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文 化 ダと 解 釈 (2)

1岐阜大学教養部研究報告第31号 (1995)

昭 和 思 想 史 試 論

M asaoTSUDA

倫理学研究室

(1994年10月11日受理)

津 田 雅 夫

Cultureand lnterpretation ( 2)

- AnEssay on lntellectual H istory inPrewar Jat)an-

(- ) 卜

こ こでは, 三木清のマルクス主義解釈をめ ぐる論争を中心に見てい く こ とにする。 検討の

主たる対象は, まずプロレタ リア科学研究所における三木批判についてであり, と りわけ,

激し < 論じ られ非難された三木の宗教肯定論について, 〈文化と解釈〉 という問題構成と関わ

らせながら, 改めて評価し直すこ とを試みたい。 それはまた, 三木の宗教論そのものへの新

たな接近 と もなろ う。

周知のように三木は, 1927年 (昭和 2年) 6月発表の 「人間学のマルクス的形態」 を皮切

りに, 以下, 『思想』 誌上に一連のマルクス主義解釈をめ ぐる論文を執筆し, それらは翌年 5

月, 「ヘーゲルとマルクス」 一篇を新たに書き加え, 『唯物史観と現代の意識』 として刊行さ

れる。 さ らに三木は, 同年10月, 小林勇の鉄塔書院に 「新興科学社」 を設置し, 羽仁五郎と

の共同責任編集で 『新興科学の旗のもとに』 を発刊し, 以後, 『社会科学の予備概念』 (1929

年 4 月) に収められる諸論文を掲載し, 『唯物史観と現代の意識』 で切 り開いた地平をさ らに

展開させてい く。 そしてその発展線上において, 1929年10月, 「新興科学社」 を解消 ・合流さ

せるかたちで 「プロレタ リア科学研究所」 の中心メ ンバーの一人と して参加してい く こ とに

なる。

こ こでプロレタ リア科学研究所の創立をめ ぐって, すこ し歴史的経過に属する事柄につい

て記 してお く 。それによって, 当時の三本の積極的役割が浮かび上かってこよ う(1)。プロレタ

リア科学研究所は1929年10月創立され, 11月に機関誌 『プロレタ リア科学』 を創刊し 以後,

4年余にわたって存続した。 その創立は, 主 として 「国際文化研究所が中心になって, 新興

科学社がそれに合流し, 産業労働調査所の人々が協力するこ とによって成立」(2) したものであっ
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た。 母体 となった国際文化研究所は, 1928年10月 「ソヴェ ー ト共和国及び諸資本主義国に於

いて労働者階級が創造しつつある所の文化の研究, 及びブルジョ ア文化のマルクス的批判研

究」 (同所規約第二条) を目的に設立され, ソビエ トの科学 ・文化の紹介を主と していた。

「( 1929年の) 4 ・16事件で打撃を受けた産業労働調査所の再建活動のなかから, 5, 6月ご

ろよ り社会科学の研究団体の再組織の必要が認識されるよ うにな り, 7 月ごろ までには国際

文化研究所 と産労の提携が実現した。 しかし, 8月には新労農党問題が発生 し, 同党派の人

が分離したため再組織され, そのなかで国際文化から新興科学社に提携の呼びかけがされ,

9月頃両者の合同会議がなされてプロレタ リア科学研究所創立が決定された。」(3) こ こで注釈

を加えれば, 新労農党問題とは, 新労農党樹立の提案 とそれにたいするコ ミ ンテルンの影響

による合法政党否定論にも とづ く 大山郁夫, 河上肇, 細迫兼光らへの協力排除のこ とである。

そして また, 9 月中旬の合同会議は, まさ に三木清宅で持たれたのであった。

ところで新興科学社に戻れば, 1928年10月に三木清, 羽仁五郎, 齢木武雄, 杉本栄一, 高

島善哉 らによって設立され, 同年12月よ り 『新興科学の旗のも と』 が 「総合的理論雑誌」 と

いう性格づけのも とに, その刊行理由と して 丁現在学術雑誌は ・ ・ ・哲学, 経済, 法律, 政

治, 芸術等のいずれかひとつの専門に限られている。 だが今や至る とこ ろ総合的研究の必要

が痛切に感ぜられてきた。マルクス学の発展が何よ り もこの情勢を誘致した」 (創刊号 「編集

余録」) というこ とが述べられていた。 かく して最初は, 「新興科学」 と 「マルクス主義」 と

は必ずし も同義語ではなかったにせよ, 一年後, プロレタ リア科学研究所への合流が決定さ

れる頃には, 「新興科学のマルクス主義的発展」 というこ とが語られるようになっていたので

ある(4?。 犬 ◇

ここにプロレタ リア科学研究所は1929年10月13日東京帝大仏教青年会館で創立総会が開催

される。 その創立当初の性格は, 「左翼的立場に立つ在野社会科学研究所」 と して, 当時の左

翼文化人, 研究者の幅広い結集を目指す ものであっ た。 そして創立期の研究所の中心に, ま

さに三木清や羽仁五郎たちが位置していたのである。 - 「プロレタ リア科学研究所の創立

大会 [梅田俊英によれば12月7日の公開研究会] のことではなかったろうか。三木清か問題

提起の講演をした。『捕囚』 にも しばしば出て く る三木の持前のダ ミ声で と う と う とやったこ

とはいう まで もない。三木の講演が終わって討論にはいった と き, 羽仁五郎が立って, これも

独特な話 しぶ りで三木説を批判 し, 三木が立って反批判する。 い く たびか く りかえされた両

人のやりとりの間じゅう, 私 [松本正雄] は二人をかわるがわる見つめていたが, 三木は文

字どお り, 口のまわりに泡を出し, その泡がまたシャボン玉のようにあた りに飛び散った。・ ・ ・。

三木と羽仁 との論争のなかに服部之総が割ってはいるようなこ と もあった, ・ ・ ・ 。」 (5)

