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マ ル・ク ス の哲 学 の 研 究

(第二部)理論確立期(下)

( 12) 前回の総括と補完

この研究の第一部では, マルクスが現実的批判を徹底させるこ とでプロレタ リア革命の思

想を樹立 した 『独仏年誌』 までを, マルクスの第一期, 思想形成過程と して検討 した。

前回 (第二部 ・上) では, この基本思想が哲学的 ・経済学的 ・歴史的批判をつ う じて, 独

自の科学的理論に確立 される過程を と りあげたが, その前半で と ま って しまった。 この 「理

論確立期」 と仮に名づげた第二期でのマルクスの主要な業績は, 『経済学 ・哲学手稿』(1844) ,

『聖家族』 (1844) , 『 ドイ ツ ・ イデオロギー』 ( 1845- 47) , 『哲学の貧困』 ( 1846- 47) , 『共

産党宣言』 ( 1847) であ り, 『宣言』 が公表された1848年には, フ ランス二月革命, ドイ ツ

三月革命が勃発する。 それ以後をマルクスの思想の発展過程第三期と したのは, 三月革命敗

退後ロン ドンに亡命したマルクスの理論的研究が社会の歴史的変化の経済法則的解明と, そ

の根拠たる経済的社会構成体の分析を重点と して展開されたからである。 この経済学批判と

資本主義社会の経済学的研究は 『資本論』 に結実する。

前回検討した, 『 ド ・ イデ』 第2 ・第 3章に至る第二期前半のマルクスの理論的成果の大

綱は次のよ うにまとめられよ う。

『経 ・哲』 と 「 ミル評註」 では, 自然主義的人間主義から出発して, 疎外労働の分析とそ

の批判から析出された労働的人間観の確立, 疎外の展開による私的所有の体系と しての市民

社会の批判的解明, 労働と資本の対立の弁証法, それらの本源的 (人類史的・存在論的ノ’)
意義 と私的所有 (疎外) の積極的揚棄と しての共産主義の提言などがその成果だ。

『聖家族』 では, 共産主義革命の主体と しての労働者大衆の実践的唯物論が主張され, か

れらを空虚なMystifikation にさそいこ も う とするバウアーたちの思弁的構成の秘密が暴露

され, 現実的人間主義がとなえ られた。
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次に検討された 『 ドイ ツ ・ イデオロギー』 の第2章ではバウアー批判が継続され, 第3章

ではバウアーらの思弁的批判の帰結と もい うべきシュテ ィ ルナーの虚無的独我論に対するマ

ルクスの徹底 した批判が展開された。 その批判を通 じて, マルクスが積極的に打ち出してい

るのが人間の全面的発達の思想であって, それはシュテ ィルナーの離脱と 自己決定と しての

自由と卜 う観念論に対置したマルクスの唯物論的自由の内実であった。

以上が前回の検討を通 じて取 り出されたマルクス思想の哲学的大綱である。 したがって,

「フ ォイェ 少バ ッハにかんする十一のテーゼ」, 『 ド ・ イデ』 第 1章, 『哲学の貧困』, 『共産

党宣言』 な ど1848年に至る第二期後半を対象とする今回の検討で予測される主要テーマは,

①実践的唯物論の確立, ②現実的人間主義の発展, ③唯物論的歴史観の確立, ④経済学的批

判の進展, ⑤弁証法の深化, ⑥階級闘争史観の形成などであろ う。 と りわけ, 疎外からの解

放と人間の全面的発達と卜う自由の思想 と, 唯物史観どの関連は, 『 ド ・ イデ』 の第3章と

第 1章との統一的理解のためばか りでな く , マルクス思想の中枢をなす問題と して重視 しな

げればな らない。 さ らに, 『宣言』 の階級闘争史観は, それらの諸理論を具体的に統一して

共産主義運動の実践に結合する結節点になる理論で, 第二期の総括でもある。

ところで, 「フ ォイェ ルバ ッハ ・ テーゼ」 における実践的唯物論の確立が, それに先行す

るマルクスの人間観の発展の結晶と して捉え られる とすれば, 『聖家族』 における次の提言

がマルクス自身の唯物論 (かれ自身は実践的唯物論と も共産主義的唯物論と も呼んだ) のヒ

ューマニズム的核心を照射するものと して, その深甚な意味を発揮し, 筆者がマルクスの哲

学を 「近代 ヒ ューマニズムの批判的徹底によって確立された実践的唯物論」 と規定 し よ う と

する意図を十分支持する典拠と もなろ う。

「 (ヘーゲル流の) 形而上学は, いまや思弁そのもの ( とその批判) のはた らきによって

完成され, 人間主義 と一致する唯物論に永久に屈服するであろ う。 だが, フ ォイェ ルバ ッハ

が理論の領域で人間主義と一致する唯物論を代表 した よ うに, フラ ンスとイギ リスの社会主

義と共産主義は実践の領域でこの唯物論を代表した。」 (②S. 132) 〔 ( ) 内は松井, なお

ドイ ツ観念論が人間主義に立つ批判的思弁の展開であったこ とは多言を要 しまい。〕

さて, マルクスの人間観の展開は, 『経 ・哲』 で フ ォイェ ルバ ッハの自然主義的人間主義

とヘーゲルの精神的人間観批判からの労働的人間観の確立が見られ, 『聖家族』 でそれを う

けた現実的人間観からの労働者大衆の実践的唯物論が主張され, 「テーゼ」 の実践的唯物論

の確立を介して, 『 ド ・ イデ』 の生産的社会的生活者と しての 「現実的歴史的人間」 (③S.

42) 論へと発展 した ものと して捉え られよ う。 そ して, 『 ド ・ イデ』 における, 生産的生活

からの唯物論的歴史観の導出も, その史観を基礎とする現状批判から展望される人間の全面

的発達の社会と しての共産主義論も, と もにこの 「現実的歴史的人間」 観の内実をなす もの

とみられる。 それは, 「人間性はその現実性においては社会的諸関係の総体である」 とい う

「テーゼ6」 の人間観の歴史観的拡充と もみなせよ う。

復習のよ うになるが, 以上のよ うな人間観の発展する内容を追跡するこ とによって, 上述

の主張を保証しておく とともに, 前回の叙述を補完しておこ う。

A) 『経 ・哲』 でり 自然主義的人間主義は, すでに労働と歴史的観点が強調されるこ とで,

フ ォイェ ルバ ッハのそれとは違ってきている。 「歴史そのものは自然史の, 自然の人間への

生成の, 一つの現実的部分である」 ( E①S. 544 )。 「社会主義的人間にとってはいわゆる世

界史なるものの全体は, 人間的労働による人間の産出, 自然の人間にと っての生成にほかな

らぬ」 ( E①S. 546)。 人間を人間と して生み出す社会そのものが, 人間によって生み出され

ているのであ り ( S. 538 ) , 人間の人間的セ ンス (五感だけでな く , いわゆる精神的セ ンス。
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実践的センスも含めて) は, 人間の労働の歴史を介して 「人間的にされた自然」 を対象と してこ

そできあがるのだ ( S. 541) 。こ う して成就される 「人間と 自然との本質的一体性」 ( S. 538く)

こそ 「社会」 である。

B) 上記の人間観を さらに労働的人間観に媒介して卜るのが, 「疎外された労働」 の批判

的分析による人間の類的本性の導出であ る ( S. 516 )。前回のまとめを多少補正すれば, ①全

自然をかれの非有機的身体たらしめる普遍的な対象的生産活動, ②個体的生活と類的生活と

を一体のものと して実証する共同的生活活動, ③共同生活における個性的な, 自由な意識的

活動がそれである。

C) 疎外された労働の一形態であるヘ ーゲル的な精神労働論 ( 『精神現象学』 等) の批判

を介して, マルクスはA) と B) を統一 して, 労働的人間観を確立した。 すなわち, 自然物

と しての人間は, 現実的 ・感性的対象 ( 物質) をかれの本質の対象, 「生活発現の対象」( E

①S. 578) と して もつ, と同時に, その生活発現すなわち労働にお卜て, 前記の類的本性を

発揮し, 「人間はそのような類的存在と して己れを, 己れの存在において も, 己れの知にお

いて も, 証 し示さずにはいない」 ( S. 579)。この自己証示は, 人間たちの総活動の歴史的成

果である各自の 「類的力」 を対象的に発 揮し, これらの力にもろ もろめ対象にたいするがご

と く 相対するこ とによってなされるが, このこ とは差 し当 り疎外の形式でのみ可能で ある

( E①S.574 )。(2)

この外在化の内部での人間の自己対象化 ・対自化である疎外された労働 (私的所有) が揚

棄されるな らば, 人間の生産的生活は人間の自己産出であると同時に, 「究極的な, 自己目

的的な, 自足的な, それ本来のあ り方に達 した人間的生活発現」 (E①S.584y でもある。 こ

のこ とはのちに, 『 ド ・ イデ』 で 「自己発揮 ( Selbstbetiitigung= 自己活動) と物質的生活

の産出との一致」 (③S.67とS.68) と し て定式化されるが, これが労働的人間観のヒ ューマ

ニズムの核心である。

D) 『経 ・哲』 の労働的人間観を さ ら に具体的に, 「社会の働 く成員であ り, 人間と して

悩み, 感 じ, 思惟 し, また行動する個人」 (②S. 162’) と して把握するのが, 『聖家族』 で

の 「現実的人間主義」 ( S. 7) である。 それはイギ リスやフラ ンスの労働者大衆で代表され

る。 かれらの現実的批判こそ, 実践的唯物論の本源的形態である。 「その批判は実践的であ

ると同時に, その共産主義は一つの社会主義 (社会科学) である。 すなわち, そのなかで,

彼らが実践的な, はっ き り した方策をあ たえ, そのなかで彼らが思考するだげでな く , その

うえに行動する, そのような社会主義で ある。 彼らの批判は, 現存社会の生き生きした現実

的批判であ り, <没落〉 の原因の認識である」 (②S. 162)。これはもはや, たんなるフ ォイ

ェ ルバ ッハ的な 「自然という基礎のうえ に立つ現実的人間」 といったものではな く , いわば

社会の革命的実践過程にある人間の立場 であろ う。 「フ ォイェ ルバ ッハ ・ テーゼ」 の実践的

唯物論は, その立場の理論的定式化である。

( 13) 「テーゼ」 の実践的唯物論の諸原理

上記の観点からテーゼを編成してみよ う。

① 「あらゆる社会生活は本質的に実践的である。 ……あらゆる神秘はそれの合理的解決を

人間的実践のうち と この実践の把握の う ちに見いだす」 (テーゼ8)。

②人間的実践は唯物論的なものであ り, 感性的対象的な活動であるが,そのラディカルな形

態は 「革命的な活動」, 「実践的に批判的な活動」 である (テーゼ 1の後半)。
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③かかる革命的実践の観点からすれば, 「環境の変革と……人間の自己変革との一致が合

理的に理解 され うる」 ( テーゼ3後半)。人間の生活過程は, 主体と客体との実践的相互変革

(相互活動, 相互転化) と して, 弁証法的に把握される。 客体もまた活動的であ り, 働きか

けて く る。

④だか ら 「対象, 現実, 感性をただ客体の, または観想の形式のもとでのみと らえるので

はな く , 感性的人間的な活動, 実践と して, 主体的に捉え」 ねばな らぬ (テーゼ 1の前半)。

感性をたんなる感覚と してのみ捉えた り, フ ォイェ ルバ ッハのよ うに人間を感性的対象と し

てのみ捉え るのでは, この感性的対象世界が感性的活動の総体であ り (③S.45) , その歴史的

産物であ る ( 『 ド ・ イデ』 広松S.16) こ とが理解できない。 万

⑤この観点からすれば, 「人間的思惟に対象的真理かと どく かどうかぱ……一つの実践的

な問題であ る」 ( 2 )。

⑥だか ら 「世界をたださ まざまに解釈」 するだけではいけない, 「肝腎なのは世界を (実践

的に) 変革するこ と」 である( 11)。

⑦これは宗教的疎外についても言えるこ とで, その疎外の 「世俗的基礎そのものがそれ自

体において矛盾したものと理解されると と もに, またそれ自体にお卜で実践的に変革されね

ばな らない」 ( 4 )。

⑧ 「宗教的心情そのものが一つの社会的産物であ り」, 「抽象的個人と卜った ものが, 実は

ある特定の社会形態による」 産物である( 7 )。だから, この社会形態を現実的に変更するので

なければ問題は解決しない。 し

⑨実践的主体は, けっ して孤立した抽象的個人などでな く , 相互協働によって社会生活を

実現する共同的存在なのだから, その人間性は 「その現実性にお卜ては, 社会的諸関係の総

体」 である ( 6 )。

⑩自然と人間との生産的実践関係に媒介された, 人間と人間との社会的諸関係という実践

的相互関係を理解できな卜古い 「観想的唯物論」 は, 人間を単に対象的に, 孤立 した諸個人

と, その静的な原子論的市民社会と して しか捉えな卜。 それは, 生産的革命的な実践によっ

て成就され る真に共同社会的な 「人間的社会, も し く は社会的人間性」 の立場に立つことが

で きない( 9 ) ( 10)。 ノ

以上のテ ーゼ群を貫徹 して卜る革命的実践の思想が, 『経 ・哲』 での労働的実践の観点よ

り, 現実の社会生活を総体と してみる観点からいって一歩前進 して卜るこ とは, 一 目瞭然で

あろ う。 こ の両概念, すなわち労働的実践と革命的実践とが, 「生活手段の生産」 と 「社会

関係の生産」 とを統合した 「生活の生産」 と卜う生産的実践概念に統一されると き, それに

よって, 人間の社会生活の歴史的総体が, 卜かに見事に包括的に把握され うるかを示 してい

るのが 『 ド ・ イデ』 第 1章であるといえる。 (3) それが主題と している 「歴史についての唯物

論的見方」 とは, 社会的生活過程の総体にたいする生産的 (革命的) 実践の観点からする分

析 ・ 展開の方法であ り, 逆にまた, この方法でこそ歴史が大衆の生産活動を基本とする社会
的生活の諸過程(4) の総体で̀あるこ とが明白になる。

のちに ( 1888) , 『 ド ・ イデ』 のこ とを 「まえがき」 で想起 しながら書かれた 『フ ォイェ ル

バ ッハ論』 で, エ ングルスが弁証法とは 「世界をできあがった諸事物の複合体と見るのでは

な も 諸過程の複合体と見る」 (国民文庫p. 54) こ とだと した定式から振 り返ってみれば,

大衆の社会的生活の諸過程の総体と して歴史を観るこの唯物論的歴史観は, そのまま同時に

歴史についての弁証法的見方になるこ と もまた確実であろ う。 そ して, この歴史過程の総体

の分析を任意の時点 (断面) から出発させると き, 物質的生活の生産を基礎とする社会生活

4
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の諸関係の構造である 「経済的社会構成体」 とのちに呼ばれるものが問題になろ う。 それが

定式化されるのは, 1859年の 『経済学批判』 序文においてだが, 『 ド ・ イデ』 では生活の諸

側面 ( Seite) も し く は諸契機 (Momente) が, 社会生活の構造と歴史の前提と して捉えら

れ, その相互のからみ合いが絶えず発達する生産力と階級的生産諸関係との矛盾を生 じ, そ

れが原動力となうて歴史を推進する過程を, 分業と所有の相関的発展を主軸に解明されたの

が 『 ド ・ イデ』 第 1章後半である。 『 ド ・ イデ』 のこ う した歴史観と, 「経済的社会構成体」

と しての社会の分析との関連は, 歴史過程と社会構造との関連の問題と して重要だが, 以前

に取 り上げたことがあるので, ここではその問題がマルクスの 『経済学批判要綱』 の「序説」
(1857) で扱われているのを指摘するにと どめよう。 (5) なお, 経済的社会構成体の諸矛盾の

実践的結節点と しての階級闘争が, 社会の構造的変化過程と しての歴史の実践的推進力であ

るのを明確にするのが 『共産党宣言』 ( 1847) である。̀ その解明を可能に した唯物論的歴史

観を確立したのが 『 ド ・ イデ』 第 1章である。

以上の点から, 几マルクスの哲学の第二の特徴を, 「それが, 根本的に弁証法的で歴史的な

唯物論思想であるこ と」 に求める筆者の見解は, それほど見当違いではあるまい。

( 14) 『 ド ・ イデ』 での史的唯物論の諸前提

マルクスの哲学の生きた核心の一つは, ( 131) で中間総括 しておいたよ うな徹底した ヒ ュー

マニズムに立つ人間観であろ う。 それがなければ, マルクスの思想は革命的実践の哲学だ り

えなかっただろ う。 なぜなら, 革命とは社会変革による人間解放 ( という ヒューマニズム)

の事業のこ とだから, しか七, マルクスの思想をそのこ とだけに解消するのは誤 りであるこ

とは, 『 ド ・ イデ』 でのフ ォイェ ルパッハや真正社会主義者に対する激烈な批判を見て も明白

であろ う。

た とえば, マルクスはフ ォイェ ルバ ッハが 「現実的歴史的人間」 のかわ りに丁人間なるも

の」 と言うにとどま り (③S.42) , 人間生活の歴史的社会的分析を怠り, 「現実的な, 個人的

な, 生身の人間」 とその愛と友情の 「人間関係」 しか見ず, 「共産主義的唯物論者が産業と

社会組織の二つながらの改造の必要と, 同時にその改造の条件を見るあたかもその場所で観

念論へと逆戻 り」 しているのを痛烈に批判している (③SS. 44- 5)。だから, マルクスの哲

学の真価の一つは, そのヒ ューマニズムが唯物論的歴史観にまで現実化された こ とだ と言わ

ねばなるまい。 人間観がそ う した現実化を必要とす るこ とは, 「人間性はその現実性におtヽ

ては, 社会的諸関係の総体である」 とい う 「テーゼ6」 に照して明白であろ う。 この人間観

の具体的展開が史的唯物論である。

しかし, その人間観を社会観歴史観に解消し よ う とするのも, 逆の抽象化の誤 りにおちい

る。 その歴史観社会観が, 人間観によって媒介されるこ とで, われわれ各人の生きざまを照

射し, 各人に展望と実践的指針を与える ものでなければ, 実践的唯物論たるに値いしないか

らだ。 これは一般的には, 社会と個人との関係と して提起される問題であるが, そ う した抽

象的な提起のしかたは誤 りであると して も, マルクスの史的唯物論を, 各個人の生き方の指

針に具体化するのを媒介する人間観が何であるか, は問われればならない。

われわれは既に, それが人間性の全面的発達の思想であるこ とを 『 ド ・ イデ』 第 3章のシ

ュテ ィルナー批判の検討を通 じて知っているばか りでな く , その人間観の内実をなす諸理論

がマルクスの思想的発展を通じて次つぎに形成されて きたのを見た。 『経 ・哲』 での 「対象

化 (労働) と獲得 (所有) との一致」, 『テーゼ』 での「環境の変革と 自己変革との一致」, 『 ド

5
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・ イデ』 での 「自己発揮と物質的生活の産出 ( Selbstbetiitigung und Erzeugung des

materiellen L ebens) と の 一 致 」 ( ③ S.67 と S.68) な ど が , 疎 外 ( 外 在 化 ) の 揚 棄 に よ る

人類史的展望と して提起されている。 『 ド ・ イデ』 第 1章は, そ う した人間観を 「社会的諸

関係の総体」 の分析の方向へ, いっそ う現実化 し具体化 した と ころに深化があると卜える。

たとえば, 上記のような一致が生産要具 (手段) の共有によってこそ成就されるこ と, それ

と同時に, (生産諸要具の一総体の領有は, ‥…バ:それに照応する) 諸個人自身における諸

能力の一総体の発展である」 (③S.67) こ と, そ して 「それこそば諸個人の自由な発展と運

動の諸条件をかれら自身の制御下にお く諸個人の結合 (共同社会) 」 (③S.75) の要点である

こ とが明確にされて卜る。 生産手段の共有の理論によって, 『経 ・哲』 の 「私的所有の積極

的揚棄と しての共産主義」 なる疎外の揚棄, 人間解放の思想は現実的具体性 (すなわち実践

性) を もつに至る。 それは 『 ド ・ イデ』 第3章での自由論の社会科学的具体化でもあ り, 第

1章と第3章との統一的理解の要点でもある。

すでに第 3章を検討したわれわれは, シュテ ィルナーの離脱と しての自由に対して, マル

クスが唯物論的自由を対置し, 前者が結局は虚無への逃避に帰すのに対 して, 後者が人間性

の全面的発達に到達するのを見た。

「諸々の制限を現実的に取 りはら うこ と, すなわち, 一つのきわめて積極的な生産力の発

展, 現実的エネルギーであると同時に うむをいわせぬ要求の充足, 諸個人の力の伸長といっ

たこ とが, たんに或る制限から 自由になることに変えられて しまった。」 (③S. 285)

