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(序)

エングルスは, 『反デューリング論』 の1885年版の序文において, 次のように書いている。

「つみかさねられてゆく 自然科学上の諸事実に強制されてでも, 人は弁証法的な自然観に到達す

ることはできる。 しかし, もし これらの事実の弁証法的な性格にたいして, 弁証法的思惟の諸法則

の意識をもってたちむかうなら, それに到達することはいっそ う容易となる。 いずれにしても, い

までは自然科学は, 弁証法的な総括をこれ以上回避できないところまできている」 1)。

「弁証法的思惟の諸法則の意識」 をもって, 「事実の弁証法的性格」 にたちむかい, 「弁証法的な

総括」 をおこな うこ とで, 「弁証法的な自然観」 に到達することができるとい う, 弁証法の4つの局

面についてのエングルスの関連づけについては, 今のところ異論をはさむ必要はない。 しかし, そ

れぞれの局面自体の成立については, それぞれ再検討を要するし, 「弁証法的思惟の諸法則」 が 「事

実の弁証法的性格」 の反映であるとする唯物論的基礎づけについては, なおのこと再検討が要求さ

れている。

この論文は, 「弁証法的思惟の諸法則」 について検討し, 究極的には 「弁証法とは何であるか」 に

ついて考える緒論たるこ とを意図するものである。

( 1)

エングルスは, 「弁証法的思惟の諸法則の意識」 に関連して, さ らに ( この思惟なるものはこれま

た経験的自然研究と甲乙な く , 長い経験的な歴史をもっている2)」 と記し, その「哲学の2500年にわ

たる発展の成果を身につけること」 を勧告している。 したがって, 弁証法的思惟の諸法則なるもの

は直接的には哲学の2500年にわたる発展の成果だとい うこ とになる。

エングルスは, 同書の第12章で, デュー リングがヘーゲルの弁証法を批判して, (矛盾イ コール背

理であり, だから矛盾は現実の世界にはおこ りえない3)」 と主張しているのを反批判し, 運動・生命。̀

思惟のそれぞれが, 現実に矛盾構造を定立し, かつそれを解決する過程として成立していることを,

次のよ うに指摘する。

「すでに単純な力学的な場所の移動でさえ, ……同一の場所にあるとともにまたそこにないとい

うこ とによって, はじめておこな うこ とができるのである。 そして, こ うい う矛盾を不断に定立し

ながら同時に解決してゆく こ とこそが, 運動なのである4)」。
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「生命とは, なによ りもまず, ある生物がおのおのの瞬間に同一物であ りながらまた別のもので

ある, とい う点にこそある。 だから, 生命もまた, 事物や過程そのもののなかに存在し, たえず自

己を定立しまた解決してゆく矛盾である5)」。

「た とえば, 人間の認識能力が内的に限界をもたないこ と と, その認識能力が現実には, 制限さ

れた仕方で認識すると ころの外的に制限された人間のうちにしか存在しないこ と とのあいだの矛

盾6)」。

次にエングルスは, デューリングのマルク不非難を検討しながら, マルクスが貨幣額の資本への

転化が 「貨幣あるいは交換価値の一定の最小限」 の所有の必要性を論証したことを通じて, マルク

スが次のように 『資本論』 で指摘しているのを, 取 り上げている。

「ここでも, 自然科学におけると同様に, たんなる量的な変化がある点に達すると質的な差異に

転化するとい う, ヘーゲルがその論理学のなかで発見した法則のただしいことが確証される7)」。

第13章において, エングルスはデューリングに反論しながら, 弁証法の 「否定の否定」 の法則な

るものについて, マルクスの 『資本論』 の文章を引用している。

「資本主義的な生産および取得の様式は, したがって資本主義的な私的所有は, 自己労働にも と

づ く個人的な私的所有の第一の否定である。 資本主義的生産の否定は, 資本主義的生産そのものに

よって, 自然過程のもつ必然性を もって生みだされる。 これは否定の否定である8)」。

そのあと, エングルスは「マルクスがこの過程を否定の否定と呼んでいるのは」, それによって歴

史の必然性を証明するためではな く , その反対であって 「この過程が実際に, ……おこ らざるをえ

ないというこ とを, 歴史的に証明したあとで, それにつけくわえてこの過程を, 一定の弁証法的法

則にしたがっておこなわれる過程とよんでいるのであ り, それだけのこ とである9)」 と指摘してい

る。

この指摘によって, エングルスが 「弁証法的思惟の諸法則」 と称している三法則, すなわち 「矛

盾の法則」 「質量転化の法則」 「否定の否定の法則」 などと略称されるものは, 自然や歴史の事実過

程の必然性を根拠づけ, それを証明するものと してではな く , 逆にそれらの必然性が客観的に確証

された事実過程の論理的総括 (「弁証法的な総括」) の法則として位置づけられていることになろ う。

この問題について, エングルスは次のよ うに論じている。「デューリング氏が弁証法をそ ういう(形

式論理学や初等数学のよ うな) たんなる証明手段と考えているのは, それ自体, 弁証法の本性にた

いする洞察をまった く欠いたものである。 形式論理学でさえが, なによ りもまず, 新しい結果を見

いだすための, 既知から未知へと前進するための方法である。 弁証法もまたこれと同じ ことである

が, ただ, はるかに高い意味においてそ うなのである。 そのうえ, 弁証法は, 形式論理学の狭い境

界を突破するものであるから, いっそ う包括的な一つの世界観の萌芽をふ く んでいる10)」。

弁証法は 「たんなる証明手段」 ではない, 未知なものへの発見原理でもある, しかも世界観的総

括の手段ですらあるとい う, このエングルスの指摘は優れた示唆に富んだものではあるが, 「弁証法

の本性」 については曖昧さを残したままになっている。

すなわち, 前記の 「否定の否定の法則」 については, 証明手段ではな く論理的総括の手段で しか

ないとしながら, ここでは 「たんなる証明手段と考えているのは」 といった論じ方を している。 「弁

証法的思惟の諸法則」すなわち弁証法論理の諸法則は, 「証明手段」すなわち 「事実の弁証法的性格」

の構成原理た り うるのかどうかが明確にされていないのである。 弁証法論理の諸法則は, 事後の論

理的総括のための 「たんなる」 統制原理にすぎないのではないかとい う疑問が残る。

しかし, つづいてエングルスが 「否定の否定が生物界の二つの領域 (植物と動物) において現実

におこなわれている」 こ とを証明し, さ らに 「地質学の全体は, 否定された否定の系列, 古い岩層

の破壊と新しい岩層の堆積とがっ ぎっ ぎにおこって く る系列である」 と論じていることから言えば,
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エングルスは 「否定の否定の法則」 を事実過程の構成原理として扱っていることになろ う。

