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( 1)

本稿は’(E)e゙ey哲学の根本思想を検討するため, その主著の一つ『経験と自然』(1925・改
訂版1929) を と りあげ, Deweyが自称する 「経験的自然主義もし くは自然主義的ヒューマニ

ズム」 を主題とする論考の第三章である (第一章は1972年研究報告に, 第二章は1973年研究

報告に発表)。第一章は, 「形而上学」 と題して, 「出来事 (事件) と しての存在」 とt うヽ Dewey

の存在論的主張を と りあげて検討した。 第二章では, 「意味と しての自然」 と題して, 経験に

お卜て表示される自然的出来事の諸特性が 「意味の秩序」 と して論述されて卜る真意を究明

しよう と した。 かれの主張は結局, 自然存在の 「意味の世界」 への解釈的包摂であ り, かれ

が自称する 「自然主義的方法」 とは, 人間経験を頂点とする自然事象の目的論的意味づけで

しがなか った。 以上の解明を うけて, 本稿 (第三章) では ( 1) 「意味の体系」 と しての精神

およびその 「現実化」 と しての意識についての Dewey の解釈を再検討 し, ( 2 ) その目的論

的体系の要である 「目的も し くは価値」 につt てヽのかれの主張を解明した上で, ( 3 ) その

「自然主義的ヒ ューマニズム」 なる哲学説の総括的批判をおこな う。

前稿までで明らかなように,Demeyは「あらゆる存在は一つの事件(出ミリE事evenOであ
る) と し, さらに 「実在は (そ う した出来事の) 生長過程そのものである」 と主張する。 そ

れは, 自然的出来事の相互作用による進化の過程である。 その過程は, 相互作用の場の特性

により識別されて, 「物理的」「心的一物的」「精神的」 と呼ばれる三段階をなすと考えられる。

それらは, 物質と生命と精神とも呼ばれる昿 相互に別種の存在なのではない。 それらは,

Dewey哲学の形而上学的原理である 「自然と経験の連続的一体性」 によ って把握されると
(3)

き, 「自然的事件の間の相互作用が複雑さと親密さをますます増加してゆく段階の差異七にす

ぎない。 存在と しては物質を認めず, 物質どは自然的事件の一つの経験的特性にすぎぬと解

釈する Deweyは, 「精神の存在を物質で説明する」 唯物論 (かれはそれを 「機械論的形而上

学」 と呼ぶが) を誤謬とし’よ生命や精神の〈原因〉は, 物質ではなく, 物質を一つの性格と
する自然的事件なのである」 と卜う。 生命や精神もまた, 自然的事件の「心的一句的」 および

「精神的」 と呼ばれるそれぞれの段階における 「附加的特性」 である。 自然的事件のこの附
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加的特性の変容は, かれによれば 「何事でも, その入 り来る相互作用の場に従 って変化する

という, 平凡な事実の表現expressionにすぎな卜ご)特定の相互作用において経験される自
然的事件の 「附加的特性」 が 「意味meaning」 であ り, 意味と しての感覚senseと意味表示

significationとの二重機能を もつとき, それは 「意味の体系」 と しての 「精神」 である。そ

の特定段階の相互作用とは, 「社会的連合association, 伝達交流 communication, 参加分担

participation」 である。「そ う した相互作用は, 生物の間で本来的なものであるけれども, 生

物の外にある諸物や諸力をも包含する相互作用であるごとりわけ, 言語や道具によって媒介
されて卜る。「とにか く , 言語が生 じた とい うこ と こそ, 黙黙たる生物を……,思考し, 知識す

る動物に転化 し, 意味の領境the reaim of meanings を創造したのだよ)もと もと, 意味そ

のものが 「諸事件の新 しい相互作用の特性」 であ り, 「感受性と結合して生体的行動を変容さ
せる特性」 である。(9)かれにと って 「意味は第一次的には (生体的) 行動の特性であ り, そ し

て第二次的には対象の特性である」?生体的,「心的一物的」 諸活動こそ, 精神の自然的基礎で
あり, 「存在的資料をもって意味を提供するブものだからである。生活活動こそ, 手段一目的
(意味) 連関なる相互作用の場を出現させる。 そ こにおいて成立する意味は, 「行為の方法で

ある協力的完成の手段として事物を使う方法プであり, 「事物を使用し解釈する法則であって,
解釈は卜つもある結果をもたらす潜在力を事物に帰着させる」ツすなわち, 外的環境の事物は,
他者と協力する特定の生体活動によって communication の場にと り入れられて, 意味を与

えられ, 変容して精神的対象となる。 事物に意味という附加的特性を与えるのは, そ う した

特定の生体的相互作用である。したがって, 意味連関は生活活動的手段一目的関係をな し, 意

味を もった事物 とは, そ う した手段一目的連関で解釈された事物のことになる。「人間的段階」

の生活とは, 事物の意味に反応するこ とであ り, 「われわれが精神的に関心を もつのは, 意味

における事件であって, 事件そのものではないご 知性とはゾそうした事物の意味に反応し,
行動を統御する生体的機能のことである√意味は, もともと第一次的には, 意図でありぐ結
果の暗示であ り, 意味を附加された事物の道具性の増強である。 事物の手段と しての役割を

増加させるのが知性である。 知性が, 事物の道具性 (手段性= 結果を もたらす潜在力= 原因

的条件) を さ らに増強するために, 生体的相互作用の連関を一時捨象し, 事物の継起的連関

sequentiai order の み を 取 り 出 し て 抽 象 的 に 解 釈 し た も の が 事 物 の 因 果 関 係 causai

reiationも し く は法則である, と DewQyは解釈する。 したがって, 事物の因果法則性は,

もと もと事物に内在するものではな く , 事物の抽象的で第二次的な意味, すなわち知性的な

附加的特性で しかな卜。「結果を もたらす潜在力」 すなわち原因を, 環境的事物に帰着させる

か生体そのものに帰着させるかは知性の解釈に依存 し, 効果的に結果を実現するための便宣

的選択の試行で しかない。 いずれが有効であるかは, 究極的には結果で しか判明しない。 実

験的知性と称される由縁である。 しかし, Deweyの説く ところはむしろ, そ う した潜在力を

与えるものは communication 的相互作用そのものである, というのが真意であろ う。 事物

は「communicationの中に入り来って, 意味を得るごそうだとすれば, 「意味の体系」 として
の精神は, そ う した 「結果を もたらす潜在力」 が帰着される communication’的相互作用の

場も し く は 「状況 situation」 の全体というこ とになろ う。 個個の意味は, この精神の分有

である。 この精神の分有のゆえに, 意味ある事物は完成的結果を もたらす潜在力が与えられ

るのである。 事物に潜在力を与える原因は精神である

2

論である。 たとえ, 意味を もつ事物がも と も と自然的出来事であると主張するこ とで, 「自然

主義」 を唱えよ う と も, 観念論であるこ とにかわ りはな卜。 ただ, その 「精神」 は実体では

な く て, 自然的出来事の附加的特性であ り, communication と卜う機能の統合体で しかない。
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Deweyにおける「精神」 は, い うなれば, 実体のな卜主体性であると主張されている 「実存

existence」 のようなものであ り, しかも実存主義とは異なって特定の自我主体に集約され

な卜で共同主体の (・ommunication 的相互作用の場とされている点ではむしろ, サル トル的

「状況 situation」 に近いものといえよう。「意味ある事物とは, 共同的または社会的目的や

実行状況に現にかかおり合いをもってぃる事物のことであるこそうした「共同的または社会
的目的や実行状況」 におげる communication こそ,事物に意味を与える精神である。この万

能の communicationは, 機能主義的に解釈されたヘーゲルの 「客観的精神」 だともいえよ

う。 あともと 「客観的精神」 とは, 社会的実体の弁証法的機能連関の精神主義的解釈であっ

た。 その客観的精神から実体性が棄てられ, その社会的機能連関だけが共同主体と事物との

communicationへと止揚される。以上の解明が正しいとすれば, 客観的観念論の行動主義的

機能主義的再解釈であるとも卜えよ う。 プラタ スの哲学者 Serge Hutin はクセジュ文庫の

『英米哲学入門』 において, フ ラ ンス人的エスプ リをきかせて, 「デューイは最初観念論者だ

ったが, その後形而上学からは完全に離れてしま った。 あの男は観念論を裏返しにしたのだ,

とも言われたごと記している。
以上の言明を論証するためには/ 次に Dewey の communication論の検討に移らねばな

ねばならな卜が, その前になお検討を要する一 ・二の点があるので取 りあげておこ う。 その

一っは, 「意味はまことに心的存在psychic existenceではない。 それは第一次的には行動の

特性であり, そして第二次的には対象の特性であるごというDeweyの言明に関してである。
意味は心的存在ではないとい う前半の規定は, 意味は存在の特性であって存在そのものでは

ないと卜う正当な主張を含社と して も, 全体と してぱ偽 りであって, Dewey 自身の 「心的」

なる概念規定からいって, 意味が心的なものでないとは卜えない。 すなわち, 自然的出来事

の 「心的一物的 Psycho- physical 」 な段階と しての生体的行動について, 「その複合辞にお

卜て , “psycho”と い う 接頭 辞 は , 物 的活動 physical activity が附加的特性 を 獲 得 し て , 周

囲の媒介物から特異な種類の相互作用的支持を獲得する能力を指示するグと規定しており,
しかも前記の言明でも 「意味は行動の特性である」 と明記して卜るのであるから。 まさに意

味とは, 行動が周囲の媒介物から獲得する相互作用的支持の予示である以上, 意味が生体的

行動のそ う した特性を指示するいみでの 「心的」 なものであることは Dewey 自身も認めざ

るをえないであろ う0 。。

も う一点は, 知性intelhgenceに関する次の言明である。「人間のあらゆる知性的活動は,

それが科学に, 美術に, また社会的関係の卜ずれに表現されよう とも, 因果の絆すなわち継

起関係の絆を, 手段一結果の結合へ, すなわち意味へと転化することをその課題と している。

この課題が達成されたとき, その成果はartである。 そ して artにおいてはあらゆるものが

手段でもあれば目的でもある。inart everything iscommonbetweenmeansandendsブり

Deweyにおける“art”の概念はのちに詳し く検討するが, 美術 ・技芸 ・工芸 ・技術を含むい

みでの広義の 「芸術」である。そ う したartに成就される「知性的活動intelligent activities」

とは何か, ということである。 もと もと知性そのものが, すでに指摘したとお り因果関係を

手段一結果的意味連関へと解釈する interpret活動である以上, 因果関係を手段一結果の結

合へ転化すること conversion を課題とする知性的活動とは, 知性によって指導される技術

的活動のことになろ う。 したがって, その活動の実現が技術を含む artの成就となるこ とは

当然である。 ところで, その知性的活動は因果関係の意味への転化でもあるのだから, それ

は同時に 「意味の体系」 と七 ての精神の成就の過程でもあるといえよう。したがって Dewey

にと っては, 知性的活動は, 自然の因果関係を擬人化したア リス トテ レス流の自然目的論の

3
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誤謬を正し, 自然の精神化の過程を人間の目的行動において見る真の目的論 ( これがDewey

の自称する 「自然主義的 ヒ ューマニズム」 の真意なのだが) を確立しようとする要点なので

ある。Deweyのpragmatismの真髄が知性的活動におかれている形而上学的意義はこれであ

る。 したがって また, 知性の典型を 「応用科学」 にみる Deweyが, 「科学はartのための道

具である, なぜなら科学はartのなかにある知性的要素であるから。?というとき,artが後述
するように価値の現実化であるこ とを含意した上での知性的科学の高尚な意義の宣言なので

ある。Dewey の知性の道具主義について, 哲学史家タ ウyセ ン トが 『アノ リカ哲学史』 で,

多少皮肉まじ りで, 「デューイは, 人間の知的関心を生物的存在の欲求に従属させるこ とに対

して特に嫌悪を示している。 ……デューイの道具主義は, 粗雑な実際性を連想させることを

避げようとす る試みである。 しかしよく知られたpragmatismの代用品と して彼の選んだ

instrumentalismなる語も, やは り類似の混乱を導き出す。 …・‥知性は生活に対 して道具的

である, と彼は答えはするが, それはまた 『完成充実consummatory』 であ り, バンとバタ

ーの日常生活のみに対する道具と考えるべき’ではない, と警告する。?と書卜ているのは適切
である。 知性的活動を価値 (それは現実化された精神で もある) の実現の過程と して高く評

価することは正 しい。 しかし問題は, Deweyの知性の道具主義がやは り混乱をひき起 したと

タ ウンゼン トが書いているように, かれの知性的活動の構想が高い人間的価値の実現にふさ

わしいものであるのか, と卜うこ とである。 第一の弱点はj 知性によって手段一結果的意味

連関へと解釈される当の因果関係を認識する方法が, その知性的活動のなかに確立されてい

ないこ とである。 その弱点は, かれが因果関係を単なる事件の継起関係という ように現象論

的に改釈した上で, 一方では「物理的な前件と後件との外的な関係グといった機械論的形而
上学に翻訳した り, 他方では逆に手段一結果的意味連関からの第二次的抽象といった意味論