したがって, 『 ド ・ イデ』 第 1章の課題の一つは, 社会構造とその歴史過程の分析をつ う

じて, マル クスの主張する唯物論的自由 ( 「個人がそのなかで生きる諸 々の事情 と関係にた

いする支配力」 ③S. 282 ) の成立根拠を探究するこ とであ り, 第二には, 大衆をそ う した探

究からそらせる思弁的支配的イデオロギーを批判 し克服すると卜うこ とである。 こ う した批

判をつ う じてマルクスが求めたものは, 第一巻まえがきにもあるとお り, 社会生活の現実的

実践的矛盾対立を空文句の思弁的対立へとす りかえるシュテ ィルナーらのまやかし (Mysti-

fikation) を暴露 し, 労働者大衆の実践的革命的解放の大道を照射するこ とであった。

上記のよ うな批判的意図からマルクスは, 第 1章の序論の部分で, 青年ヘーゲル派のイデ

オロギー批判が, 結局は意識を変え よう とい うだけの保守的なものであるのを指摘する。

「煎 じつめれば, 現存するものを違ったふうに解釈せよ, 換言すれば, それをなにか別の

解釈によって承認せよとい う要求にほかならない。」 (③S.20)

実践的唯物論の中心命題とされる 「テーゼ11」 が 「世界の解釈」 を批判 して実践的変革を

呼びかける形式を と っているのは, 具体的にはこのこ とに対応するのであろ う。 もちろん,

この考え方はすでに 『経 ・哲』 で打ち出されてお り, マルクスの根本的思想なのである。

「ものの見方の上での諸対立そのものの解決はただ実践的な仕方でのみ, ただ人間の実践

的エネルギーによってのみ可能であ り, それゆえにそれらの解決はけ っ して単に認識の課題

にすぎないのではな く て, かえって現実的生活の課題なのである……」 ( E①S. 542)。

同じことを 『 ド ・ イデ』 第 1章では, さ らに革命的な命題で主張している。

「実践的唯物論者すなわち共産主義者にと っては, 現存する世界を革命的に変革するごと,

眼前に見出される事物を実践的に攻略 し変更するこ と こそが問題である」 (③S.42)。

実践的解決の主張が, 『経 ・哲』 では 「現実的生活の課題」, 『テーゼ』 では 「世界の変革

(ver瓦ndern) 」, 『 ド ・ イデ』 では 「革命的に変革すること ( revolutionieren) 」というふ

うに急進化していることはともかく , そ う した現実生活から革命に至る実践的課題を, 観念

的解釈の問題にす りかえて しま うイ デオロークたちを根底から批判 し去るには, かれらに共
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通するイデオロギー的諸前提を根こそぎ引き倒す と同時に, みずからの実践的唯物論の根本

を 「現実的生活」 「革命的変革」 の前提に据えねばな らないことになる。 ところで, マルク

スにと っては, 世界の実践的変革 (そのなかには, 世界の生産的加工と社会の革命的変革が

含まれるこ とは前記のとお りだが) はまさに現実的生活でおこるこ とであ り, その現実的生

活の大衆的諸過程の総体が歴史である以上, 実践的唯物論の根本を据えるべき前提は, まさ

に歴史においてでなければな らない。

さ らに, マルクスがフ ォイェ ルバッハ批判にあてだこの第 1章で, 自己の歴史観を こそ問

題にしなければならなかった理由はノ シュティルナーがフォイェルバッハの「人間なるもの」

とい う抽象的人間観を神学的だ と排撃するこ とを通 じて, マル クス もその一味 と して攻撃

して来たからである。 「私は死ぬが, 私の精神 ・人間なるも のは残 りつづけ る。 か く て,

私を人間なるものと全 く 同義化するために, 人は次のよ うな要請を創出し提起 した。 すなわ

ち, 私は一の <現実的 (真実の) 類的存在〉 とな らねばな らぬ。 (原註 ・ たとえばマルクス,

独仏年誌 p. 197 ) 」(6) と シュテ ィ ルナーは書いている。 しか し, このシュテ ィルナーのマルク

スに対する攻撃は, すでに 『聖家族』 以後 <類的存在〉 といった抽象的人間把握をすでに克

服しつっ あったマルクスにと っては, そのフ ォイェ ルバ ッハ的残滓を通 じての不当な攻撃で

しかなかった。 マルクスはそれに返答するかのよ うに, そ う した攻撃を うける余地を残 した

事情を 『 ド ・ イデ』 第 3章で次のように述べて卜る。 「人間がこれらの (宗教的) 幻想を 自

分の <頭のなかへ入れた〉 ということはどう して起ったのか? という疑問が ドイ ツの理論家

たちにと ってさえ, 唯物論的な世界の見方……現実的に批判的な世界の見方への道をひ らい

た。 この進路はすでに 『独仏年誌』 のなかで示唆されていた。 だが, これは当時まだ哲学的

な慣用語法でおこなわれて卜だので, こ こに伝統的にまぎれこんでいる哲学的な表現, く人

間的本質〉 とか 〈類〉 とか等々のことばが, ドイツの理論家たちに, 彼らが現実的な展開を

誤解 して, ここでもまた問題はただ彼らの着古した理論的上着を新し く裏返 しするこ とだと

信 じるのに好都合なきうかげを与えた。」 (③SS. 217- 8 , 要約)

しかし, マルクスがそ う した事情の批判的釈明だけにと どま りえなかったのは, おそ ら く ,

『唯一者とその所有』 を見本刷で読んだエ ングルスまでが, マルクスへの手紙 (1844年11月

19日) で次のよ うに妥協的な評価を書き送る よ うな事態が起ったからではなかろ うか。 「わ

れわれは, やは り利己主義によって共産主義なのであ り, ……人間であろ う と欲す るのだ」

(図S.11, 要約)。この手紙に対するマルクスの批判的な返書は残っていない。 だが, マルク

スが緊急に, どう してもフォイェ ルバッハ流の 「人間なるもの」 や, その裏返しであるシュ

テ ィ ルナーの 「利己主義」 と対決して, 自己の共産主義を基礎づけるに足る実践的唯物論的

理論を樹立せねばな らぬと決意 したであろ う こ とは, 容易に推測し うる。

マルクスはまず, 永遠の 「人間なるもの」 とその環境たる恒常不変の感性的物質的世界

(すなわち 自然) とい う フ ォイェ ルバ ッハ流の諸前提を批判 し, それがと もに産業 と交通の

実践的産物であ り, 相互作用でたえず変化する現実的で歴史的な存在であるこ とを 明確にす

る。 フ ォイェ ルバ ッハの直観的唯物論では, 現実の矛盾は感性的直観と思弁的直観とに分解

された上で観念的に解消され, 「事物が現実に如何にあ り, それは如何に して生起 した もの

か, という事物の捉え方」 (③S.43) ができない。 「唯物論と歴史とが分裂している」 (③

S.45) フ ォイェ ルバ ッハでは, 「共産主義的唯物論者が産業と社会組織の二つながらの改造

の必要と, 同時にその改造の条件を見るあたかもその場所 (歴史) でこそ観念論のなかへ逆

戻 りせざるをえない」 (③S.45)。

マルクスの方は 「世界の唯物論的な見方, すなわち無前提的な見方ではな く , 現実的な物

7



質的諸前提そのものを経験的に観察すると ころの, だから始めて現実的に批判的な見方」(③

S. 217 ) を歴史に適用する。 広松渉氏の新編集版によれば, 上記のフ ォイェ ルバ ッパ批判に

直結 した形で, マルクスは自己の歴史観を, 歴史の物質的な諸前提の定式化から展開をは じ

めている。(以下の『 ド ・ イデ』からの引用ページ数は‥ ,DIE DEUTSCHE IDEOLOGIE “

hrsg. von W ATARU HI ROMAT SU , 河 出 書 房 新 社 , ( 1974) の を 採 用 す る 。 氏 の文 献

批判を経た新編輯によって, よ り正確に文脈がた どれるからである。)

「われわれは無前提的な ドイ ツ人たちのもとで, 次のこ とから始めなければならない。 お

よそ人間の生存 (Existenz) にと っての第一り前提√従って, およそ歴史とい うものにと

って も第一前提となる ものを確立するこ と, それは, つま り <歴史をつ く る〉 こ とができる

ためには, 人間が生活 しえなければな らな卜とし うヽ前提である」 (広p. 22)。

異稿は, そり 生活の構成要件 (前提) を次のよ うに記す。 「われわれがそれを以って始め

る諸前提は, 決して恣意的な前提 (仮定) でもなげれば, ドグマでもない。 それは, 現実的

な諸前提であって, それを捨象するこ とは妄想において しかできな卜底のものであるレそれ

は現実の諸個人, 彼らの行為, 彼らの物質的な生活諸条件一 眼前に見出される既存の生活

条件な らびに彼ら 自身の行為によって産出された生活諸条件- である。 これらの諸前提は

だから純然たる経験的手法で確定するこ とがで きる」 (広p. 23)。

二つの文を統一的に理解すれば, 歴史の大前提と しての生活は, 現実的物質的な人間主体

と客体 (生活諸条件= 生活手段) との行為的統一である。 この人類史的な意義を もつ大前提

を構成する五契機 (五側面) がつづ卜て挙示されてい く。 それは現実の生活行為の五契機で

あると同時に, 歴史の五契機で もある。

l①物質的生活そのものの生産, それを媒介するものと しての (物質的) 生活手段の生産が

第一の契機である。 「人間は生活手段を生産するこ とによって, 間接的に自分たちの物質的

生活そのものを生産する士 (広p. 25)。

ここではまだ, 生産手段概念は確立されてはいないが, それに通ずる考え も展開されて卜

る。 「人びとが生活手段を生産する様式は, さ しあた り既存の, そ してまた再生産すべき生

活手段そのものの特質に依存する。 」 (広p. 25) それは第 1章後半で取扱われて卜る 「生産

用具の所有レ (広pp. 142) の問題へとつながって卜く。

それよ りも一層重大な指摘は, 従来の労働的人間観を よ り深化 した形で, 人間存在におけ

る 「生活手段の生産」 の本質的意義を取 り出した次の文だろ う。 「これら諸個人の第一の歴

史的行為, よって も って彼らが動物から 自己を区別する所以の第一の歴史的行為は, 彼らが

思考す るこ とではな く , 彼らが自分の生活手段を生産 し始めるこ とである」 (広p. 23) 。同じ

ことを表現をかえてだが, 清書稿でも書いている。 ヶ

以上のよ うな生産的生活の決定的意義を, 以前のマルクスは労働的人間の類的生活と して

把握 して卜だこ とを思い出しておこ う。 た とえば 『経 ・哲』 で, かれは労働疎外の第三規定

・類的存在の疎外と対照 しつつ, それを次のよ うに記 しているム 「生産的生活 ( この文の直
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前では, <労働, 生活活動, 生産的生活〉 と連記している

8

れは生活を産み出す生活である。 生活活動の仕方のうちに一つの類の全性格, それの類的性

格があるのであって, そ して 自由な意識的活動が人間の類的性格である」 ( E①S. 516 )。

この規定と比較すれば, 『 ド ・ イデ』 のそれが, 生活手段の生産とい う媒介要件を と り出す

ことで, 生産的生活の構造を よ り正確に把握する手がか りを与えて卜る と同時に, それによ

って 「自由な意識的活動」 という人間の類的性格の成立根拠を も解明する手がか りを示唆し

ている点で優れていよう。 これがさ らに生産手段の生産にまで深化されれば, 唯物論的認識

松井) は類的生活である。 そ
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論の礎石の一つとなるであろ うこ とは, 『 ド ・ イデ』 第 1章後半で 「生産用具の所有」 と関

連して, 「これら諸力の領有は, それ自身, 当の物質的な生産諸用具に見合う個人的諸能力

の発展にほかならない。」 (広p. 140 ) と記 しているのが参照される。

上記の件は生産的生活の主体との関連であるが, 客体 ・対象と の関連で見るな らば, その

「物質的生活そのものの生産」 は 「人間の行為によってこ うむる 自然的基礎の変様」 (広p.

23) であ り, 自然的物質の 「生活手段」 への加工であ り, 『経 ・哲』 流にいえば, 「非有機

的自然」 からの 「人間の有機的身体」 と 「非有機的身体」 との生産なのである。 「感性的世

界は (産業と交通と社会状態の) 歴史的産物である。」 (広p. 16) と言い, 「感性的世界を,

それを形成しつつある諸個人の総体的生動的な感性的活動と して把握する」 (広p. 20) こ と,

と言 う ときの感性的世界とはまさに 「物質的生活そのものの生産」 の歴史的総体 (人間の自

然史) によって媒介されている 「歴史的自然」 (広p. 18) のこ と であって, 人間の自然史 ( 自

然的歴史) と対を成す ものである。 (なおこの考え方は, 「歴史そのものは自然史の, 自然

の人間への生成の, 一つの現実的部分である」 ( E①S. 544 ) という 『経 ・哲』 の自然主義

的人間主義の思想の発展であることは言 うまでもない。) /

②歴史の第二契機は 「新しい諸欲求 (必要 Bediirfnis) の産出」 (広p. 24) である。生活

手段の生産によって媒介される物質的生活は, 人間の生活の必要 (欲求) の充足なのだが,

その 「充足された さ きの欲求そのもの, 充足の行為および既に獲得された充足のための用具

(手段) が新 しい欲求を生み出す。」 (広 p. 24)。BedUrfnisseは, すべての生活活動の原動力 _ _・

であ り, 歴史の進歩発展の動因である。 欲求の多様で豊かな生産がなければ, 生産力の発展

も, 人間の全面的発達もあ りえない。 それらは同時に, その欲求が充足される用具 ・手段の

獲得にも依存する。

③第三契機は, 「他の人間の産出, つま りは生殖」, すなわち人口 (住民) の創出と, 家族

をは じめとする共同体の形成。 ここではこの契機についてそれ以上論 じていないが, それは

のちに労働力の問題と して も重視される こ とになろ う。

④第四契機は社会的関係の生産である。 「労働における自己の生の生産にしても, 生殖に

おける他人の生の生産に して 乱 およそ生の生産なるものは, と りもなおさず二重の関係と

して, すなわち一面でぼ自然的関係と して, 他面では社会的関係と して, 現われる。 こ こで

社会的というのは, どのような条件のもとであれ, どのような仕方においてであれ, そ して

どのよ うな目的のためであれ, と もかく 幾人かの諸個人の協働 という意味である。」 (広pp.

24- 6 )

生産的生活におけるこの協働の様式が生産様式であ り, この協働によって生産力自体が倍

加されるがゆえに 「この協働様式はそれ 自体, 一つの 〈生産力〉 で ある」 (広p. 26)。こ う し

た生産諸力の大きさが社会的現状を制約するので, 社会の歴史は産業および交通の発達 と関

連させてでなければ解明できない。 歴史は社会的生活過程の大衆的総体であ り, 社会生活が

物質的生活の生産を基礎にしている以上, 歴史は産業および交通といった 「人間相互間の唯

物論的関連」 を土台と して成立してお り, しかもこの関連は生産様式および欲求 (第一およ

び第二契機) によって制約され, 「たえず新しい形態を と り, それゆえ一連の <歴史〉 を現
(7)

示す る」 (広p. 26)。

生産様式は各個人の生活活動 ( 自己発現) の様式でもあ り (p. 25) , そのこ とによって社会

的諸関係が形成される。「〈一定の生産的諸関係のもとにおける一抹消〉一定の諸個人。一定の様式で生産的に活動している諸個人が, この一定の社会的・政治的諸関係に入り込む」

(広p. 27)。
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この当時マルクスは, 生産活動 ・生産様式ひいては生産関係を重視 しつつも, それらを諸

個人の生活過程や生活様式に定位させ, それらの相関的な全体的把握をはかることを第一の

課題と して卜だ。 「あらゆる歴史把握で第一のこ とは, この (物質的生活そのものの生産と

卜うことの) 根本事実をその意義の全体そ してその範囲の全体にわたって観察し, それを正

当に扱うことである」 (広p. 22)。したがって, 後期マルクスの成果が, 主と して 『資本論』

に至る経済学的研究だからといって, 物質的生活そのものの生産の意義を, 経済学的な, し

たがって資本主義的な意義と範囲で しか捉えないとすれば, それはわれわれが資本主義的疎

外とそのイ デオ ロギーにと らわれて卜る こ とになろ う。

⑤歴史の第五契機は 「理念, 表象, 意識こ ういったものの生産」 である (広p. 29)。

マノレクスにと っては, 「私の周囲に関わる私の関係が私の意識である」 (広p. 28) し, そ

の関係が 「私にと って ( fiir mich) 」現存するこ となのだ。 諸個人力沁 だヽ く 表象は, 自然に

対する彼らの関係についての表象か, 彼ら相互間の関係についての表象か, 彼ら自身の性状

(Beschaffenheit) についての表象かである。 「これらのどの場合にも, 彼らのいだ く 表象

は, 彼らの現実的な諸関係や活動, 彼らの生産, 彼らの交通, 彼らの社会的 ・政治的な関わ

り, これらのものの一 現実的または幻想的な一 意識的表現だ」 (広p. 27) 。

意識の主体についていえば, 「人間たち こそ 自分の表象, 理念等々の生産者である。 但 し,

彼らの生産諸力の, ならびにこれに照応する交通の一定の発展によって……条件づけられて

卜る, 現実的な, 働 く 人間たちである。」 (広p. 29)。

意識の対象について言えば/ 8) 「意識とは意識された存在(dasbewusteSein) 以外の
なにもので もない。 そ して人間たちの存在とは彼らの現実的生活過程のごとである。」 (広p.