そして, 結論的にエングルスは言 う。 「それ (否定の否定) は, 自然, 歴史, 思惟の, きわめて普

遍的な, だからこそまたぎわめてひろ く作用している, 重要な発展法則である」 と11)。 それは「特殊

過程の特殊性は考察の外に」 おいて, その諸過程の全体を 「この一つの運動法則のもとに包括して

いる」一般的法則であるとい うのである。「弁証法とは, 自然, 人間社会および思惟の一般的な運動=

発展法則にかんする科学とい う以上のものではないのである12)」。

この最終結論を理解するためには, われわれは, レーニンの 「論理学と認識論と弁証法 (的発展

法則の科学) の一体性」 の見地に立たねばなるまい。 すなわち, 弁証法論理の諸法則が, 認識の発

展の統制原理 (発見の原理) た り うるのは, それが事実の発展過程の一般的法則 (一般的構成原理)

の科学 (体系的反映) だからである, と理解するこ とが出来よう。 そして, 事実の特殊過程の必然

性 (法則) を証明することは, 「たんなる」 一般的な発展法則の科学たる弁証法の諸法則だけでは不

可能であって, 各事実の特殊過程の特殊法則にまで具体化されなければならないという こ とになろ

う。

われわれはここで, 若きマルクスが, その 『ヘーゲル国法論批判』 において, ヘーゲルの観念論

的な論理主義を批判しながら, 自らの批判的な弁証法について, 次のよ うに述べていることが想起

されよ う。

「今日の国家制度の真の哲学的な批判はもろもろの矛盾の存在をただ指摘するだけでな く , それ

らの矛盾を明らかにし, それらの生成, それらの必然性を把握する。 それはもろもろの矛盾をそれ

らの独自の意義においてつかむ。 しかしながらこの把握はヘーゲルの考えるように, 論理的概念の

諸規定をいたるところに再認するところにあるのではな く て, 独自な対象の独自な論理をつかむと

ころにあるのである13)」。

寸真理は具体的である」 というヘーゲル弁証法の観点が, よ り明確に述べられているが, これは

「否定の否定の法則」 についても言えるこ とであると, エングルスもまた次のよ うに述べている。

「大麦粒が経過する特別の発展過程を, 否定の否定であると言ったとしても, その発展過程につい

てまった く なにも言った こ とにならないのは, もちろんである14)」。

それでは, 特殊な諸過程を 「否定の否定」 といった 「一つの運動法則の屯とに包括」 するのはな

ぜか。 それは, エングルスによれば, 一つは未知なものの発見手段として必要であり, も う一つは

世界観の構成原理と して必要であるとい う こ とになろ う。 そして, さ らに両者を統一して, 未知な

るものの発見手段としての世界観の構成原理として必要だからだ と理由づけることができよ う。(世

界観がこ うした認識論的意義だけでな く , 重要な実践的意義を持つこ とは言 うまで もないし, 世界

観の構成原理が弁証法的諸法則だけでないこと も明白である。)

以上によって, われわれは 「弁証法的思惟の諸法則」 を, 「事実 (諸過程) の弁証法的性格」 の構

成原理の抽象的普遍化による一般的法則であり, その後の認識0 統制原理 (認識の発展= 発見の原

理) と しても機能する世界観の構成原理 (世界観的論理) と して理解することが出来よ う。

なお, エングルスが同書において, 弁証法的思惟の諸法則に関して√ルソーとマルクスの共通し

た 「弁証法的言いまわし」 と して, 「その本性において敵対的であって, 矛盾をふく んでいる過程と

か, 一つの極端のその反対物への転化とか, 最後に, 全体の核心 としての否定の否定15)」をあげてい

るのを記録しておこ う。 すなわち, ここでは「質量転化の法則」 ではなく て, 「一つの極端のその反

対物への転化」 といった原理が取 り出されているのが注目されるからである。 「対立物の相互転化」

として一般化される此の原理なしには, 主客転倒の論理や疎外論を弁証法として構成することはで

きない。

さ らに, エングルスの本書には, 全体性 ( もし く は全体化) の論理としての弁証法という観点も
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欠けてはいない。 「弁証法だけが, 自然のうちにおこなわれている発展過程, 全体としての連関, 一

つの研究分野から他の研究分野への移行に対応するものであ り, したがってそれだけが, それらに

対する説明方法を提供している16)」。 しかし, エングルスには同時に, 「ヘーゲル流の体系構成は不可

能である」との健全な反省がある。 「世界が統一的な一体系, すなわち相互関連した全体であること

はあきらかであるが, こ うい う体系を認識するためには, 自然と歴史の全体の認識が前提されるの

であって, そ ういうこ とは人間にはけっして達成できないことである。 だから, 体系をつ く るもの

は, 無数の隙間を自分のつ く りごとで うずめなければならな く なる。 すなわち, 不合理な空想にふ

けって, イデオロギーを事と しなければならな く なる17)。」

それでは, 弁証法によってどのよ うな世界観 ( 自然観) に到達できるとい うのか。 それについて

は, エングルスの 『フ ォイェルバッハ論』 の次の一節が一応の展望を示していると言えよ う。 「世界

をできあがった諸事物の複合体と見るのではな く , 諸過程の複合体と見なければならず, そ こでは,

見かけは固定的な事物も, われわれの頭脳のなかにあるその思想的模写すなわち概念におとらず,

生成と消滅とのたえまない変化を とげており, この変化のうちでは, どれほど偶然事ばかり目には

いった りどれほど一時的な後退が生じた りしよ うとも, けっき ょ く は一つの前進的発展がつらぬか

れてい るのだ18)」。

( 2)