的観念論で考えた りしていること と関連 しよう。 かれの知性には, 事物の因果法則的認識の

方法がなく√意味論的解釈の方法があるだけだからだ。 したがって, 科学的な因果法則的認
識ができない Dewey の知性は, そのかお り習慣や過去からの暗示や予想 (それらをかれは

仮説と呼ぶのだが) に依拠 しなげればならな く な り, 試行錯誤に依存することになる。 それ

と関連 して第二の弱点がある。 因果的継起関係を 目的論的に解釈するのは知性の機能である

が, いかなる結果を 目的と して選択すべきかについての価値論もし くは評価基準の方針が確

立されない。 もちろん, その目的の 「完成充実と しての価値は, その後に来る充実または挫

折によって測定可能であるグと主張されているが, それはやはり事後評価でしかなく, 事前
には恣意的選択に止まる。 本当は後述するように, Dewey自身も依拠 している進化論的価値

論とでもいうべきものがあ って, 「諸事件が発展または進化に終る…… (その場合には過去の

歴史の結果を新しい効果へと累積的に前進させることが起るのである宍という提言も見られ
る。 それは示唆に富むものであるが, しかし引用文中で も他の要件についての挿入で しかな

いように, 充分展開されていない。 それは, Deweyの思考方法が生物的進化論まではすすめ

ても, 真の社会的歴史的認識が不可能であ り, したがって社会的歴史的価値論への発展が不

可能だからである。( こ こにも, かれの知性的方法が歴史の生物進化論による解釈の展開はで

きても, 社会の歴史的因果的法則の認識をあらたに獲得するこ とができない, 認識論上の前

記の弱点が顕れている。) とわいえ, 人間的価値の問題をかれが社会現象と して考案すること

を本領と しているこ とを逸するのは不公平であろ う。 タ ウンゼン トも前記引用の前後で, 「デ

ューイにと って人間とは, ただの動物ではなt ‥ヽ…・。 人間の 『完成充実』 の経験, すなわち

『調節』 は, 社会的であ りまた文明化されている。 ・……知性は善, すなわち社会的な善を う

み出すための道具である……。?とれ

4



いかにして知るか? が問題なのである。 しかし, それを真に科学的に認識する社会発展につ

いての歴史的認識の方法が, Deweyの知性にはな卜。(かれの知性のこの弱点は, 一方では社

会の歴史的発展が深刻な問題にな りに くかったアノ リカ社会の風潮に起因すると同時に, か

れがヘーゲルの弁証法的な歴史観をその精神実体の形而上学と と もに絶対主義的思考と して

排除 したこ とにもよるが, と りわけマルクス主義的な弁証法的歴史観に対する敵意とその背

後にあるかれの思想の階級性によるこ とは後述するとお りである。) したがって, 社会的な価

値の評価は, 社会的な communication にゆだねられることになる。 もと もと, かれの知性

にお卜て, 現存する多様な因果関係から特定の結果が目的意図end- in- viewと して採用さ

れ, それにと もなって特定の原因が手段と して採用されて, 手段一結果の意味連関が成立す

るのは, 社会的相互作用における communication による。 すなわち, 社会的に何か善であ

るか (価値ある目的であるか) を決定するのは/communica.tion だ と卜うことになる。 とこ

ろで, communication にその能力と資格 (卜わゆる権能) があるのだろう か? この点でも,

われわれは保留 してお卜た検討を communication についておこな う必要が出て く る。

communicμionが「共同的またぱ社会的目的や実行状況に現にかかお り合卜を もって卜る

事物」 の意味の伝達交流であるこ とは, すでに指摘のとお りである。 それは, 「共同的または

社会的目的や実行状況」 において成立すると同時に, それらについての伝達交流でもある。

すなわち, 「社会的目的」 自体が communication にお卜て与え られるこ とを卜みする。 しか

し, その社会的目的は何によってきまるのか? この問題についての明確な解答はな卜。 ただ

前稿にも引用したとお り, communication は道具的機能と同時に目的的性格を もってお り,

社会的目的に関しても, それを伝達交流するだけではな く , communication 自体が社会的目

的であると卜うこ とになるから, communication 自体の終極目的性から逆に社会的目的設定

の基準が推定される。 すなわち, 「終極目的 ( と してのcommunication) にお卜て人は直接性

の孤立から引上げられて意味の霊的結合 a communion of meaning に参加する丿とい う指

摘から, われわれは Deweyが社会的目的を精神的統合 communionに至る全人格的な共同

社会の建設と, その混乱や分裂や障害の克服に方向づけて卜るこ とがわかる。 この点を論証

する資料と して, Deweyの 『民主主義と教育』(1916) の有名な一節を長文になるが引用しよ

う。「社会は単に伝達 transmissionによって, コ ミ ュニケイシ ョ ンによって存在しつづける

だげでな く , それは伝達の中に, コ ミ ュニケイショ ソの中に存在していると十分に云え よう。

……人び とは, かれ らが共同で in common も って卜る ものに よ って共同社会 community

に生きているレそ して コ ミュニケイ ショ ンこそ共同のものを所有するに至る方法である。 共

同体や社会を形成するために, 共同でもたなければならないものは, 目的, 信念, 希望, 知
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識- すなわち共同の理解であ り
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であ る。 ・。……機械の諸部分は共通の結果のために最大限の連動性を も って働いているが, そ

れらは共同体を形成しはしない。 だが, も しそれらがみな共同目的を知 り, みながそれに利

害関心を もち, それらの各自の活動を共同目的の観点で調節するならば, そのときそれらは

共同体を形成するであろ う。 しかし, そ うなればコ ミ ュニケイ シ ョ ンが含まれるであろ う。

各自は他のものが, それ自身の目的と進歩とにつ卜て告知する と ころを知らねばならな卜だ

ろう。同意consensusはコミュニケイションを必要とする。?このように, 機械ですら共同の
理解に参加することができるであろ う, と Deweyは主張する。 ただ し, 「共同の理解への参

加を保障する コ ミ ュニケイ シ ョ ンは, 類似の情的 ・知的意向を確保するものでなければなら

ない。ヅまた逆に, そうした「情的・知的な意向や同意に関心をはらわない」かぎり, 同じ屋
根の下の成員でも社会共同体を形成 しておらず, -それは 「なお機械的水準」 の関係で しがな

社会学者たちの卜わゆる 『類同精神 likemindedness』
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く , その水準での人間関係は, 体力や地位や技能の優位や財力による支配をあらわす。「親と

子, 先生と生徒, 雇用主と勤労者, 支配者と被支配者との関係がこの水準にとどまって卜る

限り, それらは真の社会集団を形成するものではないごすなわち, 「目的の共有, 利害関心の
コミュニケイ ショ ン」 によって人は教育され, 「拡大され変革された経験を持ち」, 真に共同的

な社会集団を形成する。 それこそがコ ミ ュニケイ ショ ソの終極目的でもあれば, 社会の目標

でもある。 そ う した真のコ ミ ュニケイシ ョ ソが自由に成立している社会生活こそ, Dewey

が社会の理想と して提唱する 「民主主義」 なのである。 その意味では, 社会の目的は, 自由

な人間的コ ミ ュニケイ シ ョ ンによる民主主義の形成と言い換えてもよい。 まこ とに, 社会生

活についてのこの民主的目的はすばら しい。 しかし, この民主的共同社会を形成するための

自由な人間的コ ミ ュニケイショ ソがどう したら実現されるのか, それが妨害されているとす

ればどうすればよいのか, なぜ妨害されるのか, これらの重大な疑問に対する解明を Dewey

のコ ミュニケイショ ン論は与えてはくれない。 われわれは二度の世界大戦をはじめ歴史の事

実と して, コ ミ ュニケイシ ョ ンがフ ァ ッシ ョ的支配や戦争への精神的動員や搾取や抑圧のた

めに操作され有効に機能することをも経験してきた。 すなわち, コ ミ ュニケイショ ンが民主

的社会の形成に有効に機能するかどうかは, コ ミ ュニケイショ ンを成立させる社会構造とそ

の展開過程によるといわなければならない。 したがって, コ ミ ュニケイショ ソによって与え

られる社会の目的や共同の利害関心といったものも, コ ミ ュニケイシ ョ ソを行使する社会の

構造によ って規定され, 場合によっては階級支配のための虚偽意識の普及を内容とするもの

にもな りかねない。 それは, 理想的民主社会の形成の手段にもなれば, さまざまなイデオロ

ギー的支配の手段にもな りうる。 したがって, そ う七だコ ミ ュニケイショ ソによる目的意図

の伝達に知性活動が依拠するとすれば, いったいどういうことになるのか。 しかも Dewey

の知性は, そ う した目的意図を批判検討する認識能力 (その方法と論理) を持だないのであ

る。 たとえ機械が知性をもち, コ ミ ュニケイショ ソによって共同の目的を知り, それに利害

関心をもち, 各自の活動をそれによって調節しても, それで真に民主的な共同社会を形成す

るのでないこ とは, すでに自動調節回路を もつオー トノーショ ソ機械がなんら共同体を形成

しているわけではないという事実によっても反証されているといえよう。 問題は, いかなる

共同目的に利害関心をもつか, である。 共同目的そのものが批判されねばならない。 階級社

会では, 相対立する社会的共同目的が成立するのである。 共同目的の対立的階級性を洞察す

る認識力が必要なのである。 事態の予盾対立を客観的に認識し, それを克服する方針を構想

する能力と論理がなければならな卜。 しかし, コ ミ ュニケイ シ ョ ンに依拠するだけの知性に

は, それは期待できない。Deweyの知性は階級的支配に対しては無力であ り無抵抗であ り,

ただ階級協調を説く にとどまるであろ う。 すなわち, 前記のとお り Deweyは, 真のコ ミュ

ニケイショ ンが成立しないのは体力や地位や技能や財力の優位と支配を示し, 雇用主と勤労

者, 支配者と被支配者との関係がこの水準にとどまるならば真のコ ミュニケイショ ンは成立

せず, したがってまた民主的な共同社会はつくれない, というこ とを指摘することはできる。

しかし, 体力や地位や技能や財力の優位がなぜ支配抑圧とな り, なぜ支配者と被支配者との

間には真のコ ミュニケイシ ョ ンが成立せず, どう したらそれらの矛盾対立を克服できるかを

解明することはできない。 したがって, 支配者と被支配者との矛盾対立をそのままにして,

コ ミ ュニケイ ̃ ヨ ンによる合意の促進だけが説かれることにな り, 階級支配のための階級協

調というイデオロギー的虚偽に加担することになろ う。 しかし, これ以上の批判は最後の総

括的論評の節に保留する。 それよ りもここでは, Deweyの communication論を検討するこ

とによって, その知性的活動論をはじめとする Dewey のpragmatismの観念論的性格を論

6
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証するとい う課題にもどろ う。 その点から言えば, まず communication が終極目的性を も

つことによって自己目的的自立性を も っているこ とが注目される。 しかも, その終極目的が 「

意味の霊的結合」 にあるのだから, 自立的存在となった communication はまさに 「意味の

体系」 と して客観的精神と呼ばれるにあたいする。 さ らに, そ う した 「意味の霊的結合」 の

社会的実現と しての精神的共同社会の形成と卜う理念は, 自律的に communication を規制

して知性が依拠すべき目的を与える (伝達する) , したがって知性的活動による社会建設は,

communication と知性的活動とを媒介とする理念の自己実現の過程と してあらわれる6事実

は, 現実の批判的認識によって理念を構想し, 知性的活動によって社会を建設する主体は,

社会的人間なのであって理念なのではない。communicationは, その批判的認識や知性的活

動を社会的に媒介して, そこに成立する社会的理念をさ らに協力的に実現してゆく 手段であ

り過程である。 しかしそれは, 現実の批判的認識にとって代るこ とはできなt 。ヽ それをあえ

て communication で代置すると き, そこに虚偽意識がイデオロギー的に導入される。 そ う

したイデオロギーの communication による導入過程を抽象的に論理化すると, そこに理念

の自己実現と卜った観念論が成立する。 だが, Deweyの communication論がそこまで徹底

されているわけではな卜。 なぜな ら. Dewey のpragmatismは, commXnication に よる知性

的活動を自然の目的論的意味への解釈とそのart的実現と してだけ説卜て卜るのではな く ,

それが同時に反省的探究であ り意識的批判的行動でもあると主張 し よ う とするものだからで

ある。 七たがって, 検討はさ らに意識の問題に進まなければならな卜。 すなわち, かれの説

く意識がはた して批判的認識, 反省的探究た りうるのか? と卜う問題である。

すでにわれわれは, 前稿 ( §2( 3) ) にお卜て Deweyがこの問題に関して肯定的に陳述

して卜ると ころを要約してお卜だ。 したがって本稿では, それを再検討するために再録しだ

上で先に進も う。 一 意味の体系と しての精神は=, たとえ永続的であ り広範な連関を もって

いると しても, 意識され現実化される こ とがなければ, 伝達 されて共同活動の制御調整に

役叱てられることはな卜。 意識された意味は, 言語を媒介と して伝達される。communicatlon

において, 意識は言語による意味の現実的理解となる。 それが観念である。 意味が意識され,

観念と して現実化されるのは, それが緊急な焦点となっている場合である。 すなわち, 意味,

連関の伝達や改造を必要と して卜ると きである。 意識性のあると ころ, 意味は未決定であっ

た り, 混乱 した り して卜る。 だから 「気づかれる」 のである。 観念は意味の選択的決定や修

正の手がか りである。「観念と しての意識は, 意味の体系が, ある時点で, 再指導 ・過渡的変

態を受げつつある局面である」。さ らに, 意味が事物や人びとの活動を含む自然的事件の意

味であったことを想起すれ凪「意識は再形成の過程にある事件の意味であるグともいえよう。
したがって, 意識的行動とは, 意識された意味 (観念) を手段とする, 共同活動とその経験

