸な人物」 で しかないのとは対照的に, 凡庸な思想内容を 「自分」

で掴み, それに独自の表現を与えるこ とは, しかしながら, けっ して凡庸な事柄なのではな

X/ゝ。

とはいえしかし, ここまでの説明で もって しては, 三木がどのように 「生きた市民」 であっ

たのかの理由を充分明らかにしている とは言えない。 何故 「相当抵抗力のある進歩主義者」

であ りえたのかについて, そ もそも 「自分」 とは何かについての問いを中心に, 別の角度か
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らの説明が必要であろう○ ■

’ ( 三 )

そこでいよいよ, 「凡庸な思想」 であるのかどうかはと もかく , 独自の 「解釈哲学」 を

「自分」 で独自に切り開いていった三木清の思想形成を見てい く こ とになるわけであるが,

そのまえに, 戸坂潤のこう した 〈解釈学的問題連関〉 の批判的解明の思想史的な意義につい

て, 三木と対比しながら, と りわけ 「問題選択の如何」 という共通の論点に絞って言及して

おきたい。

戸坂の 〈科学的モラル〉 の主張とその理論的背景, さ らに, そう した理論形成へと導いた

時代的 ・思想史的状況, と りわけ 「文学的表象の非存在的機能」 への強い危惧といったもの

がもつ意味については, いずれ三木のパ トス論の問題点とも関わらせて具体的に検討する。

また, 戸坂の思想の基本性格もし く はその理論枠組そのものの全体的評価といったことにつ

いても, さ しあたり本稿では論じない。 ただ, その問題と思われる点, 例えば上記の 「自分」

という概念について言えば, その意識中心主義的もし くは (反映論的) 認識論に偏った把握

の仕方といったものの限界性の側面は, 今日, 明らかであろう。 「自分」 という ものの考察

に必要な広がり, すなわち, 身体や欲望や無意識といった問題群が射程に入っていないこと

について指摘することは容易である。 しかしそれらの多くは, 時代的 ・状況的な制約であっ

たよう に思われる。 それらの指摘でもって, 戸坂の思想的意義が尽 く されるわけではない。

むしろ現在, 戸坂の 〈批評〉 およびその原理的考察は積極的な再評価に値するように思わ

れる。 ここではと りわけ, 戸坂の解釈学的問題構成の批判的解明の意義について改めて確認

しておきたい。 なぜならそれは, われわれが考えよう とする解釈学的次元の全体的評価のた

めの理論的前提をなすとともに, 今日的な視点からしても再確認すべき思想的意義をもって

いるように思われるからである。

戸坂潤をして (おそら く三木清よりも優れた) 同時代の批評家たらしめた要因は, なによ

りも, その批評の 〈一貫性〉 にあった。 それは, しかしながら, けっ して所謂公式主義的な

性格のものではなかった。 その一貫性は, なによりもかれが緻密に築き上げた批評原理その

ものの理論的な堅固さと柔軟性のうちに存していた。彼の批評は主観的 ・一過的な印象 (彼

本来の直観的把握の鋭さは別にして) に基づく ようなものではなく , また, 対象の本質や個

性についての内在的分析を経ない杓子定規な批判でもなかった。 それはもっ と条理を尽 く し

た ものであった。

彼の批評をして対象に即した理解の柔軟性と批判の原則性とを同時に保証したものは何で

あったのか。 それはまず, 『科学方法論』 (1929) から出発し, 『イデオロギーの論理学』

(1930) さ らには 『イデオロギー概論』 (1932) へと築き上げられていく批評原理の堅固さの

うちに求められよう。 その堅固さは, 具体的な対象を論ずる段になると, 時と して, 戸坂に

「惚れ」 こんだ古在由重のような人物をもってしても, 「単刀直入の簡潔さに欠き, まわり

く どく , うねうねした調子」 と, 非難がまし く言わせざるをえなかった論述スタイルを生む

こ と にもなった(18)。

そう した批評原理の堅固さは, しかしけっ して対象の管匪を無視し, 裁断するための原理

であったわけではない。 それはむしろ, 対象の管i生を正確に捉えるために必要不可欠の概念
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装置と して位置づけられていた。 したがって問題は, そもそも対象の 〈個性〉 とはいったい

