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問題の所在/ 「抽象」 概念を巡る 「論理」 と 「実在」
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Akir6 TAKEUCHI

関与なものー その裏返し として, 超歴史的なもの

日常意識的には, Abstraktionや Abstrahieren という独語は, その形容詞形などを含め

て, 抽象や捨象といった意味の訳語が与えられるのが普通であり, 具体性や具体的諸事象の

対極を意味する言葉と考えられがちである。 また, 哲学の中でも形式論理学的内容ないし形

式論理学的な論理的機能などを, そ うした抽象概念と等置することも多い。 従って, 抽象や

論理的機能, 更には, 思考 (思惟) の抽象性は, 社会哲学や自然哲学, また,̀ 倫理といった

歴史的で実在的な哲学的内容にとっては, ふさわしからぬ概念とされがちであり, 例えその

現実性が論じ られるこ とがあっても, それは, 歴史的な実在といった内容自体にとっては無

は じ め に

た, 抽象は, 具体性を剥ぎ取ること, 及びその結果としての規定性の薄い事柄を意味すると

表象され, この点と関連して, 具体性に欠ける空論ないし意味の不鮮明なこ とに対して投げ
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つけられる非難めいた用語にな りがちである。

ところが, カソ トに始ま りマルクスにまで至る ドイ ツ古典哲学の流れ2)を散見してみる と,

そこでは, 「抽象」 概念やこれと密接に関連した 「抽象的な論理的機能」 といった概念が, 各

論者の哲学ないし思想の枢軸において, しかも歴史的で実在的な社会哲学的内容と深 く係わ

るものとして, 極めて重要な役割を果たしているの’である。 勿論, ドイ ツ古典哲学の中にも,

思惟それ自体を抽象的だ と考え, 思惟による具体的な真理などの把握自体を非難して, 知的

直観や直覚性への依拠を もって自らの哲学の支柱と した, シェ リングやヤコービを代表とす
ー

るよ うな所謂ロマソテ ィ カーは存在した。 しかし, そ うした ロマソテ ィ カーは, ドイ ツ古典

哲学全体の流れとその後の時代に及ぼした影響からすれば, 明らかに傍流であり, そ うした

傍流を批判した本流3)においてゆ, 位相や色合いを異にするとは言え, 「抽象」 概念や 「論理

的機能」 概念, 思惟の 「抽象性」, これら自体に大きな意義が認められ, このことが, 文字と

して もはっ き り と記されていたのである。 ドイ ツ古典哲学が, 日常意識的には否定的ニュア

ンスしかもだない 「抽象」 概念に大きな意義を認めた とすれば, それは, どのよ うな事情に

よってであろ うか。

その哲学体系全体の問題に立ち入らないならば, 例えば, 体系期のヘーゲルも, 近代市民

社会における 「抽象的な人格の平等」 の意義を説き, その一面性を指摘しつつも, 同時に,

こ うした抽象的で 「一面的なものがそれ自身本質的なものを含んでいる」 と述べ, 尚且つ,

「抽象」 が様々な制限や限界を解消させることによって無限性を持つこ とすら提示している

のである (vgl. V1149, 51f. und 113f.) 4)。 と ころが, 従来の研究では, ドイ ツ古典哲学におけ

る 「抽象」 概念の重要な意義と役割についての言及がなおざ りにされてきた よ うに思われる。

そのため, 「抽象的なもの」 の対極に位置する 「具体的なもの」 の把握や歴史的で実在的な社

会哲学的内容の把握にも大きな難点が孕まれていたよ うに思われるのである5)。

本稿以下の一連の論稿の目的は, 一言で言えば, ドイ ツ古典哲学(主要には, カソ ト, ヘー

ゲル, マルクスの哲学) における 「抽象」 概念の意義と役割を捉え, これを通じて, 何故 「抽

象」 概念が ドイ ツ古典哲学において重要であったのか, また, このこ とが現代に対して示唆

するものは何であるのか, を検討するところにある。 従って, 議論の内容は, 具体的な歴史

的で実在的な社会哲学的内容から, 所謂形式論理学的な内容にまで至 り, 極めて多岐にわた

り, また, 錯綜を極めるこ とになる。 そこで, 本稿では, 差し当た り, 「抽象」概念に関する

若干の叙述を議論の俎上におき, これを検討するこ とを通じて, 本稿以下の一連の論稿の導

きの糸となるよ うな, 「抽象」 概念を巡る問題の所在を明らかにするこ とにしたい。

’ II カ ン ト と マ ル ク ス に お け る 「抽 象 」 概 念 の素描

ドイ ツ古典哲学において 「抽象」 概念は大きな役割を担っていたのではあるが, 勿論同時

にまた, 例えば, 当の ドイ ツ古典哲学の本流の太い柱であったヘーゲルにおいて, 「抽象」概

念によって, 哲学体系の完成が計られているわけではない, とい う点にも留意せねばならな

いだろ う。それどころか, 明確な哲学体系を構想していなかった極初期から, ヘーゲルにとっ

ては, 「抽象」 概念は, ある意味では, 「一貫して」 批判の対象であった とす ら言える。 例え

ば, イェ ナ期に属する小稿 『抽象的に思惟する者は誰か? 』 では, 既に, 抽象を説明するこ

とは余計な こ とである と言われ, 事柄の一面しか把握で きない思考や態度の在 り方を「抽象」
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と呼んでおり6), この姿勢の一端は後期まで続いているとも言える。 更に体系期においては,

カソ ト哲学に関して 「物自体といった抽象物は抽象する思惟の産物にすぎない」 (V160) とさ

れるよ うに, 「抽象」 は非難の対象ですらある場合もある。 そ うでない場合でも, 「同じ内容

について二つの言葉があり, 一つは感情, 表象, 及び有限なカテゴリーや一面的な抽象物の

内にある悟性的思惟の言葉であ り, も う一つは具体的概念の言葉である」 (VH124) と, 言われ

るように, 抽象的なものは, 最終的には具体性によって克服されるべきものであ り, ま支,

抽象的なものに対する具体的なもの, 或は, 体系期ヘーゲルにあっては頻繁に登場する 「具

体的普遍」 概念こそ, ヘーゲル哲学体系の最終的な姿が刻印されている概念と言 うべきでは

あろ う。 しかし, そ う した体系に至る過程及び体系の機能は, 「抽象」概念を媒介にして構築

されているのであ り, この点では, 本稿の行論中で示唆するこ とではあるが, ヘーゲル哲学

体系自体が 「抽象」 概念に大きな意義を認めなければ, 成立しえなかったとも言えるのであ

る。 例えば, 体系期のみならずニュルンベルク期においてすら, ヘーゲルは, 自らの哲学講

義に関してにすぎないにせよ, 「抽象的形態がまずは中心的な事柄である」(IV412) と述べ。この「抽象的形態」に等置された「純粋なもの, より高次なもの, 真なるものが, 先立つ自

然 (naturaprirhus) なのだから, 学問 (科学) において も これから始めるこ とが, 事柄にふ

さわしい」 (IV413) とすら言 うのである。

さて, 本稿は, ドイ ツ古典哲学における 「抽象」 概念についての問題の所在を明らかにし

よう とするものであるが, ドイ ツ古典哲学の出発点と終局点とい う意味があるので, まず本

節では, カソ トとマルクスについて若干の議論を挙げ, この問題の所在の大枠を示唆してお

きたい。 二

カソ ト哲学の枢軸的内容の一つとして, その理論哲学ないし理論理性と実践哲学ないし実

践理性との媒介をいかに計るか, とい う問題があったこ とは周知の事柄に属するが, カソ ト

は, 『純粋理性批判』の二律背反論でこの問題に一定の解答を与えている。 別稿でやや詳論し

たが7), カソ トにあっては, この問題の一つの中心が, 彼の理論哲学においては「統整的なも

の」 に留まる超越論的理念 (世界の有限性と無限性, その分割可能性と不可能性, 自由と必

然性, 根源的本質の現存と非現存とい う理念) を, いかにして 「構成的なもの」 へと媒介し,

このこ とによって可想的世界において成立する実践哲学の地平を切り開く か, とい う問いに

集約され, 大略次のよ うな議論がなされている。

超越論的理念の能動性は, 『純粋理性批判』の枠組みにおいては, 結局, 悟性が構成する現

象系列における悟性の無限背進もし く は不定背進の能動性として確証されているのであるが,

そ うなると, この能動性は, 超越論的理念, 特に第 3二律背反のアンチテーゼが示す, 原因

一結果の無限連鎖としての因果法則 ( 自然法則) の 「能動性」 に還元されてしまい, そのテー

ゼが示す自由を介する因果性8)が真に能動的なものとしては成立しな く なる。なぜなら, 原因

一結果の無限連鎖としての因果法則の中にありながら, 尚且つ自由を介する因果性が成立す

ると しても, そ うした自由による 「始まり」 は, 因果法則の中に組み込まれた受動化した 「始

まり」でしかないからである。 カソ トは, こ うした難問の最終的解決として, 「可想的性格に

おける理性の因果性は発生しない [つまり, 始まる必要はない]」9), 「理性が諸現象に関して

因果性を持ち うるなら, 理性は, それを通じて諸結果の経験的 [現象的] 系列の感性的条件

が初めて始まる一つの能力である。 なぜなら, 理性の内にある条件は感性的ではな く , それ
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故, 自己自身を始めるこ とはないからである」 10), と述べる。 そして, こ う した 「始める」 こ