この回想は, 当時の雰囲気を良 く伝えているよ うに思われるが, いずれにせよ, 研究所創

立の最終決定が三木宅で行なわれたこ とや, 総会その他創立期の活躍な どから も, 三木が研

究所の中心的人物の一人であったこ とは明らかである。 また三木自身, 新興科学社からプロ

レタ リア科学研究所への展開において, 自ら主体的にその展開を担ったので あ り, そこに自

らの思想発展を賭していたわけである。 そのこ とは 『新興科学の旗のも とに』 に掲載された

諸論文, 就中, 「唯物論とその現実形態」 ( 1929年 2月) などによ く窺われよ う。 その内容に

ついては後に検討するが, 三木はマルクス主義を独 自に我がものと しつつ, さ らに今や, 現

とこ ろでプロレタ リア科学研究所創立に至=る具体的な経過は次のよ う に要約される。



代の具体的 ・現実的な諸問題へ取り組むこ とを, 意気高 く宣言する。 卜

すなわち, 既に 「問いの構造」 ( 1926年 7月および11月) において, 「問いの観点」 を規定

する現実的な 「立場」 から遊離した, 伝統的 ・スコラ的な 「問題」 の独 り歩きを厳し く咎め

た三木は, こ こにおいて自ら新たな現実的な 「問題」 の把握へと乗 り出すこ とになる。 自ら

創刊した 『新興科学の旗のもとに』 の立場 と課題を三木は次のように宣言するー
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このようにして我々は現実の存在と必然的なる連関にある問題をみづから求めねばなら

ぬ。 ・ ・ ・ 。 も っ と も 問題 的 な る現代 に あ っ て は , 問題 そ の も の , 対 立 と 矛盾 そ の も のの

発見こそがあたかも学問的なる仕事の主要事に属する。 新興科学は伝統的な問題を承け継

ぐこ とによって自己の学問的威厳を粧ほう とするこ とな く , 却ってみづから現実の問題を

摘発しよう とする。 ( 「新興科学の旗のも,とに」 『東京朝日新聞』 1928年10月)(6)

(二)

要するに, 解釈学的現象学の立場から 「問の構造」 に接近した三木は, マルクス主義との

触れ合いのなかで, 現実的な 「問題」 との出会い ( = 「摘発」) へと押し出され, 自らその決

意を新たにしたわけである。 ここで問われるべきは, そう した決意がどのように具体化され

たのかという, まさにその一点に尽きよ う。 いったい三木は 「問題的なる現代」 をいかなる

仕方で捉えよう としたのか, そしてまた, その接近の通路をどこに見出したのか。

しかしまず, 三木の決意そのものについて, その性格について, 三木をめ ぐる論争状況と

そこでの三木の関わり方め検討を通じて明らかにしておこ う。その検討において, 三木にとっ

ての 「問題」 がそもそもなんであったのか, その 「問題」 の概念が, も うすこ し明らかになっ

てこ よ う。

今や私は方法論の領域から一歩を, しかも巨大なる一歩を踏み出すべき ときである と思

う。 ・ ・ ・ 。 時代は右顧左晒する反省ではな く , 却って勇気を, まさに 「真理の勇気1 を

要求する。 私は大胆なる旅に, むしろ果敢なる戦にのぼるべき場合となった。 これまでの

仕事の一切は私自身にとって悉く予備たるに過ぎなかったのである(7)。

私はこの書と共に私の過去を決算し よう と思う。 人間は彼の生涯に於て幾度か, 彼の過

去が自分のものでな く寧ろ他人のものであるかの如 く に見える時機を経験する。 いな, 彼

は時と して彼の過去を単に他人のもの と してだけでな く , 却って敵のものと して経験する

こ とさえあるのである。 私は今まさに斯 く の如き機会に遭遇しているのを感ずる。 それは

ひとつの危機である。 私はそれに対して批判的に, 革命的に, 行為するために, この書に

於て私の過去をして十分に自己を語り, 自己を主張せしめよう と思う(8)。

「現実の問題」 を 〈問題〉 として新たに 「摘発」 せんとする決意は, 同じ く また 『社会科

学の予備概念』 および 『史的観念論の諸問題』 の 「序」 ( それぞれ1929年 3月および 5月) に

おいて, もっ と も先鋭な表現を取るこ とになる。 そしてそれは同時に, 三木をして自らの過

去への明確で深刻な思想的清算と して意識されていたこ とは改めて注目に値するー
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いち早 く三木批判 (1928年11月) を敢行した服部之総の意図は, 「福本主義の清算にあわせ

て√新興め哲学的社会民主主義の傾向にたいして弁証法的唯物論を闘いとるこ と, これこそ

わが国当面の, マルキシズム哲学上の主要問題であらねばならぬ」( 「唯物弁証法と唯物史観」)