前節は, 「弁証法とは何であるか」とい う当論文の課題に対して, これまでに一応達成されている

と考えられる見解を, エングルスの 『反デューリング論』 を手がかりにして概観したものであるが,

それは今後の検討の準備作業でしかない。

それでも, 弁証法とは 「たんなる論理」 ではな く , 事実の発展過程の一般的法則にかんする科学

であるとする見解は, かな りユニークなものだと言えよう。 しかし, 同時に弁証法が 「論理でもあ

る」 とすれば, その諸法則に論理的体系性が要求され, そのことによってアプ リオリな合理性が保

障されなければならないことになる。 したがって, 一定の弁証法論理学が必要となる。

しかし, 現在までのところ, われわれには観念論的な基礎の上で展開されたヘーゲルの『論理学』

とその同類のものしか与えられていない。 観念論的基礎の上で展開される論理は, そのアプ リオ リ

な合理性 (可知性) を, 観念 (論理的概念) の自己展開なる自明性において保障することができる。

しかるに, 弁証法を事実の発展過程の科学とする立場を とるとすれば, その論理学的展開には唯物

論的な基礎づけが必要となるはずである。 すなわち, 論理的概念のアプ リオ リな自己展開が, 事実

の発展過程のアポステ リオ リな科学的認識にもとづいて保障されなければならない。 しかし, アプ

リオ リとはアポステ リオ リに依存しないことであるとすれば, この矛盾はいかにして解決可能であ

るか。。

アプ リオリが, アポステ リオリによって直接無媒介に保障されることは不可能である。 しかし,

弁証法は矛盾が一定の媒介過程において, 揚棄 (Aufheben) と呼ばれる形態の解決を成就すること

を教示している。 すなわち, アポステ リオ リな科学的認識は一定の抽象的普遍化に媒介されて, 相

対的自立性を与えられた論理的概念へと昇華されることによって, その論理的概念相互の体系的関

連自体が概念のアプ リオ リな自己展開を保障するとい う機構を構成することが可能になる。 もちろ

ん, このよ うにして成立する論理的概念のアプ リオ リ性は, その概念の自立性が相対的であるがた

めに, 絶対的ではな く , あ く まで相対的である。 すなわち, 個々の経験や認識に対しては, 論理的

概念はアプ リオ リではあるが, それ自体が人類の歴史的経験と科学的認識の集積からの抽象的普遍

化によって成立している以上, そ うした集積の歴史的変化を反映しなければならない。 この見解を,

と りあえず歴史相対的アプ リオ リズムと称しておこ う。
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この立場から言って, 弁証法を論理たらしめる上で, すなわち概念のアプ リオ リな自己展開を保

障する上で, 特に重要なのは概念相互の体系的関連である。 ところが, 前節で概観しておいたよ う

な, これまでの弁証法観では, 「弁証法的思惟の諸法則ム」が相互に分離されたまま並列されているだ

けである。 法則は, 一定の諸概念の相互関連を表現するものではあるが, 法則相互が分割されて関

連づけられていなければ, 概念の全般的な相互関連にもとづ く体系的展開は不可能であり, したがっ

て, 概念のアプ リオリ性が保障されな く なる。

「弁証法的思惟の諸法則」 を論理として展開するためには, その諸法則相互の関連が, 諸法則を

構成する諸概念の相互関連と体系的展開を通じて解明されなければなるまい。 それは, 概念の相対

的な自己展開の体系として, ヘーゲルの弁証法 『論理学』 に類する形態になる可能性は高い。 しか

し今度は, 唯物論的に基礎づけられた弁証法論理学をめざす以上は, その概念の自己展開の相対性

が, 唯物論的媒介概念によって補完される展開になるはずである。

たとえば, ヘーゲルの弁証法論理学における体系的展開の主要な媒介概念であった 「即自・対自・

即且対自」 なる三対のカテゴリーは, 観念論者ヘーゲルにあっては概念自体の存在論的カテゴリー

であると同時に, 認識論的カテゴリーでもあるという自同性を保有していた。 しかし, 弁証法論理

学の唯物論的基礎づけにおいては, 存在と認識の同一性を自明のものとして前提するこ とはできな

い。 したがって, 唯物論的な弁証法論理学においては, ヘーゲル流の媒介概念にその体系的展開を

ゆだねることはできない。 唯物論的に基礎づけられた体系的展開の媒介概念が必要なのである。

現在のところ, そ う した唯物論的媒介概念がいかなるものであるかは, まだ定見が固まってはい

ない。 しかし , それがエングルスの言う ところの 「事実の弁証法的な性格」 から抽象的普遍化を経

て得られるであろ う と推定することは, それほど的はずれではあるまい。 とすれば, 「諸過程の複合

体と解すこと」 というエングルスの弁証法観を参照しつつ, 事実の弁証法的性格を抽象的普遍性に

おいて考察すれば, 少な く とも次の三つのカテゴリーによる分析が可能だと言えよう。すなわち「事

実の (変化) 過程」 と 「事実の (複合体としての) 構造」 と 「事実の (相互作用としての) 機能」

とである。

この三つのカテゴリー (基本概念) によって, 事実の存在様態を粗描すれば, 概略次のよ うであ

ろ う。 なお, 事実は無をも含む, 無限の存在様態があり, ここでは過程 ・構造 ・機能とい う三つの

カテゴ リーで規定される基本的なもののみを抽出するにすぎない。

事実が諸事実の複合体であり, 諸事実の変化と複合構造の変化とが, 全体的事実の変化過程を成

立させる。 その変化過程は, 基本的には, 全体的事実の複合構造の矛盾 (矛盾構造) によって規定

される。 まさ に, ヘラク レイ トスの指摘のとおり, 「だたかいは万物の父 (産みの親) であ り, (か

つ) 王 (支配 = 規定者) である」。

複合構造が成立するためには, 諸事実の相互作用 (全体的事実との相互作用をも含めて) として

の諸機能が働いていな くてはならず, その相互作用が一定限度を越えるとき, 複合構造自体が変化

する。

諸事実自体の変化は, 基本的には自己矛盾によって規定されるが, 相互作用によって媒介され,

一定限度を越えるとき, 複合構造との相互作用を成立させる。 複合構造に媒介されて, 相互作用は

恒常化し, 副次的な構造と しての関連が成立する。 個別事実と諸事実相互の特殊関連と全体事実と

の, 複合的な相互関連は無限に多様であ り うるが, 重層的な複合性 ( まとま りのまとま り) を もつ。

相互作用 ・関連も, 複合構造も, 基本的に諸事実の相互否定 ・矛盾構造に成っており, それが重

層的な複合性を成立させると ともに, 自 ・他, 内 ・外の相対的関連を も成立させる。 相互否定 ・矛

盾構造は, 否定の力動性の故に, 矛盾の矛盾的展開とその解決の過程を矛盾的変化過程として成立

させる。
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事実を構成する複合構造とその矛盾の在 り方が, その事実の質を主として規定する。 したがって,