とを必要とせず, 従って, 既に 「始まっている能力」 を, 抽象的な 「論理的諸機能」 11)と して

評価される能動性に見, これを, 現象界 (可感界) と超越界 (可想界) とを貫通する能動性

と して捉えているのである。

そこには, 「我々は, 悟性概念との類比に従って……, 論理的概念の諸機能の表が同時に理

性概念の系譜を与えるだろ う, とい うこ とを期待し うる」12), とい う発言が生きている。つま

り, 抽象的な論理的概念とその諸機能が, 悟性概念のみならず理性概念の範型とされ, 更に

は, 超越論的理念の能動性を担保するものとされて, 理論理性と実践理性との媒介が果たさ

れているのである。 この場合, 抽象的な論理的諸機能は, 判断表とこれに基づ く カテゴ リー

表に現れているものであり, 従って, 形式論理学的な類概念を最高度に抽象した 「類」 概念

として作用する能動性なのである。 カソ トにおけるこのよ うな形での「抽象的な論理的機能」

の重視については, 例えば, 体系を確立したという自負の下にある成熟期ヘーゲルの断片的

なカソ ト非難, つま り, カソ トは, ア リス トテレス以来の形式論理学を完成したものと即断

し (vgl. V45f.) , 伝統的な形式論理学の一部を概念の本性の考察も経ずして採用したにすぎ

ない (vgl. V1289) といった非難をもってして, 決着済みと見るなら, それは, 事柄の本質を

見逃すことにな,ろ う13)。 とい うのも, 例え, カソ トが理論理性と実践理性の媒介環の位置に,

抽象的な 「論理的諸機能」 を, 従って, 形式論理学的な類概念とその作用を持ってきたとし

ても, 何故にそのようなことを したのか, とい う点に答えなければ, 事柄の本質を捉えたこ

とにはならないからである。 ヘーゲル的には, カソ トは所謂悟性もし く は否定的理性の立場

に留ま り, 肯定的理性ないし真の弁証法の立場に立つことができなかった という指摘は, な

るほど, この問題に対する一定の解答とな り うる。 しかし, その場合でも, また, 先の断片

的なカソ ト非難の場合も含めて, ヘーゲルのこ うした指摘自体は, 概念の必然的連関の考察

がカソ トにおいてはなされてない点には妥当するが, そもそも, カ ソ ト的問題構成における

「抽象的な論理的機能」 自体の意味への問いを主題とはしていないのである14)。 いづれにせ

よ, カソ ト哲学における 「抽象的な論理的諸機能」 については, これが, 可感界と可想界と

の連関とい う, 歴史的で実在的な社会哲学的内容の中で大きな役割を果たしている点を独自

に問い, これを踏まえて, カソ ト哲学体系 (所謂三批判の総合) における 「抽象」 概念の意

義を捉える必要があるこ とは確かであろ う。

マルクスにおける 「抽象」概念に関して言えば, ぞの最も注目すべき論点の一つは, 『資本

論』初版の商品分析における等価形態の特徴の叙述の中にある。 「価値関係, 及び, そこに含

まれている価値表現の内部では抽象的に普遍的なもの (dasabstraktAIlgemeine) が具体的

るのである」15)。

明らかなよ うに, 実在的で現実的な個々の具体的なものを直接意味しない形式論理学的な類

概念としての通常の抽象概念の了解とは異なって, このマルクスによる 「抽象」 概念は, 感

覚的で現実的なものを自らの現象形態として持つのだから, それ自身実在的な 「抽象」 概念

である。 しかも, この 「抽象的一普遍的」 なものとは, と りあえずは, 使用価値とは区別さ

れる価値自身であり, 従って, これは, 価値関係を取 り結ぶ諸主体ないし諸商品相互の関係
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自体として定立され, ついには貨幣, 更には資本としての形態規定を受け取るものである。

こ うした 「抽象的一普遍的」 なものが, 歴史的で実在的な社会哲学的内容を本質としている

マルクスの思想において, 極めて重要な位置を占める概念であることは明白であるが, そ う

した重要概念が, 何故に, 抽象的なものでな くてはならなかったのか, という問いがあるわ

けである。 確かに, 感覚的で具体的なものに対置されれば, 抽象的人間労働とも通じている

この価値表現ないし価値関係は抽象性の高いものであることは言える。 しかし, この場合の

抽象性の意味は何なのか。 もし, この意味が把握されたとしても, それはかの貨幣や資本と

いった歴史的な関係自体として提起されるものであるから, 所謂形式論理学的な抽象概念と

は全 く位相を異にする 「抽象性」 なのだろ うか。

実はそのよ うな簡単な断定ができないこと, つまり, 上記の 「抽象的―普遍的」 概念が,

形式論理学的な類概念に非常に 「近い」 概念であることを伺わせる叙述が, 同じ く 『資本論』

初版の相対的価値形態の箇所にある。 そ こでは, 上記の 「抽象的‐ 普遍的」 概念と相通じる

「普遍性」 概念に係わって次のように言われているのである。 「形態 [相対的価値形態] IIIで

は……, リンネルは他の全てめ商品に対し七等価物という類形態として現れる。 それは丁度,

群をなして動物界の色々な類, 種, 亜種, 科, 等々を形成しているライオンや虎や兎やその

の個

他の全ての動

eln種をそれ自身の内に内包している個体は動物, 神, 等々のように, 一つの普遍的なもの

しているよ うなものである。 このよ うな同じ物の全ての現実に存在する

AJ垣emeines) である」16)。 確かに, く個々の動物たちと相並んで 「存在する」 動物界全体の個

体的化身と しての一つの普遍的なもの〉 とい う把握には, 形式論理学的な抽象的な類概念と,

ここでの相対的価値形態としてのリンネルに与えられた普遍性概念との把握の違いが示唆さ

れてはいる。 とい うのも, 通常, 形式論理学的な類概念は, 個々の個物の実在性 と同じ実在

性は持たないが, ここでは, この両者が相並ぶ存在として把握されているからである。 しか

し同時にご こ こでは, 相対的価値形態と しての普遍的なものが形式論理学的な類概念と重ね

られているこ とも, 明らかであろ う。 動物なるものという形式論理学的な類概念とライオン

等の個々の動物とが対置されているからである。

しかも, も しマルクスの思想形成史に若干でも立ち入るならば, この 「抽象」 ないし 「普

遍」概念を巡 うては, 更に論究せざるをえない問題がある。 例えば, 『聖家族』 があるからで

ある。 『聖家族』 では, 「ヘーゲルの場合にすでにそ うであったよ うに, 子が父を産む批判的

歴史」17)と言われ, この歴史観への非難に重ねる (抽象とい う子に対して個物とい う父) 形

で, バウア¬ やその亜流としてのセ リガを非難する次の叙述がある。「現実の果実から得られ

た私の抽象的表象 『果実なるもの』 が, 私の外に存在する本質であり, ナシ, リソゴなどの

『果実なるもの』を, ナ思弁的に表現すれば真の本質であると想像するならば, 私は

シ, リソゴ, ハタ ンキョ ウなどの「実体」であると公言することになる」18)。 「現実のいろいろ

な果実から一つの抽象の 『果実』 一『果実』 なるものをつく りだした思弁は, そこで, 現実の

内容の仮象に到達するために, なんとかして, 『果実』なるものから, 実体から, 再び現実の

様々な世俗的果実に, ナシ, リソゴ, ハタ ンキ ョ ウなどにかえろ う と, 試みなければならな

X, ‥ヽ…・。 私が抽象を捨てない限り, 抽象から, 抽象の反対にいく こ とは不可能である」19)。

こ こでは, 明らかに, 「抽象」概念は形式論理学的な類概念に等しいといってよいものであ
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り, 尚且つ, 非常に否定的に言及されている。 つま り, 現実の具体的個物である個々の果実

からの抽象 (捨象) の所産にすぎない 「果実なるもの」 を実体とし, また具体的個物の真分

本質とし, こ う した抽象にすぎない実体や本質という 「非現実的な悟性物たる 『果実なるも

の』 から, 現実的な自然物のリソゴ, ナシなどをつ く りだした」20) 「思弁的構成」 が非難され

ている。 しかし, 留意すべきは, 上記の 『資本論』 初版の叙述との, 抽象的なものの位置付

け自体に関する正反対ともいえる内容であり, 同時に, 『聖家族』 の叙述と 『資本論』 初版の

叙述との或る種の類似性である。 確かに, 形式論理学的な類概念といってもよい 「果実なる

もの」 から具体的個別をつ く りだそ う とする, セ リガなどの 「思弁的構成」 の論理が, かの

『資本論』 初版で直接採用されている というわけではない。 しかし, 『資本論』初版において

は, 例え価値関係の内部のことではあれ, 「抽象的に普遍的なもの」 が, 「このよ うな同じ物

の全ての現実に存在する種をそれ自身の内に内包している個体」 とされて, 或る種の実在性

を持つものとされ, しかも, 「感覚的で具体的なもの」が, 謂わば形式論理学的な類概念に「近

い」 こ う した 「抽象的に普遍的なもの」 の現象形態とされていた。 ところが, このように形

式論理学的な類概念に 「近い」 「抽象的に普遍的なもの」 を本質とするよ うな問題構成こそ。

『聖家族』 で 「思弁的構成の秘密」 と して非難されているのである。 「抽象的なもの」 を巡る

こ うした評価の違いは何を意味するのであろ うか。 『資本論』 と 『聖家族』 との理論対象の違

いというこ とは, 確かに省みられなく てはならないだろ う。 同じ く形式論理学的な類概念に

「近い」ものとして扱われるにしても, さ しあた りは, 社会関係ないし価値関係を問うレヴェ

ルでの 「抽象」 概念と, ヘーゲルにも見られる感覚的で具体的な規定の捨象に等しい 「抽象」

概念との差異は, 大きいものがあるからであると, 考えざるをえないからである。

しかし, 既に指摘されているように21), 『聖家族』 におけるこ うした 「抽象」 概念ないし形

式論理学的な類概念の 「否定」 は, 『経哲草稿』 における類概念としての人間本質概念の廃棄

から, 『フ ォイェルバッハテーゼ』 以後の 「社会的諸関係のアンサンブル」 と しての人間本質

概念の提起への転換過程を示す議論と して受けとめられる「側面」を持つと考えられる22)。 こ

の点からすれば, 『聖家族』 の上記の 「抽象」 概念に関する議論にも, 単に具体的な規定の捨

象に等しい形式論理学的な抽象概念に限定されない, 社会的諸関係に係わる内容, 特に, 類

概念としての人間本質概念とい う実在的な概念の否定を担 う内容が含まれていたことにな り,

従って, 価値関係と社会的諸関係との係わりという問題はあるにしても, 『資本論』 と 『聖家

族』 とは, 歴史的で実在的な社会哲学的内容という同じ レヴェルでの理論対象を持っていた

こ とになるからである。

更に問うべきは, 『資本論』 と 『聖家族』 とは, 例え, 「抽象」 概念の位置付けが全く こと

なるとしても, 双方共, 形式論理学的な類概念に 「近い」 「抽象」概念を参照点にするごとに

よって, 叙述が進められ, 歴史的な社会哲学的ないし実在哲学的な内容にそ くする形でそ う

した 「抽象」 概念が登場しているのである。 つま り, それが肯定されるにせよ否定されるに

せよ, 形式論理学的な抽象概念 「近い」 もの抜きには, 歴史的な社会哲学的ないし実在哲学

的な内容が論じ られなかったとも言い うるのである。 とすれば, それらにおいては, 文字上

では, 形式論理学的な抽象概念に「近い」ものではあっても, 内容的には何らかの変様を被っ

た 「抽象」 概念が成立しているのであろ うか。 それとも, カソ トの場合にせよマルクスの場

合にせよ, 彼らの歴史的で実在的な社会哲学的内容自体の内に, 形式論理学的なものでもあ
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るよ うな 「抽象」 概念を必要 (必然) とする何らかの問題設定があるのであろ うか。 また,