7

の改造 ・修正 ・再指導である。

ところで, 注意しなければならないのは, 経験行動の改造をおこない, 事件を再形成する

のは, Deweyにおいては 「意識」 ではな く 「意識的行動」 なのだ, と卜う点である。 それを

「意識」 だとするところに観念論の誤謬があると卜うのが, かれの指摘するところである。

なぜなら, 意識は行動= 事件の変化に と もな う 「結果的な機能 eventual functionグだから

であるノ それを 「先行的な力や原因 antecedent force or cause」 と看 し, 意識を「出来事を

改変する力」 に転倒するのが観念論の誤 りである, と。 かれと しては, 出来事の変化の原因

は出来事そのものであ り, 「その “cause(原理 ・原因) ”は, ただこれこそ自然の行き方の一つ

であると卜う事実にすぎない」(すなわち, 出来事は変化する とい う事実にすぎず, それ以上

のcauseはない) と考えて卜る。 意識はあ く まで, そ う した出来事の変化 ・再形成に 「気づ
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く aware」 という機能にすぎない。 刊 じこ とは出来事の一つである行動と意識との関係につ

いてもいえる。 すなわち, 意識は行動の変化に気づく こ とである。 しかし, 行動はもと もと

一連の変化なのだから, 特に気づかれるのは, その行動の 「方向 direction」 すなわち 「意

味上の変化なのであるレ習慣的な, 有機的な変化と しての行動は, 特に気づかれはしな卜。

それをたえず 「全く あ りのままに把握し記録する」 のが意識であると考えるところに, 科学

の進歩による認識的意識という 「要請」 に無批判に従って卜る実在論の誤 りがあるのだ, と

Deweyはい う。すなわち, かれによれば, 意識とは行動の方向づけの変化, 行動の意味の変

化に気づ く こ とであ り, 行動の意味における再指導 redirectionなのである。「意識が存在す

るとき, 意味は未決定であるごしたがって, 意識の本性は, その未決定な意味, 変化しつつ
ある意味に気づ く こ とであるから, その自然 (本性) の次元においては, 意識は真理と過誤

のどちらにも無関係であ り, かえって夢や想像や感情 (感動や注意) といった機能にかかお

りがある。 すなわち, 意識は当初は情意的次元のものであって知的 (認識的) 次元のもので

はない丿経験的事例は誤謬よりも真理の方が例外で, 真理の方がむしろ説明を要するグこと
を示 して卜るのもその証拠である。 ところで, 情意的意識が喚起されるのは, 習慣的行動が

慣れない状況, 異常な情態で働かねばならず, 新 しい調整が必要となったと きである。「外的

行動は, 生体と環境との確実な統合の設定にほかならない。 これらの統合がそれ自体を維持

し うる限 り, それを続げる。 だがそれでは意味を観念 (意識) に変容させる機会はない。 …

…行動がそれ自身において分裂した と きにのみ, その (行動の) 要素のあるものは現在の傾

向性とその諸要求 ・指示 ・黙示を代表する主題を もち, 他方では他の要素が, 今はない遠隔

の対象ではあるがやがて行動を統一し有機的に組織して手もとにあたえられた意味を完成す

る対象を代表する。 …… に の行動と意味の) 分裂は, 精神 (意味の体系) の混乱をまねく

が, しかしまた再指導を要求し, 観察や回想や予想の機会を与えるごこれが, 意識成立の機
因である。 以上で顕らかな ように, こ こでもまた 「意味」 が行動と意識との媒介者とな り,

両者を統一 している。 実際, す く な く と も 『経験と自然』 における Dewey哲学の体系は,

意味論の体系と して解釈すること もできよう。 それはと もかく , 介入させられた 「意味」 に

よって, 意識は行動の変化がな く と も, すなわち意味の変化だけで, その 「結果的な機能」

と して成立ずるこ とになる。 そのため, 本来の行動の場の意味が行動的に変化しな く と も,

その意味だけが communication によって変化させられれば, 当然その意味の変化に応 じた

意識が成立す るこ とになる。 こ こでもまた, communication を通 じてなされるオデオロギー

的操作にさ ら されるこ とになる。 も っ と も, Dewey自身はそのこ とに気づいてはいない。 も

しそれに気づいていれば, communication による意味の変化に対する批判の機能と して, 意

味が本来帰属すると ころの行動の場の現実についての批判的認識能力を こそ本当の知性と し

たであろ うが, Deweyにはその観点はない。 かれの知性は, 意味の解釈による行動の指導と

い う操作能力で しかない。 かれが, 「人間は意識の段階に生き, 思考が行動を導き, 知覚がそ

の行動の報いとして与えられる。?というとき, その意識も認識能力ではなく, それはまず第
一次的には情意的次元のものであ り, 思考は意味の操作なのである。

「特徴的な人間的要求は, 事物の意味を所有し賞味するこ とpossessionandappreciation

of the meaning of thingsで あ る で 人 間 は 意 味 を も っ た 事 物 に 反 応 し ,「わ れ わ れ は た だ 出 来

事を知るのではな く , 意味を もった出来事events- with一一nleaningsに れが対象object ’な

のだ, とDeweyは卜うグを知るのであるごしたがって, 「新しい意味を得ることは, 必然的
に新しい態度をとることであるぐなぜなら, 態度をとるとは, 意味をもった事物, すなわち
対象に向う こ とだからである。 新 しい意味が意識されるこ とによって形成される新 しい態度

8
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は, 新しい行動を導き, 出来事に意図的変化を生じ, 出来事はさ らに新 しい意味を得る。 新

しい変化が, 出来事一意味 (意識) 一態度一行動―出来事というように循環する。 いずれが

先とも原因ともいえなtヽ。「ここには何らの優先関係も因果的連関も問題にならない」ツ決定的
なのは, 意味の変化と態度の変化と0 必然的な結合である。 「(意識と行動の) 両者を結合さ

せる結節点はわれわれ自身の態度であ り, それが知られない間は, 意識と行動とは相互に独

立していると思われるにちがいない」rDeweyの意見では, 現在までのところ, 行動と意識
とを連結する結節点である態度を適切に管理 し統御する技術も, またそれを教育する技術も

不完全なので, 「意識と行動との間の結合は不安定でありこここに意識と行動が分裂する契機
があ り, 意識を 自然的出来事から観念論的に弧立させて しまう経験的理由があるのだ。す な

わち, 意識と行動との連結は, 意味と態度とのように必然的ではない。 それは, 後者のよう

に直接的ではないからで, 前記の連鎖すなわち, 出来事 ( または行動) 一意味一態度一行動

一出来事における意味の契機での変化が意識を結果的機能と して派生すると考えられている

ので, 意識と行動との連結は, 意味= 態度という媒介項の結果相互の間接的関係 (意識←意

味= 態度→行動) ということになるからである。 したがって, この連鎖の決定的契機は, 意

味と 「必然的に perforce」連結していると仮定されている態度である。 したがって Dewey

は, 「諸事物は, それを求め, それから背き去 り, それを応用し, それを取 りあっかう仕方(す

なわち態度) を除いては, 存在existenceも意味significanceも持だない。1とまで断言する。
ここでもまた, われわれは 「態度」 と いった実存的契機を媒介とする新型の観念論と対面す

る。 それではいったい, その 「態度」 は何によってきまるのか。 それに関しては, 前述のよ

うに, その決定技術が未確定であるこ と, したがって一定の偶然性や拡散や屈折があ り, そ

れがまた自由と進歩の一契機をなしているという意見払 他方では 「教示や非難は行動の方

向(態度)転換の技術を含み,この再指導がなされれば意味や知覚における変化が発生する。?
と卜う意見との間を動揺している。 前者の意見は, Deweyの自然主義をつらぬく不確定性の

原理 (出来事の不確定性一意味の不確定性一行動 ・態度の不確定性) 七あ り, 後者は経験統

合の終極原理である communication ( こ こでは教示や非難) の態度決定への影響の指摘で

ある。 ここでもまた, 現実の客観的認識による態度決定という契機はみられない。 それでは

いったい, 意識的行動の意義はどこにあるのか, と再度問えば, Deweyはそれを, 「適切な知

覚や意識を構成するような行為の再指導を確保するブことであり, 知性とはそれを「統御す
る技術」 であ り, 意識とはその統御のための信号 sign も し く は徴表 symbo1である, と答

えるであろう。いいかえれば,「意識は再形成の過程にある事件(や行動) の意味であり」? そ
の再形成を指導する手がぶ り (手段means) になる 「変化の徴候symptom」 ではあるが, 意

識が直接その再形成を指導するのではないし, また事件や行動そのものの反映 copyでちな

い。 前者は主観的観念論に対する, 後者は唯物論的反映論に対する批判である。 かれの理解

している反映論が機械論的な ものであ る限 りではその批判は正しいが, だから といって, か

れの説が正しいわけではない。 す く な く と も, 意識されるものと意識 との関係が多大の偶然

性を含む 「変化とその徴候」 のような蓋然的なものだ とするのは, 前記の不確定性の原理の

意識への貫徹ではあるが, 無理な解釈である。 なぜなら, 意識めすべてが徴候のような偶然

的なものであるなら, (ただ し徴候のよ うな偶然的な意識もあ りわするが) , たとえば, 自動車

を運転するような正確な意識的行動は不可能であろ う し, 徴候 (のよ うな意識) を手がか り

に して行動するな らば, 酒を飲んで 自動車の運転をするよ うなものであろ うから。 また, 意

識のすべてを信号である と規定するこ とも, 信号の意識と信号でない事物の意識とが明確に

識別される以上, 不当だ と言わねばな らなt 。ヽ 定義は, Dewey自身もい うように, そのもっ

9
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とも高度な完成態においておこな うのが正しt とヽすれば, 意識はやはり対象の反映であると

すべきであろ う。 というのは, われわれの意識的行動における意識の意義 ・役割からいって,

反映的認識と りわけ客観的で批判的な形態が意識のもっ と も進んだ形態だと考えられるから

である。

Deweyはしかし, そ うは考えていない。 かれは, そ ういった考えは古代の貴族の観想的生

活の理想や 「神の似姿」 といった神学的観念が, 近代における科学的認識の目覚ましい成果

とむすびつき, とりわけ「科学の進歩が, 認識的興味を一つの特権的な地位に押し上げたグ
ことによって広範にひろがり固定化して しまった主知主義的偏見である, と考えている。 か

れにとっては, 意識は意味の意識であ り, 「意味(それはいつも最後には事件の意味であるが)

の意識は意味の再指導を表示する」r現実の事物の知覚perceptionとはその事物の感覚的意
味senseに気づく (意識する) こ とである。 感覚的意味とは, その事物 (事件) と行動とが

共同参加する相互作用 (それ自体が事件であるが) の結果であ り, 完成充実であり, 性質で

あるグそれは直接所有され使用され楽しまれる。ところで, それが気づかれ, 意識されるの
は, その所有 ・使用 ・享楽が現実化されることなのだが, それは同時に, そめ行動その相互

作用に分裂対立が起るからである。 その時それは, 直接的な性質と してのsenseと, その性

質をもった事物の将来完成充実される可能性と しての意味の表示である signification とに

二重化されるグこうした意味meaningの二重化が現実化されるのは,communication的相互
作用において意識されたときであ り, そ う した意味の意識が観念であ り, 音声と結合されて

言語となる。 観念と しての意味の意識において意味表示されている signified可能性と して

の意味senseを, 選択的方法的 (すなわち知性的) 行動によって不断に完成充実し現実化し

て卜く活動が artである。artは知性的行動を含む点で技術であ り, senseの完成充実の現実
化である点で芸術である。“art において, significationとsenseとの再統合がおこなわれ, ’