構造的変化は質的変化として現象し, その事実が構造的自同性を保有する間は量的 ・部分的 ・機能

的変化にとどまる。 しかし, 量的 ・部合的 ・機能的変化の増大 ・蓄積が一定限度を越すとき, 相互

作用の関連を崩し, 構造的矛盾を激化させ, その矛盾の解決の必要から, 構造的 ・質的変化を発生

させる。 これが変化過程の弁証法的必然性を成立させるのである。

この変化過程の必然性は, 個別事実相互の特殊関連と全体的事実との, 複合的で重層的な相互関

連を通じて (媒介されて) 実現される。 全体的事実の変化過程は, それを構成している諸事実自体

の矛盾と, 相互関連の矛盾と, 全体構造自体の矛盾との重層的複合体によって規定されて実現され

る。 まさにマルクスが『経済学批判19』』で述べているとお り, この変化過程の必然性は, その変化過

程が 「これらの矛盾の展開であると ともに, 解決でもなければならない」 関連として成立する。 変

化過程は, 構造的矛盾 (相互否定) の矛盾的自己展開 (否定の否定) とな り, 矛盾の解決としての

質的 ・構造的変化をもって段階づけられる。

このように, 事実の変化過程は, 諸段階の継起と重層的複合体との矛盾的複合過程として成立す

る。 これが 「世界を……諸過程の複合体と して解する」 というこ とである。

以上の粗描によって, われわれは 「弁証法的思惟の諸法則」 と呼ばれているものを, あるていど

相互に関連づけて理解することができる。 まず 「事実の弁証法的性格」 を理解するためには, それ

を 「諸過程の複合体」 として把握する観点を とらなければならない。 そ うすれば, その変化過程の

継起において, 「量的変化と質的変化との相互転化」が現われる。 これは, 変化過程の現象的法則に

すぎないが, それによって, われわれは変化過程の段階性に気づ く。 しかし, この法則は現象的な

ものにすぎないので, そ う した相互転化が規則的に成立するこ とは示しても, なぜ起るのかとい う

根拠を示しはしない。

この法則の合理性を保証するためには, 相互転化の根拠を どうしても問わなければならない。 そ

の場合, われわれは, 「質」 の根拠たる構造 とその矛盾の在り方, および 「量」 の根拠たる機能と相

互関連の在り方へと問い進むしか道はない。 そして, 発展 ・相互転化 ・変化 ・運動の根拠を問う と

き, その根拠を基本的には矛盾構造に求めざるをえないことを指定しているのが, 一般に 「変化の

原動力としての矛盾の法則」 と言われている ものであろ う。 変化というカテゴリーで, 発展 ・相互

転化 ・変化 ・運動を総称するとすれば, 変化の基本的根拠は矛盾であり, 統合された相互否定とい

う矛盾の力動性によって自己解決に向かう矛盾の展開が変化過程を形成し, 変化の類型は基本的に

は矛盾構造の在 り方によって規定されるこ とになる。

変化過程は, 基本的には矛盾構造の解決に向かう自己展開によって, すなわちどのよ うに解決し

なければならないかとい う必要性によって, その必然性を規定される。 しかし, その必然性が実現

されるには, 矛盾構造を構成する要素的諸事実や, 諸事実の相互関連といった重層的な媒介を経な

ければならず, その必然性は多数の偶然性を媒介してしか実現されない。 エングルスが 「この変化

のなかでは, あらゆる外見上の偶然性と, あ らゆる一時的な後退にもかかわらず, 結局は, 一つの

前進的発展を遂げるものである」 とする所以である。 さ らに徹底するならば, その必然性は, 妨害

要因 (偶然性のみならず, 反作用による強烈な後退等) によ り, 実現されないことが起 り うる。 そ

の場合は, 矛盾は解決されず, したがって高次の統合を達成するこ とができず, 逆に矛盾構造自体

(すなわち相互否定の統合存在) が崩壊し, 相互否定の全体的実現さえも起 り うる。 そのことは,

マルクスたちが, その 『共産党宣言』 における階級闘争の分析で, 次のように指摘しているのでも

知り うる。 「この闘争は, いつでも全社会の革命的改造におわるか, さ もなければ, あいあらそ う階

級のともだおれにおわった20)」。

弁証法的必然性とは, 以上のような変化過程の複合的実現の法則性を意味するのであって, 一義

6
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的な因果関係としての機械論的必然性のよ うな抽象態ではない。 同様のことは, 次の 「否定の否定