そ うならばそ うした問題設定の意味は何であろ うか。

以上のよ うに, 「抽象」 概念に係わる 「論理的機能」 概念や 「抽象的普遍性」 概念は, カソ

トやマルクスにおいて, 歴史的で実在的な社会哲学的な内容自身を展開する上で極めて重要

な役割を果たし, しかもそ うした 「抽象」 概念が, 同時に, 形式論理学的な類概念としての

抽象概念とも関連が深いのである。 こ う したカソ ト及びマルクスに関しては, 上記の引用部

分についての立ち入った検討を含めて, 続稿以降で改めて立ち帰るこ とにし, 次節以下では,

この両者の間に立つヘーゲル哲学の 「抽象」 概念に関する若干の発言を扱い, これによって

問題の所在を確定し, 詳細な論証への端緒を与えておきたい。 ここでヘーゲルを扱 う理由は,

一言でいえば, ヘーゲル哲学がカソ ト哲学を止揚しながら成立23)していると同時に, マルクス

によって, 特に方法論的観点から批判的に受容されているからであ り24), 「抽象」概念につい

てもヘーゲル哲学の検討によって, 同時に, カソ ト及びマルクス双方の思想ないし哲学にお

ける 「抽象」 概念の考察の視座が与えられると考えるからである。

m ヘーゲルにおける 「論理的なもの」 としての「抽象」概念

成熟期ないし体系期のヘーゲルが, 社会哲学ないし実在哲学とい う領域において, 「抽象」

概念を用いる場合, 一見したところ, この 「抽象」 概念は, 日常意識のレヴェルで我々が抽

象とい う言葉の下で了解している内容に, 一切該当しない概念のよ うに思われる。 例えば,

『法の哲学』 で欲求の体系として描かれる市民社会論には次の叙述がある。

「労働における普遍的なものと客観的なものとは, 抽象の中にある。 抽象は, 諸手段及び

諸欲求の種別化を引き起こし, そのことによってまた, 生産を種別化し, 分業(労働の分割)

を産み出す。 個々人の労働は, 分割によってより単純になり, このことを通じて, 彼の抽象
一

化された労働における技能や諸生産物量もより増大する。 同時に, 技能と手段とのこう した

抽象は, その他の諸々の欲求の満足のために, 人間の依存性と相互作用とを, 全 く の必然性
-

にする。 生産することの抽象は, 労働を さ らにますます機械的にし, これによって結局, 人
一

間を労働から解除し機械を人間の代わりにすることを可能にする」 (V11352f) 。

こ こでの 「抽象」 の意味は, 前節で見たよ うな形式論理学的な類概念としての 「抽象」 概

念でもなければ, 抽象的な 「形式論理的機能」 としての思惟の抽象性について言われるもの

でもないこ とは, さ しあた り明らかであろ う。 ここでの 「抽象」 を 「技能と手段との抽象」

について言えば, それは, 記されているよ うな 「生産の種別化」 と分業 「正確には, ここ懲

は所有関係を含まない労働の区別」) とい う区別化 ・個別化ないし多様化 ・差異化を意味して

いるのであって, 類概念などが直接あてはまるものではない。 同じ く 「市民社会」 における

欲求と労働に触れた別箇所では, 「個別化及び抽象の中の欲求と労働とを, 具体的で社会的な

欲求と, 満足の手段及び様式にする契機」 (V11349) とい うこ とが言われ, 個別化と抽象化と

は並存的に同一視されている。 確かに, この 「技能と手段の抽象」 は, 「労働の抽象化」 と直

結しており, 「労働の抽象化」が労働の単純化, 従って技能や手段の単純化をも含意している
ー

が故に, 複雑労働が持つ具体的諸規定の剥奪による単純労働= 「労働の抽象化」 は, その具

体的諸規定の剥奪という一点でのみ, 形式論理学的な抽象概念に重なる意味を持つかもしれ

ない。 しかし, 同時に, そ うした 「労働の抽象化」 は, 「人間の依存性と相互作用」 という実
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在的で必然的な結合の内で定立されているのであ り, またそもそも, こ こでの「抽象」 は「労

働における普遍的で客観的なもの」 なのであって, この点からしても, 思惟の抽象 (捨象)

作用によって産出され, 種々の個物相互間に成立する実在的な関係とはさ しあた り無関与な

形式論理学的な抽象概念ではない。 「労働の抽象化」は, その実在性という点に関する限りで

は, 前節でみた 『資本論』 初版における 「動物界全体の個体的化身が存在しているよ うなも

の……。 このよ うな同じ物の全ての現実に存在する種をそれ自身の内に内包している個体」

と言われる限りでの 「普遍的なもの」 ないし 「抽象的なもの」, つま り, 「個体的化身」 と し
ー

ての 「抽象的なもの」 に近いのである。 勿論この場合, ほぼ所謂労働過程の在り方として論

じられているヘーゲル 『法哲学』 における 「労働の抽象化」 と, マルクス 『資本論』 初版に

おける価値規定と しての 「抽象的一普遍的なもの」 とでは, 実在的な社会的諸関係の中での

現実的機能が異なることに留意せねばならない25)。 こ う した上記の『法哲学』における「抽象」

概念の根本にあるのは, それが, 「区別性」と区別による細分化を意味し, 尚且つ, 実在的な

ものをも表現する概念として扱われている, というこ とである。 ところで, ヘーゲルの 「論

理学」 関係の著作における 「抽象」 概念の議論を大雑把に見てみると, 既述のよ うな 「区別

性」 における 「抽象」 概念の他に, 今一つの 「抽象」 概念があると言える。 それは, 彼が 「抽

象的普遍」 と して語る場合の 「抽象」 概念であ り, これが, 部分的には, 実在的なものを直

接意味しない形式論理学的な類概念としての抽象概念とも通じ, 同時にまた, 上記の 「区別

性」 と しての 「抽象」 概念の展開上で登場するため, この点だけからも, ヘーゲルにおける

「抽象」 概念はかなり複雑な様相を程することになるのである。

周知のよ うに, 体系期ヘーゲルの 『エンチク ロペディー』 では, 「論理一般は単に主観的な

働きとい う意味に解すべきではな く , むしろ絶対的に普遍的なもの, 従って同時に客観的な

もの」 (Vm170) と して, この点で実在的なものと して把握すべきだとされてお り, 形式論理

学の中でも記号論理学的な論理観からすれば, 非常に特異な論理観が見られることになる。

これは通常, 論理実在説ないし思惟= 存在説と言われているヘーゲル主義であるが26), こ うし

た 「論理」 観に立った上で, ヘーゲルは, 客観的で実在的なものでもある 「論理」 の根本的

規定を, 「(α) 抽象的側面或は悟性的側面, (β) 弁証法的側面或は否定的理性の側面, ( y)

思弁的あるいは肯定的理性の側面」 (VⅢ168) とい う三側面に分ける。 言うまでもな く , ここ

での問題は, さ しあた り (α) の 「抽象的側面或は悟性的側面」 である。 尚, 蛇足ながら, こ

こでの 「悟性」 も, 思惟作用の一環に限定されるものではな く , 「『論理』 的なものの最初の

形式である悟性」 (ebenda) と して, 「論理」 一般についてのヘーゲル的規定と全 く 同じ実在

的で客観的なものを も意味している。

上記のよ うに論理的なものを三側面に区分すること自身は, 「哲学的内容が, その方法と魂

において三つの形態を持っている」 (IV412) といった形で, 既にハイデルベルク時代のヘー

ゲルによって明確に見定められてはいる。 しかし, そこでは「抽象的側面ないし悟性的側面」

は, 思惟規定でありながら同時に実在 ・存在自体の規定である, という側面において強調さ

れているわけではな く , 哲学学習者の思惟の歩みの第一歩という点を中心として論じられて

いる。 そしてまた, そ う七た「抽象」概念に関しては, 「抽象的なものはより単純なもの」 (JV

413) , 「諸規定を固定し区別するこ と」 (IV412) といった形でやはり27), 「区別性」における「抽

象」 概念が主要な議論となっている。 つま り, 「抽象的普遍」 と しての 「抽象」 概念に係わる



た単純性 (一重性) とい う形式への転化なのである それは, 具体的なもの̀においてある

議論が殆ど自覚的にはなされていない。 しかし, ベルリン時代にその第三版を数えた 「エン

チク ロペディ ー」の中では, 「論理的なもの」を総括的に取 り挙げた箇所ではないにせよ, 「区

別性」 における 「抽象」 概念のみならず, 「抽象的普遍性」 における 「抽象」 概念につながる

議論が自覚的に取 り上げられている場合がある。 それは, 所謂 『小論理学』 本質論であるが,

そこでは, 「単純性 (Einfachheit) 」 とい う こ とが, 上記のよ うな単なる 「区別」 に係わる概

念としてだけでな く , その一重性としての単純性とい う意味から捉えられ, この一重性の内

に, 区別の結果取 り出されたものに係わる抽象性, つま り 「区別性」 における 「抽象」 を把

握するだけでな く , 具体的諸規定が剥奪された, 形式論理学的な類概念に通じる 「抽象」 を

も把握している。以下のよ うに言われる。「抽象とは……自己の内での具体的なもののこ うし
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多様なものの一部を (所謂分析を通じて) 取 りさ り, 単に多様なものの一つだけを取り出す