何か, それはいかなるものと して規定され捉えられるべきかという ことである。 ここから,

まさに戸坂の精力的な探究が始まるこ とになる。 そ してこの探究は, すぐさま 「問い」 とは

何かという より基本的な問題に繋り, さ らにそれは, 三木清の中心的な問題意識とも重なり

あう と と もに, しかし同時にまた, 彼らの重要な分岐点を形づ く るこ とにもなった。

戸坂はまず, 個別化原理に由来するア トム的な限界概念と して, 「個物」 と相即 ・一体化

した 「個性」 概念と, 他者や事物との関係性 ・連関性において成立する ( = 「通路をもつ」)

「性格」 概念とを区別して, 後者を論議の出発点と して確定すが19)。 「個性」 と千陛格」 の関

係は, 前節で言及したように√いずれさ らに 「自分」 と 「個人」 と関連と して展開されるこ

とになろ う。 さ しあた り, この 「個性」 と区別された 「性格」 概念は, 関係における対象の

支配的な性質を指すものと して, 結局は, なによ りも 「実践的 ・歴史的」 に規定されるべき

ものと して捉えられる。 「 ・ ・ ・ ・事物の性格は常に歴史的全体の歴史的運動に寄与し

なければならない。 」 すなわち, 相互に連関する全体の運動のなかで, そもそ も 「性格」 と

いったこ とについて語りうるわけである。 ここから, さ らに進んで, 「歴史的運動の車輪の

転回に順い又之に寄与するもののみが性格的」 であるという より強い規定が引き出されて く

る こ と になる (20)。

「歴史科学 ・社会科学」 は, こう した 「性格的真理」 (それは具体的には 「主義」 といっ

たかたちで現れてく る(21)) の探求をその任務としているわけであるが, ところでこの探求は,

まさに 「事物の解釈」 と してはじめて真に遂行されるこ とになる。 けだ し事物の解釈は,

「ただ性格によって又性格に置いてのみ初めて成り立つ」 からである。 逆に言えば, 「性格」

の解明は, ただ解釈行為と して成り立ちうるのであって, 解釈においてはじめて性格は性格

と して明らかとなる。 歴史の必然性を反映する 「性格」 は, 解釈の媒介なしには十全たるも

のとはな らないのである。

性格概念をこのように確定し, そこを出発点に取った戸坂は, 次に, 「理論」 の検討に移

る。 ここで彼は, 理論の 「性格的動機」 を問い, それを 「問題」 と して捉える。 すなわち

「問題」 とは, 「立場」 に先立つものである。 なぜなら 「問題卜とは, 「立場」 以前に, 人々

をして, そもそもある事柄 ・対象に関心を抱かせ, それに接近させ, その結果, ある 「立場」

さ らには 「理論」 を選ばさせるに至る根本にあるものと して位置づけられるからである 一

一 「理論をして理論たらしめる性格的なもの, 即ち論理的基礎 ・根拠ではな く して性格的動

機, これは立場の整合ではなく して問題の把握に存する。」(22) 「問題」 において, はじめて

「性格」 は現実に問われることになる。

今や批評の主たる対象とすべきは, したがづて, 「立場」 ではな く 「問題」 である。 まさ

に 「問題は立場に先行し, 之を優越」 するのである。 この 「立場」 と区別された 「問題」 の

見地こそ, 戸坂の批評を支える核心をなすものである。 戸坂の批評原理は, まさに 「立場の

批判と しての問題の理論」 と して特徴づけられる。 そ してここにおいて, いかなる問題を問

題と して問うのかという 〈問いの構造〉 が, 中心的考察のテーマと して登場する。 なぜなら

「問題の理論は, 最後に, 問題の選択に就いて分析を施すこ とを必要とする。 それな く七て

は恐ら く人々は問題が立場に優越する所以を根本的に承認するに躇うであろ う」 からであ

る (23)。
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たのであ り, またその是正の方法と して , ただ 「暴露」 が強調されるこ とになった