というこ とにあった。 そして, 「新興の哲学的社会民主主義の傾向」 を代表するものこそ 『新

興科学の旗のもとに』 であ り, 三木清であった。 それゆえ, 「すでに方向転換が経過して, 政

治戦線上にも哲学上にも諸多の社会民主主義的陣営の, 反動と手をとっての乱舞がある尹) と

いう服部の状況認識を前提にする とき, 当然, 三木批判を起こ さ ざるをえない服部に とって

の必然性があった。 しかしまた同時に, そこに三木の誤解もあったわけであって, 論争はす

れ違って7い く 。 ノ ノ

服部の批判の眼目は, したがって, なによりも 「唯物論」 を 「闘いとるこ と」 にあり, 「マ

ルクキシズム哲学にたいする最も粉飾されたる 『修正主義』 」(10) でjある三木哲学の 「観念論」

を暴 く こ とであった。そこから服部の結論的な主張は, 「三木哲学におけるマルクス主義的粉

飾の秘密」 は, 「唯物論哲学における認識論的基準 [= 実践] と出発点 [= 物質] との混同」(11)

にあると半り断され, 「か く して唯物論哲学にとっての 『端初』 『始点』 『出発点』 の問題は, わ

れわれのそれは心ではな く物である というに尽きる」(12) という こ とになった。

こ う し た服部之総の批判にたいして三木は, す ぐさ まその反批判の論文 ( 「唯物論とその現

実形態」 『新興科学の旗のもとに』 [1929年2月D を書き, 「公式主義以外の何物をも見出し

得なかっ た」(13) と反論する。なぜなら服部は, ただ 「唯物論の定義士を一般的 ・抽象的に振り

回すだけであっ て, なんらそれ以上に一歩た り と も踏み出そ う とはしていないからである(14)。

したがっ て, 三木の側からする結論的な主張は, 「問題は, わが国に於けるマルクス主義にとっ

て唯物論は如何なるものであるべきか」 という仕方で提案されるこ とになるり5)。

三木のこの反論は, 一見する と至極当然なものと考えられるが, 七 かし同時に, ある̀基本

的な誤解に基づいていると言わざるをえない。なぜなら, 服部はなにも抽象的 ・一般的に (す

なわち非歴史的に)寸唯物論の定義」 を振り回しているわけではないからである。むしろそれ

は, 歴史的現実についての服部な りの切実な状況認識に基づいて行なわれているのであって,

その限りにおいて, まさに三木の言う 「唯物論の現実形態」(16)・と して実践されているわけで

ある。 II 十

はたして服部は, 三木批判の再論 ( 「観念論の粉飾形態一 三木哲学の再批判- 」 『思想』

1930年 5 月) において, 「唯物論の定義」 を振り回しているという三木の批判を逆手に取って,

まさに 「ここで三木氏が忘失していられる最大の点は√佐伯 [服部の筆名] はかの公式をと

ころかまわず振りまわしたのではな くほかならぬ三木氏に向って主張したという一事である」(17)

という点に, 注意を促すのである。 そのうえで服部は改めて, 「唯物論」 を闘い取るこ とが,

「わが国当面の, マルキシズム哲学上の主要問題」 である という断定を く り返すこ とになる。

このこ とによづて, た しかに服部の三木批判は首尾一貫する と と もに, しかし同時にまた,

挫折した と言えよう。 すなごわち, 服部の主張は 「唯物論の現実形態」 と して, 抽象的真理と

してではな ぐ, あ く までその 「現実形態」 において問われたわけである。 そして, 「唯物論の

定義」 を抽象的 ・一般的に振 りまわすこ とをもって 「唯物論の現実形態上と判断させた状況

認識は, ま さに歴史的に裁かれたからで ある。



5文化と解釈 (2) 一 昭和思想史試論 一

十 (三 )