ことによってか, 或は, 多様なものの差異性を捨てさることによって, 多様な諸規定を一つ

の規定性へと集約するこ とによってである」 (VIU236) 。

換言すれば, 一重性というこ とを媒介にして, 一方では, ( a) 「多様な規定性から一つの

規定性を取り出す」 とい う, 区別と捨象によって成立することが 「抽象」 とされ, 同時に,

他方では, ( b) 「多様な諸規定を一つの規定性へと集約する」 という, ほぼ形式論理学的な

類概念の成立に等しいこともが同じ く 「抽象」 とされているのである。 この ( b) が 「抽象

的普遍」 とも通じていることは明白であろ う。 日常意識からすれば, この ( a) ( b) 双方と

も, 人間の思惟の歩みの中にあるこ とと して理解されるべきよ うに思われるかもしれないが,

先にも示したヘーゲルの論理実在説からすれば, この双方は, 同時に実在の過程を表現する

ことになる。 では, 論理実在説を先験的に前提しなければ, どうか。 とい うのも,’ 論理実在

説を前提してしまえば, 日常意識的には実在的な過程とは無関与に成立すると考えられてい

る形式論理学的な類概念と しての抽象概念を, あらためて, 歴史的で実在的な哲学的内容と

尚且つ, これらの中で産出される 更には, これらを構成する一 概念, とい うよ うに了

からであ り, す く な く とも, こ こでの議論においては, こ う した論理実在説を前提すること

は避けられるべきだからである28)。 逆に言えば, 本稿以下の一連の論稿は, 「抽象的普遍」を

巡る実在性の問題を問 うこ とを通じて, この論理実在説の成立事情を考察することにもなる

と言える。 ところで, 確かに, 先の 『法哲学』 の引用に示された 「区別性」 における 「抽象」

概念は, 「労働の抽象化」 にせよ 「生産の抽象化」 にせよ, 歴史的で実在的な過程の内にあっ

たわけであって, このことは, 機械の導入以前の全工程をこなす多様な規定を持つ労働や生

産に比べると, 機械の導入に伴う 「抽象化された労働」 などは, 多様な規定の内の一部 (極

端には一規定) と して成立するこ とから了解されうる。 しかし, 「区別性」 における 「抽象」

概念については, このように, 実在的な過程や歴史的で実在的な社会哲学的内容を表現し。
-

係わらせて問う意味- これは, 本稿以下での議論の大前提でもある が消散してしま う

解された と しても, 論理実在説を先験的に承認することな く , 形式論理学的な類概念に屯通

じている 「抽象的普遍」 における 「抽象」 概念についても, そのよ うな実在的過程や歴史的

で実在的な社会哲学的内容との深い係わ り, とい う了解が妥当するのであろ うか29)。

「抽象的普遍」 における 「抽象」 概念が, 実在的過程や歴史的で実在的な社会哲学的内容

とも深い係わりを有するのか否か, とい う問題については, それ程事情は簡単でないように



思われる。 というのも, まず, 極めて表面的な理由ながら, 『エンチクロペディー』の序論に

おける 「論理的なもの」 及び 「抽象」 を説明する際に, r法哲学』 の先の引用に見られたよう

な 「区別性」 としての 「抽象」 概念の実在的な例として, 何でもやりたがって自己を限定区

別しない人間は, 実際には何もできない無教養な人間であるとか√(国家は, その内で身分及

び職業の明確な区別がないなら)ば……不完全な国家である」 (vgl. V11171) , ということが挙げ

られているが, 「抽象的普遍」 における 「抽象」 概念については, そ うした実在的で現実的な

ものに関する叙述は与えられてはいないからである。 『エンチク ロペディ ー』 で も, 確かに,

その本論たる所謂 『小論理学』 の本質論においては, 「悟性によって定立された普遍的なもの

は, 抽象的に普遍的なもの (einabstraktA11gemeines) 30)であ り, そのよ うなものと して,

あ く まで特殊に対立し, そのためにまたそれ自身同時に, 特殊なものと して規定される」 (VⅢ

169) , といった叙述はある。 また, 後述するよ うに, 『大論理学』 においても, 勿論, 「抽象

的に普遍的なもの」 や 「抽象的普遍性」 についての議論は, 相当展開されている, と言って

よい。 しかし, その場合, 「抽象的普遍」が現実的な問題として言われると, それは, 差し当

た りは, まさに形式論理学的な類概念と全 く異ならない抽象概念となっているのである。 例

えば, 「抽象は, それら [生命, 精神, 神など] の産みだされたものから, 個別性, 個体性や

人格性の原理を捨てさ り, 生命も精神もな く , また色彩や内容もない普遍性に到達するにす

ぎない」 (V11297) , と言われるのは, このこ とを典型的に表していると言える。

では,尚ヘーゲルにあっては, 「抽象的普遍」 ないしその中の 「抽象」 は, それ自体と しては

一 つま り, 論理実在説ないし思惟= 存在説を前提しなければ

竹 内 章 郎10

を前提にすることによってのみ実在的なものを表現するだけであって, この説自体を論証す

る役割を果たしてはいないのだろ うか。 そもそも, ヘーゲルが把握した歴史的で実在的な事

柄自身を構成するものとして, 実在的な 「抽象的普遍」 は全 く認められていないのであろ う
ー

か。続稿以下を見通して, 予め結論的に言えば, 否である。 ヘーゲルにあっては, 「抽象的普

遍」 とその中にある 「抽象」 は, 歴史的で実在的な社会哲学的な内容を表現するのみならず,

この内容それ自体の内で産出され, 同時に, こ う した社会哲学的な内容を構成してもいるの

である。 しかも, 形式論理学的な意味での抽象的な類概念とも極めて密接な連関を保ちなが

ら。 しかし, こ う した結論に至るには, かな りの論証が必要である31)。

本節以下では, この論証の第一歩と して, 既述の一重性と しての単純性の媒介による, 「区

別性」 における 「抽象」 概念と 「抽象的普遍」 における 「抽象」 との重な りを敷折する形で,

両者の関連を今少し検討しておきたい。 『エンチク ロペディ ー』の序論にある「論理的なもの」

の説明にそ くする限り, 「抽象」 概念は, 悟性の把握するものとして, 第一義的には, 「固定

した規定性 とヽ この規定性の他の規定性に対する区別とにたち どま り, このよ うな制限された

抽象的なものがそれだけで成立し存在する」 (vm169) と言われるよ うに, 「区別性」 とその固

定を意味するものとされ, 「抽象的普遍」 自体についての直裁な叙述は見られない。 と ころ

が, この区別とその固定に関して認識論的側面から言及された叙述には, 「同一性」概念を論

じる叙述が続き次のようになっている。 「まず, 認識に関しては, 認識は現存する様々な対象

は様々な元素や力や類などを区別し, それらを別々に固定する。 この場合, 思惟は悟性とし

, 歴史的で実在的な社会

哲学的内容を表現するこ とはないのであろ うか。 換言すれば, 「抽象的普遍」は, 論理実在説
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て働いているのであって, 悟性の原理は同一性, 単なる自己関係である。認識がある規定(区
一

別されたもの一 竹内) から他の規定へ と進んでい くのも, 最初はこのよ うな同一性による
ー

のである。 例えば数学においては, 他0 一切の規定を無視して, 量に関してのみ認識が進め

られる。 従って幾何学では, 様々な図形における同一のものを取 り出すことによって, それ

らを互いに比較する。 認識の他の領域, 例えば法律学においても, 我々はまず同一性に即し

て進む」 (vm169f.) 。

問題は, 「区別性」と「同一性」との関連である。 ここでは詳論することはできないが, ヘー

ゲルにあっては, T 区別性」 と 「同一性」 とは謂わば共働的な概念であることは自明であり。

「区別性」 とて同一性」 とが相前後して論じ られることももっ ともなことである, と言える。

ところで, 『大論理学』 本質論では 「同一性」 と 「区別性」 に関して次の叙述がある。 「区別

されたものから区別されるものは同一性である……。 区別は同一性への関係において初めて

区別である」 (v147) 。 このこ とを 日常意識的に言えば, <区別され うるものが相互に区別され

るためには, 同一の側面を持っていなく てはならぬ〉, とい うこ と, つま り区別の前提に同一

性があるとい う点に強調があることにな る32)。 そ して, このよ うな「同一性」がその出自を問

われずに, 普遍的なものとして先験的に定立されるなら揉, それは, 形式論理学的な類概念

と同じ よ うな抽象性を帯びるこ とは見易いであろ う33)。 と ころが, 上記の 『エンチク ロペ

ディー』 の序論では, 対象の様々な諸規定を 〈区別し固定する〉 という点に 「区別性」 が認

められているのに対して, そ こでの 「同一性」 は, <区別〉 の謂わば前提となるよ うな <同一

性〉 と してあるのではない。 そ うではな くて, 『エンチク ロペディー』 序論での 「同一性」

は, 数学における量な り自然科学における元素や力なりといった, 区別されたもの (例えば

質や面や距離といった諸規定を剥奪されたもの) が固定され, そ うした区別されたものが他

の諸規定とは無関与なままに自己完結 ( 自己関係) 的に変化させられず (同一的に) 保持さ

れる こ となのである。

こ うした 「同一性」 は, 例え, 区別されたものとして類概念について言われることがあっ

ても, それは, 形式論理学的な類概念のもつ 「抽象的普遍性」 に直ち重なるものではない。

とい うのも, 他の諸規定とは無関与なままに自己関係的に同一なものであ り続ける, とい う

ことは, 形式論理学的な類概念に限られたことではなく , 可能性の問題としては, 一定の諸

条件の下で一切の事柄にも妥当し うるからである。 つま りは, 「区別性」 における 「抽象」 と

これの延長上で定立される, 区別を固定 し続けるという意味での 「同一性」 と, 形式論理学

的な類概念にも通ずる 「抽象的普遍」 の中にある 「抽象」 であ り, 区別する際の前提となる

「同一性」 とは, 必ずし も整合しないのである。 ところが, ヘーゲルは, この双方の 「抽象」

概念を, 双方が共に 「同一性」 概念を含んでいることを根拠に, 同じ 「抽象」 概念の下に一

括しているよ うなのである。つまり, 以上の限りでは, 今少し言えば, 『エンチク ロペディ ー』

序論での「論理的なものの」説明にのみ従 う限りでは, ヘーゲルは, これまで論じてきた 「抽

象」 概念の二義性を, 論理的レヴェルで 「言語」 の力を介して同一視しているよ うに思われ

るのである。

実際, 『大論理学』 などによっても, 区別されたものとしての 「規定されたものに付着して

いる普遍性は抽象的普遍性である」 (v1283) と述べつつも, この抽象的普遍性を形式, 区別

されたもの (規定されたもの) を内容と して, 区別されたものは形式を持つとする。 そ して,
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こ うした区別されたもの (規定されたもの) が持つ形式に, 形式論理学的な類概念に通ずる