29)。

だから, 意識的表現が人間の生活発現の一過程であるとすれば, 意識は生活過程の二重化

であ り, 対 自化である。 それは生活過程の諸条件に規定され, 生活の生産 ( = 発現) の様式

に規定される。 意識の生産は, 「人びとの物質的な活動や物質的な交通, 現実的な生活の言

語に編み込まれて卜る」 (広p. 29)。したがって 「意識が生活を規定するのではな く て, 生活

が意識を規定する」 (広p. 31)。この 「生活 (過程) 」を よ り一般的な 「存在」 概念に した定式

が 『経済学批判序文』 の 「人間の意識が彼らの存在を規定するのではな く , むしろ逆に, 人

間の社会的存在が彼らの意識を規定する」 (⑧p. 176 ) なる周知の唯物論的反映論の命題で

ある。 だが, それが機械的反映や一方的規定を意味するのでないこ とは, 人間たちの存在と

はその生活 (過程) のこ とである し, 意識とは意識的表現のこ とであ り, 生活発現の一部で

あると知れば了解されよ う。 前回の論文 (第二部上) で 「人間はその存在によって規定され。

ま こ

ておいたのは, このことである。 ただ前半を 「人間はその生活過程 ( と りわけその物質的生
産様式) によって規定され」 と訂正 しておいた方が, よ り正確に理解されよ う。 (9) マルクスが

「諸観念は, 人間たちの物質的な, 経験的に確かめうる, そ して物質的諸前提に結びついた

生活過程の必然的昇華物 ( Sublimate) である」 (広p. 31) とい うのもこのこ とであろ う。

ともかく , 「生活過程」 「生活発現」 「生産」 「表現」 の観点を う しなった意識論は, マル

クスの反映論でないこ とは確かだ。

以上の意識論を 「社会的存在 (生活諸過程) 」による被規定性に重点をおいて展開すること

で, 本書 『 ド ・ イ デ』 の主導テーマであるイデオロギー論がえ られる。 「現実に活動 してい

る人間だちから出発 して, 彼らの現実的な生活過程から, この生活過程のイデオロギー的反

映と反響の展開を も明らかにする」 (広p. 31) な らば, 『経 ・哲』 でと りあげた 「自己意識
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の疎外は, 人間的存在者の現実的な疎外の表現, 知と思考のうちに反映される表現」 ( E①

SS. 575- 6) である こ とが判明 し よ う。 すなわち疎外された意識は, 現実的な生活過程の

疎外の表現であると と もに, 疎外された表現でもある。 疎外された生活が対象であると と も

に, その表現方法も疎外されてお り, 結局は意識の主体 (その存在と しての生活様式) が疎

外されているのだ。 疎外された意識は, 疎外された生活過程の疎外された表現と卜う二重の

疎外を うけて卜る。 それは貨幣が 「それ 自体労働疎外であるところの私的所有の疎外態, す

なわち二重の疎外態である」 (筆者第二部上p. 157) のに似てお り, 観念の現実態である言

語が, 貨幣にたとえ られるのは, 観念的疎外とのこの対応から由来すると言え よ う。 両疎外

は生活の生産の疎外, 生産労働の疎外, 労働の分割 (Arbeitsteilung= 分業) , 私的所有に共

通の根を も っている。 イデオロギーにおける観念的疎外の由来について, マルクスは次の三

つの側面から説明して卜る。

マルクスの哲学の研究 115

「なぜ イ デオ ロー クた ち はい っ さ い

⑦生活過程の局限性 「諸個人の現実的諸関係の意識的な表現が幻想的である とすれば,

〔つ ま り〕 彼らの表象のうちで彼らの現実態を逆立ち させているとすれば, これはこれでま

た, 彼らの局限された物質的活動様式お よび彼らのそ こから生ずる局限された社会的諸関係

の一帰結なのである。」 (広p. 29)

④表現過程の転倒性- 「すべてのイブ オロギーにおいて, 人間ならびに人間の諸関係が,

箱式力ノ ラでのよ うに逆立ちで現象する とすれば, この幻象 ( Phiinomen) は人びとの歴史

的な生活過程 (の転倒) から発出 (hervorgehen) するのであって, それは網膜上での対象

物の倒立が人びとの直接的な肉体的過程に根差 しているのと同様である。」 (広p. 29)

恰分業による職業の自立化 (すなわち, 分業による諸個人の生活過程の極限性と分業の自

立化による現実とその表現の仕事との関係の逆転)

そ して③の史的唯物論の内容的展開部分は

「⑧生産諸力の発展, 分業, 所有諸形態

⑥生産諸力と生産諸関係との弁証法

○諸個人一 諸階級一 社会

⑥国家と法の, 所有にた卜する関係

以上が歴史を実践的唯物論の観点から解明する前提となる五つの基本的契機と, それらの

からみ合いから生成するイデオロギーの基本的性格である。

を逆立ち させるか。 ……各人は自分の手がけている仕事を真なるものと考える。 彼らは自分

の手がげて卜る仕事と現実との連関について (現実は仕事を実現するためにあるといった)

幻想をいだ く が, (分業にようて局限されて卜る) 仕事そのものの性質上から して もそ うな

ら ざるをえな卜よ うにな っているだけに, その幻想はそれだけ必然的である。」 (広p. 152)

バガ ト ゥーリアによれば, 『 ド ・ イデ』 第 1章全体は次の五つの部分に内容上まとめられ

る。 「① ドイ ツのイデオロギーの一般的特徴

②唯物論的歴史観の諸前提

③生産 ・交通, イデオロギー的上部構造

④諸結論と この把握の本質についてのまとめ

⑤観念論的歴史観一般への批判, と く に青年ヘーゲル派と フ ォイニルバ ッ’`への批判」 (川

( 15) 『 ド ・ イデ』 第 1章での史的唯物論の展開と革命的ヒューマニズム
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る と

⑥支配階級と支配意識 -
①共産主義革命の必然性」 (1” と卜う構成をもつものとして, 対応する章節が示されて卜る。

さ らに, 以上の内容に対する四つの基本的観点 ( 「基本線」 ) が示されて卜るのを要約す

「⑩僅物論的な見方と観念論的な見方の対立。 づ

⑩佳物論的歴史観の諸前提, 本質, 結論。 主要結論は共産主義革命の必然性と不可避性で,

プロレタ リアー トによる政治権力の奪取の必然性が帰結されて卜る。

恰社会の唯物論的把握。 生産力, 生産諸関係, 政治的 ・イデオロギー的上部構造の相互関

係の解明から社会の階級構造, 社会的意識な どの諸論に至っている。

④歴史の唯物論的把握。 生産力の発展と分業 ・所有形態の交代, 前階級的一階級的一共産
主義的 ・無階級的社会へと展開して卜る。」 (1゙

以上のバガ ト ゥーリアの見解はほy正 しいと思われるので, それに従って 『 ド ・ イデ』 で

の史的唯物論の内容的展開を追跡調査するこ と も有意義ではあるが, こ こでは今迄に堀 り起

して重視 して きた二 ・三の観点を中心にまとめてみよ う。 その観点とは, 囚生活の総過程の

唯物論的で弁証法的な観点と しての史的唯物論, 回史的唯物論を革命的ヒ ューマニズムと統

一的に理解する観点, 回イデオロギー論の観点, な どである。

囚 生活 の総過程 の唯物論的で弁証法的 な観 点 と して の史 的唯物論

バガ ト ゥー リアぱ 『 卜゙・ イデ』 が, 「生産諸力と生産諸関係の弁証法を……はlじめて明ら

かに し, ・‥‥‥生産諸力と交通形態との相互作用と して定式化 したこ とで………社会の全構造お
よび歴史の全過程を理解する鍵をあたえている」 (13’ こ とを も っ と も重要視 してt るヽ。 誠にそ

のとお りで, 「社会」 を人間たちの社会生活の相互関連の総体 と解すれば, 「生産諸力と生

産諸関係」 は 「人間相互間の唯物論的諸関連」 であ り, 社会生活の土台であ る。 それだけで

な く , この 「生産諸力と交通形態との相互作用と矛盾」 が 「社会の全構造および歴史の全過

程の理解の鍵」 をあたえるからだ。すなわち, 全構造と全過栢ぐを理解するためにこそ, 社
会生活の構造的変化過程を生ぜ しめる, 社会生活の諸あつれ き と変化とその唯物論的根源で

ある 「生産諸力と交通形態との矛盾」 の把握が重要なのである。 こ う した理解のしかたこそ

が弁証法であるこ とを, バチシチェ フは次のよ うに述べている。

「資本主義のこ元論的で全体的な理解は, その矛盾をあばきだすこ とからまった く 引きは

なされていないばか りか, 初めから終 りまでこれに負うているのである。 全体的な ものの矛

盾性を会得 しては じめて, ∇この全体的なものそれ自体をそのあます と ころのない複雑さ と具

体性にお卜て, 独立的なもの ・ 自己運動的な もの ・それ自体か らみすがらの多様な変様と対

池性を展開するものとして, 〈実体= 主体〉 として, 保持する手際に達するのである。」 (19

以上のよ うに解すれば, 次の文章の意義を, ただ「生産諸力と交通形態とのあいたの矛盾」

の把握にだけ置く 人はいまい。

「生産諸力と交通形態とのこの矛盾, これは, われわれがみた よ うに,コこれまでの歴史上

すでに何回とな く 出現 し, 歴史の基礎を危 う く するほどでなか った犀せよ, そのつど一つの

革命となって爆発せざるをえなかった。 その際, 当の矛盾は同時にさまざまな副次的形態,

すなわち諸あつれきの総体, さ まざまな階級間のあつれき, 意識の矛盾, 思想闘争な ど, 政

治闘争などの形態を と った。 と ころで, 視野のせまいみかたに立てば, これらの副次的形態

のひとつを と って, それを この革命の土台とみかねない。 ……われわれの見方によれば, 歴
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史上のあらゆるあつれきは, その根源を生産諸力と交通形態とのあいだの矛盾のうちに もっ

ている。 とはいえ, ある国のうちにあつれきが惹き起される条件と して, この矛盾が, この

国自体の内部で頂点までのぼ りつめている必要はない。 国際交通の拡大によって惹 き起こさ

れる工業的によ り進歩 した諸国との競争が相対的に未発達な工業 しかもだない諸国のうちに

も, おな じよ うな矛盾を うみだすこ とが十分で きるのである。 (たとえば, ドイ ツの潜在的

プロ レタ リアー トを顕在化させたのは, イギ リスエ業の競争であった。) 」 (広pp. 112- 4)

この文章の最後は, 後進国革命の可能性を も示唆するものと して注目されるであろ う。 そ

う した展望を さえ示しえているのは, その分析が真に弁証法的であ り, 「諸あつれきの総体」

とその相互関連, と りわけ 「根源」 と 「副次的形態」 との矛盾の体系的関連づけ (矛盾のシ

ステ ム化) に成功 しているからであろ う。

こ う した変化過程とその根源と しての矛盾の把握には, 同時にその対象の総体的かつ構造

的な理解がなければな らない。 それがなければ 「何か, どう」 変化するか厳密に検討するこ

とはできない。 ( もちろん最終的にはその構造 自体の総体的変化過程が問題なのである。) そ

七て, その構造分析の出発点がレーニン流に云えば 「も う と も普通の, も っ と も大量的な,

もっとも直接的な有」 (1°としての 「直接的な生活」 におかれているのも注目されよう。 次の

文を参照された卜。

「この歴史観は, ……直接的な生活の物質的な生産から出発して, 現実的な生産過程を展

開するこ と, そ してこの生産様式と関連 し, かつこれによって創出される と ころの交通形態

を, したがって市民社会を, そのさ まざまな段階において, 全歴史の基礎 と して把握 し, そ

してそれを国家と してのそれの営為において叙述 し, また, 意識のさ まざまな理論的所産と

形態のすべてを……それから説明し√そ して これらのものの生成過程をそれから跡づけるこ

と, そ うすれば当然, そこではまた事柄がその総体性において (そ してそれゆえにまた, こ
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こ こで 「市民社会」 と呼ばれ, やがて 「生産諸関係の総体」 と呼ばれるこ とになる 「交通

諸形態」 が 「全歴史の基礎」 と して把握され, 他の諸形態をそれからの派生態と して, その

「生成過程」 と 「相互作用」 において叙述するこ とで, 社会を構造的歴史的に理解する方法,

しかも 「生産諸力と交通形態との矛盾」 を根源と し, 「交通形態を基礎とする国家や意識諸

形態の (生成を) 説明」 するのが, 社会についての唯物論的見方 (のちの 「経済的社会構成

体」 観) であ り, この見方から社会の歴史的発展過程を把握するのが歴史にづいての唯物論

的見方 (すなわち史的唯物論) なのである。 この見方は, 近代市民社会, すなわち資本主義

社会の発生 ・展開 ・崩壊の過程を明らかにするだけでな く , 社会生活における重大問題, た

とえば階級関係, 国家の本性, 革命の必要と条件などについて基本的な知識を与え, 全体と

して共産主義革命の理論体係の骨子を成 している。

「以上展開 して きた歴史観から, われわれはなお次のごと き結論を うる。

⑧生産諸力の発展中に, 現存する諸関係のもとでは害悪しか惹き起こさないよう砿 もは

や生産力ではな く て破壊力であるよ うな, そ うい う生産力と交通手段 (機械装置と貨幣)が呼

び出されるよう な段階が現われるこ と, (゙

⑤そして, これは次のことと結びついている, すなわち社会の利得を何ち享受することな

く , 社会のあらゆる重荷を担わざるをえないよ うな……一階級が呼び出されるこ と, この階

級は全社会成員中の多数者を形成し, この階級から根本的な革命の必要にかんする意識, 共

産主義的意識が出で く るが, この意識は当然, 他の諸階級のうちにもこの階級の地位をみる

こ とに よって形成 され うる。 犬
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○一定の生産諸力がその枠内でしか活用されえない諸条件がと りもなおさず当該社会の或

る特定の階級が (それを所有するこ とで社会を) 支配する諸条件なのであって , この階級の

所有から生 じる力は, その都度の国家形態のうちに実践的かつ観念的に表現されるのであ り,

それゆえに どの革命闘争もこれまで支配 してきた一階級に鉾先を向げる。

⑥共産主義革命は従来の (生活) 活動の方式に立ち向卜, (資本の支配下にある) 労働を

廃 し, そ してあらゆる階級の支配を, 階級そのものと諸共に揚棄する。 ……

⑥この共産主義的意識の大衆的規模での創出のためにも事柄そのものの遂行のためにも,

大衆的規模での人間変革が必要である。‥…・革命は, 他の仕方では支配階級が打倒されえな

いと卜う理由で必要なだけでな く , 打倒する側の階級がただ革命のなかでのみ, 古い垢をわ

が身から一掃 して, 社会を新 し く つ く り うる力量を身につけ うるよ うになるからである」(広

p. 46) 。

最後の⑥は, まさに 「テ△ゼ3」 の環境の変革と自己変革との弁証法の具体化であるが,

こ う した人間変革や革命意識の大衆的創出などが強調されて卜るのは, たんにイデオロギー

論との関連からばか りでな く , 共産主義 とい う ものが, 意識性と団結とをその本性と して卜

るからではなかろ うか。 マルクスはこ う書卜ている 「共産主義は従来のあらゆる生産諸

関係と交通諸関係の基礎を覆がえ し, 一切の自然生的な諸前提をは じめて意識的に従来の人

間たちの産物と して取 り扱い, それらの自然生的性格を剥卜で, 団結 した諸個人の力に服せ

しめる と こ ろにある」 (広p. 126)。

この 「自然生的性格 ( NaturwUcksigkeit) 」 と い う のは, 自然発生的な も のが もつ無

自覚で制御されて卜ない自然必然性のこ とであるが, そ う した性格は必ず しも文字通 りの自

然発生的なもの(18) だげの性格ではなく, 人間ゐ生活過程の諸活動が疎外され物象化される場
合にも帯びる性格 ( 自然生的な仮象) である。 (19) それは究極的には, 人間の自然史的生活過

程の延長と して生 じていると も考え られるので, 自然生的な ものに包括される。。 この疎外 ・

物象化の自然生的な諸前提を 「従来のあらゆる生産諸関係と交通諸関係の基礎 (生産様式)」

において捉えようと したのが, 「分業と所有」 の歴史的発展史の叙述で, それは 「生産諸力

と交通形態 とのあいだの矛盾」 の発生機構のいっそ う堀 り下げた分析である。「分業と所有」

が 「生産様式」 を規定する二大契機である とすれば, この分析は生産様式の分析としヽ う こ と

にな ろ う。

ところで, 『経 ・哲』 と 「 ミル評註」 での疎外論は, 疎外労働を前提 した うえで, その労

働過程論的分析の帰結と して私的所有を, さ らに社会的交通 ・相互補完と しての交換におけ

る相互疎外と して貨幣を, 論理的に解明した。 だが 『経 ・哲』 では 「疎外された労働」は「国

民経済学的事実」 と して既に与え られてお り, 「どのよ うに して人間は彼の労働を外在化 し,

疎外するよ うになるのか。 どのようなかたちでこの疎外は人間の発展の本質のうちに根拠を

もっているのか。」 ( E①S. 521) とい う疎外の根源の問題には答えられなかった。 この問題

を, 生産諸力の発展における分業の問題と して解答 しよ う と したのが 『 ド ・ イデ』 の分業論

であると も言えよ う。 『経 ・哲』 では労働の疎外から私的所有を帰結したのに対し, 『 ド ・

イデ』 では疎外された労働と私的所有とを同一事象の対立態と して, 分業から統一的に把握

するとい う認識の深化がみられる。 その分業発達史の叙述を要約しよう。

⑦人口増大にともなって, 素質や欲求や偶然による自然生的分業が性的分業に加わり, 遂

に物質的労働と精神的労働との現実的分業が現われる (広p. 30)。

応分業にともなって, 労働と生産物との不平等な配分が生じ, 財産が現われる。 妻や子が

夫の奴隷である家族のうちに財産の最初の形態が見られる (広p. 32)。
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恰 「分業と私有財産とは同一態の表現なのであって一 後者においては活動の生産物との

関係で言表されている当のものが, 前者にお卜ては活動との関連で言表されている。 さ らに,

分業と同時に各個人または個々の家族の利害と, 交通 しあって卜る諸個人全員の共同利害と

の矛盾が存在するよ うになる」 (広p. 34)。

④分業的協業による生産力は, 協働そのものが自由意志によらぬ自然生的なものであると,

彼らの統合した力が, 彼らから疎遠な, 自立 した力にみえる (広p. 36)。

③生産力の発展は分業発達の度合いで示される。 農耕労働からの工業労働と商業労働との

分離が生じ, 都市と農村の分離と利害対立が結果する。 次卜で工業と商業の分離が起る (広

p. 78 ) 。

⑤物質的労働と精神的労働との最大の分業は都市と農村との分離だが, それとともに政治

これは直接には, 分
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一般の必要が生ずる。 「こ こにお卜てまず人口の二大階級への分化

土地所有との分離と して, 資本 の, 土

業および生産用具 (の私有) にもとづく が現われる」 (広p. 90)。それはまた, 「資本と

もっぱら労働と交換のうちに土台を もつ所有

地所有から独立な実存と発展の端初」 (広p. 92) である。

① 「分業のさまざまな発展段階は, 丁度それに見合う数の所有のさまざまな形態である。

すなわち分業のその都度の段階は, 労働の素材, 用具, 産物との関係における, 諸個人相互

間の関係を も規定する」 (広p. 80)。

口分業における労働諸条件, 道具, 素材の分割が, それらの所有者たちへの蓄積された労

働 (資本) の集中, それにと もな う資本と労働との分裂と さ まざまな所有形態を生ずる (広

p. 136) 。 ▽

このように, 分業が発達するにと もな って, それに照応する所有の諸形態が歴史的に展開

する との原理を確立 し, さ らに以下のよ うな所有形態の歴史的展開の叙述が試みられて卜る

が, それと分業との対応関係があま り明瞭でないとい う問題がある。

第一の形態の所有は, 部族所有である (p. 80)。

第二の形態は, 古代的な共同体所有お よび国家所有である (pp. 80)。

第三の形態は, 封建的ないし身分的所有である (pp. 82)。

第四の形態は, 近代的資本の形態である。 それは三つの時期に分げられる。 第一期は, 商

人資本とマニュフ ァ クチュア資本とい う可動的資本の形成期である。 第二期は17 ・ 18世紀の

商業的発展の時代で, 植民地 ・世界市場 ・ 貨幣制度の拡充などで可動的資本が支配的となる。

第三期は大工業と産業資本の時代だ。

マルクスはこ こで, 大工業の重大な歴史的意義を提起し, 「商業を支配下におき, あらゆ

る資本を産業資本に転化 し, そのこ とによって資本の迅速な流通と集中を産み出した」 (広

p. 110 ) と し て , 資 本 主 義 確 立 に 対 す る 大 工 業 と い う 生 産 様 式 の 決 定 的 意 義 を 指 摘 し て い る ご

「大工業こそが次のかぎりで初めて世界史をつ く りだ した。 それというのは, ……各自の欲

求を充足する うえで, 全世界に依存するよ うにさせ, 諸国民のそれまでの自然生的な排他性

を廃滅したかぎ りにお卜てである。 大工業は自然科学を資本に服属させ, そ して分業から 自

然生的な仮象の最後の一片を取 り払った。 大工業は……一切の自然生的な諸関係を金銭関係

に解消した。 大工業は, 自然生的な諸都市に代えて, 一夜のうちに族生する近代的大工業都

市を生み出した。 ……大工業は都市の農村に対する勝利を完成した。 それの 〔頂点〕 は自動

機械体系である。 それは大量の生産諸力をつ く りだ したが, この生産諸力にと っては, 私的

15
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所有がまさに樫梧とな った。 ……大工業は労働者たちにと って, 資本家との関係のみならず,