そこで再び問題は三木に戻るこ とになる。 新興科学社からプロレタ リア科学研究所への展

開が, 三木にとって重大な決意のも とになされたごと, 謂わば 〈決死の跳躍〉 であったこ と

は, これまでの経過から了解されよ う。 今こ こで問われるべきは, その内容である。 まさに

三木自身の 「唯物論の現実形態」 そのものが問われている。はたして三木は, どのような 「問

題」 と出会い, その 「摘発」 に自らを賭したのか。

久野収は三木清への同時代的な共感に溢れた論文において, 「唯物論の現実形態」 という三

木の問題提起を正当で当然なものと評価しつつ, しかしそのうえで√「唯物論の現実形態を最

新の哲学, たとえば, 解釈学的現象学によって基礎づけよう とする三木の立場も, マルクス

自身の理論にたって現実形態を考えぬ く仕事を省略しているという意味で, いかがわしさ を

まぬかれていない」 と厳し く論評しつつ, 「唯物論の現実形態と してのマルクス理論の積極的

内容の究明」 に向っておればという, 実現しなかった希望を表明するに終わっている(18)。

しか し, こ こには久野の目指す ものと三木の意向とのすれ違いがあった と言わざるをえな

い。すなわち, 「現実形態」 についての三木の問題意識は√たんに 「マルクス理論の積極的内

容の究明」 といった理論的関心の次元に止まるような性格のものではなかった。三木が 「問

題」 と して 「摘発土しよう と していた課題は, もっ と実践的 ・主体的なものとして受けとめ

られるべきものであった。 それは 「問題的なる現代」 への直接的な通路とな りう るようなも

のでなければな らなかっ た。

すでに服部之総への反論において , そ う した問題意識の方向は示唆されていた。 唯物論と

観念論の 「絶対的な対立」(19) を強調する服部にたいして三木は, むしろ対立の具体的 ・現実

的な形態としての「宗教」および 「宗教批判」の意義を力説していた (- 「いずれにせよ, 純

粋な観念論の発展が宗教的体験と結合しているこ とは否定できない。 それ故に自覚された唯

物論哲学は多くの場合宗教批判として現れたのである。フォイェルバッハがそうであった。 」(20))。

か く して三木は, そこから進んで, 現代日本における 「唯物論の現実形態」 の探求もまた,

まさに 〈宗教批判〉 の展開のうちに見出そう とするのであるー

ここで三木は, 「唯物論の現実形態」 と しての 「マルクス主義哲学の形成」 が, たんに 「マ

ルクス理論の究明」 と してではな く , なによ りも 「宗教批判」 と不可分の関わりにおいて,

具体的に実現されるべきこ と を主張しているれけである。 こ こから我々は, すこ し大胆な仮

説を立てて考えてみたい。すなわち, 三木の重大な決意の具体化と して, 彼が 「現実の問題」

と して 「摘発」 し, 主体的に取り組もう とした対象こそ, まさに <宗教 (批判)〉 ではなかっ

たのか という推測である。 そこで, この仮説を裏づけるべ く , まず, この時期, まさに決定

的といえる1930年の初め, 三木が 『中外日報』 に連続して書いた宗教論三編を取り上げ, そ

の意味するとこ ろを考えてみたい。

このようにして, わが国に於て現実に如何なる形態に於けるマ ルクス主義的哲学が形成

されるべきであるかは, 私の考える ところでは, わが国に於ける宗教批判の意義とその重

要性の程度にかかわるこ とが多大である(21)ノ
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桝田啓三郎はその全集解題のなかで, この三編執筆の経緯に触れて, 宗教論に関する三木

の初めての集中的な執筆の異様さに言及している。 - 「それまで著者 [三木] はその宗教

論を公に述べたこ とはなかった筈である。 いずれにせよ, 著者は求めに応じて, 予想される

反論を覚悟で, 敢えて三論文に読まれるような宗教存立の所信を述べたのに違いない。 」(22)

こ こで言われている 「宗教存立の所信」 と <宗教批判〉 との関係についての三木の把握につ

いては, 後で論ずるこ とにするが↓いったい何故, この時期に三木は 「反論を覚悟」 で敢え

て宗教論を書かねばならなかったのか。 その必然性をどのように理解すればよいのか。

ともあれまず, この三論文の概要について述べ, 次にこれらの論文が引き起こ した論争の

性格 ・内実について検討し, さ らにそのうえで, そこに窺われる三木にとっての <宗教批判〉

の意味するものを明らかにしておきたい。 二 上

(四)

三木の宗教論を掲載した 『中外日報』 は, 「宗教界ではかなりよ く知られてお り, 信教の自

由を守 り, そのために戦う こ とを使命と した自由主義的色彩の濃厚な宗教新聞」 であったと

されているが, 当時, マルクス主義の宗教否定論が強い思想的影響を及ぼすなか, それに対

する賛成 ・反対をめ ぐる論争について積極的紹介を試みていたのである(23)レ

そう したなかで三木は, 無神論をめ ぐる論争の主役の一人と して期待され, また, 三木自

身, そ う した期待に。応えるべ く積極的に関与してい く こ とになる。 彼はまず1930年 1月 1日

に, 「文芸及び宗教とマルキシズム」 と題して 『中外日報』 に掲載する。す ぐさま引き続いて

彼は, 同年 2月9 日 「如何に宗教を批判するか」 を同誌に書き, さ らにまた同月23日, 「宗教

闘争と階級闘争一 批評家に答えてー 」 を発表する。 そこでの三木の主張をまとめれば,

以下のようになろ う。

三木の結論は, 宗教の再肯定 ( = 止揚) を意味する 「宗教の弁証法的否定」 という主張に

尽きるわけであるが, その含意するところ, およびそう したテーゼに至った筋道が問題にな

る。 このテーゼを引き出すために三木はまず, 芸術と宗教との類比を試みる。 最初の論文に

おいて, 文芸と宗教とが対比され, 「ブルジョ ア文芸」 がたとえ否定されても文芸は 「プロレ

タ リア文芸上と して存続 ・発展していく よ うに, 同様にまた, プロレタ リア解放運動と結合

するこ とによって 「宗教」 は, 初めて真に発展するこ とになると力説される。 こ こにおいて

三木は, そもそも宗教とマルクス主義とが 「原理的に相許さない」(24) という正統マルクス主

義の強固な教義を覆そう とする。

先回りして言えば, そう した志向が三木をして, 服部之総のような宗教 ( = 観念論) とマ

ルクス主義 ( = 唯物論) の 「絶対的な対立」 という思想的構図を描けな く させているのだと

言ってよい。 そこで三木は, マルクス主義は抽象的に唯物論を唱えるものではな く , まさに

「史的唯物論」 なのであってレしたがってそれはなによ り も 「今日の歴史的現実の表現」(25) に

ほかならないという観点を前面に押し出してい く 。 か く して, もし も宗教が人間の全体的解

放を真に願う ものならば, 今やマルクス主義と結合するほかはないという 主張と もなる。 な

ぜなら 「プロレタ リア運動は本質的にはかかる物化した人間の解放の運動である。 それ故に

宗教もまたこの運動に結びつ く こ とによって初めて自己を生かすための地盤を獲得し得る」(26)