区別する際の 「同一性」 における 「抽象」 と, 「区別性」 それ自体と してあ り区別された規定

を他の諸規定とは無関与にお く場合の「抽象」の双方の意味を認め, この双方を論理的レヴェ

ルでの 「言語」 によって, 同一視しているのである (v1283f.) 。 この宍うな, 「同一性」 概念

や 「抽象」 概念が持つ二義性を同じ 「同一性」 や 「抽象」 とい う 「言葉」 で語るとい う こと

は, 例えば, ヘーゲルの場合, 分離といった事柄についても言えるのであって, 「悟性は, 対

象に対して , 分離的, 抽象的に振る舞 う」 (vm169) と言われる場合の 「分離」 も, 諸規定の

抽象 (捨象) の結果生ずる一規定が他の規定と 「分離」 されたままになっていること と, 「抽

象的普遍」 が個々の諸規定と媒介されずに 「分離」 されたままになっていること, この双方

の意味を担 っているのである。 -

「抽象」 概念のみならず, 「同一性」 概念や 「分離」 概念についても, それら各々の持つ二

義性が, こ うした論理的レヴェルでの 「言葉」 によって同一視されていることは, 所謂ヘー

ゲルの汎論理主義として了解されることかもしれない。 しかし, こ う した事情は, 「抽象的普

遍」 における 「抽象」 概念が歴史的で実在的な哲学的内容といかに関連しているのか, とい

う問題に対する直接的な解答にはつながらないのみならず, この問題への解答にヘーゲルの

論理学関係の著作のみから接近しよう とすることが不可能であることをも告げているよ うに

思われる。 勿論, 先に触れたよ うに, 「区別性」 における 「抽象」 と 「抽象的普遍」 における

「抽象」 の双方を自覚的に論じている体系期のヘーゲルには, 特にその所謂 『大論理学』 に

は, 「抽象的普遍」 に関する論理学的な叙述は豊富であ り, この叙述自体が, かの 「同一性」

及び 「抽象性」 各々の二義性の媒介を指示するのみならず, 「抽象」 概念と歴史的で実在的な

社会哲学的な内容との深い係わ りを 「示唆」 している, と考えられる箇所もある。 例えば,

「媒介が単なる制約 (条件) にすぎないこ とによって, 或は, 媒介がそれ自身において定立

されてない ことによって, この普遍性は抽象的な普遍性になるのである。 媒介が定立されて

いないが故に, 抽象的なものの統一は直接性 (無媒介性) とい う形態を持つのである」 (vI

284) , と言われる。 この 「媒介がそれ自身において定立されていない」 とい うこ とは, 区別

されたものが固定され自己完結的に留まるという意味での 「同一性」 にも, 区別する際に謂

わば先験的な前提となってしヽ る とい う意味での 「同一性」 にも, 当てはまるであろ うし, ま

た, この各々に関連の深い 「区別性」 における 「抽象」概念にも, 「抽象的普遍」 における 「抽

象」 概念にも妥当するであろ う。 そしてまた, この 「媒介がそれ自身において定立されてな

い」 という こ とも, 普遍を成立させる媒介がありながら, 当の普遍にとってはこの媒介が消

失している こと として了解されるならば, それは, 例えば, 次のよ うな 『資本論』 の周知の

叙述にも等しいことにな り, 歴史的で実在的な内容を提示している, とい うことにもなろ う。

その叙述とは, 諸商品の媒介による貨幣の成立と貨幣におけるこの媒介の消失に関するもの

であって, 丁媒介する運動は, 運動自体の結果では消失してしまい, 何の痕跡も残していな

い。 諸商品は, 何もするこ となしに, 自分自身の完成した価値形態を, 自分の外に自分と並

んで存在する一つの商品体 [貨幣] として, 眼前に見いだす夕), というものである3,)。 しか

し, ヘーゲル 「論理学」 関係の著作では, 「抽象的普遍」 の歴史的な実在性の 「示唆」 に留ま

るのである。 そこで, 次節では, ヘーゲルにおける歴史的で実在的な社会哲学的内容の中に

直接現れた 「抽象」 概念について若干の検討を行い, ドイ ツ古典哲学における 「抽象」 概念
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を巡る問題の所在を よ り明確にしてお く こ とにしたい。

IV 有用性 の世界 と 「抽象 」 概念 の実在性

周知のよ うに, 『精神現象学』 におけるV章一Aの 「観察する理性」, VI章一B- bの 「啓

蒙」 における 「有用性の世界」, VI章一C- Cの 「良心 (全体知)」 は, ヘーゲル自身が 「精

神とその本来の意識との和解が成立する」 (111578)箇所として明言しているように, 『精神現

象学』 全体の展開にとって極めて重要な箇所である。 それらは, 意識一対象関係としてみれ

ば, 社会哲学ないし実践 (実在) 哲学に開かれた認識論を支える枢軸的論点を提示してお り,

主体―客体関係としてみれば, 主観的な認識の獲得が同時に社会的実在性を獲得するための

枢軸的論点を示している。 つまり, 上記の三箇所は, VⅢの「絶対知」 によって総括される 『精

神現象学』 全体の主要な三つの契機と言える。 従ってまた, それら三箇所は, その各々が,

『精神現象学』 の 「結果= 成果」 としての 「論理学」 を端緒とするヘーゲル哲学体系 ( 『エン

チク ロペディー』= 「論理学」 「自然哲学」 「精神哲学」) 全体とも内在的な連関を持つ程に極

めて重要な箇所でもある。 しかも, そ う した箇所の展開が同時に, 「抽象」概念に大きな比重

を置く ものとなっているのである。 ここでは, その内, 「有用性の世界」とこれとの関連にお

ける限りでの 「良心 (全体知)」 の箇所を取 り挙げる36)。 言 うまでもな く , 『精神現象学』 の所

謂表題問題に明示されたよ うに, 「意識の経験の学」が同時に, 社会的文化的内容の総括とし

て, 「精神が現れる (現象する) 学」 としてのみ展開されなくてはならないとしたヘーゲル37)

からすれば, 少な く とも, 111章の 「悟性と力」 以降の 『精神現象学』 全体は, 歴史的で実在

的な社会哲学的内容そのものなのである38)。 こ う した点だけからも, こ こで論じる「有用性の

世界」 などの上記の三箇所で登場する 「抽象」 概念は, 実在的な社会哲学的内容と極めて係

お りの深い概念であることは, 予想される。

ヘーゲルの描く 「有用性の世界」 は, 単に, エルヴェシウスなどに代表されるよ うな18世

紀フランス啓蒙思想における功利主義を跡付けているだけではな く , ヘーゲル 『法の哲学』

に即せば, その全展開の基礎でありながら, その 「国家」 との対比においては特殊的欲求な

いし利己的目的の 「全面的依存体系」 である 「市民社会」 (Vgl.V11339.) の論理の基幹をも示

している。 しかし別稿39)で詳論したよ うに, そ うした 『精神現象学』の有用性の論理は, 啓蒙

主義の精神を体現した 「純粋透見」 が規定する彼岸的な 「絶対者」 ,に支配されており, この

点で, 所謂功利主義と等置される有用なものの相互的利用関係もし く は相互依存関係自体と

しての有用性が示す現世主義及び現世主義的人間主義に尽きているわけではなく , 或る意味

では, 中世的で彼岸的な信仰主義の論理を受容しているが故に, 彼岸―此岸関係に刻印され

た論理となっている。 別稿では, 一見したところは, 有用なものの相互的利用関係及び相互

依存関係自体としての有用性と等置される共同性の成立を告げているように見える 「有用性

の世界」 の基本的論理が, この彼岸一此岸関係の刻印によって, 分裂とア ト ミズムとなって

いる点を, また, この分裂性によって, 成立しているはずの共同性自体もが非共同化されて

いる点を強調した。 実は, こ うした 「有用性の世界」 の基本的論理の展開の大筋の中で, 「抽

象」 概念は極めて重要な役割を果たしているのである40)。

「有用性の世界」 の叙述では, 「抽象」 概念は頻発するのではあるが, 本節では, 問題の所

在を示す本稿の目的に沿う形で, 大まかに, 有用性概念自体を規定する叙述の中から, 「抽象」
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(VI

概念の大きな役割を示す特徴的な箇所を二つ, 私の補足 ( [ ] 内) を交えて取り挙げた

い。第一は, 相互依存関係自体としての有用性の規定41)に係わるものである。 「この[唯物論

における 「純粋物質」 及び理神論における 「至高存在」 といった絶対者と, 感覚的な現実態

との] 相関関係からすれば, 感覚的な現実態は即自的なもの [という絶対的なもの] ではな

くて, 単に, 一つの他者に対して存在しているにすぎない。 意識の以前の形態では, 対立の

諸概念は, 善と悪 [という具体的規定を持ったもの] として規定されていたが, それに対し

て, 純粋透見 [が支配する有用性の世界] にとっては, 対立の諸概念は, 即自的な存在と一

つの他者に対しての存在という純粋な抽象となっている。 有限なものの即自的なもの [とい

う絶対者] への, 肯定的かつ否定的な関係 [即ち, 感覚的現実態という有限なものの即自性

(絶対性) が肯定されることと, 対他的でその絶対性が否定されること] という二つの見方

は, しかし, 実際等し く必然的なものであ り, 従って, 全てのものは, 即自的であると同時

414f.) 。 ここでの, 即自存在や対他存在というカテゴリーは, 善や悪といった規定と対置され

て 「純粋な抽象」 とされているこ とからも明らかなよ うに, 一般的な論理的規定に留まるも

のではな く , 「抽象」概念によってその最も重要な意味を与えられている。 しかも, 引用の後

半からして, こ うした 「抽象」 として成立する即自性や対他性によって, 社会哲学的な内容

としての有用性の規定が与えられている。 因に, 「即自的である と同時に, 一つの他者に対し

てある [対他的である]」 ということは, この両側面によって成立する 「対自性」 と併せて,

有用性が物やその他の属性として成立するのではな く , また更に言えば, 現代功利主義が示

すよ うな主観的快苦として成立するのでもなく , 相互依存関係自体として成立することを表

している。 換言すれば, 有用性は相互依存関係自体としての 「抽象」 なのである。

ところで, 有用性が社会哲学的内容だというのは, 「有用性の世界」が功利主義の世界とし

て, ヘーゲル 「市民社会」 のみならず, ベンタ ム等の議論等を も含む所謂市民社会論の基礎

を開示しているからである。 それは, 先の相互依存関係自体としての有用性が, 人間相互の

相互利用としての相互依存関係であることからも明らかなことである。「有限な現実態は, 実

際に, 人間がまさに必要とするに応じて受けとられうる」 (H1415) 。 「人間は自分のために配

慮するのと丁度同じだけ他者のために尽力せねばならず, そして他者のために尽力するのと

同じだけ自分自身のために配慮するのである。 つまり, 一方の手は他方の手を洗うのである

[お互いさまである]。……人間は他者を利用すると共に利用されている」 (H1416)42)。こ うし

た社会哲学的内容としての有用性が, 「即自存在」 「対他存在」 「対自存在」という「純粋抽象」

に他ならないとすれば, ここでの丁抽象」 概念が, 実在的内容とは無関与ともなるよ うな形

式論理学的な類概念などではな く , 歴史的で実在的な社会哲学的内容それ自体を表現してお
ー

り, 尚且つ, この内容を構成しも している, とい う こ とは明白であろ う。

有用性の規定における 「抽象」 概念の大きな役割を示す第二の特徴的な叙述は, 上記の絶

対者としての即自的なものが 「純粋物質」 として語られる叙述である。 「純粋物質は, 我々が

見ること, 感じること, 味わうこ と等々を抽象した場合に残っているにすぎないものである。

つまり, 純粋物質は, 見られたもの, 味わわれたもの, 感じ られたものではない……。 見ら

れ, 感じ られ, 味わわれたものは, この物質ではな くて, 色彩, 一つの石, 一つの塩等々な

のである。 むしろ, 物質とは, 純粋抽象なのであって, この抽象によって, 思惟することの
ー
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純粋本質及び純粋思惟自身が, 自らの内で区別されず規定もされない述語を欠いた絶対者と