労働そのものを耐えがたいものにする」 (広pp. 110- 112)。

以上のよ うに, 分業発展史は階級分化論に結果 し, 所有形態の発達史は共同所有から私的

所有への発展が産業資本の形成に帰着したことを示した。 それら両者が, 真に対応的に展開

されれば, 階級史観を含む資本主義形成史を結果 したはずであるが, 残念にも成功 して卜な

卜。 その不斉合性については望月清司氏が説 く よ うな, ゛ マルクスの分業展開史論とエ ング

ノ゙7の所有形態史論との意図の不一致にもとづく と見なすこともできよう。 しか払 両者の

見解が異質のものと見るのは誤りで, むしろ両者は生産様式を構成する二大契機として統一

的に把握されるべきものであろ う。 そ して, も しそれに成功 して卜れば, 拡充された分業に

もとづ く大工業制的資本主義社会の階級的疎外の実態を, 分業と所有の両契機を軸と して解

明しえてし たヽであろ う。 だが, 後にマルクスもエ ングルスも反省しているように, 当時のか

れらの経済史にかんする知識は, それに成功するには不充分だったと言わねばなるま卜。 そ

してそのこ とは, 分業と私的所有の全社会交通的発展の大工業的帰結と してjの資本主義社会

を, たんに次のよ うな 「市民社会 (bUrgerliche Gesellschaft) 」 と して認識するにと どま

った こ と に も示 されて卜る。・ 。。

「市民社会は, 生産諸力の一定の発展段階の内部での諸個人の物質的交通の全体を包括し

ている。 それは, ある段階の商業と工業の生活全体を包括 している。 …… <市民社会〉 とい

う言葉は, 18世紀にあらわれたが, そのと きとい うのは, 所有関係がすでに古代と中世の共

同体からぬけだ しおえたと きであった。 市民社会が市民社会と して発展するのはブルジ ョア

ジーを侯ってであるが, 生産と交通から直接に展開される社会的組織体は, いつの時代にも

国家お よびその他の観念的上部構造の土台をな していて, たえずこれとおな じ名前でよばれ

て きた。」 (広p. 144)

これでは土台と しての生産諸関係の全体と しての 「市民社会」 と, たとえ典型ではあって

もやは り特殊な, 資本と労働の矛盾によって構成されている 「ブルジ ョ ア社会 (資本主義社

会) 」 とが区別されて卜ないこ とになろ う。 これは一方では後の 「経済的社会構成体」 観を

準備するものにはなっても, 他方では資本主義社会の矛盾と疎外をあいまいにせずにはおか

ない。 後者は, 生産諸力の階級的所有の矛盾と, それに尤とづく諸個人の物質的交通 (交換

・分配) の矛盾との解明を必要とする。 そのためには, 分業と所有との対応的発展史が, 階

級対立の歴史的変遷と して統一的に, すなわち矛盾の発展史と して鋭く把握されねばならな

い。 それには, 「生産手段の私有」 を主契約とする 「階級」 概念の確立が必要なのに, 『 ド

・ イデ』 のそれがまだ熟していない。 また 「もっぱら労働と交換のうちに土台を もつような

所有」 とのみ規定された 「資本」 概念の未熟さ も関連 しよ う。 それは資本の生産が真の意味

での生活 (資料) の生産ではなく , 資本の価値増殖, すなわち剰余価値の生産, 剰余労働の

搾取でしかないこ とを, 資本の生産過程 (労働過程) の経済学的分析をつ う じて暴露される

のを待たねばな らない。

とはいえ, 『経 ・哲』 における疎外労働論からの私的所有の発達 した形態と しての資本の

把握が, 『 ド ・ イ デ』 において 「労働と交換のうちに土台を もつ所有」 。と しての資本と して

把握 し直され, 分業と所有の歴史的発展の検討を通 じて, 生産様式と しての大工業の究明と

結合されることによって, 『資本論』 の資本概念を準備 しているこ と も確かである。 その点

では, ここでの生産用具 (生産手段) 概念の登場も見逃 してはならないだろ う。 これこそ,

分業と私有との媒介項であ り結節点だからだ。 生産用具をはじめとする生産力の発達は, 分

業と私有という疎外形態によって媒介されるが, 分業と私有もまた逆に生産用具の発達によ
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つて媒介され, 「貨幣」 的物象化および 「資本の支配」 という疎外形態を とるこ とが示され

る。 マルクスは, 生産用具の質的発達を次のように指摘する。

「ここに (分業の発達にと もな って) , 自然生的な生産用具(耕地, 水, 小工業の道具な ど)

と/ 文明によって創出された生産用具 (機械など) との区別が際立ってくる。 ……⑤第一の

場合, 所有もまた直接的で自然生的な支配と して現象し, 第二の場合は……蓄積された労働

の, つまり資本の支配として現象する。 ⑤第一の場合, 諸個人が家族, 部族, 地面そのもの

など, 何らかの紐帯によって共属しているこ と (共同体) を前提 し, 第二の場合は諸個人が

互に独立であ り, ただ交換によってのみ結合されているこ と (市民社会) を前提する。 ……

○第一の場合, 平均的な人間悟性 (実践的常識) で間に合t ‥ヽ…・, 第二の場合は, 精神労働

と肉体労働との分業がすでに実践的に遂行されていなければならない。 ⑥第一の場合, 所有

者の非所有者に対する支配は人格的な諸関係に, ある種の共同体にもとづき うる, 第二の場

合は, それはある第三のもの, 貨幣において物的な姿態を と らなければな らな卜」(広p. 88)。

生産用具 ( ここでは労働者自身が生産用具と して存在す る大工場の場合を含めて) から出

発して, ⑧所有関係, ⑥社会関係, ④精神的生産, ⑥人格的隷属と物件的隷属 に れは後の

『経済学批判要綱』 の依属史観の先駆か) な どの諸問題が展開されているが, その帰結は次

のよ うに, 大工業における生産用具と私的所有の矛盾と, その揚棄の必然性との指摘で終っ

て い る 。

「大工業では生産用具と私的所有とのあいたの矛盾が, はじめてその所産となる。 ただ し,

それを生み出すためには, 工業は非常に発達 して卜なければな らない。 したがって, 大工業

と と もに, 私的所有の揚棄もまたは じめて可能なのである」 (広p. 90)。 工業の発達, 発達 し

た生産力の保障がなければ革命が成功しないこ とは, 既に見た とお りだからである。 と もか

く この一文が, 生産用具と生産様式, 分業と所有といった経済学的諸関係から, 共同体と市

民社会, 人格的関係と物件的関係といった社会的人間学的諸関係へと関連づけをおこな うこ

とで, 疎外 (物象化) と革命の展望を含む社会生活の総体的説明を試みよう と していること

は重視されよう。 この一例からも知られるように, 『 ド ・ イデ』 で確立された史的唯物論は,

経済的社会構成体論や経済学に収斂されるべきものではな く , 社会生活の歴史的総体, と り

わけその決定的問題 (客観的には示盾) である人間疎外や革命の問題などと統一的に把握さ

れなければならない。 さ もなければ, マルクスの思想を統一的全体と して理解するこ とにな

らないし, また生活実践と遊離した一面的理解に終らざるをえないだろ う。 だからわれわれ

は, 次に史的唯物論とマルクスの革命的 ヒューマニズム (労働疎外 ・物象化論, 共産主義革

命論, 自由と人間の全面的発達の理論な ど) との統一的把握を試みるべきだろ う。

【亘】 史的唯物論 と革命的ヒ ューマ ニズムとの統一的理解

上記の課題にと りかかる前に, 労働疎外や人間の自己産出といった初期マルクスのヒ ュー

マニズムは 『 ド ・ イデ』 で自己批判的に排斥されているとい う見解を検討しておかねばなら

ない。 も しその見解のとお りだとすれば, 上記の課題は誤った提起だとい う こ とにな るから

だ。 だが, そうした見解に対する手堅い反論が水谷謙治氏によってすでになされており, 如

筆者もほy同意見なので, 評論は氏の著書にゆだね, 考え方だけをそれからの引用で示 して

お こ う。 卜

「た とえば,初期 <労働疎外〉 論は, 論理の出発点に <理想的人間像〉 を 〈先験的〉 に前提

するという観念論的な誤 りを犯しているから, その自己批判に よってのみ 『 ド ・ イデ』 の確

立が可能になったのだとい う, いわば双方のあいだに一種の断絶を認める見解がみ うけられ

17



つま り幻想的に 〈類の自己産出〉 (かの <主体 と しての社会〉 原文) と卜ったかたちで

るが, それは, 前者のもつ諸特徴を統一的に理解 しえず, 前者から後者への発展, あるt はヽ

前者の把握を土台に して後者の把握が生 じて卜ると卜う主要な関連を見失ったものと卜わね

ばならな卜。」 (水谷著p. 54) , 「 (経験的事実である) ゆがめられた現実的労働のあ りかたを,

<疎外された労働〉 という概念でと らえ, この概念を基本と して考察をすすめるこ とが, 疎

外されない労働を先験的に設定する誤 りだと卜うのであれば, 『資本論』 における労働過程

一般の考察や 〈全面的に発達 した個人〉 への論及も, 同様の非難を うげねばなるまい。 ダヴ

ィ ’ドフの <労働疎外〉 論の批判は,- 客観的な抽象にも とづ く 考察と, たんなる観念的理想像

による論理の自己展開とを混同した結果だと考え られる。」 ( 同p. 59)。

筆者も同意する水谷氏のよ うな意見が 『 ド ・ イデ』 につ卜て成 り立つのかを検討するため

に, 一例と して, マルクスが共産主義革命による疎外の揚棄と卜う 「この観方」 を 「類の自

己産出とい ったかたちで把える」 こ との誤 りを批判 した文を取 り上げてみよ う。

「 (現実的諸関係への) 全面的な依存, この諸個人の世界史的協働の自然成長的形態は,

この共産主義革命によって, これらの諸力, すなわち, 人間たちの相互作用から生み出され

たものであ りながら, 従来まった く疎遠な力と してかれらにのぞみ, かれらを支配 して きた

力の, 制御 と意識的支配へと変えられる。 この観方は, こ こでまた もや, 思弁的一観念的に,
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この者が自己産出という秘蹟をおこな うよ うにみなされることになる。」 (広p. 44)

よ く 読めば明白な よ うに, この文は前半の 「この観方」 を非難 しているのではな く , 「こ

の観方」 が 「思弁的一観念的, つま り, 幻想的」 な空文句にかえ られるこ とを批判 しているの

だ。 まして 「人間たちの相互作用から うみ出された ものであ りながら, 従来まった く疎遠な

力と してかれらにのぞみ, かれらを支配してきた力」 とい う疎外の経験的事実を否定するわ

けでは決してないこ とは明白である。 とはいえ, 既に前回見たよ うに疎外狂のシュテ ィルナ

ーとの論争がマルクスを して疎外概念の使用をひかえさせたこ と も事実で, 上記引用でのよ

うに疎外の経験的事実の叙述でもってそれに換えるか, 次の引用でのよ うに唯物論的な物象

化 (人間自身の行為が物象的な力になる凝固) 概念を も って, 「思弁的観念的」 改釈の余地

を与える疎外概念に換える試みを行なって卜る。 問題は 「疎外」 で説明するこ とではな く ,

疎外を説明するこ となのである。

「人びとが自然生的な社会のうちにあるかぎ り, したがって特殊利害と共通利害とのあ卜

だの分裂が実存するかぎ り, したがって活動が自由意志的にではな く 自然生的に分掌されて

いるかぎ り, 人間自身の行為が彼にと って一つの疎遠な対抗的な力とな り, 彼がそれを支配

す るのではな く , こ の力のほ うが人間を抑制する。 ……社会的活動のこ う卜 う 自己膠着

( Sichfestsetzen) , 一つの物象的な力 ( sachliche Gewalt) になる凝固 (Konsolidation)

……これこそ従来の歴史的発展における主要契機の一つである」 (広pP. 34- 6)。この文章の

横にマルクスは次の文の挿入を指示 していると卜う。 「この 〈疎外〉 一 哲学者たちにわか

るよ うにこの言葉を用いつづければー は, もちろん, 二つの実践的な前提のも とにおいて

のみ揚棄され うる。」 (広p. 37) それは, 無産者大衆の産出と生産力の巨大な発達である。

以上 『 ド ・ イデ』 からの二組の引用は, 疎外 (物象化) の経験的事実を認めた上で, それ

を揚棄する ものと して共産主義革命およびその二大前提を論 じたものである。 したがって,

疎外用語の使用いかんにかかわらず, その経験的事実の革命的揚棄の主張と しての革命的ヒ

ューマニズムの問題が, 『 ド ・ イ デ』 の主要論点の一つであるこ とは, もはや疑問の余地は
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松井) と して表象され,

把え られ, そ う卜う誤った把握によって, 相互に関係 しあって卜る諸個人が, 継起的に交代

してゆ 〈 系列が, 唯一の個人 ( 〈唯一者〉 や 〈人間なるもの〉
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ある ま卜。 し たが って以下は, それ と史的唯物論 と の統ヴ的関連を 検討 し よ う。 この検討は,

第 1章だけでなく , それと始めは一体のものと して書き出された第2章 ・第3章を も含めて

お こ なわれね ばな ら な 卜。

こ こでの論題は, 疎外をは じめ革命的 ヒ ューマニズムにかかおる諸問題, 諸概念が, 史的

唯物論でいかに説明され, かつ史的唯物論を逆照射 しているかである。

①前回提起だけ しておいた 「人間的な もの」 と 「非人間的なもの」 との 「世界史的闘争」

と呼ばれる ものにつ卜ての, 第3章におけるマルクスの史的唯物論的解明 ( と りわけ, 歴史

の唯物論的前提と しての生産力と欲求とその充足との現実的関係からの) を まづと りあげて

お こ う。

「卜わゆる 〈非人間的な もの〉 は 〈人間的な もの〉 と まった く 同様に, 現実の諸関係の産

物なのである。 それはこれらの諸関係の否定的側面である。 すなわち現存の生産力にも とづ

く支配的諸関係にたい し, またこれらの諸関係に照応する欲求充足の仕方にたいする, いか

なる新 しい革命的生産力にも基づし て卜ない反逆である。 <人間的〉 と卜う肯定的な表現は,

一定の生産段階に応ずる特定の支配的な諸関係と これらによって制約された欲求充足の仕方

とに照応してお り, 同様に <非人間的〉 と卜 う否定的な表現は, これらの支配的な諸関係と

そこでの支配的な充足の仕方とを現存の生産様式の内部で否定 しよ う とする, 当の生産段階

によって日々新らたによびおこされる試みに照応して卜る」 (③SS. 417- 8)。

そ うだとすれば, 「新し卜革命的生産力」 を解放 しようと現実の支配的諸関係に革命的に

対決するこ と は, 当然 「人間的なこ と」 になるのは, マルクスたちには自明のこ とであった

し, 支配階級には 「非人間的なこ と」 と思われたであろ う。 「人間的な もの」 と 「非人間的

なもの」 との 「世界史的斗争」 と呼ばれる ものが, その史的唯物論的内実からすれば, 生産

力の発達と欲求充足の方法をめぐる階級斗争のイデオロギー的表現であるこ とがわかる。 こ

れによってわれわれぱ, 今後 「人間的」 なる概念を, 「思弁的一観念論的」 歪曲の危険がな

い限 り, 唯物論的一科学的意味において用いるこ とができるだけでな く , それを通 じて逆に,

現実の社会生活の諸関係と欲求とその充足方法とについて, それが 「人間的丁かどうかを判

断す る価値基準を得, それらに実践的に対処する指針を得るこ とになる。

②上記の 「人間的なもの」 の問題と深刻に関連するのが, 階級社会における自由の問題で

ある。 「人間的な もの」 の最高の内実を なす ものが自由であるとするのが近代ヒ ューマニズ

ムの結論なのだから。 その自由が現実の階級社会において どう実存するかは重大な問題であ

るが, それに関してマルクスは, 第 1章で次のように述べている。 ・I I

r諸個人は, いつも 自分自身から出発 した, とはいえ勿論, 彼らの所与の歴史的諸関係の
枠内で̀の自分 (特定の階級諸関係に制約され規定されている人格 Pers6nlichkeit) 3゚) から

であ って, イデオロークたちの卜う意味の <純粋な〉 個人からではない。 しかし, 歴史的発

展の途上, そ して まさ し く 分業の埓内では不可避的な, 社会的諸関係の自立化 (人間の社会

的活動の物象化) によって, 各個人の生活のうちに, それが人格的 (個人的) であるかぎ り

でのものと, 何らかの労働部門 (分業) ならびにそれに附随する諸条件のもとに下属せしめ

られて卜るかぎ りでのそれとのあ卜だに乖離が現われる」, この 「人格的個人と階級的個人と

の乖離」 のもと, 「諸個人は表象のうちでは以前よ りもよ り自由である。 ただ し, 彼らの生

活諸条件が彼らに と っても偶然的だからであるが, 現実のうちではもちろん, 彼らは以前よ

りも よ り不 自由である。 と卜うのぱよ り一層物象的な力のも とに下属させられているからだ」

19
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(広pp. 120- 122)。

「従来の (階級社会での) 共同社会の代用物すなわち国家, その他にお卜てぱ, 人格的自

由は支配階級の諸関係のうちで育成された諸個人にと って しか, それも彼らが支配階級の諸

個人であるかぎ りで しか, 実存 しなか った」 (広p.120)。 し

階級社会における自由の階紙性, 虚偽性, 制限性が見事にえ ぐられて卜るが, 階級的分業

とその物象化による社会的諸関係の自立化 と卜う史的唯物論の基本命題がそれを可能に して

卜る こ とは多言を要 しまい。 犬

③以上のよ うな現状に対する史的唯物論的批判をつ う じて, マルクスたちは自由の問題を

中心にすえて共産主義社会につ卜ての原理的指摘をおこな って卜る。

「人格的な諸力 (諸関係) の, 分業を介 しての, 物象的なそれへの転化は, 人がそれにつ

卜て卜だ く 普遍的表象を脳裡から叩き出したから と卜って揚棄できるものではな く , 諸個人

がこれら物象的な力を 自己のもとへと下属 し返すこ と, (一定の階級のも とへの諸個人の下

属を解放すること) , そ して分業を揚棄することによってのみ, 揚棄することができる。 これ

は共同社会な く しては可能ではない。 (諸個人の自由な連合と しての) 共同社会においては

じめて各個人にと って, 彼の素質をあ らゆる側面にわたって陶冶する手段 (dieMittel,seine

Anlangen nach allen Seiten hin auszubilden) が 実 存 す る よ う に な る 。 共 同社 会 に お 卜

ては じめて, か く して, (真の) 人格的自由が可能になる」 (広p. 118- 120)。

「ブロレタ リアたちは, これまで社会の諸個人がそ う卜う形で総体的な表現を 自己に与え

てきた と ころの当の形式, つま り国家に対 して も直接的に対立 してお り, 彼らの人格を完全

に確立する ( ihre P.ers6nlichkeit durchzusetzen) ためにぱ国家を打倒 しなければな らな

卜。 ‥ヤ・革命的ブロレタ リアたちの共同社会の場合には, 彼らおよび全社会成員の生存諸条

件を彼らの (意識的) 制御のもとにお く のであって, ……これはまさ し く諸個人の ( もと よ

り今日発展 して卜る生産諸力と卜う前提の枠内での) 結合, 諸個人の自由な発展と運動の諸

条件を彼 らの制御のも とにお く 結合である」 (広pp. 124- 6)。

生産諸力の発展の必要は, たんに共産主義社会を物質的に保障するためばか りでな く , そ

の共産主義社会の担卜手になるにふさわ し卜 「全面的に発達 した諸個人」 を陶冶するために

も必要なのである。 「生産諸力総体の領有 (Aneignung) 」 によって, 「労働の自己活動へ

の転化 と, 従来の被制約的な交通の諸個人そのものの (人格的) 交通への転化」 がおこなわ

れ, 「自己発揮と物質的 (生産) 生活との合致」 によって「諸個人の総体的諸個人への発展」

がな されるのである (広p. 142)。 ・ I 。

この 「生産諸力総体の領有」 は, 「大量の生産諸用具が各個人のも とに, そ して所有は万

ん ( alle) のもとに下属せしめられる」 (広p. 142) こ とによると されている。 この領有を

成就する方法は 「プロレタ リアー ト自身の性格から してそ うで しかあ りえない普遍的な団結

と革命によ って」 である (広p. 142)。この生産手段の総体的領有を介して 「自由に結合した

諸個人の全体的計画に従って」 (広p. 130 ) , 生産諸力は意識的に制御され, 発揮され, 発展

させられる。 このとき 「より発達した生産諸力に, 故にまた, 諸個人の自己発揮の一歩前進

した方式に照応する, 新 しい交通形態が立てられ」 (広p. 130 ) る。 こ こでは, 生産諸力の

歴史が, 諸個人そのものの諸力の発展の歴史であると卜う, 歴史の本源的な姿が実現される。

④共産主義社会を成就する積極的諸契約につ卜ての指摘を まとめると次の通 りである。

⑦階級的 ・共産主義的意識をもった革命的大衆の大量の形成。 (広p. 52)
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④支配階級に対抗する階級的団結。 (広p. 118)
西)統一戦線の可能性。 (29 (広p. 68,p. 112)