からである。 =

逆に言えば, 宗教はこれまで非本来的なあり方をしてきたという こ とになるわけであって,

したがってむしろ 「自己否定の道」(27) とみえる困難で険悪な道を選び取るこ とによって, は

じめて宗教はその 「特質」 を回復 ・発展させるこ とが可能となる。 それではいったい, その

回復させられるべき本来の 「特質」 とは何か。 - 「蓋し宗教が他の文化の諸形態と異なる

ところの最も重要な特質はそれが全体的であるという ところにある。 」(28) そ して現代社会に

おいて, 「人間の全存在が物化」 している とすれば, 「宗教にして人間の存在の全体に関係し

ている限り, 今 日,一物質的人間的生活を無視して単に心霊のこ とのみを説く宗教は虚偽」29)の

ものと言わざる をえない。 こ

ここから, 「プロレタ リアー トを解放するこ とな く して宗教は自己を解放し得ない。そして

自己を物質化するこ とな く して宗教はプロレタ リアー トを解放し得ない」(30) という最終結論

が導かれるこ とになるわけであるが, 次の評論 ( 「如何に宗教を批判するか」) において三木

は, こ う した宗教の 「特質」 をさ らに 「矛盾の存在」 として深めていくー 「進んで言えば,

宗教は従来一個の矛盾の存在であった。 それは階級なき社会に於て初めて有意味に語られ得

る事柄, 人類, 平和, 物質的なものに対する無関心, 等々, を階級社会に於て語っているか

らである。」(31)

宗教が 「矛盾の存在」 であるとすれば, したがって当然, その 「弁証法的否定」 ( = 止揚)

が展望されるこ とになる。 ここに三木は, さ しあた りマルクス主義の立場との根本の相違を

7文化と解釈 (2) ― 昭和思想史試論 -

は, 批判者たちに答えて日くー 「私は宗教の弁証法的否定を説 くのに反して, マルクス主

義はそれの絶対的否定を主張すると見られる」(32) と。 この対立は, しかしながら, 根本的な

敵対ではな く相対的なものでしかない。 なぜなら, 宗教のこ う したユー トピア性や矛盾的性

格そのものの評価については, 当然, マルクス主義も単純な否定ではないであろ う し, また,

三木も現存の宗教形態のラディ カルな否定を 「史的唯物論」 の見地から主張するかぎりにお

いて, 彼自身 「根本的な点に於てそこには差異がない」(33) とむしろ積極的に認めているから

である。

したがって, ここまでの主張だけならば, それほどマルクス主義との違和感はないように

見える。 今日のマルクス (主義) 理解からすれば, 三木の主張はむしろ当然とも言える内容

をもっていよう。 ( もちろん, 当時の 「戦闘的無神論者士との対比のなかで, その言説が意味

したものについては, 次節でもう少し突っ込んで検討するこ とにする。) そこでさ らに, これ

までの主張のレヴェルからもう一歩踏み込んだと思われる三木の宗教理解の特徴について,

少 し言及しておこ う。

三木は, た とえ無階級社会になって も <宗教〉 はな く ならないと強調するー 「人間が機

械でない限り, 宗教の問題は人間の存在そのもののうちに含まれている。 この問題は階級な

き搾取なき社会の到来と共にな く なるようなものではない。」(34) しかしながらこの主張は, 三

木自身の論述からしても些か唐突なように思える。 なぜなら, 無階級社会において <宗教〉

がどうなるのかといった推測は, たとえ 「弁証法的否定」 による本来性の回復を一般的に展

望するにせよ, その具体的なあり方については, 三木の強調する 「史的唯物論」 からは出て

こないのであって, その立場からすれば, さ しあた り未定である と しか言えないからである。

」) において三木みよう とする。 第3の評論 ( 「宗教闘争と階級闘争一 批評家に答えて
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また三木はけ「現象」 と区別された 「純粋な本質」 などと言った事柄については何事も語れな

いと繰 り返し強調しておきながら, す ぐその後で, 自らの主張を裏切るかのように 「宗教の

本質」 について語る。 それでは彼は, フ ォイエルバッハのように, 「宗教の本質」 について,

と りわけ 「宗教の積極的本質」 についで, まさに 「思弁的に」 ( フ ォイエルバッハがシュティ

ルナーに批判されたような意味において) 述べたいのであろ うか。

しかしながら三木は, 「宗教の本質」 を確定的に語り出すわけではな ぐ, せいぜい, あ く ま

でも芸術と類比させつつ, 無階級社会での宗教存続の希望を表明するだけである。もちろん,`

そのアナロジーは, 厳密に 「史的唯物論」 的に記述され, 根拠づけられたものようなもので

はない。 むしろそのアナロジーは, さ まざまな思想的可能性や示唆を含みっつ も(35), まさに

その言明の魅力さ と論理の単純さ との故に, ひと り歩き している感がある。

さ らに, その論述の基本方向について言えば, 「宗教の本質」 を積極的 ・確定的に語るわけ

でもな く , また, (信仰 ・教義 ・儀式典礼 ・教会制度 ・社会運動等を含めた) トータルな宗教

の存在についての 「史的唯物論」 的な分析を深めるわけでもな く , そこで三木は, いさ さか

唐突に, む し ろ主体的 ・実存的な色彩を帯びつつ, 「宗教的要求」 なるものを語 り出すのであ

るー 「自然及び社会に関する科学のどのような進歩によっても満足させられるこ との出来

ぬ宗教的要求は存在する。 それは人間の存在そのもののうちに横たわっている。」(36)