して存在しているのである」 (111426) 。 一方の啓蒙主義イデオロギー (唯物論) が定立するこ

の純粋物質としての絶対者は, 他方の啓蒙主義イデオロギー (理神論) が定立する至高存在

(純粋思惟) と しての絶対者と共に, 対象的で此岸的な 「有用性の世界」 それ自体に対して

は彼岸であ りながら, 同時に, 「有用性の世界」をその根本において規定し, 相互依存関係自

体としての有用性概念自身をも規定するものである43)。従って, ここ七の「抽象」概念も, ヘー

ゲルに即する限り, 実在的内容に無関与なものではな く , やはり, 実在的な社会哲学的内容

を表現し, 尚且つ, 構成するものなのである。 確かに, ここでの「純粋物質」 に見られる「抽
一

象」概念は, 諸感覚やこれらによって捉えられた諸規定を剥奪するとい う意味での抽象によっ

て成立しており, この点では, 形式論理学的な類概念の導出に 「近い」 側面を持つ。 しかし,

「純粋物質」 とい う 「抽象」 概念は, 彼岸でありながら, 人間の相互利用といった市民社会 ,

では極めて此岸的で具体的且つ感覚的な事柄を規定し, 此岸としての有用性概念全般に介入

している実在的な概念なのである。 この 「純粋物質」 とい う 「抽象」 概念は, 前節末尾でし

めした 「抽象的普遍」, つま り, 「媒介がそれ自身において規定されていない」 にも拘らず 「普

遍」 と しての意義をもっている概念に近いかもしれない。 とい うのも, 「純粋物質」 は, 此岸

の啓蒙主義イデオロギー (唯物論) による教養形成 (Bildung) という媒介の産物でありなが

ら, それ自身においてはこの媒介の痕跡を とどめない彼岸となったものであり, 尚且つ, 此

岸を規定する 「普遍」 だからである。

このよ うな 「純粋物質」 という 「抽象」 概念は, 理論対象のレヴェルを異にするとは言え,

此岸を規定するという点では, 先にマルクスについて見たような, 「具体的で感覚的なもの」

をその現象形態として持つ 「抽象的に普遍的なもの」 の場合の 「抽象」 概念とも一脈通じて

いるよ うに思われる。 そして, こ う した側面から考えるならば, 一見した と ころは, 形式論

理学的な類概念に 「近い」 よ うに見えるヘーゲル的な 「純粋物質」 やマルクス的な 「抽象的

に普遍的なもの」 概念における 「抽象」 概念に関して, 歴史的で実在的な社会哲学的内容そ

れ自身の内に, こ う した 「抽象」 概念を, 即ち, 形式論理学的類概念に極めて 「近い」 概念

を産出する根拠があるのではないか, という問題が設定されるように思われるのである。 勿
一

論, この点を論証するには, ヘーゲルの有用性論に限っても, 「運動全体によってのみ支えと

区別を持つ諸抽象」 (H1424) , 分裂のせ界としての 「有用性の世界」 を示す 「対立し側面的に

登場する抽象的契機」 (111429) , といった 「抽象」概念を直接論ずる箇所のみならず, 上記の

「媒介がそれ自身において規定されない」 という点とも関連して, 唯物論および理神論が,

思想運動としての 「教養形成 (Bildung) 」 (111426) として把握されている点の詳細な検討が

必要である。 また, 同じ く 「有用性の世界」 を根本において規定する絶対者とされながらも,

唯物論の場合の 「純粋物質」 とは異なって, 理神論の 「至高存在 (純粋思惟) 」 に関しては,

一切 「抽象」 概念に言及されることがない点も, この 「純粋思惟」 が, デカル ト的形而上学

以来の思惟規定 (vg1. H1427) , 特に, 先に見たカソ トにおける 「抽象的な論理的機能」 とし

ての思惟規定であるこ と との係わりにおいて問われな く てはならない。 これらについては続

稿に委ねることになるが, ここでは, 日常意識とも重なる形で, ヘーゲルにおける有用性概

念と 「抽象」 概念との係わりについて, 若干の補注を与えておきたい。

哲学史的に言えば, 有用性ないし功利性とい う概念は, エルヴェシウスやディ ト l==・等の初
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期ブルジ ョ アイデオローグによる進歩的概念と してのそれと, 支配するブルジ ョアジーに与

したベンタ ム等による保守的概念としてのそれに区別されるこ とがある44)とは言え, 功利主

義哲学の現代的展開4.5)や使用価値規定や生産力規定を考えれば, 一度は超歴史的概念と して

捉え返された上で, その歴史性ないし イデオロギーが再考されるべき概念であるよ うに思わ

れる。 ここで考えたいのは, ヘーゲルにおける有用性概念が 「抽象」 概念と極めて密接な関

連の下にあることには, 有用性概念を巡るこの超歴史性と歴史性との関連が反映しているの

ではないか, とい うこ とである。 日常意識的に, 人間の自然性を含めて此岸の対象的な現実

の内で レーベソ (生存 ・生活 ・人生) のための有用性を追求するとい う こ とが, 普遍的な事

柄であるとするなら, さ しあた りは, 有用性はこのレーペソ という一点を起点とする概念で

ある。 しかし, このこ とは同時に, 現実のレーベソが極めて多様であるこ とからすれば, 有

用性概念がこの一点以外には全 く規定されていないこ とを意味するであろ う。 例え, 市民社

会的現実が要請する概念ではあっても, 以上のよう な事情を考慮して有用性概念を規定する

ならば, まずは, 「何にと っての有用性か? 」が問われるこ とになる。 現代を含め社会化によ

る相互依存関係が全面化しているならば, 当の 「何」 自体が他のものとの有用性を介した相

互依存関係の下にしか存立しえていないわけだから, この問いに対する解答は, 具体的規定

として与え られるものではな く , 相互依存関係それ自体に求められるこ とにな り, これを端

的に表現する概念が, ヘーゲルの場合, 「即自存在」 「対他存在」 「対自存在」 という 「抽象」

概念と してのカテゴ リーになっているのではなかろ うか。 また, そ う した相互依存関係と し

て規定される有用性の基幹と して歴史性を問 うならば, それは歴史的に形成された ものであ

りながら, 当の時代にとっては自明ないし常識となっている事柄に求められざるを得ないの

ではなかろ うか。 これが, ヘーゲルの場合は, 「抽象」 概念である 「純粋物質」 な り 「至高存

在」 と して, つま り, 啓蒙主義イデオロギーの産物と して把握されているのではなかろ う

ヵφ6)O

ところで, このよ うに, 此岸的で現実主義的にのみ規定されるはずり有用性が 「抽象」 概

念によって構成され, 尚且つ, この 「抽象」 概念が彼岸でもあるとするならば, ヘーゲルの

言 う 「有用性の世界」 は, その人間主義的現世主義的性格を失 うのであろ うか。 無論そ うで

はない。 こ こでは, さ しあた り, 「市民社会」 の基幹と しての 「有用性の世界」 は, そ う した

彼岸的でもあるような 「抽象」 概念を 自己内で産出して, 「抽象」 概念に歴史的実在性を与え
ー

つつ, 同時に, この 「抽象」 概念によって構成されもする, とい う循環的構造を持つ, と了

解してお く 。 と同時に, 「抽象」 概念の問題 としては, 「有用性の世界」 と直接対比しながら,

「有用性の世界」 以上に 「抽象」 概念の意義を強調する箇所が 『精神現象学』 に存在するこ

と も, 付け加えておかな く てはならない。 それは, IV章C- Cの 「良心 (全体知) 」 におい

て, 「道徳性」 としての「義務」が問われる箇所であるが, そこでは, 逆方向から言えば, 「純

粋義務」 と対照する形で 「有用性の世界」 とそこでの 「抽象」 概念の実在性が示されている

からである。

この箇所は, 明らかに, カソ トの道徳哲学の批判的位置づけを示してお り, 従って, 全体

としてみれば, ヘーゲル哲学の最終的な主張を提示している箇所とは言い難い。 本稿では,

この箇所のヘーゲル哲学体系の内に占める役割についても, 『精神現象学』におけるこの箇所

の意義47)についても詳論するこ/とはできないが, 現実世界との分裂の中にあ りながらも, 近代



の主体性の立場の普遍性を諸個人の自己意識レヴェルにまで内在化させた形で示す, この「良

心 (全体知) 」 の箇所が, 「有用性の世界」 とも関連して 「抽象」 概念に大きな役割を与えて

いるこ とは, 非常に興味深い。 良心 (全体知) は, 「一切を知るもの (全体知) と しての自分

自身を確信している精神」 (111472) であ り, なすべきことを示す義務も, 「義務についての自

らの純粋な確信」 (Ⅲ472) それ自体となっている, と される。 この限 りでの良心 (全体知) ,

純粋義務, 更には純粋知には, 「何でも通用するようにみえる道徳は, 実際には何にも通用し

ない」といった形での, イェ ナ期以来のヘーゲルのカソ ト非難, 「カソ ト哲学の最高の理念は

主体性が完璧に空虚になるこ とだ」 ( 11333) , とい う こ とがあてはまるものではあ り, それ

故, 所謂カソ トの道徳法則の三定言命法とかの 「良心 (全体知) 」 との相同性を も指摘し う

る。 と こ ろ が , ヘ ー ゲルは, こ の 「良心 (全体知 ) 」 が提示 し , ま た こ れの 「本質 」 を なす 「純
一

粋義務および純粋知という普遍的な受動的媒体」 (Ⅲ474) を, 同時に 「義務とい う抽象物」

(m474) と呼んで, これに有用性の論理の克服の一形態としての大きな役割を認めているの

である。 やや長 く なるが, 次のよ うに言われている。

「個人が自分のために配慮すればするほど, 他者を利用する [有用という観点から他者と

係わる] 可能性がより大きくなるだけではない。 当の個人の現実態自身が他者との関連の中

においてのみ存在し生存しているのである。 当の個人の個別的な享受も, この享受によって

他者に自らの物を提供し, 彼らが自らの享受を獲得し うるように助けるとい う意味を, 本質

的にもっている」 (111475) , と有用なものの相互依存関係もし く は相互的利用 (相互的有用)

の世界たる 「有用性の世界」 を再び描き, 続けて, こ うした有用性を 「義務」 という レヴェ

ルについても述べる。「諸個人に対する, 従って自らに対する義務を果たすことによって普遍
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的なものに対する義務もまた果たされる