④労働者階級の政権奪取。S (広p. 35,p. 124)

③私的所有の揚棄による生産諸力の総体的領有。 (広p. 142)

⑤ 「自由に結合した諸個人の全体的計画」 に従った生産力の発達。 (広p. 130)

②諸個人の自己活動の新しい様式 (生産様式) に見合う新し卜交通形態の樹立。(広p. 130)

⑦その成員の素質を 「あらゆる側面にわたって陶冶する」 全面的発達。 (広p、118)

⑤上記で, 自由の実現と しての共産主義観を中心とする革命的ヒューマニズムが, 史的唯

物論の確立によって 「科学的社会主義」 に具体化され現実化されたのを見た。 しかしそのこ

とは逆に, 唯物史観の確立が革命的ヒューマニズムによって導びかれているこ とを も意味す

21

⑤共産主義と諸個人の全面的発達との関連については, 第3章で詳論されてt るヽ。 こ こで

は比較的まとめられた一文を引用するこ とで, 第 1章と第3章との統一的理解の意義を示し

てお こ う。 なお下記の文中の 「分業」 とは階級的分業と して正当に理解されよ う。

「すでに上のところでわれわれは, ⑦個人個人にたいする諸関係の自立, 個性の偶然性へ

の従属, 諸個人の人格的諸関係の一般的な階級諸関係への包摂な どの廃止は, け っ き ょ く分

業の廃止にかかっていることを示した。 ⑦われわれはまた, 分業の廃止は交通と生産諸力と

が発展して, 私的所有と分業がそれらに と って栓桔になるほどの普遍性にまで立ち卜たるこ

とを条件として卜ることを明らかにした。 回)さ らにわれわれは, 私的所有はただ個人個人の

全面的な発達とい う条件のもとでのみ廃止され うるこ と, なぜな ら, まさにその時の交通と

その時の生産諸力こそ全面的であ り, 全面的に 自己を発達させる諸個人によってのみ我がも

のと され, 彼らの生活の自由な発揮 ( freien Betiitigung ihres Lebens) にまでな り得る

からだ, ということを示した。 ④われわれは, 生産諸力と交通諸形態とが, 私的所有の支配

のも とでは破壊力となるほどに発展し, 階級対立がそのと こ とんまでお しすすめられている

から, 現在の諸個人は私的所有を廃止せざるをえないということを明らかにした。 ③最後に

われ。われは, 私的所有と分業との廃止は, それ自体, 現在の生産諸力と世界交通とによって

与えられた土台のうえでの諸個人の団結であるということを示した。 ⑤ (以上のことから)

共産主義社会, すなわち, 個人個人の独自な 自由な発達がけっして空文句でない唯一の社会

の内部では, この発達がまさに諸個人の連帯 ( Zusammenhang) をこそ条件と している。 こ

の連帯は, 一部は経済的な諸前提のうちにも, また万人の自由な発展の必然的連帯性(Soli-

daritげ) のうちにも, はてはまたその時代に存在する生産力の土台のうえでの諸個人の普遍

的な活動の仕方のうちにも存する。」 (③SS. 424- 5)

共産主義についての上記のまとめが, 『 ド ・ イデ』 における史的唯物論の確立によって ど

れほど具体性を もちえているかは, 「私的所有の積極的揚棄 (実践的否定) と しての共産主

義」 とかて人間の本質, しかも或る現実的な ものと しての人間の本質, の現実的な生成, 現

実的に彼にと って成就 した現実化」 (E①S. 583) といった 『経 ・哲』 での抽象的な共産主

義観と比較すれば一目瞭然であろ う。

さ らに 『 ド ・ イデ』 第3章での上記の共産主義観が, 史的唯物論から結果する階級史観へ

と一層接近 してお り, まさに 『共産党宣言』 での 「各個人の自由な発達が他の万人の自由の

条件 となる共同社会」 という共産主義観を準備 し, 保障しているものにな っていること も明

白であろ う。
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る。 『 ド ・ イデ』 での唯物史観が, 歴史の唯物論的諸前提の検討から, 「生産諸力と交通諸

形態の矛盾」 による社会の発展観を確立 し, その発展の具体的形態と しで 「分業と所有の照

応的発達」 の歴史観へと具体化されていき, 遂には 『宣言』 の階級闘争史観に総括された展

開は, それらの矛盾の解決, 姪倍の克服, 疎外 (物象化) の揚棄を実現するこ とによっての

み, 人間性の全面的開花が成就される とい う革命的 ヒ ューマニズムをその人間的内実と して

いる こ とに媒介されているといえよ う。 既に書いたよ うに, も しそれがなかったならば, そ

の史的唯物論は実践的唯物論の社会観 ・歴史観た りえない し, 生活や実践の指針を与え うる

ものとはな らないであろ う。 現実を生活の事実において矛盾と捉えると き, その矛盾を解決

せん とする欲求を も った, しかも科学的客観的な現実分析がおこなわれ, その結論と して矛

盾を解決す る実践の指針が得られるのである。 したがって, 社会とその歴史についての弁証

法的で科学的な史的唯物論の立場に立つ分析は, 同時に諸個人の生活と実践を導 く価値観を

も形成す るはずである。

回 イ デ オ ロギー論

それは一般に, その発生と階級性, その諸形態と上部構造との関連と卜った諸テーマで論

じられるが, マルクスが 『 ド ・ イデ』 第 1章で確立 したイデオロギー論は, その原論と も云

うべきもので, ①意識の発生から精神的労働 (分業) を介してのイデオロギーの発生の問題,

②イデオロギーの虚偽 (転倒) 性と支配力の解明, などである。 それらのテーマにおけるイ

デオロギーにつ卜ての基本的な把握は, すでに意識論で見たとお り, 「疎外された生活過程

の疎外された表現」 と卜うことである。 イデオロギーの 「諸観念は, 人間たちの物質的な…

…生活過程の必然的昇華物である」 (広p. 31) から, それの検討は 「現実に活動 して卜る人

間だちから出発 して, 彼らの現実的な生活過程から, この生活過程のイデオロギー的反映と

反響の展開を も明らかにする」 (広p. 31) のが課題である。 このイデオ ロギー的反映とは,

階級的分業による職業の自立化を介しての生活過程の局限性と表現過程の転倒性によって生

じる, 疎外された反映であるこ と も既に見たと ころである。 したがって こ こでは, 『 ド ・ イ

デ』 第 3章聖マ ッ クス批判の原稿から第 1章に繰 り入れられたと云われる 「大きい束」 第二

ブロッ ク ( 〔30〕 ̃ 〔35〕し) を中心に, ②のイデオロギーの虚偽 (転倒) 性と支配力の問題

を見てみよ う。 この部分については, 広松氏は 「イデオローグどもはなぜ事態を逆立ち させ

るか (問題提起) 」 (広p. X) と記 し, バガ ト ゥーリヤ編集版の花崎氏の訳書では 「支配階

級と支配意識。 歴史における精神の支配というヘーゲルの観念はどのよ うに してできあがっ

たか」 と題されている。 この後半の問に答える形で, 「支配階級の思想が, どの時代におい

ても, 支配的な思想である」 理由が, 下記のよ うに論 じられて卜る。

「(引勿質的な生産のための手段を意のままにして卜る階級は, そのことによって同時に,

精神的な生産のための手段を も自由にあっかえるので, その結果, 精神的な生産のための手

段を欠いている階級の思想は, 概して, 前者の階級に服従せしめられて卜る。 ⑤支配的な思

想とは, 支配的な物質的諸関係の観念的表現, 思想と して把えられた支配的な物質的諸関係

以外のなに ものでもない。 したがってそれは, まさにそれこそが或る階級を支配階級た ら し

めている諸関係の観念的表現であり, したがってこの階級の支配の思想である。 ○支配階級

を形成する諸個人は意識を も持ってお り, 階級と して支配するかぎ り, そ して歴史の一時代

の全範囲を規定するのであるかぎ り, 彼らはこのこ とを彼らの及び うる全域でなすのである

から, 他のこ と と もに殊に思考者と して も, つま り思想の生産者と して も支配 し, その時代

の思想の生産と分配を統制 し, か く て彼らの思想がその時代の支配的思想であるとい うのは
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自明である。」 (広p61)

われわれは, こで乱 ヴルクスが④生産手段の所有から出発して, ⑤支配的な社会的諸関

係 (の観念的表現) の問題に進み, ○精神的生産と分配の階級的支配を結論すると卜う論理

経過を と っているのを再認する。 それは市民社会の疎外の唯物史観的な分析と同一の論理に

よって卜ると卜え よう。 以上がイデオロギーと呼ばれる 「疎外された生活過程の疎外された

表現」 のうちの疎外された生活過程の部分を示す ものであるが, その表現過程自体の疎外

は, 主として, 反映される生活過程の局限性と支配的思想表現としての普遍性との矛盾/ ゛
およびイデオ ロー グだもの 「分業による職業の自立化」 (広p. 152 ) ( 自己の所属す る階級

からの相対的独立(S と現実的生活諸条件の無視) から生ずる職業意識 (専門的諸概念) の実

体化 ( 「真の能動的な原動力」 ) S) とによって解明されている。 さ らに, 支配階級の思想が

思想 (精神) の支配と卜うふ うに転倒して表現されるこ と (表現の転倒過程) につ卜てぱ,

次の三段階に分げて考察されて卜る (広p. 72)。

⑤物質的な諸個人として支配して卜る支配者だちからその思想を分離して, 歴史や社会に

おける思想の支配 と して実体化する。(実体化)

⑤支配的諸思想の歴史的秩序は, 現実の生活の歴史的諸条件 ( と りわけ物質的生産の継承

性) によって媒介されて卜るのに, それを無視 して, 「概念の自己規定」 と考える。(主体化)

○その神秘的外観を除くために, その概念を 「精神」 「自己意識」 「人間なるもの」 「唯

一者」 な どとレ う抽象的主体に変容した り, 批判家とか哲学者とかいった諸個人に化体させ

た りす る。(具体化)

これこそ今迄のすべての思弁哲学 ( プラ ト ンからヘーゲル, 青年ヘーゲル派に至るまで)

がやって きたこ とであ り, 「こ うするこ とで, 歴史から唯物論的要素をすべて除去 し, 今や

思弁の駒を心安ん じて駆るこ とができる」 (広p. 72)。青年ヘーゲル派の批判は, 思弁哲学と

同じように 「思想の支配」 を前提してお り√フ ォイェ ルバ ッハのように 「こ う小 う思想の支

配に反逆 しよ うでぱな卜か。 人間の本質に照応する思想でこれらの仮想物を置き換えるこ と

を教えよ う」 と言お うが, バウアーのよ うに 「それら仮想物に対 して批判的に態度を執るこ

とを教え よ う」 と言お うが, シュテ ィルナーのよ うに 「それらを頭から叩き出す こ とを教え

よう」 と言お うが, 同じ思弁的妄想を軽信して卜るこ とでは相違がな卜。 かれらぱ, 「そ う

すれば, 現存する現実ぱ崩壊するであろ う」 と卜うわけである(以上, 序文p. 2 )。 しか し 「現

実的な解放は, 現実の世界にお卜て現実的な手段で敢行する以外には不可能だ」(広p. 156 )。

もっ と も局地的な戦卜としては, 「 ドイ ツのよ うな国, つま り貧弱にしか歴史的発展が進行

して卜な卜と ころでは, そ う卜う思想の展開, そ う卜う聖化された没行為的な浮薄なこと ど

もが, 歴史的発展の欠如を補完 し, 根づ卜て卜るので, 戦わるべき相手となる」 (広p. 157)。

このよ うな思想闘争の意義をマルクスが認めな卜わけでぱな卜。 ( もちろん, 彼自身が 『 ド

・ イデ』 執筆でそれにたずさわって卜るのだから当然でもあるが。) しかしそれはあ く までも

「実践を理念から説明するのではな く , 理念的構成体を物質的な実践から説明する」 (広p.
50) 立場, 9 すなわち実践的唯物論の立場にだ っての闘いなのである。 こ こにイデオロギー

批判についての, マルクスの基本的立場がある。 「意識の形態や産物はすべて精神的批判に

よってでぱな く , ……これら観念論的な しれごとの発生基盤となって卜る実在的な社会的諸

関係の実践的転覆によってのみ解消され うるこ と一 批判ではな く して革命こそが歴史の駆

動力なのであ り, ( したがって) また宗教や哲学やその他の理論の駆動力で もある」 (広p.

50)。 だから, 思想闘争は実践的革命を 目標と して遂行されねばならな卜。 この実践的革命を

お し と どめよ う とする支配的イデオロギーを批判的に透視するこ とを通 じて, そ う した転倒
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した虚偽意識が発生する現実的地盤の矛盾を暴露 し, その矛盾の現実的実践的解決の方途を

解明するこ と, それがイデオロギー批判の任務なのである。

『 ド ・ イデ』 は, そ う した任務を もつイデオロギー批判の理論的基礎を, 歴史についての

唯物論的見方に見出し, その見方を理論的に展開する諸契機を与えると と もに, そ う したイ

デオロギー批判の典型例をいくつ か与えて卜る。 と りわげ第3章のシュテ ィルナー批判では,

シュテ ィ ルナーの行っているイデオロギー批判の思弁的欺陽性を暴露するために乱 シュテ

ィルナーの批判 したテーマを マルクスもと り上げて, それを史的唯物論の立場から徹底的に

批判するこ とを通 じて, シュテ ィルナー自身がその批判 している当のイ デオ ロギーと軌を

一にする立場にあるこ とを も露呈す る両刃の批判の鋭利さを示 している。 その一例と して,

前回予告してお卜だ有用性 ( Brauchbarkeit= 利用Exploitation= 効用Benutzung= 功利性

NUtzlichkeit) 観念の批判を見ておこ う。 ¥

聖マ ッ クスすなわち シ・ユテ ィ ルナーが彼の 『唯一者とその所有』 で, 市民時代においては

「われわれは互いにた卜して一つの関係, すなわち有用, 利用, 効用の関係 しかも って卜な

い」 と批判するのに対して, マルクスはヘーゲルの 『現象学』 の 「啓蒙と迷信との闘争」 の

章を参照しつつ, そこに反映されて卜る現実の諸関係自体を次のよ うに批判する。 「人間相

互の多様な諸関係をすべて有用性とい う一つの関係に解消するとい う, 一見ばかげたや り方,

この一見形而上学的な抽象が生 じて く る も と は, 近代市民社会の内部ではすべての関係が,

実際上, 抽象的な貸幣関係および商売関係と卜う一つの関係のも とに包摂されているという

事実な どである。」 (③S. 394) , この場合 「この功利関係は一つのまった く 明確な意味, すな

わち, 私は他人に損害を与えるこ とによって自分を利する <人間による人間の搾取( exploi-

tation de Phomme par l’homme) 〉 と t ヽう 意 味 を も っ て 卜 る 」 ( ③ S . 394 ) 。 そ し て 「 こ の

効用の物象的表現が, あらゆる事物と人間と社会的諸関係との価値の代表者たる貨幣なので

ある。」 (③S. 395 )

マルクスの分析は, そ う した一般的原理にと どまるものではない。 かれはそれを歴史的に

検討するこ とで, 功利性といった抽象的な原理が, それを生み出した生産様式と社会的諸関

係の変化を反映して, その意味 ・様態をいかに歴史的に変えて きたかを見事に示 している。

その具体的検討を要約するこ とは, 具体的歴史的分析の死活にかかおる問題を含むが, 紙面

の都合であえて試みてみよ う。

⑤Jニールヴェシウスと ドルバック
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リス革命で局地性から解放され, 海上貿易 ・植民などの発展期であ り, 株式会社, イ ングラ

ン ド銀行の成立期であ り, それを反映 して 「彼 ら, と く に ロ ッ クにあっては, 利用説ぱまだ

直接に経済的内容と結びつ卜ている」 (③S. 396 )。 「この功利説の本来の科学は経済学七あ

る」 (③S. 394)。

18世紀フ ラ ンスの投機的商業精神と財政 ・課税問題と

いった全国的論議とその集中点と してのパ リの国際性といったものが, かれらの理論に普遍

的色合いを与え, 「実証的な経済的内容を と り去った」 (③S. 397)。その上, まだ十分発達

していない反対派的なフ ラ ンス ・ ブルジ ョアジーの立場を反映して, 理想化かおこなわれ,

諸個人の相互交通の行為 (愛や談話も含めて) がすべて利用関係に還元されたが, 「それは

実際に為されたことであるよ りはむしろ願望にと どまった」 (③S. 396)。

○重農学派経済学者- ドルバックらの利用説で看過された経済的内容は, かれらによっ

て展開されたが, 「しか し, かれらの基礎にあったのは, 土地所有を主眼とする封建主義が



まだ打ち破られていなかったフ ラ ンスの未発展な経済的諸関係であったため, ……土地所有

および農業労働を社会の全構成を制約する 〔生産力〕 であると説明した」 (③S. 397 )。

「現実に存在するすべての関係を功利関係のも とに完全に包摂
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この功利説についての歴史的分析は, まさにマルクスが第 1章で 「それこそが唯一間題な

のは, 実はこの理論的空文句を現存する現実的諸関係から説明してみせるこ とである」 (広

p. 56) と記した 『 ド ・ イデ』 の課題の見事な実例といえるばか りでな く , この後の経済学批

判の準備をなす経済学のイデオ ロギー批判と もなっている。 それは, バウアーやシュテ ィル

ナーが行った よう な 「何かしら別の妄言に転釈する」 (広p. 56) こ とと全く別のこ とである。

それは 「現存する事実についての正 しい意識を生み出そ う とす るだけ」卜(p. 59) のフ ォイェ

ルバ ッハや実証主義者と も異なっている。 なぜなら, 彼らもまた不都合な現実を事実と して

そのまま承認するような保守的現状肯定゚‰ことどまってしまうからだ。それは「彼らの存在
を彼らの本質と, 実践的に, 革命によって合致せ しめ」 (広p. 61) よ う とする幾百万のプロ

レタ リアー トや共産主義者のと る道ではない。 かれらのよ うに, その存在すなわち 自分たち

の生活様式を変革することで, それを 自分たちの本質すなわち人間的個性の自由な発展に合

致させよ う とするなら, その生活様式の歴史的形成過程の解明が必須のこ とであろ う。 『 ド

・ イデ』 第 1章後半はそれを概説したものと言えるが, 手稿の欠損や未完のために不明な点

も多 く , 試案にと どまってお り, この資本主義的生活様式のこ う した解明を成就するのが,

後年の 『資本論』 である,づといえようノ
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⑥ベンサムおよびミル