教養 さて, ここまで きて, 戸坂の議論展開を追うのを一時中断して, 三木清が同じ く く問

いの構造〉 について論じた論文 [ 「問の構造」 『哲学研究』 第124号 (1926) および第128号

(1927) ] について, 挿入しておきたい。 久野収はこの論文 ( さらに 「解釈学的現象学の基礎

理念」 とともに卜をして 「著者 [三木] がどのような哲学的訓練を通じてマルクス主義を把

握したかをものがたる意味で, たいへん重要」 な論稿と評価したが(2’), た しかに 「唯物史観

と現代の意識」 (1928) に結実するよう な三木の思想形成を, 解釈学的問題連関との関わり

で考えてみてい く うえで興味深い論文である。 と りわけ, 戸坂の把握と対比させながら, 核

心的問題と しての 〈問いの構造〉 を比較 ・検討してい く う えで貴重な手がかりを与えて くれ

る 。 一

三木はまず, 問いの必然的な契機として, 問いの対象と しての 「問われたもの」 , 問いの

内容と しての 「問われたこと」, さ らにその内容を規定する 「問の観点」 という三つを挙げ,

そのうえで観点の重要性を強調する(25)。 そのうえで三木は, しかし, む七ろこの観点の独走

する結果, 多くの無意味かつ有害な問いが発生することに注意を促し, そこからの脱却の方

法を模索する。 彼の結論は結局のところ , 「無意味なる問を避けるためには, 我々は問われ

たものと交り, それと親しむことによって, 問の観点をそのものに於て養い, そのものから

導いて来ることが大切」(26)であって, したがって求められるべきは, 「物の熟知と取扱い方

の確かさ」(27)であるという こ とに尽きるわけであるが, 検討すべきはその結論の含意すると

ころである。 そのためには, そう した結論に至る議論の経過を見てみる必要がある。

彼はまず, 問いの具体化された形態と して 「問題」 を捉え, さ らにその問題を形成する要

因と して, 観点に含まれ, 観点を規定する 「立場」 という核心的契機を取り出して く る。 し

かし, まさに 「問題」 と して具体化されることによって, 立場から遊離した問題の独 り歩き

や, さ らにまた隠蔽された観点の歪みがもたらす弊害は一層顕著なものとなる。 こう した歪

みをいったいどのように是正すればよいのか。 その是正のための方策の核心にあるものは,

なによりも 「物への通路」(28) を確立することである。 そう した 「通路」 が方法 (論) 的に確

保されて, はじめて確実な認識へと着実に向かう ことができる。 「物への通路」 を確立する

には, /かく して, そもそもわれわれが 「問題」 をどのよう に取り扱うかに掛かっている。

「問題」 にたいして, どのような態度で臨めばよいのか, 「問題」 が文字通り 「物への通路」

となるにはいかなる条件が必要なのか, まさにそのことが問われているわけである。

ここにおいてわれわれは, 再び三木と戸坂に共通した問題関心および接近の仕方に出会う

ことになる。 戸坂の探究においても, 上記のように 「問題選択の如何」 という ことがすべて

であった。 いかなる問題が問題と して選択されるのか, その選択の可否を問う道 ( = 基準,

方法) を模索することに, すべては賭けられた。 ここから戸坂の場合/ 「問題選択に於ける

歴史的必然性乃至虚偽性」(29)への問いは, 「理論の論理的真偽」 と して提起され, それは結

局のところ, 「歴史的社会的存在の弁証法的構造が, 性格的論理の論理形態へ反映」 すると

結論づけられるこ とになった(30)。

この結論の意味するところ, またそこに至る議論について, ここで述べる必要はないであ

ろう。 いずれにせよ戸坂は, この 「反映」 の見地から, 問題選択における 「歴史的虚偽性」

について, 「時代錯誤の無意識的虚偽」 が 「階級的虚偽」 と して不可避である所以を説明し
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38 津 田 雅 夫