それでは, いったいこの 「宗教的要求」 について, さ らにどのように考えればよいのか。

日本共産党への資金提供の嫌疑による検挙 ・拘留中, 三木は検察に提出した調書 (1930年 9

月3 日付け) において, 彼をして 「究極に於てマルクス主義者たるこ とを不可能ならしめる」

ものとしての 「宗教的感情」¥ も し く は 「宗教的な気持」 に触れつつ, 自らを 「元来宗教的傾

向 をもった人間」(37) と して規定している。 しかし, この 〈宗教的人間〉 という三木の自己規

定については, 「宗教的要求」 とは何かというこ とと同様, きわめて曖昧な部分があって理解

に苦しむのであるが, と もあれ, たんに 「マルクス主義者」 でないこ とを明確にするための

遁辞でないこ とは了解される。 す く な く と も三木が 〈宗教的人間〉 という 自己規定を, 気分

的 ・感情的 ・ 人格的にも深 く受けとめ, そこに拘るかたちで自己形成したこ とは十分に窺わ

れるのであって, その限りで 〈宗教的〉 と言えるわけであるが, さ らにその実質的な内実に

ついては, こ こで はその評価を留保 してお く 。 : ¥ ノ

と もあれ三木は, この 「宗教的要求」 が 「人間の本性」 に根ざすものだと断定する。 すな

わち宗教は 「自然的要素と社会的要素」 の二つから成ってお り, たんに 「社会的起源」 のも

のではないのである。 したがって宗教は, 時代や社会を越えて普遍的に存在してお り, ただ

「時代に応じてその形態を変化」 させるだけである(38)。 そして, これまでの (階級) 社会に

おいては, む しろ宗教の 「自然的要素」 は覆い隠されて しまってお り, と りわけ 「現代の社

会に於ては埋没してしまっている。 否, むしろ埋没するこ とを余儀な く されている。 そこに

はそれの社会的な要素のみが顕わである。 然しながら宗教の自然的な本質は, 要するに単に

埋没しているのであって, 決 して無いわけではないのである。 それだから, それは一定の時

代に於て, 一定の関係のも とにあっては, 必ずや再び顕現すべきものである」(39) という こ と

にな る。

要するに三木は, 科学が知性に, 芸術が感性に, それぞれ本性的に対応する基盤を有する

ように, 宗教にもそれに対応する人間本性がある と考え, 今 日, 科学や芸術が階級社会に拘
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(五)

既に紹介したように, いち早 く三木批判を敢行した服部之総は, その再批判において, 三

木批判に赴かずにおれない第 1の理由と して, 三木の宗教論を挙げている。一 丁『マルキシ

ス ト』 三木氏が宗教を論じて, 唯物論による宗教の否定ではなく それの浄化を証明し, か く

てマルキシズムと宗教の協調を説いたという こ とは, 人々を駆って三木氏の 『マルキシズム』

に底在する哲学の批判に赴かせずにおかない。」(40)

こ こで服部は, 三木の宗教評論の公表に関連して, これらが三木の寸マルキシズム士を判

定する 〈試金石〉 の役割を果たすであろ うこ とを指摘しているわけである。 実際, 三木の宗

教論はかなりの思想的反響を呼び(41), それと ともに 「マルキシス ト」 の三木批判を増幅させ

るこ とになる。 服部自身, 三木の宗教論をすばや く批判する一文 ( 「三木清氏の宗教学」) を

同じ く 『中外日報』 (1930年 2月19日̃ 23日) に掲載する。

服部はまず, 三木の宗教論が 「大きなセンセイショ ン」 を巻き起こ したこ とを確認したう

えで, その主たる理由と して 「宗教を絶対的に否定するというマルキシス トの名において,

宗教 とマルキシズムとの調和が, 理論的に主張され実践的に指令されているからである」(42)

というこ とを挙げる。 ここから当然, 三木の宗教論の非マルクス主義的性格が断罪されるこ

とになるわけであるが, 服部の結論は 「三木氏における 『弁証法的否定』 は宗教をかかる絶

対的否定から生き戻らせて 『全体性の文化形態』 ないしは久遠恒の 『宗教的要求』 なる肯定

に立ち到らせるものであった。 それは思うに, 本質的に非マルクス主義的な宗教理論をマル

クス主義的なそれとするための無意識的な手品の役割をしている」(43) とい う ものであった。

こ う した 「無意識的な手品」 によって三木の宗教論は, まさに 「自分の戦野に実践してプロ

レタ リアー トの熱き掌に触れる代 りに思弁してマルキシズムの宗教否定論の前に苦吟しI袁疑

し絶望する」寸青年宗教家」 の現状に応えるものとな り, 「マルキシズムに関心する焦慮せる

束され歪曲させ られた形態において存在しているように, 宗教もまた同様の事態にある と考

えるのである。 こ こで問われるべきは, 三木が人間の 〈自然本性 Natur〉 をどのような もの

と して把握していたのかという こ とであろ う 。 すなわち, 科学 ・芸術 ・宗教を並列し, それ

らを 〈自然本性〉 に基づける仕方のうちに, むしろ文化至上主義を指摘せざるをえないので

ある。 すなわち三木の言う 「人間の本性」 とは, 根源的自然との関わ りよ り も, 歴史 ・社会

を超越したところに普遍的な文化的価値との関わりを第一義とする, 紛れもない <文化主義〉

の主張である。 そのこ とはまた, 宗教の 「社会的要素と自然的要素」 を説明するさい, マル

クス商品論でいう交換価値 ・使用価値の例を持ち出し, それぞれ対応させているや り方のう

ちに現れているような, 三木の自然概念の曖昧さ となって現れている。

ともあれ三木は, これら初めての宗教評論の連作において, まさに 「問題」 と しての <宗

教〉 に立ち向かい, その批判のうちに, 唯物論の 「現実形態」 である 「史的唯物論」 の日本

における具体的展開を見出そう とした意欲は, 充分に窺えよう。 そこで次節では, 改めて三

木批判の論争に立ち戻 り, こ う した 〈宗教批判〉 の試みが, どのよ う に受け取られ, 批判さ

れたのか。 また, 「宗教的要求」 や 「自然本性」 をめ ぐる三木の問題点はどのよ うに明確にさ

れたのかを見てみよう。 卜
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青年宗教家の陥りがちな自慰的宗教論の一型式」という社会的性格を帯びたと規定される(44),