意味の豊かな完成充実の意識となる。 こ う した artと しての経験こそ, Deweyにおける意識

的行動の意義であり, もっ と も高度な完成形態なのである。 こ う した展望から考えてみると,

かれが意識の当初の自然的本性について, それが真偽にかかお りある認知的意識ではな く↓

夢や想像や感情といった情意的意識であると強く主張した理由があきらかとなる。 それらは,

事実に合わぬ非合理なものであっても, それな りに意味ぶか卜経験であ り, 科学につながる

よりは, よ り多 く芸術にづながる本性を持つことは確かだからである。 結局, Deweyの自然

主義的経験論が行動的情意的意味論への解釈でつらぬかれていることが, 意識的経験の典型

を artに求めさせたのである。 それが人間経験の典型であると卜ういみでは, そのart論こ

そかれの自然主義的ヒューマニズムの典型とも云えよう。 その検討を通じて, かれの経験理

論の基本カテ ゴ リーである目的と手段などの論理構造を問題と し, あわせて Dewey の人間

生活についての考え方を問題にした卜。

( 2)

Deweyが人間の意識的経験としてartを高唱した理由は, 一方では人間性についての, 他方

ではartと しての経験についての, 次のような見解からである。 すなわち, さ きにも引用し

たとおり, かれは(特徴的な人間的要求は, 事物の意味を所有し賞味することであるグ)と考
えている。 pragmatism を , いわゆ る 「実用主義」 と しかみて いない人び とに と っては, 奇

異の感に うたれるかも しれないが, その点が William Jamesの俗流pragmatjsmと異なる

C. S. Peirce一 J. Dewey 流 の精神主義的 pragmatismの特 徴 で あ る こ と は哲学 史的 には周知

のことであるグその証拠に, この本でもDeweyはたんたる実用性を次のように痛烈に批判
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している。 すなわち, art的とはと うてい言えない労役laborが, 家庭や工場や実験室や研

究室に多く存在する。 しかるにわれわれは, それを 「有用なものuseful」 と呼んですまして

しまう。 しかし, それがなんのために有用であるかを徹底して検討すれば, 「われわれはおそ

ら く それらの活動を有用どころか, むしろ有害だと呼ぶ理由を見出すであろ う。 これらのも

のを有用だというのは, われわれが結果の考察を勝手に中断するからだ。 われわれは単にそ

れらのものが実用品の生産に有効であることばかり気をつけて, 人間生活や経験の質quality

of human life and experience に い か な る影 響 が あ る か を 問 わ な い 。 そ れ ら の も の は 靴 や

家や自動車や金銭やその他の事物をつ く り出すのに有用であ り, 出来たものは実用に供せら

れる。 ここで探究も想像も停止する。 だが窮屈な, み じめな, 片輪の生活によって, また込

合 った, あわただ しい, 混乱した, 無駄費いの生活によって, それらのものが造 り出すとこ

ろの事柄は, 忘却の海に流され七しまうグと。まさに, DavidR゙iesmanの著書の題名
“Abundance for W hat ? ”( 1964) を 借 りれ ば , ま さ に 「何 の た め の 実 用 性 か ? 」 で あ る 。 `

本書執筆からすでに半世紀を経て, この批判が現代の深刻な問題をえ ぐっているこ とはます

ます明白になっている。 しかし, いったい何がそうさせているの力ヽ? という病弊の原因の追

求がなされているだろ うか。 意味論的な現象批評にと どまってはいないか。 それらの検討は

後にまわさざるをえない。

art的経験とは何か?一切のartは「世界を一つの異なった生活の場所たらしめる過程丿
であ り, 「自然における規則的, 反復的なものと, 新奇な偶然的なものとが, 内在的なそ して

直接的に楽しまれる意味をもった生産活動において, 互に他を支持し通報し合うグ経験であ
り, それは手段であると同時に目的である。 結局, artは意識的経験の完成形態であると同時

に, 自然的目的論の人間主義的確立でもある, と して構想されている。 後者に関していえば,

活動する artは, 思考 ・知性 ・科学を含み, それらは 「直接所有や享楽の可能なる意味へと

自然的事件を意図的に指導することであるグ(人間的目的論), と同時に, 「さもなくば局部的
で不完全な自然が, 充全にそれ自体とな り, その結果, 反省的に選択実現されると, 意識的

経験の対象は自然の『目的』 と成るグ(自然的目的論) と。すなわち, 人間的目的論を媒介
とする自然的目的論の実現である。 これは, Deweyの自然主義的ヒューマニズムの信仰箇条

をなすことは, 後に 『だれでもの信仰』 に関して見るであろ う。 自然は人類の歴史的な art

実践を通 じて完成充実される。 ここではさ らにそれが, 人間経験における二重化した意味の

再統一 (有機的組織化) , 意味の現実化 (意識化), 意味の体系の完成充実 (世界の精神化) と

して意義づけられうることを, 前節 ( 1) の分析に照して, 指摘しておこ う。 この meta-

physics (自然学を越えるもの) と しての形而上学的想定は, も う意味論的存在論と呼んでも

了解されると考えるが, それは上記の人間中心主義的自然目的論という背骨を生かしている

中枢神径系か何かに讐えることもできよう。 もっとも, Dewey自身はそれを 目的論の問題ほ

ど自覚的にと り出してはいないのだが。 ともかく , artが意識的経験の典型であるこ とを, 次

のように証言している。「意識的経験の特色は, ……それにおいて道具的なものと 目的的なも

の, 信号や手がか りである意味と直接的に所有され苦しまれ楽しまれる意味, それらがお互

に一つになることである。 そ して, それらのことがらはすべて, artにおいて特にす ぐれて真

実であるぐこうした経験の典型としてのartに対して, 科学はそのうちに含まれ, またその
侍女であると位地づけられる。 中世に神学の侍女であった ように。「芸術一直接的に楽しまれ

る所有物た りうる意味に充ちた活動の様式- は自然の完成的頂点であ り, 科学は本来, 自然

的事件をこの仕合せな成果に導く侍女であるぐもっとも; 科学自身がartなのだ, という相
補的言明をかれがしているこ とを無視するのは不公平であろ う。「思考は顕者に artである。
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思考の産物である知識や命題は, 彫刻や交響曲と同様に, artの作品である。 思考の乙つ一つ

の継起段階は一つの結果 (結論) であって, その中に, その結論を生み出したもの (前提)

の意味が凝縮されて卜る。 それは言明されるや否や, 他の事物を放射する光となるー もっと

も事物を曇らせてしまう霧で̀ないとすればご「知識または科学は,artの作品としては, 他の
芸術品と同様に, 事物の上にそれらがそれ以前には持だなかった特性や可能性を附与する。

……それは機械的エネルギーの固有性を示している物理的事件……カ; , それ以前には持たな

かった性質や意味や意味の諸関係を, それによって実現する変化を明示するご
以上のartおよび art と してめ科学知識についての Dewey の言明から, かれが経験の意

味論的論理構造 (それは同時に自然の自己開示であると も想定されているが) を どう考えてい

るかを抽出するこ とができよ う。

(a) 人間以外の自然にお卜ては, 諸事件は, 発展や進化の過程以外では, 前件と後件との

外的な物理的因果関係であるが, 進化の過程では過去の事件の自然的結果が累積的に前進さ

せられることで, 新 しい効力efficacyがもたらされる。 しかも, その結果の累積の中で, 将

来に対する一定の方向と しての傾向性 tendencyが形成されるが, それは新しい効果を もた

らす潜在的可能性potentialityでヽある。岡人間の経験は, 前者のようだ外的な物理的因果関係

を, 手段一結果 ( 目的) の意味連関に転化してい く進化の過程である。

(b) 手段と目的の意味連関は切っても切れない関係であるばか りでな く , 手段の中にはす

でに結果目的が意味と して存在してお り, 結果目的の中にもそれを達成した手段が累積的に

保存される。手段は結果目的の原因的条件であり, 結果目的は原因的諸条件の統合integration

によって生じ, 原因的諸条件の意味が結果の中に搬入実現されるがゆえに, 結果は単なる終
極ではな く て目的の完成充実なのであ り, 価値を もつ。“手段と結果目的の関係はそれだけで

はな く , 手段はすべてそれに先行する原因的諸条件の結果であ り, 他方結果目的の方もまた

その後の結果に対しては原因的条件と して効果を発揮する。これが「意味の連続体 continuum

of meaningぐ で あ り , 進 化 す る 「意 味 の体系 」 と し て の精神 で あ る 。 / 十

(c) そ う した意味の連続体がひろがればひろがるほど, それを意識する行動はより自由に

な り, よ り多く の意味を現実化し, さ らに多く の意味や価値 (善美) を創造する。“意識的な

行動の目的は, 原因的条件のもつ傾向性を意識し, 目的以外の結果を生ずる傾向性とその原

因的条件を制御することによって達成される。 したがって, 達成された目的はその原因的条

件と しての自然的出来事の結果でもある。 意図された目的は, 選択された傾向性の前進のい

ち卜ちの段階にお卜て, 不断の累積的再調整のなかにある7それは連続的に展開しつつ現存す
る傾向性の意味であ り, 一つの計画であ り, それによって方向づけられ配置された諸条件と

しての手段のうちにある。 他方, 達成された結果目的は, 成就された傾向性であ り, 有機的

に組織された原因的諸条件であ り, 手段の相互作用による附加的特性を帯び, あらだな質で

ある。 それは, それまでの累積的前進努力の成果であ り, 累積的再調整の段階ごとにあ り,

調和させられた状況全体にひろがる意味をその努力の対象に統合し, 直接その意味が享受さ

れる作品に具体化される。 そのなかには, 手段一目的の意味関係が完成充実された姿で具体

化されてお り, 手段と目的の相互浸透が現実化され意識される。 しかもそれは, その原因的

諸条件の効力を保存してお り, あらだな附加的特性と結合して, よ りいっそ うの進化の傾向

性をもつ。 したがって絶対的な停止や完結はない。結果に参加した原因的条件は, それにも

かかわらずなお他の事物との因果的相互作用の関係をもち, その力によって結果はふたたび,

その後にくる充実またぱ挫折に参加する。

(d) 今迄ぱ, artと しての経験のうち, 客観的な生産的行為の側面を主と して取 りあげたが。
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それは同時に主観的な享受的経験の側面を不断にともなっている。 われわれは, 自然的出来

事の単なる結果を善美なものと して享受することがある。 しかしそれは, ただ与えられた質

であ り, その生起は偶然にゆだねられてお り, ただ享楽し使用し満足することはできても,

進歩も発展もない。 それはそのまま目的とすることはできないし, それには意味がない。 そ

れに対して, 知性を含むart的行動と成果には, 手段一目的の意味連関があ り, 交錯する相

互浸透があ り, 累積的進歩がある。 したがって, それらには, 一歩ごとに sense r知覚」 が

あ り, significationによる想像力の 「解放感」 があ り, 手段と成果との交錯し累積する 「意

味の享楽」 があ り, 原因的条件と結果とのI 「調和感」 があ り, 傾向性が結実され意味を もっ

ものと しての 「対象の賞味」 があ り, 統合された資材や行為の意味のある形成された完成充

実としての 「満足感」 がある。 これらは審美的経験estheticexperienceを形成する。 それ

は, art的生産の一歩ごとに存在し, また成果と しての対象すなわち作品にもおこる。 審美的

な作品は, 直接楽しまれる完成物であるばかりでな く , 同時に後続の経験で楽しい知覚を与

え続ける資源であ り道具でもある。 完成充実状態の感覚と同時に, 継続して作用する傾向性

や効力の感覚がなげれば, 鑑賞 apprecialtionはない。 前者だけではいつか倦怠の灰に帰し,

後者だけでは単なる興奮の放縦におちいるからである。 したがって, 鑑賞は享楽であると同

時に評価を含んで く る。 さ らに, 成果がそれの形成に参加した手段的条件の効力によって,

逆に後続の充実または挫折に参加するとき, その後続の経験によって現実的に評価される。

この評価が知性的な探究と してなされるとき, そこに批判 criticismが成立する。 それは。

「さまざまの善 (や価値) を, それの出現の諸条件やそれの結果を根拠と して, 識別するこ

とグである。それはもはや, 知性的活動と一体である。
以上のような包括的な意味論的構造をもつ art と しての経験は, 自然の完成的頂点である

と同時に, 人間の歴史的進歩の先端である6「結局, 人間経験の歴史はもろもろのart発展の

歴史であるごともいわれる。それはもろもろのartへの分化の歴史であり, 技術, 工芸, 芸
術, 美術だけでな く宗教, 儀礼をはじめ科学に至るまであ り, しかもそれらがartであるの

は, 交錯し相互浸透し合う手段と目的との意味連関の進化と貫徹があるからだ, と もいう。

すなわち, artを artたら しめてぃ るのは 「意味の連続体」 であ り, それこそが 「自然と経験

の連続的一体性」 の実体である。 形而上学的な実体概念を否定し, 物質の実体性を否認し,

唯物論を攻撃する Deweyが, それにもかかわらず意味について実体性を承認するのは矛盾

である。 かれは言う, 「意味すなわち認識可能な性質そのものは, われわれの慣用語が実体と

呼ぶところの固体性や持続性や強固な効力をもつグと。物質は事件であって, 実体性はない
が, 意味には実体性がある, と。 この意味実体 (それが Dewey における精神だったことは