し, この功利関係を爾余のすべての諸関係の唯一の内容にまで無条件に高めるこ と, これは

われわれがベンサムにおt てヽは じめて見t だヽすと ころであるが, ここではフラ ンス革命と大

工業の発展のあとで, ブルジ ョ アジーはもはや一つの特殊な階級 と してではな く , 自己の諸

条件が全社会の諸条件であるよ うな階級と して登場するのである」 (③S. 398 )。ベ ンサムた

ちは, 経済学が既に述べている よ うに 「個々人の意志とは独立に, 生産によってだいたい規

定されて」 いる搾取 (Exploitation= 利用) 関係の大枠のうちで, それらの諸条件を個 々人

が私的にいかに利用するかとい う残された問題を と り扱った。 これが道徳的功利論であ り,

それがおこな う現存世界の批判全体もブルジ ョアジーの諸条件に と らわれ制限されていた。

さ らに功利説がもつ公益性は, 分業と交換, 「ひっ き ょ う, = 般に競争において実現される

公益性」 (③S. 398) と同様に欺隔的な ものである。 なぜなら, 利用の仕方は利用者の社会

的地位に依存し, 階級的な搾取 (利用) 関係によって, 差別と対立の関係にな らざるをえな

いのを無視するからである。 「経済的内容は功利説をだんだん と , 現存のもののたんな る弁

護論に転化させた。 すなわち現存め諸条件のもとでは人間相互の今の諸関係が最も有利な最

も公益的な ものであると卜う証明に変えて しまった。 近ごろのすべての経済学者たちのもと

で功利説はこの性格を帯びている」 (③S. 399 )。

⑥シュティルナーの場合一 これまでのブルジ三ア的功利説のあらゆる実証的内容が失わ

れ, みじめな小市民ではどうにもならぬ「現実的諸関係は度外視され, <抜け 目なさ (Gescheit-

heit) 〉 で世の中を食いものに している (exploitieren) つも りの一個単独の(小)市民がそ

の抜け 目なさについていだ く単なる幻想に終わっている」 (③S. 399 )。



( 16) 科学と しての経済学と史的唯物論

プルー ドンの 『貧困の哲学』 に対するマルクスの批判書 『哲学の貧困』 について, 後年『経

済学批判』 の 「序言」 で, マルクス自身が, 「われわれの見解の決定的な諸点は, 1847年に

私かプルー ドンに対 して公けに した 『哲学の貧困』 のうちに, ただ論争の形式にお卜てでぱ

あるが, は じめて科学的に説明された。」と評 して卜る。 それに関 して, 森川喜美雄氏は 『マ

ルクス ・ コ タ ンタ ールm』 (現代の理論社) で, 「 (ただ論争の形式にお卜て) 消極的に提

示されて卜るマルクスの見解を積極的な形に読みかえること, すなわち, マルクス経済学形

成史とい う観点から, 剰余価値論を基礎とする, 社会科学の体系化の問題と して 『哲学の貧

困』 を再構成するこ と」 (p. 70) を 自分の検討課題と して提起されて卜る。 そ してその準備

と し て , 「マ ル ク スが プル ー ド ンの影響か ら脱 し , 9 彼独 自の世 界を 開拓す る のは 『 ド ・ イ

デ』 にはじまる。 『哲学の貧困』 での全面的なプルー ドン批判の開花は, 『 ド ・ イデ』 にお

卜て プルー ドン主義と プルー ドン所有論との批判を準備 していたからである。 このプルー ド

ンとの対決の過程を明らかにするこ とは, 伺時に 『哲学の貧困』 の実践的理論課題はなにか,

と卜う問題を側面から検討するこ とになる」 (p. 71) と して, 『 ド ・ イデ』 の検出から と り

か か っ て い る。

「 『 ド ・ イデ』 の真の論敵はプルー ドンである」 (p. 72) と卜う森川氏の読みこみはと も

かく , シュテ ィルナーの 「人間固有のもの」 と しての所有がプルー ドン所有論の自我の哲学

による 「克服」 であ り, 結局, 所有一般と私的所有を同一視する小市民的階級性にお卜て共

通したものをもち, 3゚) マルクスが両者を共通する挺点て批判しているなどの諸点の指摘は,

聞くべきと ころ もあるが, 本論文では, 氏が 『哲学の貧困』 に直前する 「 『アッネッコフ

ヘの手紙』 の理論的意義は, そこで史的唯物論の諸命題が述べられて卜るこ と よ りも, 史的

唯物論が同時にマルクスの経済学の方法と して 自覚されている点にある。」 (pp. 78- 9) と指

摘されて卜るのと同様のテーマを, 『哲学の貧困』 において検討 してみよ う。 なお, その準

備試論と もい うべき 「ア ンネンコフヘの手紙」 ( 1846年12月28日) は, 『哲学の貧困』 と一

体のものと して取 り扱 う。 卜

『哲学の貧困』 は二つの章に分けられてお り, 第一章は 「一つの科学的発見」 と題して,

経済学の基本カテゴリーである価値概念が検討され, 第二章は 「経済学の形而上学」 と題し

て経済学的カテゴリーの展開の方法と弁証法の問題が論 じられている。 その第一章第二節に

おいて, マルクスは リカー ドの価値論と プルー ドンのそれとを対比しながら, 前者に関して

科学的理論 とはど うい う ものか, を次のよ うに説明している。

「 リカー ドの価値論は現存の経済生活の科学的解説であ り, プルー ドン君の価値論は リカ

ー ド理論のユー ト ピア的解釈である。 リカー ドは, あらゆる経済的諸関係のなかから 自分の

§6 『哲学の貧困』 における哲学
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公式を導きだ し, ついで, この公式を もってすべての現象を

説明するこ とによって, 自分の公式の正 しさを確証する (konstatiert)。このこと
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象を も

地代, 資本蓄積, および賃

金と利潤との関係な どの; ち ょっと考えただけでは彼の公式と矛盾するよ うに思われる諸現

こそ, まさに, 彼の理論を一個の科学的体系とするものである」 (④SS. 81- 2)。

しかし, マルクスは リカー ド理論の水準にと どまる ものではない。 思弁的構成家プルー ド

ンが 「 <構成された価値〉 によって一つの新 しい社会的な俗世界を構成する(konstituiert)
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ために, (現存社会によって) 構成された価値を出発点とする」 のに対 して, 「価値を構成

す る ブルジ ョ ア的生産の現実的運動を , われわれに描きだ して く れる」 ( ① S.81) リ

カー ドの科学性, その客観性と論証性を高く 評価 してはいる。 しか し, マルクスはすでに,

リカ ー ドの労働価値説, すなわち 「交換価値の法則」 と しての「労働時間による価値の決定」

理論にと どま るこ とな く , さ らに 「商品のなかに体現されている労働の分量によってはがら

れる商品の価値を, <労働の価値〉 によってはがられる商品の価値と混同している」 (④S.

86) プルー ド ンの価値論を批判することをつ う じて剰余価値説の萌芽と卜うべき (利潤の源

泉と しての) 「労働の剰余」 の理解を示 してい・る。 さ らにかれは, 「価格騰貴とか生産過剰

とか, さ らにその他多く の産業的無政府現象が, この (労働時間による) 価値評量法から説

明される」 (④Sヽ.96) こ とを指摘しているとか, 「 (商品たる労働= 疎外された労働に立脚

して卜る) こ の生産様式そのものが, 諸階級の敵対関係に照応してお り, 階級対立がなけれ

ば (商品たる労働をはじめ) 私的交換はあ りえない」 (④S. 105) こ とを批判的に暴露 して

卜る とかの内容の点て, プルー ドンはもちろん, リカー ドを も超えている と卜わねばな らな

い。 「要するに, 労働時間による価値の決定は, ト ト かえれば, プルー ドン氏が未来 (の平

等主義的) 再生の公式と してわれわれに与えている公式は, プルー ドン氏よ りもぱるか以前

に リカー ドが明快鮮明に証明したよ うに, 現存社会の経済的諸関係の科学的表現であるにす

ぎない (nur) 」 (④ S. 98) 。マルクスのこ う した評言は, かれの求めて卜る理論が, 単なる

「現存社会の……表現にす ぎない」 ものであってはな らぬとい う響を伴な って卜る と言え よ

う。 すなわち , ブルジ ョ ア的 ( リカー ド) 科学 も ブチ ・ ブルジ ョ ア的 ( プルー ドン) 科学も,

また客観的 ( リカー ド) であろ う と思弁的 ( プルー ドン) であろ う と, それらが 「科学」 で

あるかぎり, 現実の客観的反映と しての 「理論的表現」 (④S.81) であるにち力銭 なヽ卜。 こ

の視点から卜えば, マルクスが リカー ドと対比させっつプルー ドンを批判 して卜るのぱ, 内

容的には両者 と も現実の反映ではあって 払 方法的にはプルー ドンが リカー ド的客観性を無

視し, 「 (価値を構成するブルジョア的生産の) この現実的運動を捨象し, ……自称新公式

によって, この世を律するために, あらだな方法を発明しようと <狂奔〉 する」 ( S.8D 思

弁的恣意性 ( 「まった く勝手な諸仮定」 「歪曲した り, 偽造 した り」 ( S.82) ) を も ってい

る点てある と云え よ う。 そ して, 両者のこ う した差異がどう して生 じるかを史的唯物論にも

とづ く階級的反映論によって論 じているが, 第二章である。

だが, 科学は現実の理論的 (客観的) 表現であ りさえ (nur) すれば よ卜かといえば, そ

うでないこ とは, 『 ド ・ イデ』 でも 「いわゆる客観的歴史記述はまさ し く 歴史的諸関係を活

動から切 り離 して把えるこ とにおいて存立する, 反動的な性格」 (広p. 54) と註記して卜る

ように, 単な る客観的記述の現状肯定的保守性は批判にあたいしよう 。 さ らにそれを思弁的

に美化する プルー ドンらの場合, マルクスが 「イギ リスの共産主義者」 プ レイについて書い

ているように, 「現在の社会の美化された影 (反映) にほかならぬものを基礎と して社会を

再建するIこ とはまった く不可能なこ とを理解 しない」 ( S. 105) のであ り, しかも 「労働時

間に よって計量される相対的価値は, プルー ドン氏が望むよ うに, プロ レタ リアー ト解放の

<革命的理論〉 ではな く て, 宿命的に, 近代的な労働者奴隷制の公式であ り」 ( S.84) , 労働

者を 「おそ るべき現実性であると ころの, 商品たる労働」 ( S.88) の立場に縛 り付けておく

「社会の現実の容認」 ( S.88) となる。

このように, リカー ドの客観主義的 (現状肯定的) 科学を超え, かつプルー ドンの思弁的

・ ユー トピア的理論の欺隔的批判性を も批判 しえたマルクスの科学の立場と方法はいかなる

ものであるかが, あらためて問われよう。 そ うすれば, われわれは第二章第一節においてす
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でに, 経済学者たち と プルー ドンとを批判 しつつ, 自分の積極的な立場を表明七ているマル

クスを見つけ るこ とになろ う。

「経済学者たちは, どのよ うに して これらの与え られた (経済的) 諸関係のなかで生産が

おこなわれるか, と卜う こ とにつ卜ては, われわれに説明して くれる。 しか し彼らは, どの

よ うに して これらの諸関係そのものが生産されたかと卜う こ と, つま り, これらの諸関係を

生誕させた歴史的運動につ卜ては, われわれに説明して く れない。 プルー ドン氏は, これら

の諸関係をば, 原理, カテ ゴリー, 抽象的思考とみな した……。 しかし, (径済的) 諸カテ

ゴリーは生産諸関係の理論的表現にほかならな卜のであるから, 生産諸関係の歴史的運動を

追及 しないかぎ り, これらのカテ ゴリ ーをば, 自然生的な, 現実的諸関係とかかお りな卜諸

観念や諸思考と して しかもはや考えられな く な り, 純粋理性の運動を これらの思考の源泉と

みなすほかな く なる」 (④S. 126 )。このよ うに, 生産諸関係を捨象した経済的カテ ゴリーは,

さ らに純粋理性の運動と してのヘーゲル流 「絶対的方法」 ( SS. 128- 9) に還元されるが,

これは論理的カテ ゴリーの抽象的運動であ り, その似而非弁証法的運動から諸矛盾の抽象的

体系が成立するだけだ。 「この方法を経済学の諸カテ ゴリーに適用すれば, 経済学の論理学

と形而上学が得られる」 ( S. 129)。こ う して 「彼 ( プルー ドン) は思考の運動によって世界

を建設する こ とがで きる と信 じて卜る。 しか し彼が (実際に) おこな って卜るこ とは, ただ,

万人の頭脳のなかにある諸思考を体係的に再構成 し, 絶対的方法に従わせるこ とであるにす

ぎな卜」 ( S. 130 )。これが経済学の 「思弁的構成の秘密」 だ。

こんな風にプルー ドンが, 現実的諸関係を純粋理性の諸原理, 諸カテ ゴ リーの託身と しか

考え られないのは, かれが現実の社会的諸関係も また, 次のよ うな経過で, 人間によって生

産される ものであるこ とを理解できなかったからである。 すなわち, 「あらだな生産諸力を

獲得するこ とによって, 人間は彼らの生産様式を変える。 そ してまた生産様式を, 彼らの生

産活動の資を獲得する仕方を変えるこ とによって, 彼らは彼らのあらゆる社会的関係を変え

る。 ……だが, 彼らの物質的生産力に照応して社会的諸関係を確立するその同じ人間が, 彼

らの社会的諸関係に照応して諸原理, 諸観念, 諸カテ ゴリーを もまた生みだす。 それゆえ,

これらの観念, これらのカテゴリーは, それらの表現する諸関係同様, 永久的なものではな

く , 歴史的な, 一時期だけの経過的な産物である」 ( S. 130 ) こ とを知らなければ, 真の科

学と しての経済学は成立しえな卜のである。 と ころで, プルー ドンの理論の観念論的な転倒
性, 4゚) 非歴史性, 9゚抽象的神秘性゛) な どの誤謬を批判 して克服する考え方と して, マルクス

が打ち出している上記の諸原理は, ま さ に 『 ド ・ イデ』 で確立された史的唯物論の総括であ

るこ とは念をおすまで もな卜。

以上の論述によって, われわれが 『哲学の貧困』 のなかに求め, 森川氏が 「ア ンネ ンコフ

ヘの手紙」 に関して指摘 した 「史的唯物論が同時にマルクスの経済学の方法と して 自覚され

ている」 と卜うテーマは, 「史的唯物論がマルクスの経済学批判の方法と して 自覚的に活用

され, 真に科学的で批判的な経済学の基礎を固めて卜る」 と卜う意味でならば, 確かにその

とお りだ と言え よ う。 すなわち史的唯物論によってその基礎が検討されるこ とで, 経済学は

真に科学的で批判的になるのである。 それは 「ブルジ ョ アジーがそのなかで行動する生産諸

関係は単一の性格レ単純な性格を もつ ものではな く て二重の性格を もつものである と卜うこ

と, 富がそのなかで生産されるその同じ諸関係のなかで, 貧困もまた生産されるということご
生産諸力の発展がそのなかで進行する と ころの, その同 じ諸関係のなかでの抑圧の力が発展

するという こ と」 (④S. 141) を論証す る。 『哲学の貧困』 ではその論証を主と して, プルー

ドンの著書を内容的に批判する形で, 第二章第二節 「分業と機械」, 第三節 「競争と独占」, 第
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四節 「土地所有または地代」 をテーマと しておこな っているが, こ こではそれを評論す る余

裕はないので, 目ぼしい点の指摘にと どめざるをえない。

① 『 ド ・ イデ』 では主と して分業発展史と してのみ検討されたマニュフ ァ クチュアと大工
業が, ここではよ り全般的な諸契機の弁証法的からみ合い (engrさnement) と して, ゛) よ り

歴史的に分析されている。 こ こでは, 工場内分業と社会内分業との区別と対抗関係が解明さ

れ, 叫 この対抗関係を生産関係と して社会に導入する工場制度の発生が問われ, 後に本源的

蓄積期と して検討される状況がマニュフ ァ クチ ュア成立の歴史的前提条件であるこ とが示さ

れる。 (40) マニュフ ァ クチュアと関連 して, 「工場の効用のほどは, 本来の意味での分業に存

する よ りもはるかに多く , よ り大規模に労働がおこなわれるこ と, 多額な雑費が節約される

こ と, 等々の事情に存 していた」 ( S. 152 ) こ とを指摘するこ とで, 蓄積された資本の威力

を示 している。 この資本の集結力で, 「労働用具の集結」 と しての機械が工場に導入される

が, それは「労働者自身のための (すなわち労働を楽にするための) 諸労働の結合ではまった

く ない」 ( S. 153) こ とが批判的に明かされる。 事態は逆で, 「機械装置におけるすべての

大発明 (用具の集中) につづいて, よ り大規模な分業がおこなわれ, 分業におけるすべての

発展がこんどはまた, 機械装置におけるあらだな諸発明を もたらす」 ( S. 154)プ)

「要するに, 機械の導入によって, 社会の内部における分業が増進 し, 工場の内部におけ

る労働者の労務が単純化され, 資本が集結され, 人間がさ らに細分された」 ( S. 155 ) こ と

から, 機械制大工業の対立する二重の性格が示される。 すなわち一方では 「近代社会の内部

における分業を特色づけるものは, 分業が, 各種の専門, 各種の特殊専門人, および, それ

らと と もに職業白痴を生みだす とい う事実である」 ( S. 157 ) し, 他方では 「自動機械工場

における分業を特色づけるものは, そこでは労働が特殊的な性格をすべて失って しまってい

る, というこ とである。 しかし, すべての特殊的な発展が停止すると き, いちはやく , 普遍

性の欲求が, 個人の全般的発展をめざす傾向が, 感じと られはじめる。 自動機械工場は特殊

専門人と職業白痴を一掃するのである」 ( S. 157)。大工場がもつ矛盾した性格, 階級的分業

の人間疎外と, その逆の全面的に発達 した個人の要求とを産出することの分析は, 『資本論』 第

1巻第4編第13章 「機械と大工業」 の美事な分析に発展するもので, ゛ 現実の矛盾の弁証法

的把握とい うマルクスの方法を典型的に示す ものであろ う。 =

②競争と独占とについても, マルクスの弁証法的分析は, 近代的独占が 「競争の制度を前

提するかぎりでは封建的独占の否定であ り, 独占であるかぎ りでは競争の否定である」( S.163)

こ とを明らかに し, 「実際生活においては, 競争, 独占, およびそれらの敵対関係が見いださ

れるばか りでな く , さ らに公式ではな く て運動であると ころの, それらの総合も, また見い

たされる」 ( S.163) と指摘 し, こ の 「運動と しての総合よが実は, 「独占者たちが部分的な

連合によって彼ら相互のあいたの競争を制限すれば, 競争は労働者たちのうちで増進する」

( SS.163- 4 ) とい う資本主義的矛盾のしわ寄せになるのを暴露 している。

③ブルジョア的所有を, 「生産諸手段の分配にたいする生産それ自体の関係」 ( S. 166)

といった所有の一般的定義に還元するこ とに反対し, リカー ドの地代論の資本主義的性格を

暴露 している。 「 リカー ドはブルジ ョア的生産をば地代を決定する うえで必要なものと して

お きながら, しか もなお, その地代概念を あ らゆる時代, あ らゆる国々の土地所有に適用す

る。 これはブルジ ョア的生産の諸関係を永久的な諸 カテゴリーと して表現するすべての経済

学者の常套手段である」 ( S.170)。

こ こ らで, 第二章でのプルー ドン 「弁証法」 に対するマルクスの批判点を まとめておこ う。

もと もとヘーゲ片の観念論的弁証法には論理主義的空虚さがあるのだが, そのヘーゲル弁証
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法の 「こ とばづかいだけ」 を学んだ プルー ドンでは, それは空文句に終っているだけでな く ,

諸カテ ゴリーにおける良い面と悪い面の区別と, 悪い面を除去して良卜面を保存する, とい

う道徳主義的形式主義に瑳小化される。 「弁証法的運動を構成するものは, 矛盾する二つの

面の共存, その闘争, およびあらだな一カテ ゴリーとなるそれらの融合である。 ( プルー ド

ンでは) 悪い面を除去するとい う問題をみすがらに課するこ とだげで, 弁証法的運動は中断

されて しま う。 カテ ゴ リーが, その矛盾的な本性によって, 自己を定立 し, 自己を 自己自身

に対立させ (その対立の解決である新らたな <運動と しての総合〉 に向う) のではな く て,

プルー ド ン氏のほ うが, カテ ゴ リーの二つの面のあいたで, (道徳的に) いき りたち, もが

き, あばれるのである」 ( S. 133)。かれは, 手あた り七だいに新 しい一カテ ゴ リーを と りだ

して, 対立 している前のカテ ゴリーにたいする解毒剤と して与え, 「悟性における系列」 を

つく る。 そ うなると諸カテゴリーは弁証法的な 自発性を喪失する。 弁証法に対するプルー ド

ンの楼小化に対するこ う した評言から, マルクスの弁証法観の根本, すなわち弁証法は客観

的な現実の運動変化の法則であ り, 矛盾する二つの面の闘争による必然的な解決の論理であ

るとい う考えが看取できよ う。

④すでに思弁的形而上学 (観念論) と悟性的論理主義 (似而非弁証法) などの理論面での

プルー ドン批判を見てきたが, それは実践面での批判の必要と分ちがた く結びつ卜ていた。

マルクスたちがプルー ドンに, 共産主義通信委員会のフ ラ ンス通信員となるよ う依頼する手

紙 (1846年 5月5 日) を送ったのに対し, プルー ドンは保留条件を通告し, 社会改革の手段

と して革命的 (政治的) 行動ではな く , 政治を経済のうちに解消するため私的所有を徐 に々

経済的に解消する路線を, マルクスたちの共産主義に対置する。 したがって, マルクスたち

はプルー ドンとの協力を断念 しただけでな く , プルー ドンの真正社会主義との連合とその影

響め拡大に直面 して, これを正面から批判せざるをえな く なったのである。 この実践的批判

の積極的内容は, 労働者階級の階級闘争 (ス トライキ, 団結, 労働組合, 政治闘争) による

社会の共産主義的変革の必然性の科学的認識である。 マルクスが依拠した現実は, イギリス

り労働運動であ り, チャーチス ト運動である。

マルクスは言 う。 「近代産業と競争とが発達すればするほど, (労働者たちの) 団結を促
進助長する要素がますます多く現われて く る。 ゛ そ して, 団結が日一日と堅実さを増して一