も含めて, 歴史的で実在的な道徳的世界が, こ う した 「抽象」 概念をいかにして産出するの

なものが一つの行動から得るであろ うよ うな利益の打算に至るものである」 (Ⅲ475) 。 つま

り, ヘーゲルは, 義務ですら, このような比較考量の対象にしてしま うのが「有用性め世界」

であるとし, その上で, これの克服について, 「こ うした打算と考量を遮断し, こ うした[比

較考量やこれの源にある有用や享受の相互依存性から生じる]様々な理由なしに, [自己確信

に基づいて] 自ら決断することこそ, まさに, 良心 (全体知) の本質なのである」 (m475

f.) , と言 う。

この 「良心 (全体知) の本質」 こそ, 純粋義務や純粋知とい う 「抽象物」 なのだから, 「有

用性の世界」 の克服は, ここでは, 「抽象」 概念を軸に考えられている, と言える48)。 確か

に, こ う した 「抽象物」 である純粋義務や純粋知には内容が欠け, これらの空虚性を個々の

内容によって撤廃すべきものではある(vg1.H1476) 。 しかし, そ うした形で個々の内容を受け

入れるには, 個々の内容が持つ様々な限定や規定から自由であるものが必要なりであ り, こ

れは, 相互依存関係や相互的利用の内にある 「有用性の世界」 では不可能なのであるー 「有

用性の世界」 はむしろ, 個々の内容の限定や規定を基礎にそれらを関係させるところに成立

し, 同時に, そ う した限定や規定自体を も相互依存関係の所産 とする世界だからであるー 。

このような役割を担っている純粋義務や純粋知としての 「抽象物」 における 「抽象」 概念が,

ここに登場する諸義務の考量と比較は, 普遍的
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以上, ドイ ツ古典哲学の流れにおける 「抽象」 概念の大きな役割を示す叙述を若干検討し

つつ, 「抽象」 概念を巡る問題の所在を提示してきた。 既に, 分散的に記してきたことだが,

簡略にまとめれば, ( a) カソ トにおいてもヘーゲルにおいてもマルクスにお,いても, 歴史的

で実在的な社会哲学的内容自体を表現するものと して 「抽象」 概念が存立しているこ とは明

らかであるが, この表現自体の内実を一層把握する必要がある。 そして, ( b) 「抽象」 概念

が歴史的で実在的な社会哲学的内容を表現しているだけでな く , この内容を構成しもしてぃ
ー

る点も, ほぼ明らかであるが, この構成の内実を更に論証し, この構成と表現との関連をも

論証する必要がある。 ( c) この構成とい う点では, 「区別性」 における 「抽象」 概念と 「抽
一

象的普遍」 における 「抽象」 概念との位相の違いを更に立ち入って問わなくてはならないし,

( d) そのよ うに 「抽象」 概念が歴史的で実在的な社会哲学的内容を構成するなら, そ う し
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か, またしたいのか, といった点については改めて問題が設定される。また, 「有用性の世界」
-

において大きな役割を果たしていた 「抽象」概念と, ここでの純粋義務や純粋知における「抽

象」 概念との関連レ という問題設定も重要である。 しかし, いづれにしても, 『精神現象学』

における 「抽象」 概念の一端一 重要な一端- は, 歴史的で実在的な社会哲学的内容と極

めて密接に連関しているのであって, ここからは, 更に, そ う した 「抽象」 概念と, 所謂形

式論理学的な類概念における抽象概念とは異なるのか否か, とい う点も問う必要が生じるよ

うに思われる。

た 「抽象」 概念の出自, つま り, そのよ うな 「抽象」 概念が何故成立したのかという 「抽象」

概念の産出についても, 検討しな く てはならない。 更に, 同じ く 「抽象土概念ではあっても,
-

『精神現象学』 について見たよ うに, ( e) 或るレヴェルでの 「抽象」 概念による規定が, 次

のレヴ4 ノレでの 「抽象」 概念にとってはよ り実在的なものと して現れるのは何故か, とい う

問題もある。 そして当然ながら, ( f ) 以上全てに形式論理学的ものとしての抽象概念がどの

程度係わっているのか, また, 係おっているならば, 歴史的で実在的な社会哲学的内容を表
-

1) この点で, ヘーゲルが所謂 『大論理学』 を叙述するにあたって, その序論で, 「論理学がア リス トテレス

以来一切の変更を被ってこなかったとすれば……, 却って一層の全体的改訂を必要と しているとい うこ

ものと関連を持たな くてはならなかったのか, という問題も設定されるのである。 また最後

には, ( g) 「抽象」 概念が ドイ ツ古典哲学において極めて重要な役割を果たしながらも, II

及びIII節で も触れたように, 最終的には, 克服されるべき概念でしかなかったこと, 及びこ

の双方の事情の連関を問う必要がある。 このよ うな問題の所在の確認でもって, 本稿は閉じ

られる (続 く ) 。

注

* 本小稿におけるヘーゲル哲学からの引用文及び参照文は, 全て, G. WIF. 瓜皿 晩 心 加z四面 昭 励加凹,

Suhrkamp Verlag, 1970 に よ り , 引用文 ない し参照文の直後の ( ) 内に, ローマ数字に よ る この選集の

巻数とアラビブ数字による頁数のみを記す。因に, 傍線による強調は, 引用文中のものも含めて, 全て筆者

によるものである。 また, 引用文中の [ ] 内は筆者による補足である。
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とになる」 と説き, その理由として, 「二千年にわたる精神の営みは, その思惟に関して, またその純粋

本質性に関してよ り高度な意識を, 自らに対して産みだしたはずだ」 (V146) , と述べていることは, 形式

論理学とヘーゲル論理学との関連について示唆的であるだけでなく , 「抽象」 概念自体の歴史性を も重視

する見解 と して興味深い。

2) 通説的には, その当時の 「哲学的思惟」全般への批判を意図した初期のマルクスを ドイツ古典哲学に含め

るこ とには問題があろ う。 この点につき, 渡辺憲正 『近代批判 とマルクス』青木書店, 1989年, 197̃ 239

頁の第5章 「哲学的問題構成の批判- 『フ ォイェ ルバッハ ・ テーゼ』 論- 」 を参照。 しかし, そこで

渡辺氏も示唆しているよう に, マルクスに見られるのは批判であって非難ではない。マルクスを ドイ ツ古

典哲学の流れの中で把握する とい う点は, 本稿以下での主題 と密接に係わるので, いづれ詳論する。

3) ヘーゲルが自らの哲学的立場を宣言した 『精神現象学』 で, 思惟自体を軽視した ロマソテ ィ カーを批判し

た こ とは, よく知られている (vgl. H149f. u.s.w.) が, そ こでは, 「抽象的な概念を直観的なものによって

置き換える」 (11150) こ とが明確に非難され, 抽象に重きを置く ことが示唆されているのである。

4) 「抽象的な人格の平等」 に関するヘーゲルの主張の現代的意義につき, 竹内章郎 「能力と平等についての

一視角」 藤田勇編 『権威的秩序と国家』 東京大学出版会, 1987年, 特に, 508̃ 514頁を参照。

5) 「抽象」 概念に関する既存の研究の文献解題については, 続稿以降で本格的に扱 うが, 例えば, 近代哲学

の流れを的確に把握した うえで, 「具体的総体性」 を主眼にして ドイ ツ古典哲学をマルクスに集約させる

形で論じている極めて興味深いカ レル ・ コシークの r具体的なものの弁証法』 (せ りか書房, 花崎皐平

訳, 1977年) も, 「抽象」 概念への考慮が足 りないため難点を抱えている。 例えば, 彼は 「抽象的な有用

性の世界」 を論じながら, これを 「静的な世界」 および 「物化した世界」 (同上訳書, 81̃ 83頁を参照)

と してのみ捉え, 「抽象」 の持つ動的な意味や有用性自体の成立における 「抽象」 の関係性を把握 してい

ない点で, 不十分であるよ うに思われる。 へ

6) Vgl.11575f. 尚, ヘーゲル研究の中でも余 り注目されていないこの 『抽象的に思惟する者は誰か? 』 とい

う小稿全体の評価は続稿で扱 うが, さ しあた り , 当時のライプツィ ヒサークルや 「ヴェルテルの悩み」や

コツェブーなどとの関連も踏まえて この小稿を文献解題的に扱っているものと して, A. Bennholdt

-Thomsen。 , HegelsAufsatz : W er denkt abstract ? EineStilanalyse“, H昭e卜Sh4dim , Bd. 5. があ る。

7) 竹内章郎 「二律背反論と超越論的理念の能動性」 『一橋研究』 第 7巻第4号。

8) 因果性 (Kausalitat) と因果法則 (Kaualgesetze) とは, 各 ,々 テーゼとアンチテーゼとの性格の違いに

応じて, カ ソ トにあっては厳密にとは言えないまでも原理的には区別されている。同上拙稿71̃ 72頁を参

照。

9) I、Ka戒 VVe池e伍 12 BandeR, hrg. vonW . Weischedel, Bd. 4, B579、この頁の記載方法は, 通例のカソ

ト研究に従ってお り, Bは 『純粋理性批判』 の第二版の頁数を意味している。

10) I . kant, a.a.0., B580.

11) I . kant, a.a.0., B431.

12) I . kant, a.a.0., B356.

13) こ う した カソ ト把握は, ヘーゲル研究者による既存のカソ ト解釈の最大の問題点である。

14) しかし, この問いは, 初期ヘーゲルにおける, 「カソ ト哲学はその精神を文字から切り離すことを必要と

していた」 ( 119 ) とい う指摘や成熟期ヘーゲルにおける, カ ソ ト哲学の結果を これに先行する哲学的認

識にまで遡って把握すべきだ とい う指摘 (vgl. V59) からすれば, ヘーゲルのカソ トに対する姿勢の根本

にふさわ しい問いである とも言えるのであ り, ヘーゲルの問題意識が, こ う した問いを提起する方向に向

いていなかっただけのこ とだ と も言えるのである○ ’ ・-。

15) Man E11gdsGesαm臨ts即be, II -5, DietzVerlag,S.634. 以下, この全集はy1・S GA と略記する。 尚, 『資

本論』第二版の当該箇所では, 「具体的な労働が, 抽象的に人間的な労働というその反対物となっている」

G怯z江 £昭治 1仇池ら Bd. 23, DietzVerlag, 1974, S.73. 以下, この全集は 訂EW と略記する) , とい う

う叙述に留まってお り, 一般的な表現は消えている。

16) MEGA, II -5, S.37.