服部にとって, マルクス (主義) における宗教の 「絶対的否定」 は自明の前提であり, 宗

教という試金石において三木の 「ブルジョア哲学」 が, そしてまた 「マルクス主義唯物論」

についての無理解さが, まさに暴露された と考える。 服部は三木の主張を要約 しつつ, その

うえで, こ こには「マルキシズムの用語は散見するが, 何らのヤルクス主義も存在しない」(45)

と, ただ断定するだけで, なんらその証明も試みていない。 そもそも, そ う した証明の必要

性を認めていないように見える。 それほど明白な試金石であづたわけである。 しかし, はた

してそれはど自明なこ とであったのか。 そナした自明視こそ, 前節で述べたよ うな, 三木の

宗教論を 〈宗教批判〉 として, む七ろ素直に ( ? ) 理解するこ とを困難ならしめたのではな

か っ た のか。 ¥ /

三木 と服部のこ う した対立は, す ぐさ ま 『プロレタ リア科学』 での三木批判に引き継がれ

ていく 。 川内唯彦は早速 「マルクス主義者は宗教に如何なる態度をとるか一 三木氏と服部

氏の所論に就いてー 」 (1930年 6月) と題して同誌上に判定者らし く登場する。 彼はまず,

<宗教〉 の存続という三木の主張に対して, 「マルクス主義宗教論のイ ロハ」 を対置する。 「宗

教の未来における存続性がマルクス主義の立場から否定さ るべきは, 史的唯物論の初歩を

知って いれば充分」 であって, この初歩的原則を 「理解するには何等特別の知識も素養 も要

しない。」(46)

しか し川内は, 「宗教の弁証法的否定」 という三木の論理については, その取 り扱いに苦労

している。すなわち彼は, 「宗教め弁証法的否定と宗教の永遠性の肯定」 という三木の論理そ

のものが, そもそも十分理解できていないのである(47)。そこで彼は, 「弁証法的否定! を三木

の丁奥の手」 だと郷楡し, 「救われ難い背理混乱」 と断定するだけで√結局, 問題点は 「極め

て抽象的な一般論から宗教 とプロレタ リア運動 との結合が主張され, それの弁証法的否定が

命令される」 こ とにあると して, ただたんに, その抽象性を論難するに止まっている(48)。

三木を 「マルクス主義宗教論のイロハ」 で裁断した川内は, 今度は服部に対しては, 返す

刀で もって, まさに 「イ ロハ的な真理を非弁証法的に振 り廻すこ とはマルクス主義者の厳に

慎まねばならぬところである」 と説教するのである(49)。要するに川内は, 「[宗教的幻想がき

わめて生じやすい] 環境の下で宗教的な何ものかを示唆することは極めて危険」 であり, 「た

とい戦術的であるにせよ, 僧侶 とプロレタ リアー トの結合提携を計るこ とは極度に拙劣」 で

ある と決めつけ, 服部が 「青年宗教家を済度せんとする安価なセンチメ ンタ リズム」 = 「坊

主主義」 に陥っている と非難する(50)。

優れたものとは言えない川内論文をあえて紹介 したのは, ただ, その批判のや り方が典型

的内容 を含んでいるように思われるからである。 一方で 「唯物論」 の 「初歩的原則」 や 「イ

ロハ」 なる ものを, 他方で 「弁証法」 なるものを, それぞれ振 り回すこ とで もって, すべて

が裁断で きると即断をするには, しかし, もちろん前提がある。 それはまず, 「吾々は同一の

陣営に所属 しない者に対しては更めて 『疑問』 を提出する必要はないから。敵に対 しては 『否

定』 あるのみである」 とするイデオロギー的二者択一の態度(51) であ り, そしてまた, 「社会

民主主義によるマルクス主義の歪曲, 毀傷, 曲解, 偽造が思う ままにはびこっている現代」

という状況認識である(52)。

こ う した状況認識および思考様式が支配的な と き, 三木の 「唯物論の現実形態」 と しての
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宗教問題への理論的介入, また, 「宗教の弁証法的否定」 と しての 〈宗教批判〉 の位置づけは,