の法則」 なるものについても, 言えるこ とである。

変化過程は, その矛盾的複合性の故に, 前述のごと く , 多様な転変を現わし うるとしても, 変化

過程を矛盾構造の自己展開の必然性とい う基軸において, 論理的に展望するならば, 「否定の否定」

という変化過程が形成されることになる。 それを, 変化形態 (変化によって形成される事実の現象

形態) の論理的カテゴ リーに単純化すれば, 「正 ・反 ・合」 なる三肢構造に定式化される変化過程

が, 必然的に想定される。

これらは, あ く まで 「変化過程」 の論理的抽象化なのであって, 「否定の否定」 もし く は 「正・反・

合」 なる論理法則なるものが, 変化過程とは無関係に抽象的一般的に存立しているわけではないし,

そうした論理法則が変化過程を形成する, もし く は自己実現される, などということはない。 そ う

した解釈は, 観念論的論理主義でしかない。 しかし, 変化過程が矛盾構造, すなわち相互否定の統

合体の自己展開過程として成立し, 相互否定の構造を否定して高次の統合形態を実現して矛盾を解

決するという必然性を成就する過程であるならば, その変化過程の論理的定式が 「否定の否定」 も

し く は現象形態からの 「正 ・反 ・合」 と して抽出されることは, 合理的に理解し うる (可知性をも

つ) ところである。 しかも, 「否定の否定」 を変化過程へと具体化する場合には, 変化過程を形成す

る矛盾構造の特殊性によって, 「否定の否定」の特殊形態として, 主客転倒や疎外の過程といった特

殊な定式化も合理的に(論理的に)可能である。 すなわち, 自己の対象化が他有化された手段によっ

て媒介されざるを得ない構造の場合, それは自己実現とはならず, 自己に敵対する存在へと離反す

るばかりか, 自己の他有化や廃棄にまで至る過程が, 「疎外」のカテゴリーで把握されているもので

あるが, この自己否定的対象化は, その他有化された対象化の構造自体が否定されるとき, 「否定の

否定」 の過程が成就され, 疎外なき対象化という高次の統合 ( 自己実現) 構造が成立するのである。

以上によって, 通例 「弁証法的思惟の諸法則」 のうちの主要なものとされる三法則, 「量質転化の

法則」 「矛盾の法則」 「否定の否定の法則」 の相互関連を合理的に明示し, それによって相互の相対

的な根拠づけを果しえたと考える。 しかし, 以上の検討は, 結局 「弁証法的思惟の諸法則」 を 「事

実の弁証法的性格」 としての 「諸過程の複合体」 なる, 現時点での 「弁証法的世界観」 に帰属させ

ることで実施されたのである。 したがって, その根拠づけの相対性は, まぬがれ難いこ とではある

が, この相対性は弁証法的世界観の歴史的発展によって絶対性へと収斂される可能性を持つが故に,

相対的絶対性とでも呼ぶべきものである。なお, 弁証法的世界観の歴史的発展は, 「事実の弁証法的

性格」 の認識の歴史的発展によって保証されるものであることは, 序文に引用したエングルスの指

摘でも明白であろ う。

現時点において, 諸過程の複合体としての事実の弁証法的性格なる弁証法的世界観に帰属させら

れることによって, 弁証法的思惟の諸法則の相互関連と根拠づけが成されたのであるから, 少なく

とも取 り上げた三法則については, それぞれ「量的変化と質的変化との現象的相互転化法則」 「矛盾

構造の自己展開の法則」 「変化過程の 〈否定の否定〉 の法則」 といった理解が必要であろ う。 そ うす

れば, この三法則が, 事実の存在論的重層構造に対応して, それぞれ事実の弁証法的性格の 「現象

(的変化) 法則」 「実体 (的構造) 法則」 「本質 (的変化過程) 法則」 として位置づけることが出来

よ う。

こ う した理解は, 事実の弁証法的性格に対する 「弁証法的総括」 の手がかりを与えて くれる。 す

なわち, 事実の本質的な二重否定の過程によって形成された実体的構造, すなわち自立性を持った

根本構造は矛盾構造, すなわち相互否定的統合体 (通称 「対立の統一」) の構造たらざるをえず, そ

うすれば, 矛盾構造の均衡現象としての質と, 構造と離接的関係にある機能の集積現象としての量

との相互関連が, 均衡における集積としての量的変化と, 一定限度を越えよう とする集積による均
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衡の改変としての質的変化との相互転化として現象することは, 理解するのにさ して困難なこ とで

はない。

さ らに, 事実を 「諸過程の複合体」 として考察する弁証法的思惟からは, 事実の実体的構造は重

層性 (階層性) を もつことになるから, 前述の実体的構造観と合体すれば, 事実を事実たらしめて

いる実体的構造は重層的矛盾構造として理解されることになろ う。 重層性とは, 諸過程の複合体で

もある各事実沁エングルスの説く 「自然の階層性」 を, 選択的に複合して, 内在的構造にしている

ことである。 したがって, 重層的矛盾構造は諸矛盾の重層態を成し, 基底的矛盾と表層的矛盾との

重層的相互関連が成立し, 諸矛盾が選択的傾向的 (不平等) にではあるが, 相互に媒介し合ってい

ると考えられる。 この諸矛盾の相互媒介によって, 事実の実体的構造には複合的な基本矛盾といっ

た構造が成立し, その自己展開過程の法則性として必然性が成立する。 したがって, その必然性は

複合性の故に, その実現は副次的必然性や偶然性に媒介されざるをえな く なる。 これが, 弁証法的

(に理解された) 必然性である。 偶然性とは, 無関係であった他の必然性との出合いのことであ り,

事実の複合性によって媒介される。 一義的因果性としての必然性牒, そ う した媒介条件が固定化さ

れた場合の抽象的定式である。

なお, 必然的因果法則性 (法則的変化過程) の担い手たる物質は, 事実の実体であり, 実体的矛

盾構造の担い手たるが故に変化過程の法則性 (必然性) の担い手でもあるが, 事実の持つ構造のす

べてが物質的なわけではない。 すなわち, 精神的事実の精神的構造も存在する。 しかし, そ う した

精神的事実の場合でも, その実体的構造は物質的であり, その精神的構造の方は物質的実体構造の

矛盾から派生した迂回構造 (機能関連が相対的に固定化した副次的構造) であ り, それを介して物

質的実体 ( 自他の人間関係と内外環境的物質の複合関連) の機能関連が, 大脳神経系を中枢とする

身体内的な 「反映を含む表現活動」 として現象し, さ らに人間関係を介して伝搬される精神的事実

を形成する。 したがって, 精神的事実は実体的な物質的事実を内包し, 基本的には二重構造的複合

体を成す。 より分析的に見れば, 精神的事実としての観念は, 物質的事実とは三重の関連をもつ。

すなわち大脳神経系を中枢とする身体の表現活動 ・その表現活動を身体 (大脳神経系) に起こさせ

た (身体活動を含む) 人間や環境的事物との関連 ・その表現活動としての観念を介して志向的に反

映されている対象としての事物との関連である。

主観と客観ともに物質的事実を実体とすると ともに, 両者を媒介する「人間や環境的事物との(身

体的活動> 実践を含む) 関連」 の物質性を基底に置くのが, 精神現象に対する唯物論的観点の本質

であり, この観点に立つことによって, われわれは弁証法についての唯物論的な認識論的検討への

手がかりをえるこ とになる。

( 3 )

序文に引用したエングルスの文章には, 自然科学的認識によって, 人は自然発生的に弁証法的な

自然観に到達できるが, 「弁証法的思惟の諸法則の意識をもってたちむかうなら, それに到達するこ

とはいっそ う容易となる」 という指摘がある。 単純化すれば, 弁証法を知れば, 自然の弁証法的認

識は容易になるとい う こ とで, 当然のこ とに思われる。

しかし, このよ うに単純化すると, 弁証法的認識とは自然にたいする弁証法の主観的適用 (強制

的読み込み) であると誤解されうる。 やはり, エングルスのよ うに客観的な科学的認識によって,

弁証法的認識に達し うることを認めることで, 自然に弁証法的性格が客観的に存在することを保証

しなければな らない。

それでもなお, 弁証法の諸法則が前節で検討したよ うに, 論理としての相対的アプ リオ リー性を

持ちうるとすれば, 客観的たるべき科学的認識においてさえ, 弁証法の諸法則の主観的適用が起こ

8
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り うる危険性があるこ とは, 遺伝学におけるルイセンコ学説の悪例をあげるまでもない。 唯物論

的認識論は, その危険性に対して, エングルスの指摘におけるように, 認識における反映説 (反映

論) を とるこ とによって, 主観的適用の危険を排除しよ う とする。 しかし, それを一面的に誇張し

て, 論理 (法則) の適用を全 く排除するとすれば, 認識は経験的帰納以外に方法がな く な り, 経験

主義の誤りに陥る。 いや, 経験論的認識論ですら, ベーコンのごと く修正された帰納法の論理の適

用を含んでいるのである。

まして, 今日自然科学論を中心に通説となっている科学の 「仮説一検証」 構造説から言って, ①

問題提起 ・②仮説設定 ・③理論展開 ・④検証の各段階において, 論理 (法則) の適用があり, それ

によって方法化されているのが認められる。 パースが, それぞれの段階における適用論理 (法則)