17) μE叱 Bd.2, S.12.
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スの方法論とを同一平面に置 く こ とを前提としてお り, こ こでの 「抽象」概念に見られるよ うに, 実在的

な社会的諸関係の中での現実的機能の違いを見落とすこ とになるからである。 この点で, ヘーゲル論理学

を社会倫理との係わりにおいて問うのみならず, マルクスの資本論との関連においても問うている極め

て興味深い著作 (H. Fink-Eitel, D屈油tik ttUdSOZiddhil. VerlagAntonHain, 1978) も, 大きな問題

を孕んでいる。 例えば, フ ィ ソクーアイテルは, 「ヘーゲル論理学とマルクス経済学批判との構造上0 照

応を, 後者をそのカテゴ リー的枠組みとい う点で前者に算入するとい う観点から提示する試み」 (a.a.0., S.

159) を重視し, 結果的には, ヘーゲル論理学とマルクス経済学批判の方法とを同一平面においているか

らである。

26) ア リス トテレスの形式論理学は, 思惟法則 としての論理は実在・存在と相即しているが故にその客観的妥

当性が保証される, とい う問題構成をと ってお り, この点では形式論理学を止揚した と自負したヘーゲル

論理学と形式論理学の祖たるア リス トテ レスの論理学との距離は, 同じ く形式論理学の中にあるア リス

トテレスの論理学とライプユッツの普遍数学以来の記号論理学との距離よ りも, 遥かに近いのである。ア

リス トテレス全集第12巻 『形而上学』 (岩波書店, 1968年) , 204̃ 217頁, 及び, 永井成男 『科学と論理』

(河出書房新社, 1986年) , 15̃ 89頁を参照。 勿論, 同じ く思惟= 存在説を採ってはいても, ア リス トテ

レスとヘーゲルとでは, 思惟自体及び存在自体の把握が非常に異なっているので, 両者の相違を独自に問

う観点が必要であることは言うまでもない1 この点については, 続稿が論究するはずである。

27) 「抽象」 概念におけるこの両者, つまり, 思惟の歩みの第一歩としての 「抽象」 概念と 「区別性」 ないし

単純性における 「抽象」 概念との関連自体については, 本稿での検討を踏まえて続稿以下で論じる。

28) この点で,’弁証法については主と してヘーゲル論理学を念頭におきながら, 「形式論理学は言表, 概念等々

の外延的諸関係の理論であるのに対して, 弁証法的論理学は内包的諸関係を探究する」と述べる現在でも

しばしば見られ, 一見尤もらしい論理学研究のスタイルは, 最も避けられるべきものである(z.B., vgl. P∠

Lorenzen undW . K amlah, LoがschePro加 de爾汝 oder Voysch ledes wm l 可向 en Rd ens, M anheim,

1967.) 。 とい うのも, 一度このスタイルになると, 例えば, ヘーゲル論理学の中に現れている外延的諸関

係としての形式論理学的な類概念の意味やその実在性の問題などが一切な く なってしま うからである。

29) 予め言っておけば, これは, 先にみたマルクス 『資本論』 初版の価値形態論における 「抽象的に普遍的な

もり」についての議論につながってゆく論点である。 ヘーゲルへの立ち入った言及はないものの, マルク

スにおける 「抽象」概念についてヘーゲルやカソ トの哲学との内在的連関を示唆する論点を先駆的に提出

しているものとして, 真田哲也 「『回り道』 構造と物象化」 『一橋論叢』 第91巻第5号, 日本評論社を参

照。

30) 続稿でマルクスに関説する際に詳論するが, ここでの 「抽象」 が, マルクスの場合の 「抽象的に普遍的な

もの」 と同じよ うに, 形容詞ではな く , 副詞となっているこ とに留意しておきたい。 『大論理学』 におい

18) ME皿 Bd.2, S.60.

19) Ebenda.

20) j茫`眠 Bd.2, S.62.

21) 例えば, 広松渉 rマルクス主義の成立過程j (至誠堂, 1974年) 2 ̃ 49頁を参照。

22) 私は, この転換論の全てを支持するわけではないが, この点の詳論は続稿以下に譲る。

23) ヘーゲルによるカソ ト哲学の止揚については, 私見では, 六度の転回点 (理性信仰に関するカソ ト受容,

愛による和解の主張に基づ く カソ ト批判, カソ ト主義者と してのフ ィ ヒテを通じたカソ ト的思惟の評価,

経験哲学との同一性を有するものとしてのカソ ト的超越論への批判と, 『精神現象学』 に相前後するカソ

トの悟性的立場及び実体性の立場への批判, 近代的主体性の擁護者としてのカソ ト受容と再評価)がある

ので, この止揚についても簡単ではないが。

24) これは, 単に周知の 『資本論』 の第二版後記に示されるもの (vgl. がFW , Bd.23, S.27f.) に限られない

が, 続稿で関説する。

25) この点は続稿で論じることになるが, この点と係わって, ヘーゲル論理学とマルクス資本論(経済学批判)

との継承関係に関する従来の多く の研究に見られるよう な, マルクスがヘーゲル論理学を経済分析の方
一

法と して受容したとする観点自体が問題 となる。 とい うのも, そ う した観点は, ヘーゲル論理学とマルク
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ても, 普遍性 (dieA11gemeinheit) に付加される場合は, 「抽象」 は形容詞であるが, 「普遍的なもの」

(dasA11gemeine) に付加される場合は, 副詞になっている場合が多い。 Vgl. V1283f.u.s.w.

31) この点に関連して, 「論理学はどの程度ま七抽象的か? 論理学の抽象はどこに存在し, 何を抽象するの

か? 」 という極めて興味深い問いを提起しながら, 「論理学は純粋思惟の内にある限りは, 抽象的である」

といった枠組みに囚われているのは, この純粋思惟や抽象自体の実在性を問 うこ とを一切忘却するこ と

につながるが故に, 問題が多いよ うに思われる。 Vgl. L. Eley, HegdsWisse肴sc可tdeγLogi恥Wilhelm

Fink Verlag, 1976, S.16f.

32) 勿論, 『大論理学』 の 「同一性」 と 「区別性」 の叙述がこの側面に限られているわけではない。

33) こ う した 「抽象的普遍」 に等置されるよ うに同一性が, 実在性を持ち うることを, ヘーゲル哲学に示唆を

得つつ, 現代的問題に即して論じたものと して, 竹内章郎 「能力と差別」 『教育』第581号, 1990年, 国土

社を参照。

34) 訂EW , Bd.23, S.107.

35) 普遍性が特殊性といった諸規定と外面的で抽象的な関連に置かれる点を引きながらも, この「媒介がそれ

自身において定立されていない」 という点に留意しないため, ヘーゲルにおける 「抽象」 概念を捉え損ね

ている場合は多い。 Vg1. L. Eley, a.a.0., S.154.

36) その他の箇所については続稿で論じる。

37) 『精神現象学』 の緒論全体を参照。

38) この 「悟性と力」 の章自体も, 主体一客体論的観点からすれば, 社会哲学的内容によって議論の根幹が与

えられてお り, このIII章において I 章の 「感覚的確信」 及びII章の 「知覚」 が内在的に総括されている点

からすれば, 『精神現象学』 全体が社会哲学的内容から成立していると言ってもあながち不当なこ とでは

ない。 こ うした点からの 「悟性と力」 章に関する研究の秀作と して, 佐藤和夫 「ヘーゲルにおける 『第二

次法則』 と 『物自体』」 日本哲学会編 『哲学』 第26号, 法政大学出版局を参照。

39) 竹内章郎 「ヘーゲルの有用性論」 『岐阜大学教養部研究報告』 第25号を参照。

40) 予め言っておけば, ヘーゲル有用性論についての一定のまとまった言及を含んでいる点で, 極めて興味深

い数少ない研究, R. Ensakt, Dieh昭discheTheo庇 desl)mぼschm Bm14sstseins, VittoroKlostermann,

Frankfurt am M ain, 1986 も , 有 用性論 に お け る 「抽象」 概 念 の大 き な役割 を 見落 と し て い るた め , 有

用性の論理の把握自体が極めて不十分であるだけでな く , ヘーゲル哲学全体における 「抽象」概念の意義

を忘却する結果となっている。例えば, エソザク トは, ヘーゲルがカソ ト哲学をルソー的思想の急激な現

実化としてのフランス革命 (特に, ジャコバン的政治形態) と同一歩調にあるものとして批判し, 「諸抽

象を現実において妥当せしめるこ とは, 現実を破壊するこ とを意味する」 (XX331) , と述べた点を, 恰も

「抽象」 概念全般に対するヘーゲルの態度の総括であるかのよ うにみなして, 繰 り返しその参照を求め

(vgl. a.a.0., S. 63f. undS.155) , 「ヘーゲル牒, 善にう いての思想の手助けによって, 法と道徳とを相互に

関係させようとするが, このことは, こう した [カソ トの場合のような] 抽象を再び, 元に戻すための第

一歩なのである」 (a.a.0., S.64.) , と言う。 しかし, これでは, 後述でも触れるが, ヘーゲルがカソ トのこ

の抽象的な道徳性に, 有用性の世界に対する一定の意義を認め, この点を 自らの哲学の展開の中に位置づ

けているこ とが殆ど無視されるこ とになる。 ’・

41) 前掲拙稿 「ヘーゲルの有用性論」 22̃ 24頁を参照。

42) 同上拙稿18̃ 19頁を も参照のこ と。

43) 同上拙稿19̃ 21頁を参照。

44) が万叩, Bd.3, S.397f. しかし, この評価は, ベンタ ム評価などとの関連で大幅な修正もし く は全面的改変

を要する と, 私は考えている。

45) Cf. D.Lyons, Foym αnd Limits, 0xford attheClarendonPress, 1965, pp.1-29.

46) 言 うまでもな く , 有用性の把握におけるこ うした 「抽象」概念の重視は, 昨今の功利主義再考の動きの中

で しばしばなされている有用性や功利主義における所謂快苦概念の主観化の議論 (vg1.0.H6ffe, £必読

nyld P01伍た, Suhrkamp Verlag, 1979, S.126.) に与 す る も ので は な い。 こ の点 で の筆者 の考 え及 びヘ ッ

フエの評価につき, 竹内章郎 「功利主義の論理(上)一 生命倫理学 と教育的マルサス主義 との関連で



竹 内22

- 」 『和光大学人文学部紀要』 第23号を参照。

47) この後者につき, コンパク トながら要領をえた解説をしている最近の論文として, 日暮雅夫「近代主観性

のアポ リアー ヘーゲル 『精神現象学』 におけるカソ ト道徳哲学の問題- 」 共著 『物象化と近代主体』

創風社, 1990年, を参照。

48) 周知のよ うに, 「有用性の世界」 の克服 (有用性の論理の 「止揚」) は, 他箇所でジャコバン的自由によっ

て計られている (Vgl. Ⅲ438. この 「止揚」 の意味につき, 前掲拙稿 「ヘーゲルの有用性論」 27頁を参

照)。 この点を含めた上でのヘーゲル 「抽象」 概念と有用性の論理との関連についての詳論は続稿に譲

る。

章 郎