つの経済的事実となるやいなや, それは遠からず,合法的事実とならざるをえない」(S.178党
労働者たちの団結は, 賃金の維持と団結そのものの維持という二重の目的の弁証法を通 じて,

「来たる戦闘に必要なすべての要素を結合し発展する。 ひとたびこの程度に達するやいなや,

組合は政治的性格を帯びる」 ( S. 180 )。資本の支配によって, 共通な利害を もつ共通な地位

に置かれる労働者大衆はレ 「資本にたい してはすでに一個の階級である。 しか し, まだ, 大

衆それ自身にと っての階級ではない」 ( S. 181)。前者を即自的階級, 後者を対自的階級と呼

ぶ者もある ようだが, 私は前者を対他的階級, 後者を 自覚的階級と呼んでおこ う。 前者は,

労働運動その他を通 じて 「大衆自身にと っての階級に自己を構成する」。か く て, 階級対階級

の闘争は一つの政治闘争であ り, それは全面的革命となる。 「労働者階級は, その発展の過

程において , 諸階級とその敵対関係を排除する一つの共同社会を もって, ふるい市民社会に

おき代えるであろ う。 そ して, 本来の意味での政治権力はもはや存在しないであろ う。 なぜ

なら, まさに政治権力こそ, 市民社会における敵対関係の公的表現 (公式の要約) だからで

ある。 ……そのと きまでは, つま り, 社会のあらゆる全般的変革の前夜にあっては, 社会科

学の最後のこ とばは, つねに, 次の一句に尽きるであろ う, 〈戦いか, 死か……〉 (すなわ

ち政治的革命) 」 ( S. 182)。以上の階級闘争論が, 次の 『共産党宣言』 の実践的綱領になるの
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は周知のこ とだが, それが社会科学の結論だ と されているこ とを憶えておこ う。 以上によっ

てわれわれは, 客観的な科学の結論が, 矛盾ある社会に対する容赦ない批判を通 じて, その

矛盾の実践的解決を 目ざすかぎ り, 巌 しい党派的 (階級的) 実践性を もた ざるをえな卜必然

性を認識させられる。 またそ う した実践的現実的解決を 目ざさないかぎ り, その理論はどこ

かに現実の矛盾に対する妥協, したがって理論的不斉合性, 不合理性を内包せざるをえず,

あえて合理化するならば, 現実の矛盾の美化か無視, も し く は現実 (客観) ばなれ した思弁

(幻想) といったまやかし (Mystifikation) に帰着 しよう。

次の 『共産党宣言』 を含めて考えれば一層明確になるのだが, ここらでも う, マルクスの

思想の第三の特徴を 「あく まで客観的科学的で, しかも党派的革命的な理論である」 こ と と

規定す るこ とがで き よ う。

『共産党宣言』 は, その作成の経過から見て, 「共産主義者がその考え方, 目的, その意

向を全世界のまえに公表する」 (④S. 461) と と もに, これにもとづいて団結し, 行動する

綱領的文書である。 ( 1) ブルジ ョ アと プロレタ リア」 の章で, 現実の階級闘争が唯物史観

から解明され, 「 2」 プロレタ リアと共産主義者」 の章で, 階級的前衛と しての共産主義者

がプロレタ リアー トに提起する革命の路線が説明されている。 第3章ではマルクス主義以外

の 「社会主義的および共産主義的文献」 の階級的立場が批判的に検討され, 第4章では 「種

々の野党にたいする共産主義者の立場レ という題で, ヨーロッパ諸国の種々の野党との戦略

的相互関係の考え方 (のちの統一戦線論の萌芽) が示唆されている。

それはまさに, 客観的科学的で しかも党派的革命的文献であ り, 弁証法的で歴史的な実践

的唯物論の書であ り, 共産主義革命によるプロレタ リアー トと全人民の解放という ヒューマ

ニズムの宣言である。

それはまず, 「これまでのすべての社会の歴史は階級闘争の歴史である」 ( S. 462) と言

明しているが, 階級闘争が社会の歴史を進歩させたな どとは言っていない。 共産主義者は階

級闘争をあふっている, と非難されるこ とがあるが, 本書を公正に読めば, マルクスは階級

闘争を客観的歴史事実と して科学的に説明しよ うと しているだけだ。 桂桔とな った既存の生

産諸関係に対する, 発達する生産諸力の反逆 と しての階級闘争が激化する。 この矛盾は解決

されなければならない。 そ うでなければ, 生活を生産するはずの力が, 生活を破壊して しま

うだろ う。 「この闘争は, いつでも社会全体の革命的改造に終わるか, あるいは, あいたた

かう階級の共倒れに終わった」 ( S. 462 )。この後半に注意 しなければな らない。 矛盾とその

闘争は, それが解決されなければ, よ り激化 した深刻な形態で進行し, 全般的な破壊を結果

する。 したがって, 矛盾におげる必然性 とは, 矛盾が破壊によって断絶されるのではな く ,

文字どお り解決される場合の不可避的なす じみち (被規定性) のこ とだ。 それ以外に解決の

みちはないとい うこ とだ。 だから, 社会生活の生産力の担い手になる階級は, 社会生活の全

般的な破壊に抗し, 階級闘争をたたかいぬき, 社会全体の革命的改造によって社会の基本的

矛盾を解決しなければならない必然性を , その社会生活 ( とその矛盾) におけるその位置か

ら客観的に歴史的使命 (被規定性) と して負うてお り, それを主体的に, 達成 しなければな

らぬ課題 (必要) と して, 目的意識的 ( 自覚的) に, も し く は無自覚的に遂行するが, 後者
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の場合はよ り深刻化する繰 りかえ しと, 破滅の危険を と もなう こ とになるのだ。 したがって

プロレタ リアー トは, 階級闘争の歴史, と りわけブルジョアジーの発展と支配と矛盾の激化

とを, さ らにそれに抗 して勃興した自分たち プロ レタ リアー トの発展と闘争とを, 法則的に

認識 しなければな らない。

「この数十年来の工業と商業の歴史は√近代的生産諸関係にたいする, ブルジ ョアジーと

その支配との存立条件である所有関係にたいする, 近代的生産諸力の反逆の歴史にほかなら

な卜。 ……過剰生産という疫病が発生する。 ……まるで飢饉か全面的な絶滅戦争かがレ社会

からあらゆる生活手段の供給を断ち切ったかのよ うである。 工業も商業も破壊された よ うに

みえる。 だが, どう してこ ういうことが起こるのだろう か? 」 (④SS. 467- 8)。 ノ

「ブルジ ョアジーはどういう手段でこの恐慌を き りぬけるのだろ うか? 一方では, やむな

く大量の生産諸力を破壊するという手段で, 他方では新 しい市場を獲得し, またまえからの

市場をいっそ う徹底的に開発する白(Ausbeutung土酷使 ・搾取) と卜う手段で, それを き りぬ

けるのである。 つま り, どのよ うにして ? つま り, t つヽそ う全面的で, いっそ う激烈な恐慌

を準備する こ とによって, また恐慌予防の手段を減らすこ とによって, それを き りぬげるの

である。」 (④S. 468 )。

マルクスは, やがて 『資本論』 に至る膨大な経済学研究によって, 上記の二大問題を真に

科学的に解明し, 論証するこ とになる。七 か し, その研究の理論的枠組を成す史的唯物論の

諸カテ ゴ リーが, この 『宣言』 で出そろ っている こ と も忘れてはなるまい。 ゛

プロ レタ リアー トについては, ブル。ジ ョ アジーの支配と大工業の発展が, いかにプ ロレタ

リアー トを革命的な階級に育て, 革命的な団結を もた らすかを客観的に追跡する。 それはジ

グザグな, 弁証法的な過程である。 二 ・三の要点だげを挙げよ う。

最初の段階では, プロレタ リアー トは, 自分の敵の敵 (封建勢力) とたたか う。 だがその

成果はブルジ ョ アジーのものである。

労働者たちは労賃を維持するために闘争する。 かれらの勝利は¬ 時的な ものにす ぎな卜。

「彼らの闘争のほんと うの成果は, その直接の成功にはな心 労働者の団結がますますひろ

がってい く こ とにある」 ( S. 471)。

ブルジ ョアジーは, みずからのだたかいの味方と して プロレタ リアー トを政治運動にひき

いれるこ と で, プロレタ リアー トに 「政治教育および一般教育の要素」 を供給 し, 没落 した

ブルジ ョ アジーや支配者内の対立分子がプロレタ リアー トへ移行 して く る。 ノ

「プロレタ リアが階級に, それと と もにまた政党に組織されていく この過程は, 労働者そ

のもののあいたの競争のためにレたえず く りかえ七打ち砕かれる。 だが, この組織は, いつ

でも卜っそ う力づよごく , 強固で, 有力なものとなって復活する」 ( S. 471)o㈲ ■

「資本の条件は賃労働である。 賃労働はもっぱら労働者相互間の競争のうえにたもたれて

t るヽ」 ( S. 474 )。 したがって資本はたえず労働者を分裂させておこ う とする。 しかるに資本

の支配の基礎である大工業の発展は, 「結合による労働者の革命的団結を もた らす」( S. 474 )。

プF レタ リアー トとその革命の特徴の要点は, との大工業および交通の発達と結びついて

いるこ とだ。 マルクスは言う, 「プロレタ リアー トだけが真に革命的な階級である。 その他

の階級は, 大工業と と もに衰え没落するが, プロレタ リアー トは大工業の最も特有の産物だ

から」 ( S. 472)。 「機械がますます労働の差異を消滅させ, また賃金をほとんどどこでも一

様に低い水準にお し下げるので, プロレタ リアー ト内部の利害や, 彼らの生活状態は, ます

ます平均化され……ブルジ ョアとの衝突は, ますます二つの階級の衝突とい う性格をおびて

く る」 ( S. 470 )。 「彼らの団結は, 大工業によってつ く りだされる交通手段の発達によって
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促進される。 交通手段の発達は, さ まざまな地方の労働者をたがいに結びつける」 ( S. 471)。

プ ロレタ リア革命の他の特徴を挙げれば, 「プロレタ リア運動は, 大多数者の利益のため

の大多数者の自主的な運動である」 ( S. 473 ) こ と, 公的社会を 構成七ている上部構造全体

を変革しなければ革命の遂行ができないが, 革命の根本は, これ までのあらゆる取得様式を

廃止するこ とである。 しかし, これらの特徴の一層厳密な規定は, プロレタ リアー トの前衛

を も って任ずる共産主義者の主張を分析している第二章でなされている。

「共産主義の特徴は, 所有一段を廃止することではな く て, ブルジ ョア的所有を廃止する

こ とである6 しか し, 近代のブルジ ョア的な私的所有は, 階級対立にも とづ く , 一部の人間

による他の人間の搾取にもとづく , 生産物の生産と取得の最後の, そ しても っと も完全な表

現である。 この意味で共産主義者は, 自分の理論を, 私的所有の廃止, という一語にまとめ

るこ とができる」 ( S. 475 )。それは 「労働者が資本を増殖するためだけに生き, 支配階級の

利益が必要とするあいただけ生きるとい う, この取得の悲惨な性格を廃止 し よ う と している

にす ぎない」 ( S. 476)。所有形態の変更のも う一つの根拠は, 資本が共同の産物であ り, 共

同活動によらなければ働かすこ とができないという資本の社会的本性である。 資本は社会的

な力なのだから, 階級的独占を排 して, 社会的所有にも どさなければな らない( SS. 475- 6)。

これを非難して, ブルジ ョアジーは 「個性と 自由の廃止」 とい う。 だが廃止されるのは,

ブルジ ョ ア的個性, ブルジ ョ ア的自由である。 その自由とは, 自由な商業, 自由な営業, 自

由な搾取のこ とである。

「物質的生産物の共産主義的な取得様式と生産様式とに対して加えられるあらゆる反論は,

精神的生産物の取得と生産にも, 同じよ うに及ぼされている。 ……だが, 自由√教養, 法な

どについての諸君のブルジョア的観念を尺度にしてブルジ ョア的所有の廃止をはかるという

や り方で, われわれに論争を しかげるのはやめて くれ。 諸君の観念そのものがブルジ ョア的

な生産諸関係や所有諸関係の産物なのだから」 ( S. 477 )。このイデオロギーの階級性の解明

と関連 して, 「その意志の内容が, 諸君の階級の物質的生活条件のうちに与えられている」

( S. 477) という1847年の文章の 「内容 (lnhalt) 」 が, 1888年の英語版でエ ングルスによ

って 「本質的な性格と方向 (essential character and direction) 」 に換え られている。

イデオロギー的反映において, その対象は基本的には歴史的に規定されるが/ 4町皆級の立場
で違 った対象なのではない。 だが, それを反映する方法 (その本質的な性格と方向) が階級

にようて違っているので, その反映内容に階級的な相違 (階級性) が生まれるのだと考えら

れよ う。 それに続く 次の文章が, この理解を支持していよう。 「諸君の生産諸関係や所有諸

関係は生産の進歩につれて過ぎ さ ってい く 歴史的関係であるのに, それを永遠の自然法則や

理性法則に仕立てあげる利己的な考え方, これは諸君ばか りでな く , 過去に没落したすべて

の支配階級が共通してもっていたものである」 ( S. 478)。

家族の問題, 教育の問題√祖国の問題な ど, ブルジ ョ ア ・ イ デオロギーの立場からの共産

主義に対する批判は, その偽善の暴露 と と もに, 「人間の生活諸関係, 彼らの社会的諸関係,

彼らの社会的存在が変化すれはy…・人間の意識もまた変化する という」 ( S. 480 ) 歴史性を

明白に してゆく。 すでに革命思想が存在するとい うこ と事態が, 古い社会の内部に新 しい社

会の諸要素が生れていることを表現 している。 「共産主義革命は, 伝来の (階級支配の) 所

有諸関係とのもっと尤徹底的な絶縁である。 だから, この革命の発展過程で伝来の思想とも

っ と も徹底的に絶縁するのは不思議ではな いj ( S. 481)。

「プロレタ リアー トは, ブルジ ョアジーにたいする闘争のなかで必然的に結合して ( 自覚

的) 階級にな り, 革命をつ う じてみづから支配階級とな り, そ して支配階級と して古い生産
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諸関係を力づ く で (gewaltsam) 揚棄すると して も, 他方では, 彼らはこの古卜生産諸関係

とと もに階級対立の存立条件, 階級一般の存立条件を揚棄し, それによってまた階級と して

の自分自身の支配を も揚棄する」 ( S. 482 )。そのと き, 共産主義社会, すなわち 「各人の自

由な発展が万人の自由な発展の条件である よ うな一つの協同社会 ( Assoziation) が現われ

る」 ( S. 482 )。 ・。

以上の目的を達成するために, 共産主義者は, さまざまな一国内の闘争を指導するなかでグ
プロレタ リアー トの国際的な共通の利益を強調し, 闘争のあれこれの発展段階において, つ

ねに運動全体の利益を代表し, 実践的には, 断固と して運動を推進 し, 理論的にはプロレタ

リア運動の諸条件, 進路, 一般的結果を科学的に洞察する。 これが, 共産主義者を プロレタ

リアー トの前衛と呼ぶ理由である。 したがって, 「共産主義者は, 他の労働者諸党に対立す

る特殊な党ではない。 彼らは, 全プロレタ リアー トの利害と別個の利害をなにももっていな

い。 彼らは, 特殊な (セク ト的- 1888年英語版) 原理をかかけて, プロレタ リア運動をそ

の型にはめ よう とするものではない」 (S.474)。以上が1848年マルクスが発表 した 『共産党宣

言』 すなわち, 共産主義者の考え方, その目的, その意向である。

( 18) 第二部のまとめ

すでに紙数もっ きている し, この研究の意図がマルクスの理論的業績を厳密に追 うこ とで,

その哲学的思考の発展過程と構造を, 客観的, 系統的に把握するこ とであったから, ここで

マルクスの哲学について総括的な判断を展開する とい うわけにはいかない。 だト ト ち, 『資

本論』 を頂点とする後期の経済学批判の諸労作や政治論その他を も総括的に研究した うえで,

しかも歴史と実践に照してそれをおこな うのでなければ, 総括的な判断などおこなえるもの

ではな い。 したが って こ こ では, 第二部 (上 ・ 下) で対象に した 『経 ・ 哲』 か ら 『宣言』 に

至る四年間 (1844- 1848) のマルクスの理論的確立過程を概観して, この期のマルクスの哲

学的思考の基本的内容を, その発展過程と構造に注目しつつ, 性格づけるにと どめよ う。

すでに第二部 (上) において, 『経 ・哲』 にはじまる第二期は, 第一期に形成された 「弁

証法的な唯物論の観点からのプロレタ リア革命との合体」 という思想の根本的立場を, 十全

の理論で基礎づけるために, ①社会の基底部分であ る市民社会に対す る経済学的批判分

析を遂行す ることを通 じて, ②その批判的分析の思想的根底と展望をなす歴史的世界観 (社

会観) が創設されてゆき, ③その主体的中心たる社会的人間についてのマルクスの独自の理

論が確立され, ④その妨げになる従来の哲学 (マルクス自身のを含めて) の批判的清算と改

作が論争的におこなわれた過程と して, 性格づけておいた。 今では, この性格づけの内容を

よ り具体的に規定するこ とができる。 すなわち, ①市民社会 (国民経済的状況) とそこでの

疎外労働の批判的分析は, さ らに分業と私的所有の諸形態の史的展開へと発展させられるこ

とで, 生産諸関係 (交通諸形態を含む) の総体と して市民社会が把握 しなおされると と もに,

その生産諸関係における階級的支配と搾取の問題と して疎外が具体的に分析されるようにな

り, ②その批判的分析を通 じて確認された経済学的諸カテゴ リー (生産手段, 生産力, 生産

関係, 価値, 世界市場, 大工業など) をはじめ社会科学的諸カテゴリー (土台, 上部構造,

イデオ ロギーな ど) を駆使するこ とによって, 諸個人の生活の物質的 ・社会的再生産の構造

と過程とを , 大衆的総体と して, すなわち歴史と して, 科学的に分析する理論装置と観点(経

済的社会構成体観と史的唯物論) が枠組と して確立され, さ らにその実践論的具体化におい

j て, 階級的支配 ・搾取とそれらの揚棄との展望をひら く史観と して, 階級闘争史観へと集約
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させられる。 ③経済学的批判分析と史的唯物論 (階級史観) との確立をつ う じて, それと表