について, 数学的論理学を含む形式論理の立場から, ④検証段階における帰納法, ③理論展開にお

ける演憚法にたいして, ①問題提起と②解答仮説の設定の両段階において, 不完全 (蓋然的) 推論

たる 「発想法 (abduction) 」 論理の適用を対応させ, それ故にまた不完全推論による構想 (問題と

解答仮説) を客観的法則たらしめるために④検証の決定的重要性を説いたのもそのためである。

しかし, 科学的認識方法の論理を形式論理にのみ限定するならば, 科学的認識は形式論理的事実

のみにとどまるであろ う。 また, その場合にば, ①の問題提起と②仮説設定の両段階は, (形式)論

理不在の非合理的想像 (空想やsuggestion) にゆだねられた り, 前 (形式) 論理段階とされる類推

的構想によるこ とにな り, 天啓や天才のひらめきとするのは論外としても, 非合理主義の方向に追

いやられる危険性が多分にあり, せいぜいパースのように形式論理化された analogy としての発想

法による構想にとどまるであろ う。

この構想の段階 (①と②) において, 弁証法が適用されるとすれば, その弁証法は 「発見の論理」

になるのである。 そもそも弁証法は, analogyの分析的否定としての形式論理の否定 (無矛盾律の

否定) による高次の論理なのであるから, 形式論理では見出しえない 「事実の弁証法的性格」 に適

用し うる (弁証法的) 概念や法則を構想し うるのである。 エングルスは, こ うした事情を 『反デュー

リング論』 で次のよ うに指摘している。

「われわれが事物を, 静止した, 生命のないものとして, 個々別々に, あいならび, あいついで

おこるものとして考察するあいだは, た しかにそれらの事物においてどんな矛盾にもぶつからない。

われわれはそこに若干の特性を見いだすし, それらの特性は, 一部は共通であ り, 一部はあい異なっ

てお り, それどころか, たがいに矛盾してさえいるけれども, このばあいにはそれらの特性は, そ

れぞれ異なった事物に配分されているので, それ自身のうちにはなんの矛盾もふく まれていない。

このよ うな考察の範囲でことた りるかぎ りでは, 普通の形而上学的な (形式論理的な) 考えかたで

も, なんとかまにあう。 しかし, われわれが事物を運動するものとして, 変化するものとして, 生

きたものとして, たがいに作用をおよぼしあ うものとして考察するやいなや, 事情はまった く ちがっ

たものとなる。 そのばあいにはわれわれはただちに矛盾におちいる。 運動そのものが矛盾であ

る21)」。

だからこそ, 矛盾の論理としての弁証法が必要なのであるし, また弁証法を構想に適用できるた

めには, 大前提として 「事物を運動するものとして, 変化するものとして, 生きたものとして, た

がいに作用をおよぼしあうものとして考察する」 こ とが必要なのである。 しかも, この大前提は自

明のものとしてではな く , たえず科学的認識の総括をもって確証されねばならない世界観( 自然観)

的前提である。 このよ うに世界観的前提が科学的認識において機能しているのを確認するのは大切

である。 もちろん, 科学的認識は, その事実認識の客観性のゆえに, 結局はその世界観的前提に反

作用する力は大きいのであるが, 世界観的前提はただ科学的認識だけで成立しているものではな く ,

歴史社会的実践生活や人間関係, 技術発達やイデオロギー伝達の影響を うけて形成されるのである
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から, 必ずし も科学的認識と整合的であるとは限らないし, さ らにどうい う世界観的前提が採用さ

れているのか無自覚なことも多いのである。

また, 実際の研究の現場においては, そ うした世界観的前提の代 りに, 指導者もし く は指導的理

論などの枠組が, 問題提起 ・仮説設定 ・理論展開 ・実験等の検討方法に至るまでを規定しているこ

とが多い。 科学研究が多数の科学者の集団的作業になればなるほど, 交流 ・管理 ・統合の必要から,

そ う したことが起こる。 ここに, タ ーンの科学者集団論において, 通常科学の 「パラダイム」 によ

る 「謎と き作業」 イヒが指摘された所以があるのだが, その (パラダイム22)」 の一つの役割りは, 科学

的研究 (認識) の方法 (論理) 選択の大前提となる世界観の代理をすることである。 したがってま

た, 通常科学がゆきづまり, パラダイム変革となる科学革命の担い手たちは, 多かれ少なかれ, そ

の研究方法 (認識論理) の大前提たる世界観 ( 自然観) を問題としなければならな く なる。 それを

科学の研究方法 (認識論理) の方向から問い直すのが, メ タ科学である。

科学的認識自体は弁証法化しているのに, その方法 (論理) 意識においては形式論理を固守する

ようなことが起こっているのも, 上記のような事情によるのであるが, ①問題と②解答仮説との構

想において, 弁証法 (的世界観) を採用する方が, よ り方法的な自覚を もって構想を立て られると

いう事情がある。 すなわち, 具体的な科学研究が取 り扱 う特定の認識対象について, 弁証法の観点

を採用することによって, その特定対象の変動性と相互関連とに注目しつつ①問題とは本質的には

対象事実の矛盾の自覚であるとの方法意識をもって問題提起できるし, それと同時に, ②解答仮説

を問題としての矛盾の解決過程として, その 「変化過程とその原動力としての矛盾構造」 とい う観

点で深めて構想することができるからである。

さ らに, 問題設定と解答構想のための研究 (認識) 資料の取り扱いについても, 弁証法的観点の

採用が必要である。 研究 (認識) 資料は, 多 く の場合, 無意識の前提 (パラダイムも し く は世界観)