之を医すにはもはや良心 学的其他の も役立たない, 人々は何に依って之を治す

べきであろ うか。暴露だけが残っている。 蓋し暴露とは, 虚偽命題の歴史的社会的必然性を

演鐸し, そ うすることによってその命題の歴史的社会的虚偽性を証明する処の, 一つの批判

的技術である。」(31)

三木に戻れば, 彼においても一見, 結論は同じであるように見える。 けだし 「問題」 が確

立することによって, 「問の観点」 に孕まれていた歪曲の危険性は, いまや現実のものとな

るわけである。 すなわち 「問われたものに対する接近の通路は問題と共に確定して与えられ

る」 ほかはないのであるから, 観点は 「ひとつの暴力と して問われたものに迫り来」 り,

「問われた ものを故意に狭めるばかりでな く ,・ またそれを歪め, 曲げ, そ して破壊するに到

る。」(32) 。。

ここで三木は, こめ観点に含まれ, 観点を規定する 「立場」 を, さ らに根底にある 「関心」

に関わらせる。 この 「関心」 とは, もはやたんに主観的 ・個人的なものではな く , 文字通り

「生の根本的規定」 であって, そ してそのようなものと して 「歴史的」 に生成する存在であ

る。 「生の根本的規定」 と しての 「関心」 は, したがって, なによりも歴史的な人間存在の

「存在の仕方」 を示すものである(33)。 かく して問題は, この歴史存在と しての人間に遡って

検討されなければならないこ とになる。

ここにおいて, まさに戸坂のいう 「問題選択の歴史的必然性乃至虚偽性」 の地点にもっ と

も接近しているように見える。 三木もまた, 「関心」 に応じて 「問題」 が 「プログラム」 さ

れてしまう ことを強調する。 そして次には, この 「設計」 された問題群のなかに, 「関心」

が埋没していく ことになる(34)。 それでは, こう した埋没から解放されるためには, どうすれ

ばよいのか。 戸坂のいう 「暴露」 と同じ く ご三木は 「関心の設計の破壊」 の必要を説く に至

る (35)。

両者の共通性は, しかしながら, ここまでである。 三木はこの 「関心の設計」 について,

戸坂に倣って言えば, それの 「論理的形態」 を問わない。 三木が着目するのは, 「問の観点」

が固定するという事態であり, それによる 「物への通路」 の閉鎖という現象なのであって,

そしてその主たる目的ぱ, ふたたび流動性を取り戻すことであった。 要するに, く関心の疎

外〉 という人間学的問題意識に発するものであって, その疎外の論理 ( = 図式) を一般的に

明らかにするこ とが眼目であった。 とは言え, その 〈関心の疎外〉 は十分に展開されること

なく 中途半端に断ち切られ, その止揚の方途については, ただアリス トテレスのアポリア概

念が引証されて, そのうえで, ただ 「物の熟知と取扱い方の確かさ」 が指摘されて終わって

い る 。

三木が 「関心の設計」 の 「論理形態」 をも視野に入れつつ, 〈関心の疎外〉 を論ずるため

には, なお多くの媒介項が必要であった。 さ しあたり彼は次作 「解釈学的現象学の基礎概念」

( 「思想」 第63号, 1927年1月) において, 〈関心の疎外〉 の構造を語るための概念の構築

を試みる。 しかしその作業は, あ く まで概念レヴェルの構築にすぎず, 彼が 「問の構造」 に

おいて本来目指していた目的, すなわち 丁我々は問題の由来, 即ちそれが如何なる関心に於

て成立しているかを先ず理解し, 解釈することをもって我々の仕事を始めねばならぬ」 とい
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