前述のとお りであ り, この根拠からすればあきらかに観念論だが) の連続的進化拡大の観点

から人間事象を検討する立場が, かれの自然主義ヒューマニズムの基本であ り, この意味実

体の客観的状況と しての機能が communication であるのに対して, その主体的行動と̀ して

の実現がart と しての経験である。 したがって, artと しての経験に分裂や分離や対立を もち

こみ, 意味の連続的進化拡大を阻害する一切のことが, まさにそ う したかれ独特の意味論的

存在論の立場から批判されることになる。 すなわち, 「一切のものを自然と経験とに, 経験を

実践と理論とに, artと科学とに, また artを工芸技術と美術とに, 奴隷的技術と自由芸術と

に区別する差別観グぱ, 現代人を悩まし, Deweyをして「最後には人間が自分で創造した産
業的軍事的機械に征服され, 破滅に終るのではないかと知性ある人びとが問う程にまで, そ

の隔離が進んでしまったこと深刻に問題にせざるをえなくしているのだが, その元凶は, 手
段一結果目的の相互浸透的意味連関の分裂, 原因と結果という外的関係への分離固定化, 交
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錯する不確定な可能的潜在力と確定的な完成充実態との隔離, 「偶然的前進的なものと形式的

反復的なものグとの相互排除など, 意味における分裂と対立にあると考える。もし, それら
示調和的に統一され融合されれば, 「現代思想を悩ましている差別観は雲散霧消するであろう7
という。 その解答の第一が本書全体で達成しよう と している「経験と自然との連続的一体性」

の主張であ り, さ らに具体化 した前述の 「科学と art との統一」 の予言 (Deweyはこ う告白

する丿科学がartであると卜う本章の主張は, 本書の他の多くの命題と同様に, だいたい予

言的なもので, 卜くらか議論上のことdialecticaI である」ワであり, それを予言よ押しとど
めている 「事情 such a state of thing」 を克服せよとの指示である。「そ う した事情」 -とは,

「科学を artから分離 し, artを単なる手段に関する ものと 目的自体に関するものとに分割す

る」 人間経験分割の問題である。

古代ギリシャにおいては生産者は事実上奴隷であった。 芸術家を含めて, 生産に従事する

「職人は低卜社会的地位を しめて卜たので, どのartの作品の享楽も, その実現のためには

肉体的活動を必要と しな卜諸対象の享楽と同一 レベルに立つこ とはなかった。 合理的思考の

対象, 思弁的直観の対象は, 必要や労働や物質からの自由という特色にかなった事柄だげで

あった。 それらのものだけが, 自己充足的, 自己存在的, 自己説明的であ り, したがって,

それらのものを楽しむことは,artの作品を楽しむことよりいっそう高級なことであったでし
かし, これらの見解は, 当時の社会生活の事情と一致し, 見解相互も調和していた。 しかる

に, 「今日われわれはごたまぜのからみあった諸見解を もち, それら相互が調和しないだけで

なく, 現実生活の進路とも一致七ない」?近代思想は, 科学を高唱すると同時に美術を賞讃し
ながら, 実際的と呼ばれる artは軽蔑する。 それは 「労働, すなわち生産活動をただ単に外

来目的のためにする行為を意味するという観念グの結果である。それは, ギリシャ時代の奴
隷労働の観念の影響下に, ごく あ りふれた出来事である 「生産と消費との分離」 を強調して,

完成目的を称揚するために手段的道具的なものを既すからである。 かく て生産活動と しての

artは, 有用なだけの技術とただ目的的である美術とに分割され, 前者は無味乾燥の常套事

routine と な り , 後 者 は 受 動 的 な 娯 楽 や 憂 さ 晴 ら し に な っ て , 前 者 の 強 制 労 働 か ら の 逃 避 と

しての興奮的な痙れんや耽溺的な放蕩に近いものになる。「労働, すなわち生産活動をただ単

に外来目的のためになす行為をいみするという観念と, 幸福は身体のス リルや興奮に精神を

ゆだねることをいみするとい う観念とは, 表裏一体の観念である。 第一の観念は行動を意味

から隔離するこ とを示す。 これらの隔離はと もに, 経験がartだ りえない限 り, 不可避であ

るごすなわち, 生産活動が゙「内在的な直接に楽しまれる意味をもったクものにならないかぎ
り問題は解決されない, とい うのである。 これでは, なぜ生産活動が強制労働であ り, 常套

事であ り, 外来 目的のためになす行為なのかの原因は明白ではない し, したがってまた, そ

れを どうすれば内在的な楽しみや目的をもった artとするこ とができるのかの解決策も出て

こない。 ただ示唆されているのは, ごく あ りふれた出来事である生産と消費の分離を誤解し

て, 手段と 目的とを隔離 して しまい, そ う した解釈の誤 りから, 生産行為からも受用享楽か

らも手段 ・ 目的一体の意味を取 りあげて しまう, この誤った考え方を変えよ, というこ と ぐ

らいである。 以上が, 現代の労働の疎外の問題に対する, Deweyの意味論的存在論の立場に

たつ自然主義的 ヒ ューマニズムの主張なのである。

現在, 批判の対象を緩小化 した り歪曲した りしておいて, それで論難 しおえたかのよ うに

誇示する風潮があるので, 大デューイと もあろ うものがと考えられる向もあろ うから, 類似

の問題を, しかも Deweyが 「経験の大問題」 , と呼んだものを も う一度と りあげておこ う。

なおぞの前に, さ きに Deweyの実用性の批判を取 りあげた際, それが半世紀も前に現代の
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深刻な問題をえ ぐ りながら 払 その病弊の原因が充分追求されておらず, 現象批評にと どま

っていないか, という疑問を提出しておいた。 そのために長文の引用を しておいたのだが,

この疑問に対する解答にな りうる Deweyの示唆は, 「これらのもの (有害なもの) を有用だ

というのは, われわれが結果の考察を勝手に中断するからだ。 ……人間生活や経験の質にい

かなる影響があるかを問わない。?ということに尽きる。こり場合, 人間的質とは「事物の意
味を所有し賞味することグであって, ここでもまた, 意味論的な観念的反省がなされるだけ
である。

さて本論にも どって取 り上げる問題は, 古代ギ リシャの労働がなぜ奴隷労働だったのか?

ということであ り, それは同時に, 現代の労働がやは り奴隷的強制労働であるこ とへの示唆

を含むものと考えられる。Deweyは, 外的な物理的因果関係が永久化するのは, 人間の産業

での労働とその資材と生産物とが生活を確保するために外部から強制された必要事である場

合であって, 「ギ リシャの産業はだいたい奴隷労働のこ う した段階にあったが故に, すべての

産業活動はギ リシ ャ思想においてはただ単なる手段, 外来的必要とこそ考えられた。 したが

って, それにも とず く 満足はそれだけ弧立させられた純粋に動物的な本性を もった 目的とか

善とかであると考えられたでそれは「野獣生活に属する必要と満足との分離を人間生活の段
階にまで延長したものクであり, 「物理的や野獣的関係を, 自然のさまざまな可能性の特色あ
る意味の連関に転化する問題がまだ解決されていないプ≒ヽらである, と。これが奴隷労働の
原因である。 それを, ア リス トテ レスが 「そこに手段である一つのものがあ り, 目的である

他のものがあって, それら二つの物の間には, 手段たる一方が生産すると, 目的である他方

がその生産物を受け取るとい うこと以外, 両者の間にはなんらの共通点もない」 と定式化し

たとき, それは古代社会の手段と目的との外的な強制された関係を理論化したものだが, そ

れが哲学的伝統での決定的な観念にな り, 今日の経験に深刻で広汎な 「大問題」 をひきおこ

すに至ったのだ, と Deweyは考え る。 物理的, 野獣的な外的強制的 (必然的) 因果関係を,

人間的な意味連関に解釈し転化する ことは, 人間経験にた卜する知性的活動の歴史的な任務

なのだ。 われわれがそ う しない間は, 生産活動は野獣的奴隷的強制労働のままであろ う, と。

- それでは, その知性的活動によ って, 因果関係を手段 ・ 目的一体の意味連関に転化

convertすれば, 労働が直接楽しまれる意味を も った人間的 art にな り, ア リス トテ レスが

指摘した「社会の必要な資材ではあるけれども, その統合された部分でな卜人びとの階級ク
なるものが解消されるとでもい うのであろ うか? - それは考え方を変えれば奴隷的労働者

も奴隷的労働者でな く なる, という階級協調思想に帰着するであろ う。 それは Deweyの意

味論的観念論の階級性を如実に示しているといえよ う。

なおここで, 前 稿々§1の( 4)で, Deweyの思想をブルジョア的common- senseの哲学

と して規定 したこ とに関して, いっそ うの解明をおこな うこ とができる。 前述のと ころを要

約すれば, 「物質の客観的法則的存在を否認 した上で, それにもかかわらず仮説的手段的存在

(道具) と して復活採用 し, それを第二次的なものと して労働の立場に担わせながら, 生産

を全体と して統制支配 しよ う とするのである。 ……デューイの思想は, 自らも生産過程に無

関心ではな卜が, 物質対象的労働は労働者に担わせ, 自分はその支配者, 統制者, 経営者と

して臨むだげのブルジ ョア階級が, その第一次的に主要な関心と している 『持つ, あ じわう,

楽しむ』 と卜う立場から, その存在論を構築したものであるでこの規定を変更する必要はな
卜が, これまでの理解によってさ らに深めるならば, 第一に, かれが 「経験の大問題」 と し

ている因果関係の意味連関への転化 と しての知性的活動の問題がある。 すなわち, 知性的解

釈の意味連関なるものが基本的には communication によって与えられるとする Dewey の
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見解を, 現実の資本主義社会の経験に具体化して考えるならば, 社会的 communicationの

支配者でもあるブルジョアジーのイデオロギー的すなわち階級目的論的意味連関が, 「科学に,

美術に, または社会関係のいずれに表現されようと, 人間のあらゆる知性的活動グを支配し
統一するという ことを, 「人間的段階の生活 (すなわち物理的, 野獣的, 奴隷的でない生活)」

の名において要求することになろ う。Deweyにおける手段一 目的意味連関における目的は,

「意味の連続体」 も し くは精神的統合 communionと して しか規定されておらず, いかなる

内容でも挿入することができる。 第二に, その手段 ・ 目的一体の意味連関なるものを, 現在

の資本主義社会において具体化するならば, それは 「資本」 の論理になると卜う こ とである。

資本こそ, す く な く と も資本主義経済活動の自己目的であると同時に, それは生産手段でも

あ り, その生産手段と資本に雇用された労働力の相互作用によって, 資本は 「附加的」 利益

を得て 「累積的に」 自己増殖する。「結果目的 (資本) は統合的に, それらを生産するであろ

う諸条件に属し, それら諸条件(生産手段と労働力) は性格と特色をうる」ツ読みようによっ
ては, 資本が労働者に所属するように読める (「我が社は労働者諸君のものである / 」) が,

それはイデオロギー的虚偽であって, この文のす ぐあとに 「原因的条件の意味 (生産活動の

成果) は, そO結果目的の中に搬入される」 とあるように, 「統合的に」 所属させられ, 性格

と特色 (特定資本企業の社員と しての) を与えられ, その意味成果を搾取される。 原因的条

件は, 資本の目的論的秩序の範囲内で, 物理的因果関係に従って生産活動するよ う統制され

る。「(因果律は) ただ単に労働者の仕事の手順を言葉で表わし」゚2)たものに手ぎな卜し, 「規則

正しさや秩序立った継起関係は, 生産労働におい七統制原理として現われる」でしかし, 原因
的条件はそれ自身の 「傾向性」 を もってお り, 外部の諸条件と相互作用することによって,

目的以外の結果を生ずるこ とが出て く る と, そ う した諸条件を制御し, また新し く配置しな

おして, あらだな調和完成へ再調整する。 しかし結局は, 「それ (結果目的) ぱそれを組成す

る原因的手段(条件) の力によって(その後にくる)充実または挫折に参加せざるをえな卜」ツ
これが, 意味論的な資本の論理である。

( 3)

まだ多くの検討すべきことがあるが, 一回のはずが三年がかりになっている, この 『経験

と自然』 を中心 とするデューイ哲学研究の総括をも う書 く こ と もゆるされよ う。 本節では,

( a) 『経験と自然』 の結論になっている 「批判と しての哲学」 も し く はその批判的知性につ

いての検討をお こない, それにもとづいて, ( b) 『確実性の探究』 から 「知性の自然化」 に

ついて, ( c) 『だれでもの信仰』 から 「進化論的ヒューマニズムの信仰」 と呼ばれるかのに

ついて, ( d) 『公衆とその問題』 から 「民主主義」 の問題について, それぞれ関連部分を と

り出して, 総括的批判の一助と しよ う。

( a) 哲学は 「一般化された批判理論」 であ り, それは一 一信念, 制度, 行為または生産物

のいずれであろ うと一 経験のあらゆる局面で見出される諸価値の批判のための道具を絶え

ず提供すべきものである。 しかるに, 自然と経験との伝統的な隔離がそれを妨害 している。

したがって, 現代の諸価値に対するよ り有効な批判を達成するためには, この隔離の観念を
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で Deweyが自著 『経験と自然』 の根本的意図と して表明七だと ころである。「経験と自然の