と既得知識と新規情報等から成ると考えられるが, それらの資料群はあいまいで, 不完全で, 雑多

で, 混合している諸情報の複合的な流れと言ってよいものであるが, その諸過程の複合体の中から,

問題提起になるであろ う当面の焦点となる矛盾と, その矛盾の解決の展望を自覚的に追究すること

を可能とするからである。 すなわち, 問題提起と仮説設定という対の段階において, パースの発想

法よ りも充実した方法的役割りを果し うる弁証法的思惟を重視すべきであろ う。

さらに, 弁証法的思惟を採用することは, ③の理論展開と④の検証の両段階においても, 決定的

に重要である。 通例, 理論展開は仮説原理からの演禅的推論による形式論理的な必然的体系になる

べきだと考えられており, ユーク リッ ド幾何学体系が模範とされる。 しかし, 単なる理論構想にと

どまるのではな く , 対象の弁証法的性格の客観的認識に整合的な理論展開を求めるのであれば, 弁

証法的理論展開でなければなるまい。 それは, マルクスの 『資本論』 が模範とされるよ うな, 弁証

法的な叙述展開だけを意味するのではなく , むしろ『資本論』第二版後記23)にマルクスが指摘してい

るよ うな, 研究過程と叙述過程との往復運動を く りかえすことで成立する理論展開の体系が問題な

のである。

④の検証の段階には, 主として実験 ・観察 ・調査 ・ シ ミュレーションといった実証的検討と, 論

理や他の理論との照合による論証的検討とがあるが, 後者はすでに前段階の理論展開の過程からは

じまる。 検証過程が, もっぱら問題 ・仮説原理 ・理論の正誤の検証のみを担当するのであれば, ポ

パー流の 「反証法」 のみで充分なのであろ うが, 検証過程は同時に問題 ・仮説原理 ・理論への新た

な研究 (認識) 資料の提供の役割 りを も担っている以上, 実証的研究によって得られた資料の法則

的定式化 (経験値による実験式等) と仮説展開理論からの定式化 (理論値による法則等) との照合

的検討が中心となる。 この経験値と理論値との相違を相互否定的に対立させる照合的研究は, 矛盾

の追究的展開過程になるのである。 したがって, 実測値等の経験値を法則に定式化する帰納法的操

樹
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以上は, 科学的認識過程とその方法論理とを, 弁証法論理を適用するこ とで, いかに弁証法化す

ることが出来るかの一試論である。 科学的認識過程を, 通説の 「仮説―検証」 構造とい う概して形

式論理的な抽象的モデルを枠組として論じたものであるから, 各個別科学については, この一般論

の特殊的具体化が必要であるのは勿論であるが, 「仮説―検証」構造の全体を, よ り弁証法的過程と

して枠の組み直しをする必要もあろ う。 たとえば, ①問題状況への弁証法的検討過程, ②当面の研

究の焦点となる矛盾構造の定式化としての問題設定と, その矛盾の展開によって展望される解決の

原理的仮説の構想過程, ③構想からの理論的研究と, 実証的研究との対抗的展開過程, ④両研究過

程の統一としての検証過程, ⑤問題と解答 (矛盾とその解決) の体系的統一としての叙述過程, こ

れら 5つの部分過程を段階もし く は契機とする総過程として科学的認識を考えることが必要なので

ある。

作といったものは, 過程としての弁証法的照合操作の一契機を成すのである。

ここで改めて形式論理について一考するならば, それはこれまで科学の論理として強調され, そ

のうちの演律法と帰納法のいずれが科学の論理の王道であるかと論争され, さ らにはそれを固守す

るあま り, 「科学の危機」 を招来した り, 世界観にまで拡大・誇張されて形而上学的思惟を生んでき

た。 例えば 「計算的思考」 による 「省察する追思考」 の追放とか, 「数学的思考」 による 「自然の本

質認識への断念による自然支配」 が招来する人類の危機とか, 「機械論的思考」 による生命の疎外と

かと論難されている事態の中に, そ う した形式論理の形而上学的横行が見出されるであろ う。 しか

し, だからと言って, 形式論理を切り棄てよう とした り, 弁証法に解消すればよい, と言 うこ とに

はならない。 形式論理は概して, 分析的判断による概念確定や形式的必然的推論や抽象的定式化に

は, な く てはならぬ論理である。 もとも と, 人類の思考論理は, 類推と形式論理と弁証法との三段

階の重層構造を成しており, 類推的統合を形式論理の分析で否定的に媒介するこ とによって, 弁証

法は合理的論理として成立するのであって, それを軽視するならば, 弁証法は類推のレベルに堕落

し, 「有即無」 「色即是空」 的な非合理な神秘化の論理に陥いるのである。 形式論理が科学的思考の

発展史において果して来た歴史的役割りと, その媒介契機としての正当性とを, エングルスは『フォ

イェルバッハ論』 において, 次のように指摘している。

「ヘーゲルが <形而上学的〉 と名づけている古い研究方法および思考方法は, 主として事物を与

えられた固定したものとして研究し, その名残 りは今でも人々の頭にこびりついているが, その当

時には大きな歴史的正当性をもっていた。 過程が研究できるよ うになるまえに, まず事物を研究し

なければならなかった。 任意の事物に生じている諸変化を知覚で きるようになるまえに, まずその

事物がなんであるかを知らねばならなかった24)」。

形式論理のこ うした歴史的役割りは, 系統発生が, 部分的に個体発生で繰 り返されるよ うに, 今

日の弁証法的な科学研究過程においても, その契機として組込まれている。 それは, 検証段階にお

ける帰納法ばかりでな く , 理論展開段階における演律法にも言えることであり, こ うした契機とし

ての形式論理的操作を厳正におこなわないならば, その弁証法的操作過程は, 無媒介の非合理な「対

立の統一」 といった能弁に陥いるであろ う。

以上のように形式論理的操作を厳密に守りながら, 経験値と理論値との比較照合操作を矛盾の展

開過程にまで徹底することによって, 両者の矛盾の解決が両者の一致もし く は媒介的統合において

達成されたならば, あらためて最終的な理論展開が, 対象の法則的説明の叙述としてまとめられな

ければならない。 それは, 対象の弁証法的性格に対応して, 弁証法的な概念 ・法則 ・説明によって,

弁証法的な思考方法に適合的な叙述過程 (基本的には重層的な矛盾展開過程) に体系化されるべき

であろ う。
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なお, 科学的認識の歴史的な弁証法化については, すでにエングルスが 『フォイエルバッハ論』

において19世紀の(三大発見とその他の自然科学上の巨大な進歩25)」 という形で指摘していることは

周知のこ とであるが, 20世紀の偉大な成果と発展については, 多少の試みはあるにしても, それら

についての弁証法的理解と弁証法的総括はまだまだ不充分であり, そのために科学的認識について

の主観主義的解釈 ( ニュー ・サイエンス等) の横行の余地を与えていると言えよ う。

( 4)