そもそも理解され難かったよ うに思われる。 そしてこ う した傾向は, われわれの全体テーマ

である, 宗教論を軸と した 〈文化と解釈〉 という問題次元そのものを隠蔽 ・否定する方向に

働いた。 このこ とについては後に再び触れるこ とにして, ここでは 『プロレタ リア科学』 に

おける三木批判の帰結を確認しておこ う。

三木批判が急がれ, 1930年 8月号にプ ロレタ リア科学研究所書記局名で 「三木哲学に対す

るテーゼ 哲学に対す る我々の態度」 が 出 さ れ るに至 るのは, 大 き く はプ ロ レ タ リア科学

研究所全体の運営および運動方針の転換に, 小さ くは創立の中心メ ンバーである三木清にた

いする研究所の特殊な関わり方に, それぞれその理由があった。 まず前者について言えば,

第2回の総会 (1930年 5月11日) に提出された 「プロレタ リア科学研究所当面の方針 (草案)」

(当日, 官憲に没収され審議未了) にも顕著に見られるように, 「全社会民主主義に対する徹

底的な闘争」 を目指しての組織再編があづた。 それは, ① 「研究の大衆化」, ② T雑誌の大衆

化」, ③ 「啓蒙的なパンフレッ ト」 類め刊行, として方針提起されたわけであるが(53), その主

旨は, 要するに 「従来の所員の研究発表機関紙から, 大衆の生きた現実の問題の ・解答のた

めの ・理論的雑誌に転化」 するこ とであ り, そのために 「インテ リゲンチャ的偏向の克服に

努力」 ( 「『プロ科学』 組織網の拡大強化を闘え。/ 」 『プロレタ リア科学』 書記局) するこ とに

あっ た(54)。

三木に即して言えば, 「理論の党派性 ・政治性」 が強調されるなか, 「マルクス主義哲学の

社会民主主義的 ・解党派的歪曲」(55) としての三木哲学への政治主義的批判( 「従来の三木哲学

の観想的同伴者的見地に率いられるかぎ り, ・ ・ ・ , プロレタ リアー トの現実の運動に積極

的に参加するこ とは不可能である。」)(56) の敢行というこ とである。 そして, こ う した 「政治

的必要」 の見地からすれば, 三木哲学をめ ぐる従来の哲学理論的な論争そのものが, もはや

「日本プロレタ リアー トの実践と何等のかかわりもない紙上論争」 と して一蹴されてしまうこ

とになる(F )。

次に, 後者の理由をめ ぐっては, 三木がまさに 「従来わがプロレタ リア科学研究所内にお

いてかなり重要な地位を占めていた」 という事情がさまざまに影響していよう。佐藤一郎 (寺

島一夫) はその三木批判論文 ( 「三木清とその哲学」 『プロレタ リア科学』 1930年 6月号) に

おいて, その間の経緯を説明して, 「僕は最近色々な方面から三木氏の批判が行われはじめた

のを非常に歓迎している ・ ・ ・。 ところが最近にあらわれた三木氏批判のあるものは, (否殆

ど全部が) 三木氏の哲学を以てただちにプロレタ リア科学研究所の一致せる, 公認せられた

る, 見解と見倣して置り, 一歩を進めては, 研究所の批判, 対立ブロッ クの形成という方向

にまで行っている」 と述べ, 「対外的にはこ う した 『誤解』 の淵源を至急克服する必要」 があ

る と強調している(58)。

こ う した諸理由から三木は, プロレタ リア科学研究所から組織的な仕方での批判を受ける

こ とにな り, 入獄中という状況下, 結果的に反論するこ と もな く研究所から離れてい く こ と

になる。 この公式の書記局名の三木批判論文をめ ぐって, その 「政治批判」 なるものの意義

について, こ こでそれほど関わり合う必要はない。 ただ, 本稿 との関係で確認してお ぐべき

は, 三木の宗教評論そのものについての批判者たちの態度についてである。

こ こで改めて注目すべきは, 宗教論での三木にたいする 「ジャーナ リズムの歓迎」 こそ 「現



〈註〉 十

( 1 ) 以下, 歴史的経過についての記述は, 主として梅田俊英 「(解題) プロレタ リア科学研究所と

科学同盟の活動」 ( 『復刻 プロレタ リア科学 別巻』¥日本社会運動資料, 機関誌紙編, 法政大

学大原社会問題研究所編, 1986年) に拠る。 ヽ
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実からの遊離- ‥ ・- に自己の存在の一切の秘密をかけていた三木哲学にとっては, ‥ 八

『死の飛躍』 を意味」 したとして, 「あらゆる現実批判の入門であり, 端初である所の宗教批

判に於て, この脆弱な哲学は, すでに致命的な蹟きの石を見出した」 と述べられているこ と

である。 すなわち√三木とは反対の立場からであるにせよ, まさに 「あらゆる現実批判の入

門」 と して 〈宗教批判〉 が位置づけられ, しかもそこにおいて, 初めて 「今迄三木哲学の書

斎派的 ・非大衆性と, そ・の曖昧模糊たる理論形態の故に, 敢えて批判をさ しひかえていたマ

ルクス主義者の側に対する一つのシグナル上となったと して, 宗教論の決定的な意義につい

て触れているこ とである。 ( 「三木哲学に対するテーゼ 哲学に対する我々の態度」) (59) し

いずれに立場からであるにせよ, 理論の 〈現実性〉 の関わりで宗教論 ( = 批判) の意義を

確認しつつ, しかし三木の批判者たちが, 三木の宗教論をもっぱら宗教擁護, 宗教の永遠性

の主張として受け取り, 論難するのに急で, その 〈宗教批判〉 としての性格を看過ごした ( も

し くは意図的に無視した) こ とは, 図らずも彼らの宗教批判をして, 論争相手をただ有神論

と七て非難するための判定手段と七てのみ機能させるこ とにな り, 「あらゆる現実批判の入門」

としての 〈宗教批判〉 の意義が後退さ らには否定されるこ とになったのは, 一つの逆説であ

ろ う。 か く して, 「あらゆる現実批判の入門」 と しての <宗教批判〉 の遂行は, マルクス主義

者によってではな く , むしろ三木によって担われるこ とになった。

そこで改めて三木清に立ち戻って, 彼の <宗教批判〉 がどこ まで押し進められたのかを,

さ らにその後の理論活動に即 して検討 しなければな らない。 たぶんそれは, 広 く 日本の文化

的現実にづいての批判的な 〈解釈〉 と して為されるこ とになろ う。 そしてその検討は, さ ら

に, 西田幾多郎や和辻哲郎らによる日本文化論とめ対質のなかで, その性格や意義が本格的

に評価されるこ とになろ う。
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