連続性」 を根本原理とする 「一般的批判理論」 の展開は, したがって最終の第十章において

「価値批判」 の理論に集約される。Deweyの価値批判の理論の特色は, 『経験と自然』では「価

値の理論」 を積極的に否定 しているこ とである。 もっと も, 牧野宇一郎氏の 『デューイ価値
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観の研究』( 1968, 東海大学出版会, pp. 62- 3) によれば, 『経験と 自然』( 1925, : 2nd ed. 1929)

での見解が特別で, その第二版と同年の 『確実性の探究』 や晩年の『価値づけの理論 Theory

of Valuation』 ( 1939) と は差 異 が あ る , と し て 牧 野 氏 は , 「 デ ュ ー イ 価 値論 の三 つ の 見 解 」

なるものをまとめている。『経験と自然』 の見解を第二と して, 「価値が単に享楽や欲望の対象

と してのみ規定されているよ うに思われる。 英知 (知性) による正当化は価値形成そのもの

には必要でないと されているがごと く である」。それに対して, 第一見解と されている 『確実

性の探求』 では, 「すべての享楽ではな く て英知的に是認された享楽のみが価値だとい う見解

は, 価値あるものは単に享楽されているものではな くて享楽され うべきものだというこ とを

表わす土とされ, 第三見解の 『価値づけの理論』 では, 「英知的正当化を経た享楽や欲望だけ

に価値性を許すのでもな く , 欲望の本性に差別を立て, 単に衝動や機械的な習慣でない限り

の欲望ならすべてそれだけでも価値を設立することができるとする考え方である」 と されて

いる。 た しかに, そ うい う差異が文面上見られることは認めるが, それは 『経験と 自然』 に

おける前述の意味論的観点, および価値とは目的と しての意味であ り, 自然主義的ヒューマ

ニズムでは目的概念が二重に解釈される (すなわち, 自然目的と しては出来事の一時的完結

でありグそれは意識における感覚的質senseと士て享受され, 他方人間的目的としては知性
的活動の成果であるという二重性) ことが理解されれば, 三つの見解は重点の差と して統一

的に理解できよ う。 と もあれ, それに関して 『経験と自然』 に述べられているところを見よ

う。「かつて目的と呼ばれ, 今や価値と呼ばれているところのものの, このはかなさと不安定

な感じの故に, 重要な考察と関心とは, 価値の理論にあるのではな く , 価値批判の理論にあ

る, すなわち善または価値を, それの出現の諸条件やそれの結果を根拠と して, 識別する方

法にある。 価値は価値であって, 直接に或る本来的な性質を もっている事物のこ とである。

したがって, 価値と してのそれらのものについては, 何も言うことはない。 それらはただ在

るがままにある。 それらのものについていわれ うるのは, その発生条件や, それのもたらす

結果についてである。 直接価値と しての事物が思想や論議にみずからを さ らすという考えは,

原因的カテゴリーを直接的質と混同していることにもとづく」で或る本来的な性質を直接的に
もった事物と しての価値について 「何も言うこ とはない」 のは, それが 「持つ, あ じわ う,

楽しむ」 といった 「第一次的でしかも終極的な経験」 の直接性において「在るがままにある」

からだ, というのが Deweyの第一の主張点である。 価値とぱ, 好きだとか, 楽しいとかい

う直接賞味されるsenseなのであって, 他の感覚的経験と同様それ自体と しては問題になら

ない。 問題になるのは, その理由や発生条件であ り, その結果であって, すべてのsenseが

significanceを もつのと同じであるが, と りわけ価値経験がうつろい易く不安定だからでも

ある。「善い物は周囲の媒介物によって変化するばか りでな く , われわれ自身の変化と と もに

変化しまた消失する」ツしたがって, 価値のappreciationはしらずしらずのうちに評価に。移
行し, 価値経験の意味な問うことになる。 その意味は当初は主と して情意的なものであるが,

やがて価値対象の原因的条件や結果に対する知性的探究へと移行する。 これが価値批判だ,

というのが第二の主張点てある。 それは他の知性的探究と同様, 価値経験を手段一結果の意

味連関において判断し識別するこ とである。 第三点は, 「あらゆる場合において, そこに直接
身近な価値対象と未来の価値対象との間に衝突が起る」” ということ, その場合の批判は ( も

っと持久的で広汎な価値を樹立し永久化子るためツo)の探求となり, ここに「批判の批判」 と
しての哲学が必要となる。 価値の領域におげる哲学の主題や資材は, 一方では 「善悪の直接

性質によって特色づけられた信仰や行動や鑑賞的知覚の現実的状況から」 出発し, 他方では

「その時代に広汎に通用している批判的判断 (価値判断) の様式から」 出発する。そして「こ

17
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れらの価値や批判や批判の方法をそれはできるだけ包括的な, 首尾一貫した, さ らに突込ん

だ批判に付するご)それは結局, 他の分野で̀と同様, 価値にかxわる行為を知性的批判を含む
art た ら しめる こ とである。

多分に明確さを欠く Deweyの価値判断の理論を, かれの意味論の観点で要約すると, 以

上のよ うになるが, それに関 して問題になるのは, かれのい う価値批判が本当の批判になら

ないのではないか? と卜う こ とである。 もちろん, それは 「批判」 と卜う言葉の定義の問題で

はな卜。「批判は, 識別的判断 discriminating 」udgment, 注意深い評価careful appraisal で

あ っ て , 判断は識別の主題が善または価値に関すると ころ, それは批判と名づけられるの

が妥当であるツ)と, かれは定義する。それはそれで宜しい。しかし哲学が「批判の批判」
であるならば, まさに批判の意義が問われればならない。 意義や意味は出来事の結果目的の

予想だ とする Deweyは, 批判の目的である 「もっ と持久的で広汎な価値を樹立 し永久化す

るため」 とか「もっと大きな自由や安全を与えるためでどかで答えるであろう。しかしそれ
は, 個々の批判判断の目的基準であって, 批判そのものの意義ではない。 後者は, 批判その

もめの存在根拠 (cause) にも とづ く 意義でなければならな卜。 まさに Why ( なぜ批判する

のか) に対 しては Because (by- cause) で答えなげればな らな卜。 だ卜いち存在根拠が明

確でない 目的な どでは判断基準と して も, まさに予想にと どまる。 批判そのものの存在根拠

は, かれ自身も指摘 してt るヽように, 現実における価値の衝突であ り対立である。 批判の意

義は, そ う した衝突や対立の根拠をえ ぐ り出して, その矛盾対立の克服の方途を樹立するこ

とであろ う。 その場合, 識別的判断も く だされよ う。 しか し, 批判方法の基本は, 矛盾対立

の根拠と展開過程の法則性を明らかにする弁証法的判断であろ う。 知性による識別的判断を

批判方法の基本 とする Deweyでは, かれの知性が手段一目的の意味系列への解釈の機能で

ある以上, その識別的判断は意味系列の比較論にとどまるであろ う。 それが, 現実の矛盾の

暴露とその克服の方針確立を意義とする批判の任に耐えないのは顕らかであろ う。

かく て問題はかれの知性についての見解にある。 かれの知性が, 伝統的な理性と区別され

て, 「実験的知性」 「操作的知性」 「探究的知性」 「創造的知性」 などと呼ばれ, かれの instru-

mentalismの根本は 「知性道具主義」 にあることなどは改めて解説するまでもな卜。 問題は,

かれの熱烈な知性信頼と強烈な主知主義批判とがどう関連するのか? また, その知性は信頼

するに足るものなのか? というこ とである。 かれは言う, 「知性は, 信仰や鑑賞や行動の善美

に適用される批判的方法であって, 同意や主張を分有され うる意味の自由な伝達に変え, 単

なる感 じを秩序立った自由な senseに変え, 反応を応答に変えながら, よ り自由な, よ り安

全な善美を設定するためであるから, それぱわれわれの深甚なる信頼と忠節の合理的な対象

で̀あり, あらゆる合理的な希望の支柱であり護りで̀あるツ)と。しかし, そうした知性信仰の
言明は, タ ウンゼン トが指摘する 「やx懐疑的なと ころ」 を と もなっている。 かれはす ぐ続

いて, 「このよ うに卜うのは, ロマ ンテ ィ ッ クな理想化に浮き身をやつ しているからではな卜。

知性が永久に出来事の流れを支配するであろ う, と主張 して卜るのではな く , また知性が滅

亡と破壊とを避け しめるであろ う, とい うことを さえ含蓄しているのでもない。 問題は選択

の問題であ り, 選択は常に二者択一の問題である。 知性, すなわち思慮深卜価値判断の方法

が, ひとたび試みられた以上は何を成就するであろ うか, とい う と とは, その試みの結果が

決定すべきことなのであるで)と告白する。知性が依拠するのは, 分有されうる意味の自由な
伝達 (公共的 communication) であ り, 秩序立った自由な sense(感性的分別) であ り, 応答

(実践的判断) である。 そ ごには, 法則的認識がぬけている。 過去から未来に向っての法則

的認識は, たとえ不充分なものであって も, たえず認識の発展をばか りつつ確固と した信念

18
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で実践生活をいとなむ指針となる。 す く な く と も, そ う した信念の根拠とな り うる。 と ころ

が, それをあえて無視する Deweyの知性の方法は, たとえ 「自然の偶然的善美を批判して

art の意図的結果の善美に造 りかえるのに科学を利用し, 生産において知識と価値とを統一

意は, 自分自身の微小無力を悟る。 その願望や承認が, 知識の上からも, 行為の上から も,

宇宙の最後の尺度ではない, したがって, 結局は, 移ろいやすいものだと知っている。 だが,

それは, その力と業績の若々しい想定を, 全 く忘れ去るべき夢でないこ と も知ってt るヽ。 そ

れは宇宙と乙体であることを意味するもので, それは保有されねばならない。 信仰や, 思考

の努力およびその鼓吹する奮闘もまた, 宇宙の行いであって, それらのものは, いかにわず

かでも, 宇宙を前進させる。 ……われわれの思考を極度まで活用し, われわれの見すぼらし

い力を事物の動いてゆく均勢なき均勢の中に投人して しまった時, たとえ宇宙がわれらを殺

そ う と も, われらはなお宇宙を信頼する, そ れはわれわれの運命が存在におげるなんらかの

善なるものと一致することを知るからだ。 そ う した思考や努力は, よ り善いものを存在にも

たらす一つの条件であることをわれわれは知っているじ) I「われわれの重要性の控目なセンス」
と 「自然に対する忠誠」 のこの言明は, まさに 「経験 (人間) と自然との連続的一体性」 の

信念であ り, 自然主義ヒューマニズムの形而上学的信仰告白であろ う。 しかもそこでは, 自

然への忠誠の名において, 欲望や理想を知性に転化するこ とを都合よ く要求している。 もっ

と も, Dewey 自身は 「知性の自然化」 とか 「自然が実現可能なら しめる手段 ・方法」 と して

の知性とかを要求しているのであるから当然である と も言えよ う。 したがって次に, その知

性の自然化なるものを検討 しなければならない。

(b) 「知性の自然化 The Naturalization of lntelligence」 なる一章を持った 『確実性の

探求 The Quest for Certainty』は 『経験と 自然』 の第二版と同じ1929年に出てい込。 まず

それは, われわかの常識的世界の対象が二重の立場をもち, それが有能な統制された研究の

操作的諸活動に 「先行する」 と き, それは在るがままに経験せられるので知識の対象ではな

く , 他方それが特定形式の知識活動によって可能と される操作的諸活動の結果となるこ とで

変容される限りで,’それは知識の対象でもある, という主張から出発するヅ)この後者の「特
定形式の知識活動によって指導された操作的諸活動」 を 「知性」 と呼ぶ (本当は知性的活動)。

この知性においてぱ, その対象を結果し, も し く は変容した操作活動が, その対象のうちに

累積され含まれて卜るので, その操作活動を指導した知識活動の累積は, その対象の知識で

ある。 と ころで, 操作活動の対象は, 自然的も し く は社会的存在であるから, その知識活動

も ( 外部的観察者の行為ではな くて, 自然的かつ社会的情景の内部に参加する者の行為であ

るじ)したがって, 科学の特定の成果は, 日常生活の自然的かつ社会的環境へもどってゆき,
それを変容させる。 実践的知識活動も, そのよ うでなげればならない, とい うのが 「知性の