裏一体のものと して, マルクスの人間観は, 疎外労働の批判によって確立された労働的人間

観から現実的歴史的人間観へと進み, 生産的労働 (物質的生産と 自己発現の一致) と革命的

実践 (環境変革と 自己変革との一体性) との統一的な観方 (物質的生産と生産関係の生産と

の統一) および物質的生産と精神的生産の照応観などの確立を介して, 共産主義的プロ レタ

リアー トに具象化される生産的革命的人間観が樹立され, 各人の自由な全面的発達 (全面的

な自己発揮と新らだな能力獲得の一体性) の歴史的社会的達成と しての共産主義観の結実が

見られる。 ④以上の歴史観 ・人間観の理論的発展は, ヘーゲル, フ ォイェ ルバ ッハ, 青年ヘ

ーゲル派な どの論争的批判を介する思想上の立場と方法の深化に照応してお り, 弁証法的で

唯物論的なそ の思考は実践的唯物論に結晶し, 歴史的唯物論へと展開され, その総体におい

て科学的共産主義 (今日では科学的社会主義と呼ばれる) の理論と実践の統一的な哲学を形

成している。 この新 しい哲学は, プロレタ リア革命による人類解放をめざす, 科学的理論と

歴史的実践との, 弁証法的で唯物論的な総括なのである。 その 『フ ォイェ ルバ ッハ論』 で後

年 ( 1888) 「これまでの意味での哲学の終 り」 を告げたエ ングルスが, それに続t てヽ 「諸科

学の成果を弁証法的思考で総括する道」 (国民文恥 。18) と記しているものに当ろうご そ

れはプロレタ リア革命による人類の実践的解放をめざす哲学と して, その実践との結節点に

実践的唯物論の観点を堅持するこ とで, 科学的理論と歴史的実践とのこの理論的総括を, 生

産労働と階級闘争との実践的方針たら しめる力を もつこ とは 『共産党宣言』 が歴史的に実証

して きたと ころである。 それだけでな く , この哲学が諸科学の理論的発展め指針た りうる力

を もつこと も また, すでに 『資本論』 で 自証すると ころでもある。

この哲学のこ う した力の源泉に注目しつつ, その基本的な性格を特筆するとすれば, 本論

文で適宜に指摘しておいた次の三点でまとめられるのではなかろ うか。

①マルクスの哲学は, 近代ヒ ューマニズムの批判的徹底 (理論的批判一現実的批判一実践

的批判一批判的実践) によって確立された実践的唯物論であるこ と。

②それは, 根本的に弁証法的で歴史的な唯物論的思想 (人間観, 社会観, 世界観) である

こ と。

③それは, 客観的科学的であるとともに革命的党派的な総括的理論 (科学的社会主義) で

ある こ と。

以上に二 ・ 三の注釈を加えてお こ う。

①の近代的 ヒューマニズムは, もちろん ドイ ツ古典哲学で代表される哲学的ヒューマニズ

ム (観念論的ではあるが 「人間にと って最高の存在は人間である」 (①S. 385) という観点

から人間の自由な 自己形成をめざして きた哲学思想で, マルクスが 「理論的ヒ ューマニズム」

(E①S. 583 ) と呼んだ哲学的無神論を結果 した もの) だけのこ とではない。 マルクス主義

の三源泉にかぞえ られている古典派経済学も空想的社会主義もまた, 近代的 ヒ ューヤニズム

の理論的表現 ( ブルジ ョ ア的表現) と して批判的に継承発展される。 人間生活の対象的富の

源泉を人間労働に見た古典派経済学の労働価値説はマルクスによって剰余 (労働) 価値説に

発展させられるごとでマルクス経済学に結実し, また未熟な条件のゆえに空想的な誤謬を含

むとはいえ人間の革命的解放をめざした空想的社会主義からは革命的ヒューマニズムがプロ

レタ リア革命の精神と して継承されたのである。

②に関して, マルクスの人間観, 社会観, 世界観がそれぞれ, 矛盾的な構造と発展過程に

おいて分析される生活の総体, 歴史, 自然史とい う総体性の観点に結実されているこ とを重

視したい。 これがマルクスの弁証法である。 その弁証法は, よ り具体的な諸形態, 類的存在
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の弁証法, 労働疎外の弁証法, 資本と労働の弁証法, 生産力と生産関係の弁証法, 階級闘争

の弁証法, 革命過程の弁証法と卜ったふうに, それぞれ特殊形態にお卜て分析され, 歴史の

「 (矛盾的) 諸過程の複合体」 (エ ングルス同上p. 54) の弁証法へ統合される展望を示して

は卜るが, まだ論理的一般化普遍化がなされ うるほどには総括されていな卜。 だが, 各特殊

形態 (形態とは基本的に, 物質の運動, 人間の活動の形態である) の批判的分析を介して研

ぎすまされた弁証法が, その後の発見 と批判の論理と して美事に機能 して卜るのが注目され

よう。 また, 現実の弁証法的で唯物論的な批判は, 現実の本質的な矛盾を露呈すると と もに,

その発展的な解決を展望させるこ とに よって, 現実の客観的な分析が同時に発展の目標, 価

値, 理想を呈示すると卜う価値論的構造を もつことで, 実践の指針となる。 その実践が批判

的実践, 革命になるのは, その現実分析が現実の矛盾の分析であ り, 人間の存在 ・生活過程

の矛盾は必ず解決を要求するものだか らであ̀る。 9

これらのこ とが, 第三特徴である科学性と実践的党派性との統一的成立の根拠であるとい

え よ う。

③形式論理的には矛盾すると考えられる客観性と党派性とが, マルクスの科学的社会主義

にお卜て統一的に成立する根拠は, 上記のような思想の弁証法的性格によるのだが, それは

また, 現実の矛盾を暴露 し, 現実を批判的に変革することでその矛盾を解決 (揚棄) しなけ

ればな らない必要に迫られて卜るプロ レタ リアー トの階級的立場によって客観的にも保障さ

れてお り, しかもそ う した理論と実践の統一を革命の哲学と して堅持しなければな らなt こヽ

とを 自覚している実践的唯物論者 ( さ らに共産主義的労働者大衆) によって主体的にも保障

されているのである。

マルクスのこのプロレタ リア革命の哲学が, 1848年の革命の実践とその挫折とを介して,

さ らに卜かに発展させられるかは, 第三部の検討課題である。

(第二部下の注)

(1ト マルクスが 『 ド ・ イデ』 で, 「人間の存在とは彼らの現実的な生活過程のことである」 と規定している

こ とから言えば, 人間の生活過程の歴史的総体である 「人類史」 の立場は, 人間存在の観点からの 「存在

論」 だ と もいえ よ う。 ,

(2) 労働的人間観の確立における, ヘーゲル批判の意義を最もよく示すのは, マルクスが 『経 ・哲』 第三章

で, ヘーゲル哲学におげる積極的なものと して取 り出している次の一対のテーゼである。 それは, 人間の

疎外における対象化と, 疎外の揚棄による対象的現実的人間生活の対象的獲得, すなわち人間の対象化を

通 じての現実的自己産出 (人間的物質的生活の産出) の思想である。 「ヘーゲルの 『現象学』 とその成果

一 運動 し産出する原理と しての否定性の弁証法- において偉大なものは, ①ヘーゲルが人間の自己産

出を一つの過程としてとらえ, ②対象化を対象剥離と して, 外在化と して, および外在化の揚棄どして,

捉えてt るヽということ, したがって, ③かれが労働の本質を とらえ, 対象的な人間, 現実的であるゆえに

真なる人間を, 人間自身の労働の成果と して把握しているということである」 ( E①S. 574)。 「外在化を

自身のうちに取 り戻す対象的な運動と しての揚棄。 - これは対象的なものの, その疎外の揚棄を通 じて

の獲得 (Aneignung= 取得, 我がものにすること) にかんする, 疎外の内部で言いあらわされた洞察であ

り, 人間の現実的対象化についての疎外された洞察であ り, 対象的世界の疎外された規定の破棄, その疎

外されたあ り方の揚棄による, 人間の対象的あ り方の現実的獲得にかんする疎外された洞察である。 それ

はあたかも神の廃棄と しての無神論が理論的 ヒューマニズムの生成であ り, 私的所有の揚棄と しての共産

主義が, 己が所有と しての現実的人間的生活の取 り戻しであ り, 実践的ヒューマニズムの生成である…」

( E①S. 583)。人間の現実的対象化と, 疎外の揚棄による, その対象化された現実的人間的生活( と世界)

の取 り戻 しと しての獲得, この 「対象化」 と 「獲得」 こそ労働的人間観を貫徹する一対の基本的カテ ゴリ

ーである と いえ よ う。
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(3) 以前 (1975) 私はマルクスのオリジナルな哲学の形成過程における中心概念と して, 『経 ・哲』 におけ

る労働, 『聖家族』 におげる実践, 『 ド ・ イデ』 における生産が弁証法的概念展開を成すことを示唆し,

その論証を後日に約しておいた (名古屋哲学研究会誌 『哲学と現代J N0. 1, 1975年7月pp. 92』 が, この

論文でほ ゞそれを行いえた と考える。

(4) マルクスは 〈過程〉 について, 『要綱』 で 「流通にとって本質的なことは, 交換が 〈過程〉 と して, 購

売と販売との 〈流動的な主体者〉 と して現われるこ とだ。」 (邦訳lp. 116) と書き, 『資本論』 フ ラ ンス語

版第一巻では, <過程〉 とは 「その現実的諸条件の総体において考察された一つの発展を表わす」 科学的

用語だと注記している (角川文庫p. 277)。

(5) 「序説」 ではこの問題を, 論理的カテゴリーと歴史過程との関連の問題と してと り扱っている (青木文

庫pp. 314- 5)。前記 『哲学と現代』 で私も取 り上げたことがある (pp. 98- 9注(14)など)。

(6) 片岡啓治訳 『唯一者とその所有』 (下)現代思潮社 (p. 35)。

(7) マルクスはここで, 次のように注記している。 「人間は, 彼らが彼らの生活を生産 (produzieren= 前

に導く ) せざるをえないがゆえに, しかも一定の様式でそ うせざるをえないがゆえら 歴史 (過程) を も

つ」 (広p. 26)。

(8) 『経 ・哲』 ですでに, 「人間は彼らの生活活動そのものを, 彼の意欲および彼の意識の対象とする。」と

記し, その理由は 「まさに彼が一箇の類的存在 (共同的生活) であるからにほかならない」 ( E①S. 516 )

と述べている。

(9) なお, この定式の 「物質的に表現する」 とい う側面が実践 (的生活発現) である。

(10) バガ ト ゥーリア 「K ・マルクスとF ・エ ングルスの 『 ドイツ ・ イデオロギー』 第一章原稿の構造と内容」,

花崎皐平訳 『新版 ドイ ツ ・ イデオ ロギー』 合同出版, p. 206。

(11) 同上pp. 205- 6.

(12) 同上pp. 202- 4.

(13) 同上p. 191.

㈲ 「構造」 とは事物の機能 (はたらき) の物質的支柱の関連, 「過程」 とは物質の構造的変化の行程を主

と して意味する用語と して使用する。

(15) バチーシチェフ 「弁証法的矛盾の問題」, ローゼソタ ーリ編 『マルクス主義弁証法の歴史』 (上巻第五章)

p. 237, 大 月 書 店 。

(16) レーニン 「ヘーゲルの弁証法 (論理学) のプラン」, 『哲学ノート』 (1)国民文庫, p. 289.

(17) 次のようにも述べられている。 「この生産諸力は, 私的所有のもとでは, 一面的な発達しかとげず, 大

多数の者にと っては破壊力とな り, 私的所有の埓内では当の生産諸力の相当量が全く 使用不能の域にと ど

められる」 (広p. 112)。

(18) 「この自然は人間たちにとって当初は全く 疎遠な, 全能で不可侵な威力と して現われ, 人間といえども

そ ういう 自然に対 して純粋に動物的に関係するのであって・, 人間はまるで家畜のように自然に畏服する」

(広p. 28) , いわゆる 「非有機的自然」 めこと。

(19) 「活動が……自然生的に分掌されているかぎり, 人間自身の行為が彼にとって一つの疎遠な威力とな り,

彼がそれを支配するのではな く , この力のほ うが人間を抑制する」 (広p. 34)。

剛 なお↓大工業が 「自然力の工業目的への利用, 機械装置, 拡充された分業」 という三つの構成要件 (そ

れはほゞ労働対象, 手段, 労働力にあたる) で特徴づけられているのが注目される (広p. 110)。

卸 望月清司 『 ドイツ ・イデオロギー』 のコメ ン ト, 『マルクス ・ コメ ソタールIII』 現代の理論社, pp. 42.

如 水谷謙治 『労働疎外とマノレクス経済学』 青木書店, pp. 52- 60.

(23) ( ) 内は後続の文からの補てん。 同旨のこ とが人格的発展と階級の関係と して述べられている。 「諸個

人は彼らの生活諸条件を予め決定されたものと して見出し, 階級から彼らの生活上の地位およびそれに伴

って彼らの人格的発展を指定され, 階級に下属せしめられるとい う具合になる」 (広p. 118)。

叫 「一定の (生存) 諸条件の埓内で邪魔されることな く偶然性を楽しんでよろしいというこの権利を, 人

びとはこれまで人格的自由と呼んできた。 この一定の生存諸条件とは, その時々の生産諸力ならびに交通

諸形態にほかならない」 (広p. 126)。

叫) 「革命を遂行する階級は, そもそものはじめから, それが一つの (支配) 階級を向こ うにまわすという
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理由からしても, 階級と してではな く , 全社会の代表者と して登場 し, 唯一つの支配階級に対抗する社会の

全大衆と して現われる」 (広p. 68)。 「大工業によって産み出された プロレタ リアー トがこの運動の先頭に

立ち……, また大工業から締め出されている労働者たちは, 当の大工業によって, 大工業そのものの労働

者たち よ りも一層劣悪な生活状態におかれているからである」 (広p. 112)。

叫 「支配権を 目指すどの階級も, そ してプロレタ リアー トの場合は彼らの支配が旧来の支配一般の廃止を

条件にすると しても, まずは政権を奪取 して, 彼らの利害を普遍的なものと して表明せざるをえない」(広

p. 35)。

(27) イデオロギーに反映される現実の生活過程自体が, その階級およびイデオローグの 「局限された存在」,

「疎外された存在」 で しかないのに, それを支配階級の思想, 支配的思想たるにふさわしい 「普遍的な表

現」 (広p. 152) を与え よ う とすると き, その矛盾からイデオロギーの表現過程の転倒性, 虚偽性, 幻想

性が生 じる。

冊 支配階級のそれ自身にかんする幻想の形成をおもな職業とする積極的, 構想的なイデオロークたち。(広

pp. 66- 8) 参照のこ と。

泗) これについては, 聖マ ックス批判と関連して, 前回の論文 (第二部上) で論じておいた (pp. 191- 2 )。

『 ド ・ イデ』 (広p. 152) も参照のこ と。

剛 ここで 「存在と意識」, 「生活と意識」 の両命題を想起するならば, 「人間の存在」 = 「現実的生活過程」

= 「実践」 なる連鎖ができあがる。

剛 フォイェルバッハが, 『将来の哲学』 で 「或る事物ないし人間の存在は, 同時にその本質である」 と主

張したのに対 して, マルクスが, 川魚と汚水を例にと って, それでは汚水に住むのが川魚の本質とい うこ

とになろ う, と批判 したのは有名である (広p. 61)。

剛 関連して, マルクスのプルードン評価の変遷を文献的に示しておこう。

『経 ・哲』 「 (彼のように) 労賃の平等を社会的革命の目的とする細切式改良家たちはどんな誤 りを犯し

ているか? 」 (E①S. 477)。

『聖家族』 「彼の著作はフラ ンス ・ プロレタ リアー トの科学的宣言であ り」 (②S.43) , 「経済学的疎外

の内部で経済学的疎外を揚棄しようとする」 (②S.44)。

『ア ソネ ソコフヘの手紙』 「フラ ンスのプチ ・ ブルジ ョアジーの科学的説明者」 (④S.557)。

『貧困』 「かれは資本と労働とのあいだを, 経済学と共産主義とのあいだを, たえず うろつ く プチ ・ ブ

ルジ ョ アであるにすぎない」 (④S. 144)。

『宣言』 「このブルジ ョ ア社会主義……その例と して, プルー ドンの 『貧困の哲学』 をあげておこ う」

(④S. 488)。
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この評価の変遷の実践的経過については, 「共産主義通信委員会」 の結成をめぐっての両派の離反抗争

が指摘される。

(33) シュテ ィルナーが革命ぬきのアナーキーをめざしたのに対して, プルー ドンは革命ぬきの社会主義をめ

ざ した と言え よ う。

剛 「観念と事物とを混同しています」 (④S. 549)。

叫 「われわれの社会制度のうちに歴史的所産を見ないし, その起源も発展も理解していないので, それに

丿たいして独断的な批判しかできない」 (④S. 552)。

帥 「こ う して経済学的諸カテゴリーを, 現実の一時的な歴史的な社会的諸関係からつく られた抽象と考え

ないので, プルー ドン氏は, 一つの神秘的な転倒によって, 現実の諸関係のうちにこれらの抽象の具体化

を見るだけなのです」 (④S. 552)。

如 これが 『経 ・哲』 第一手稿の疎外された労働の分析にかかる出発点をなしていたことを想起すれば, 疎

外労働論と経済学批判との一体性が示唆されよう。 (E①S. 511) 参照。

(38) 「 ( プルー ドンは) 現在の社会状態をその engr&nement において理解していないので, おかしな哲学

を与えるのです」 (④S. 547)。

剛 「近代的工場の内部では, 企業家の権威によって分業がこまかに規定されているのに反して, 近代社会

には, 労働の配分について自由競争以外になんらの規則も権威もないのである」 (④S. 151)。

㈲ (④S. 152) 参照。
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帥) 「労働用具」 の発展について, マルクスは次のようにまとめている。 「簡単な道具, これらの道具の集

積, 複合された道具, これらの複合道具の, ただ一個の手動原動力による, つま り人間による運転, これ

らの諸用具の自然力による運転, 機械, ただ一個の原動力を もつ機械体係, 原動力と して 自動装置を もつ

機械体系」 (④S. 153)。

㈲ 「変転する労働要求のための人間の絶対的な利用可能性を もって く ること, すなわち, いろいろな社会

的機能を 自分のいろいろな活動様式と してかおるかおる行う よ うな全面的に発達 した個人を もって く るこ

とを , (大工業の) 一つの生死の問題とする」 ( S. 512)。

帥) 資本における競争と独占の矛盾のしわよせ, 機械制工場, 資本との闘争, 賃金と生活の防衛の必要など

がその要件と してあげられている。

(44) 「権利 (Recht= 法) とは, 事実の公的な承認にほかならない」 という 『哲学の貧困』 での定式を注目

しておこ う (④S. 112)。

(45) 次の二つの文章でも, 関連のカテゴリーがほぼ出そろ っているといえよう。 「ブルジョアジーは, 生産

用具を, したがって生産諸関係を, したがって社会的諸関係を, たえず変革せずには存在することができ

ない」 ( S. 465) , 「ブルジョア的な生産諸関係と交通諸関係, ブルジョア的所有関係, すなわち巨大な生

産手段と交通手段を出現させた近代のブルジ ョア社会は, ( 自分で呼び出した近代的生産諸力を もはや制

御できなしヽ )」 ( S. 467)。

㈲ こ う したジグザグな経過が革命の準備過程を長期化する可能性については, 『 ド ・ イデ』 で 「孤立を 日

日再生産する諸関係のうちに生活している諸個人に立ちはだかっている組織化された力は, いずれも長期

の闘争のはてによ うや く斥けるこ とができる ようになる」 (広p. 114) と述べている。

㈲ ここで注意しておきたいのは, その対象が階級社会の事象で階級によって違った発現をする (たとえば

恐慌) とい う客観的な相対性と, 階級の立場によって違った認識 ・理解になるとい う主観的相対性との区

別である。

(48) このナショナルな面での闘争課題については次のとお り。 「どの国のプロレタ リアートも, 当然, まず

もって 自分の国のブルジ ョアジーをかたづけなければならない」 ( S. 473) , 「プロレタ リアー トは, まず

もって政治的支配を獲得して, 国民的な階級の地位にのぼ り, みづからを国民と しなければならない…」

( S. 479)。

帥) 同書の後半で, 「自然と歴史とから追放された哲学にとって, も しまだなにか残るものがあるとすれば,

それは純粋な思想の領域だけである。 ……つま り論理学と弁証法である」 (p. 74) という提言と抵触する

かのよ うであるが, こ こで言われているのは 「これまでの意味での哲学」 「追放された哲学」 からなお継

承すべきものについての示唆であって, それを批判的に改作 し, 諸科学の成果を総括するこ とで樹立され

る新 しい哲学, 「弁証法的唯物論」 のこ とを排除 しているわけでないと考えたい。

(50) マルクスが経済学批判における 「体系の叙述 (分析的展開) が, 叙述による体系の批判にもなる」 と し

ていることとも関連しよう。 ( ラサールへの手紙1858年2月22日, ⑩p. 429)。