1自然化」 の第一の主張であ り, これには問題はない。 しかし, 本意はむしろ, 知識の対象の

諸性質や法則性は, その対象を結果し変容した操作活動が対象に附加した特性なのだ, とい

う操作主義的知識論と, したがって操作に 「先行する」 事物の運動は, 操作的な相互作用に

よって不確定性を もち, その知識は必然法則的認識ではな く蓋然確率的予想にならざるをえ

ない, と卜う主張を盛 り込むこ とであった。 かれは, ハイゼンベルクの不確定性原理やブ。リ

19

る選択 choiceにゆだねられるので, その 「実存的」 とでも言うべき選択は, ひそかにその

根拠を非合理的な情意的なもの (主観的観念論) や宗教的なもの (客観的観念論) や社会的

権威 (conllnon- sense) に求めざるをえな く なる。Deweyの場合, それは 「自然崇拝と も見



(112)
an observable occurrence l と解釈する。 さ らに Deweyは, 観察が対象規定の決定要素

ツジマンの操作主義物理学を引証しながら, 「T知られるものは, ひとつの産物であ り, この産

物にお卜て, 観察の活動が必要な役割を演じているとみられるa一……さらに, 固定 した或る

ものと して, したがって, 文字どお りに精確な数学的説明と予想とが可能な或るものと して

の存在者につい七の形而上学は覆えされるツ1)と言い, 科学的法則なるものを「或る観察可能
な出来事の確率の予言のための形式 formula3 for the prediction of theprobability of
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かに知識の実践との関連を重視したことは評価されよ うが, 結局, 自然の法則的認識の放棄

と, 知識の象徴 ( symbol や sign) による解釈への還元が, 自然の非合理化と, 相補的に推

進されている。 われわれは, こんな認識しない知性やと りとめもない自然を, 信頼できるの

か, 信頼してよいのか, を問わずにはいられない, たとえ Deweyが “知性の調整能力を信

頼せよ, それで償われるのだ, 他に途はない, これが唯一なのだから” と く りかえ し説いて

いようと払 なお, 上述 したところを逆にたどれば, 知性の自然化の主張がcommon sense

の実践的機能を前提と してお り, 概して, 科学の常識化を含意していることも, 読みとれよ

う○ ¶。 ・ ¶

( c) 前記の Dewey的知性とその自然観に対するわれわれの不信を検討するための, かれ

の著書は多数あるが, と りわけ知性の問題につ卜てぱ, 1938年に出版された 『論理学 : 探究

の理論 Logic: The Theory of lnquiry』 を と りあげずに結論する こ とはで きない。 しか し,

今回はこの大著を検討する条件がな卜ので他日にまわし, 一連の論理学的研究 (例えば 『実

験的論理学論集 E、§says in Experimenta1 Logic』1916な ど) を まとめた卜と思 うが, 前述

20

これが, Deweyの 「知性の自然化」 の主張である。 批判的に総括すれば, た し

と してあるなら, 自然法則がではな く て, 個人的に観察された事例こそが知識の尺度(基準)

にな り, 法則の方は, 個個の対象が設定され, その対象の意味が規定される知性的機具 in-

strumentで̀ある, とするド)Deweyにとって法則は対象の存在の仕方で̀はなく, 観察主体の
操作の手続き procedureにすぎない。 一切の機具的なもの, 手続き的なものは, 以前に成

立したものをあらだな目的に応用するこ とであるから, そのたび尽仮説である。 したがって

そこには 「確実性」 はない。 不可変的実在者を精神のなかに確実に所有する 「理性」 の 「確

実性の探究J quest for certainty を, 事件の変化する行程を行動的に支配する 「知性」 の

「安全性の探究J search for securityに置換えよ, と要求するご と ころで自然は, 法則と

の関連で合理的だとか不合理だとかいわれるのであるから, 法則が自然のものではな く , 自

然を観察する者の手続きにすぎな卜とすれば丿自然は本質的には合理的でも非合理的でもな

いこ)したがって,「知性の活動から離れると, われわれの情操的かつ実践的な生活上の諸現実
は断片的なつ じつまの合わない意味を もち, われわれが左右しえない諸力のままになってい

るご)自然の現実に一貫した意味を与え, 法則的なものにするのは, そのなかでおこなわれる
知性的活動でヽある。それは, 自然のなかで活動することによって(変化を左右し得る能カヅ)
をもつ。反省的知識は「唯一の」調整手段であるヅ)すなわち, 知性の働くところではどこで
も, 事物は他のものの sign となる。 したがって, われわれはその場合, sign によって予想

されるものの到来に対して準備することができる。「も しも科学的知識が比較的正確に, 事物

の sign としての価値をわれわれに評価させることができれば, われわれは理論的確実性に

おける損失を実践的判断におげる利益で̀とりかえすことができるじ)科学的知識が与える事物
の sign と しての価値を正確に評価し解釈して活用する能力が知性である。 定義的にいえば

「知性とは, 直接的な観念と象徴的な観念 symbolic ideas との両方によって与えられるす

べての指導を含めて, ( 自然の) 諸条件の変容中に現実的に遂行される操作的諸活動をいみ寸

るツO)と。
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の問題点にかかおる点だけを一 ・二示唆しておこ う。 すなわち, 法則的認識の欠如はDewey

認識論の決定的な弱点であると同時に√多元論的不確定性原理の主張のためには譲るこ との

できない要点でもある。 したがってかれは, 法則的認識を認めることな しに, その弱点をカ

バーするための論理を考察する。 そ こでは, 知性的活動のことを 「探究」 と呼び, Peirce

に学んだらしい 「探究の連続性」 を主張し, その連続過程のなかでの 「保証された言明 (仮

説) の可能性 warranted assertibility」 の進化を となえて擬似真理性を保証し, 操作手続

だと改釈してみせた法則観を補強するために 「操作の範型 matrix of inquiry」 を となえな

どしている。 他方, 意味論的解釈論は記号論へと発展させられ, 上記のマ トリックス理論と

結合させられ, 解釈の合理性の確保がはかられている。 一 ・二の引用を しておこ う。「論理形

式は, すべて探究の操作のなかで生 じ, その操作が 『保証された言明』 を生むよう に探究を

コントロールすることにかかおりをもうご)「endには, 目的と終了という二つの意味がある。
探究が疑念に始まるならば, 疑念の必要を と りのぞく よ うな状態を設定することで探究はや

むであろ う。 その状態は信念とか知識ということばで示される。 しかしわたしぱ……信念と

か知識よりも, 『保証された言明可能性』 という言葉のほうがよいと思うご)「わたしの提出す
る一般的な仮説は, 数学や物理学の探究に特徴的な手段一結果の関係を さらに一般化したも

のである。 かた しの観点にしたがえば, 卜わゆる手近な論理学のテーマを表わしているすべ

ての論理形式は, 正 し く コ ン トロールされた探究の手段と結果の関係の実例と卜う こ とにな

る。 ここで 『コ ン トロールされた』 という こ とばは, 連続した探究過程において発展し完成

した探究方法をさしている宍)以上の引用だけでも, すでに「知性」 にかんして検討した
Dewey の認識論の見解から根本的な変更がなしヽだろ うこ とは予想されよう。 なお, これも

Peirce 以来の pragmatismの基本的な考え方だが, 探究の結果と しての知識を信念belief

と して と らえている。 それは, 知識活動の出発点が信念の混乱や衝突にはじまる, と考えて

いるからだ。 さ らに言えば, 知識を要 しない行動的経験は, その行動の手続きについての信

念に混乱のな卜状況のことであ り, それを習慣とも common sense とも呼びかえている直

接的信念の情態であると している。『経験と自然』 でも (知識を 目的とする探究は, 既存の信

念から出発するヅ)として, 知性的活動の一つの出発点とされている。それは, 知識活動の結
果が, 再建され補強され理論化 (解釈) された信念すなわち一種の信仰であるとい うことに

結合されるのである。『経験と自然』 では, 次のよう に論理づけられている, 「一切の知識を知

ろ う とする努力は, 個人的および社会的な過去の経験の貯蔵所であるところの, 或る信念や,

或る受入れた確認された意味 ( これが common sense であろ う) から出発する。 一時的な

質問から精巧な科学的研究に至るまで, あらゆる場合, 知識の技術は, 本物の通貨と して流

通した信念をごその修正の意図をも って批判するのである。 そ してもっ と自由な, もっ と豊

富な, もっと安全な信念の対象が, 直接に納得できる善と して確立されたとき, その仕事は

終るヅ)と。Deweyが, 科学を含む知性的活動を媒介として, 直接的信念にれこそふtuition
と呼ばれるものであろ う) や common sense と, 保証された諸価値 (道徳や宗教) とを接

合しようそ している, この論理構造のなかに, われわれは第一稿 (デューイ哲学研究§1形

而上学)¥において提言しておいたデューイ哲学評価の一つの視点についての肯定的論拠を見

出す。 もちろん第一稿での次の提言に不充分さも見出されわするが, - 「われわれはあとで,

ここに指摘された諸傾向が, かれの成熟した哲学説とされる④期の経験的自然主義にお卜て

復活強化されている姿を見るであろ う。 この外的世界への常識的自然主義とでもい うべき信

念と, それによって科学と諸価値 (道徳や宗教などの) との分離を克服しようとする熱意と

は初期から哲学的成熟期まで̀持続していたご泳充分な点ぱ, 三契機め媒介関係が変って卜く
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点の指摘がないことである。 すなわち realisticな面の強調される場合にはその常識的自然

主義が, idealisticな面が強い時はかれが解釈したいみでの科学的な知性が, 他の二契機の

媒介者となるのである。 すなわちかれは, conlnlon- sense realist たらんとする熱意をみせ

ながら, その追求において common- sense idealist に反転する。 その論理的根拠は, さ

きにかれの知性信仰と宗教的 (形而上学的) 信条との相補性と して解明しておいたが, その

社会的根拠は, かれの common senseの共通の基盤たるブルジ ョアジーの階級的限界めた

めにrealismが徹底できないことによると考えられる。 第一稿で 「ブルジョア的 common-

sense idealism」 と規定 したのは こ の点 で あ り, そ の ブルジ ョ ア的イ デオ ロギー性につ いて

は, ’本稿の communication 論および知性の論理等においても指摘した通 りである。 と くに

その点が顕著にあらわれているのが, 自然における物質的因果法則性の客観的存在の否定で

あり, 因果法則性の意味論的解釈への解消である。 それは, 社会の歴史的発展法則の否認の

相補的あらわれである。 われわれはその点を, かれの哲学的進化論の信条声明と言われる『だ

れでもの信仰』 において検討してみよう。

Deweyが, 「私は一つの宗教をではな く て, むしろ, 宗教的と呼ばれてよいであろ う諸要

素や諸見解の解放を提案しているのである」 という立場からおこたったかれの人類教とでも

いうべき信条告白は次のとお りである。「われわれがわれわれの信仰を付着させる理想的諸目

標は, 幻のよ うに揺めいているわけではない。 それらは, われわれがお互の諸関係と。, これ

らの諸関係の中に含まれている諸価値とを理解するなかで, 具体的な形を とる。 今生活して

いるわれわれは, 遠 くはなれた過去へ拡がっている一個の人類, すなわち自然と相互作用し

てきた一個り 人類の諸部分である。 文明の中の, われわれが最も貴ぶ諸事物は, われわれ自

身のものではない。 それらは, われわれがその一環であるところの連続的な人間共同社会の

諸々の焉すこ とと蒙ること との恩恵によって存在している。 われわれの分は, われわれが受

けとった諸価値という相続財産をば, われわれのあとにく る者たちがそれをわれわれが受け

取ったときよ りもいっそ う堅実で安全な, いっそ う広 く接近し うる, そ していっそ う豊富に

分有された形で受け取 りうるように, 保存し, 伝達し, 改善し, 拡大するという責任七ある。

ここに党派, 階級または民族へ閉じこめらるべきでない一う の宗教的信仰のすべての諸要素

がある。 その ような信仰は, これまでいつでも暗黙のうちに人類の共通信仰であった。 仕残

しているのは, それを鮮明にし, 戦闘的にすることであるじ)
それは次の, アイ ンシュタイ ンの言葉と好一対のすばらしい言葉である。「あなた方が学校

で学ぶ諸々のすばら しいことは, 多く の世代をかけて, 世界のあらゆる国での熱狂的努力と

限りない労働 とによって産み出された作品であることを心にとめなさい。 これはすべてあな

たがたの相続財産と して, あなた方に手渡されるが, それは貴方がたがそれを うけと り, そ

れに敬意を表 し, それを増大させ, そ していつの日かそれを誠実にあなたがたの子どもに手

渡すためであ肩7)
しかしここで, Deweyの信条告白だけを問題にすれば, かれがわれわれ自身の存在意義を

全人類の歴史的な社会的な努力の結晶と して, うけ継ぎ, 発展させてゆ くべきものと したこ

とは何等奇異なことではない。 それを示すためにアイ ンシュタイ ンの言明をも引用したので

ある。 にもかかわらず, Deweyの信条告白には, 「党派, 階級または民族へ閉じこめらるべき

でない一つの宗教的信仰」 といった強調がある点に問題がある。 なぜなら, かれが 「われわ

れの信仰を付着させる理想的諸目標は……われわれがお互いの諸関係と, これらの諸関係の

中に含まれている諸価値とを理解するなかで, 具体的な形を とる」 と言うと き, それが現実

的ないみを持つべきならば, われわれお互の諸関係と しての 「党派, 階級, 民族」 における
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分裂と抗争, その中に含まれている諸価値の差別や矛盾対立を理解せざるを得ず, その理解

のなかで具体化される理想的諸目標なるものは, いきな り, 遠大な過去や自然と結びついた

全人類的なものとはな り得ないからである。 現実に成立してぃな卜全人類的立場とその理想

なるものを 「宗教的信仰」 と して, 戦闘的にふ りかざし, 「党派, 階級, 民族」 の超克を要求

することは, 具体的には特定の 「党派, 階級, 民族」 の立場と目標を 「全人類的なもの」 と

して強制するイデオロギー的虚偽を含む。 そ う した虚偽的論理構造が, かれの 「宗教的なる

もの」 の主張にも含まれている。 かれは, 「宗教は……常に, ある種の制度的組織を もった,

あ右特殊な一団の諸信念と諸実践とを表わすヅ)と言卜, また諸宗教の核で・ある礼拝は「超自
然的なもの」 への礼拝であることを指摘し, それらが 「人類の共通かつ自然的な諸関係に内

在する諸可能性の力を弱め堀 り崩す」 と して, (私か考えている宗教的価値と諸宗教との対立

は橋渡しさるべきではないで)と絶縁を宣言する。にもかかわらずかれは, それらの諸宗教に
おいても今迄の非知性的な慣習や超自然的なものへの依存を改めるならば, 今とは異なった

しかたで 「宗教的なもの」 になる, と もいう。 七かし, それは不可能である。 たとえそ うな

ったと しても, 諸宗教は 「宗教的」 であるこ とをやめるであろ う。 それが 「宗教的」 なまま

で卜られると考えるのは, Deweyの考えている全人類の協働とコ ミごニケーショ ンが, 自然

や社会から切 り離され疎外され, 諸宗教において 「超自然的なもの」 と して表象されていた

ものと同じ本質であることを示すであろ う。 このように, 卜ちおう対立し否定するように言

明しながら, 本質は何も変革せず, その解釈をかえることで復活した り支持した りするのは

観念論の常道である。 それは, 観念や意味や解釈を本質的なものと して批判するが, 客観的

な真の本質は無批判に残して, 和合する。 これが, 観念論の 「批判」 なのである。

(d) 前記の Deweyの信条の積極的なものは, アイ ンシュタイ ンの言葉と対応する部分で

ある。 すなわち, 人間は自分が継承した諸価値を, 人類の多年にわたる協働の労作であるこ

とを知 り, 人類共通の財産とみなし, 改善拡大して後世に伝え, 人類的価値の連続的発展に

貢献すべきだ, という信念である。 そ う した人類共同のいとなみとその成果であ り, われわ

れの共通財産であるべき諸価値が, 現実では 「党派, 階級, 民族」 の分裂 ・対立によって矛

盾対立と収奪と破壊を被ってぃるのを知るとき, その社会的対立抗争を無視するのではな く ,

その対立抗争の社会的根拠を明らかに し, その対立抗争を真に克服する方途 (それは対立抗

争が実践的なものである以上, 実践的な現状変革の道であるが) を樹立することこそ, その

信念に真に誠実な態度であろ う。 そ う した観点から, Deweyの民主主義社会の理論を, その

『公衆とその問題』 で検討してみよ う。

1927年に書かれたこの本に, 第一次世界大戦やその後のアノ リカ社会の変容が重要な im-

pactを与えているのは, 1930年に出版された 『新旧の個人主義 lndividualism, old and

new』 に29年の世界恐慌が背景になっているのと同様である。 それらは, 現状の再確認と何

らかの改革を求めて執筆されている。「一般的にいえば, 非政治的諸力は, テクノ ロジイの時

代がそれらの正常な働きを偏向させ歪曲させるように機能 している現在の政治機構の中に投

げ入れられたことを示している。 戦争が一つの現われであるような状況を創 り出した産業上

及び商業上の諸関係は, 重大な事柄にも些細な事柄にも明瞭に現われている。 それらは原料

や遠隔の市場をめぐる闘争や, 国債の動揺などに示されて卜ただけではな く , 地方的な重要

でない現象にも示されていた。 ……一方では株式市場が閉鎖され, 他方では不当利得者たち

が巨万の富を蓄積していた。 国内のできごとから一例をひく こともできる。 大戦以来の農民

の苦境は国内政治における一個の争点となってぃるご)かれがこれらの現象から導き出す見解
は次のようである。「それは今日の複雑で相互依存的な経済関係から生じて枝状に拡がってぃ
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く諸結果を示しており, また予見や調整がいかにわずかしか存在していないかを示してぃるぽ
「地域的で面識的な共同社会に侵入した ( テ クノ ロジイや経済の) 諸力は, 巨大で, その発

端が遠隔で, 広範囲で, 複雑かつ間接的な作用であるため, 地域的な社会単位の構成員の立

場からみれば未知のものである」。したがって, 以前有効に機能 していた地域共同体も力を失

い, それらを制御できな く なっている。「なぜならば, その多 く の結果はそれらを経験する人

びとによって, それらの起源にまで関連づけ られてぃ ないからである。 それゆえ, 社会的行

動の流れに一定の水路を与え, それによって社会的行動を規制する機関 (それが Deweyの

国家機関なのだが) が確立されていないこ とはい うまで もない。 か く て, 公衆は無定形で不

明確なままなので̀あるご巨大化したテクノロジイと経済の諸力によって, 面識的な人間関係
( クー リイの卜う face- to- face association) や地域共同体 (それはアタ リカの民主主義

の起源である town- meeting にはじまると Deweyぱい う) が破壊され, 機械的で非人格的

な 「大社会great society」 ( グラハム ・ ウォーラスの著書名) にひき入れられてしまった公衆

the public は 力 を 失 い eclipse, 今 日の 言 葉 で ぃ え ば 大 衆 mass に な っ て し ま っ た 。 かれ ら

ぱもぱや自分たちに重大な影響のある社会的出来事に対する統制力を もってぃ ない。 も と も

と, 全国的 ( または地域的) 国家を生み出しだのは, 未組織で無定形であった公衆がそ う し

た管理 と統制の機能を もつために, みずからの代表と しての公務員を (政府と して) 制定 し,

それを通 じて統合するためであった。 公衆が共通の利害を知 り, その調整とそれにかかおる

社会的機能の統制を実現することが, 政治的民主主義の原理である。「統治は共同社会に奉仕

するために存在するものであること, およびこの目的は共同社会それ自体が統治者の選任と

かれらによる政治の決定とに参与 しないかぎ り達成されえないこ と, これら二つの事柄は……

民主主義の原則と制度との航跡に永久的に残された事実の結晶である宍しかし, 現実はその
ように進んでいない。 今や公衆は解体されその民主的統制力も失われて しまった。 しかも同

時に, そ う した社会的調整を必要とする事柄はますます大規模に起 りつつある。 まさに, 「民
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世紀を経た今 日でも鋭い現実性を もってせまって く るものがある。 その点で, 社会問題にと

りく む Deweyの真剣な姿勢も うかがわれよ う。 社会の改造は哲学の改造, 教育の改造とあ

わせて, Dewey思想の三位一体の根本課題であ り, いずれも現代のラディ カルな (緊急かつ

根本的な) 課題を民主的な方向で解決 しよ う とする試みを示 している。 問題は, かれのとの

偉大な問題意識 (それはかれの誠実な思考を通 じて自覚された時代の苦悩であるが) に対し

て, かれの思想かれの哲学が答え うるか, である。 し

Deweyは, 民主的 「共同社会」 と機械時代の「大社会」 を統一するものとして構想する「大

共同社会」 におげる 「民主主義の観念」 を次のよ うに規定する。「それは個人の立場からぱ,

彼の属する集団の活動を形成 し方向づけるに際して, 彼の能力に応 じて責任ある参加を行な

うこ と, および彼の必要に応 じて集団の維持する価値の分配にあずか毎 こ とのうちにある。

集団の立場からは, それは共通の利益と善との調和を保ちつつ, 集団の成員の潜在能力の解

放を要求する。 すべての個人は同時に多数の集団の成員であるから, こ う した要求は多様な

集団が他の集団と柔軟にかつ十分に影響しあ うよ うに関係づけられるのでなげれば達成され

難いじ)それは, 共同社会的生活それ自体の, 究極的完成形態としての理想でヽはあるが, その
異質物ではない。 さて, それを実現する方途は何か? Deweyは卜う, 「大社会が大共同社会

に転換されない うちは, 公衆は失われたままに止まるであろ う。 コ ミ ュニケイ シ ョ ンだけが

大共同社会を創 り出すことができる。 われわれのバベルの塔は, こ とばのそれではな く , そ

れなくしては共通経験の不可能なサインとシンボノトのそれなのであるツ)と。その理由は, 一

24

主主義的公衆」 の再建が急務なのである。 以上が Deweyの問題提起であ り, それは半
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方では 「未完成な公衆が, ( コ ミ ュニケイ シ ョ ソによって) 間接的な結果が認知され, そ う し

た結果がひき起した事態を秩序づける機関を計画することができる場合にのみ, 組織化が可

能なのである」 からだし, 他方では 「混乱はテクノ ロジイ上の諸因子が作用する際にそれと

関連させらるべき諸観念から, あるいはそ う した諸観念が欠如していることから, 生 じてい

るのである」 から。(後者の混乱はさらに, 「精神的また道徳的確信や理想は外部的諸条件よ り

もゆるやかに変化する」 のに対し, 「機械時代によって創 り出された目標, 欲求, 目的は伝統

と結びつけられていないので, 二組の対抗しあう理想が存在してお り, 現実の手段を意のま

まに用いうる側か利益を得ている」 からである。) - ごらんの通 り, その解答はここで_も,

コ ミ ュニケイシ ョ ンであ り, 観念であ り, 理想である。 しかも他方, 政治的手段による改革

には反対であるかのような口吻を もらす。 たとえば, 「民主主義の病弊に対する療法はより多

くの民主主義を実現することだという古 くからある主張も, も しそれが現存するものと同じ

種類の機構を よ り多く導入することによって, あるいはそ う した機構を純化し完成すること

によって病弊が治療されうるのだということをいみしているとすれば適切でヽはないで)と。制
度がいく ら変革されても, 要は人間の精神の問題である, と。 ところで, その人間がっ く る

社会について, かれは二層の系列之指摘する, すなわち 「連合的あるいは結合的な活動は共

同社会を創出する。 しかし, 連合関係それ自体は物理的かつ有機的なものであるのに対し,

共同社会的生活は倫理的なものであって, それは感情的に, 知的に, 意識的に支えられてい

るものである。 ……人間の連合関係は起源においていち じる し く有機的なものであ り, 作用

において非常に強固なものであ りうるけれども, それらが人間的な意味における社会へと発

展するのは, それらの諸結果が知られ, 評価され, 追求される場合だけである。 …‥・相互作

用や トラ ンズアクシ ョ ソ ( transformationを起す interactionのこ と) は事実と して生 じ

てお り, 相互依存の諸結果が随伴する。 しかし, 活動への参加と結果の分担とはまた別の問

題で̀ある。それらは必須要件としてコミュ二ヶイショソを要求するツ)と。かれの『経験と自
然』 の意味論的形而上学の社会生活への適用が, その民主主義社会論であることを, それは

明らかに示 している。 それは, 一人の哲学者の理論展開と しては当然のこ とである。 しか し。
(139)

コ ミ ュニケイシ ョ ンによる知的 ・倫理的改良しか指示しえない Deweyの民主主義論の弱さ

は, その原理論と しての自然主義的ヒューマニズムの弱点をよく示している。 長文の引用を

したのは, それを示すためであったが, その存在論には真に歴史社会的存在かなぐ, すべて

が出来事 (上記引用文では 「事実」) と意味とに還元されて しま う。二したがって, 社会問題に

ついても, 現象のヒューマニステ ィ クな意味解釈には見事な分析を示すが, 現象の存在根拠

を客観的に分析することができず, その客観的展開過程の法則的認識から社会変革の実践的

な方針を事実にもとづいて展開することができなしヽ。 これが, 行動主義と も訳される prag-

matismの実態である。 もちろん, そこに多くの学ぶべきものがあるのは確かである。 しか

しその多くは, その観念論的な理論的解釈の弱点にもかかわらず, 現実を民主的でヒューマ

ンな行動の問題と してとらえよう とする誠実な姿勢によるものであると考える。 それは, 合

衆国の民主主義の伝統に育ったひと りの知識人が, それにもかかわらず社会の帝国主義的変

容に適応するために示したブルジ ョア的 common sense(実はイデオロギー) への囚われの

姿を示すものといえよう。 かれは囚われつつも, 批判せざるをえなかったのである。「何事で

も, その入り来る相互作用の場に従って変化するという, 平凡な事実の表現にすぎないじ)し
かし, ど ぅ変化するかは問題である。
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