第 3節においては, と りあえず科学的認識過程を取 り上げて, エングルスの言う 「弁証法的思惟

の諸法則」 の意識的適用について検討してみた。 その結果, それが真に科学的認識の内部の論理と

なって, 科学的認識を発展させるものになるためには, 弁証法的諸法則を個々に適用するなどとい

うこ とでは, 不充分なばかりか, 適用主義的歪曲になるのであって, むしろ科学的認識 (研究) 過

程全体が弁証法に貫かれ, 弁証法的に組織されなければならないことが解った。

このこ とは, また逆に弁証法の諸法則を並列的な個別のものとして適用することは, 弁証法の形

式論理的取 り扱いとでも言 うべき変質を生じることを示している。 弁証法の諸法則は, すでに第2

節で述べたよ うに, 現象的変化法則, 実体的矛盾構造法則, 本質的変化過程法則といった諸法則の

重層構造の体系的展開過程になるはずであり, それ自体が 「諸過程 (法則) の複合体 (体系) 」 を成

し, その全体の生きた (相互関連における力動的) 操作 (活用) によってこそ, 弁証法の有効性が

真に発揮されるであろ う。 したがって, もはや 「適用」 などと言ゲ形式論理学的な表現は止めなけ

ればならない。 ( エングルスも 「諸法則の意識を もってたちむかう」 とい う表現を とっている。)

さて, 当論文の最終課題である 「弁証法とは何であるか」 に論及しはじめてしまった。 しかし,

これまでの論述は単にエングルスの見解にもとづいて, 科学的認識 (研究) 過程 ( とい う事実) に

ついての弁証法的性格を検討したにとどまっている。 それは, 弁証法の一特殊形態を論じたにすぎ

ないのである。 しかし, 弁証法の検討に際してもまた弁証法的観点を とるとすれば, 弁証法の概念

を一応確定した上で, よ り多様な特殊形態を通じて, 相互関連における力動性をもった, 多様の統

一としての弁証法観を確立しなければならないであろ う。 さ らに言えば, 事実の弁証法的性格につ

いての認識が発展するにつれて, 弁証法の諸法則とその体系は改変されざるをえないであろ う。 弁

証法の体系はそれ自身としては開かれた体系であるとともに, 諸法則自体の内容もまた, 多様の統

一としての豊富さを増し, さ らに改変されてゆく であろ う。 弁証法自体も弁証法的に発展するもの

とみなされるべきである。

こ うした弁証法観から言って, 弁証法とは何であるかの問題を解明するためには, 弁証法の歴史

的発展を検討するこ とが必須になるが, それは他日にゆずるしかない。 ただ, 歴史上のそれぞれの

弁証法は, いずれも弁証法の特殊形態であって, ヘーゲルの比較的総括的な弁証法 『論理学』 です

らも, 観念論的特殊性をまぬがれていないのは, 周知のこ とだ。 しかし, 特殊性を もつから誤って

いるわけではな く , 観念論的特殊性がマルクスによって批判されたよ うな “Mystifikation(神秘化・

欺隔) 26)9を生じている点が誤りなのであり, その思弁 (Spekulation) の 「論理的汎神論的神秘主

義」 が 「幻想」 を生みだすイデオロギーの論理になっているこ とが, マルタスの 『ヘーゲル国法論

批判』 で暴露されている。 歴史上の弁証法の特殊形態を取 り上げる際には, その弁証法に対しての

弁証法的批判が必要となる。 た とえば, ヘーゲルの 『自然哲学』 における 「自然の (弁証法的) 無

力」 の見解は, へフゲルの思弁的神秘主義を批判的に剥ぎ取るならば, それは自然の弁証法的性格

に対する当時の自然科学の無力を逆転して表明したもので, 人間精神をも歴史的に生み出した自然

の弁証法的進化は, 決して無力であったわけではない。
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さ らに今日, 生命の進化, 地球の進化, 宇宙の進化までも解明し, 全自然史の弁証法的過程を開

示しつっ ある 自然科学の発達を無視して, サル トルのよ うに弁証法は自然には存在せず, 人間的事

実にしか成立 しないと主張するのは, 自らの弁証法観の特殊な狭陰さを示すもので しかな く , それ

がどのよ うな問題性を孕むかを解明するこ とは, 今日の弁証法を論じ る者の必須の課題であろ うが,

今のと ころ後 日にまわすしかない。 ただ, サル トルが 「自然弁証法の不成立」 の論証を, 土ソゲル

スの自然弁証法論の批判を媒介として実施し よ う としているが, 引用文すらも誤ってじヽ るほどの誤

解を含むのは残念である。

さ らに, 弁証法の歴史的発展を考える際に考慮しなければならないのは, 弁証法と名のっていな

いが, 実質的には弁証法的思惟であった り, 逆に弁証法と名付けられているが, 弁証法とい うよ り

は形式論理も し く神秘的アナロジーとして批判しなければならぬよ うな論理形態についての検討で

ある。 たとえば, 中世の普遍論争や 「弁証法」 と名付けられた形式論理のスコラ的修練, 「反対の一

致 (coinddentiaoppositorum) 」 神観に代表される二コラス ・クザーヌスの弁証法的思想など, プ

ラ トンとア リス トテレスにおける 「弁証法」 とは何かという問題とともに, 取 り上げるべき内容は

多い。 真実のところ, 全哲学史において, 弁証法的内容が批判的に追求されねばならないのであろ

う。

そ うだとすればなおのこと, 今日 「弁証法的思惟の諸法則」 と呼ばれているものの内容と, 各法

則を構成している論理的諸概念 (思考の論理的枠組となる基本概念= カテゴリー) の再検討が必要

となる。 た と えば, 自然を諸出来事(events) の流れとみなし, 出来事相互の関係から人間関係まで

を規定するカテゴリーとして, 外的な相互作用を意味しがちな interaction よ りは相互交流 (売買

交易のよ うな相互交換を含む)transadion とい う概念を確立し よ う と したデューイの検討には, 矛

盾概念を 「対立の統一」 においてだけでな く , 対立物の相互転化や相互浸透の概念を念む高次カテ

ゴリーとして確立しようとする最近の弁証法論者の検討に関連するものがあろ う。 また 「対立の統

一」 の 「統一」 のカテゴ リーに, 一致や単一化の意味だけでな く , 多様の統一を意味する統合や複

合の概念を も含意させ得るかどうかが検討されよう。 それは, ヘラクレイ トスの弁証法を代表する

一文「そ こには弓や リュラ琴のそれのよ うな, 逆に向き合ったアルモニア (αpμ01几??。) があるのだ27)」

の中のアルモ ニアを, 調和とも緊張とも ロゴスとも解され, その隠れた ロゴス( 「あらわなアルモニ

アよりも, あらわでないアルモニアが優れている」) に争いや戦いを読みとろ うとする検討にも通じ

ていよ う。 そ うした検討で, 最も重要な観点は, 「対立の統一」 とい うときの 「対立」 も 「統一」 も

ともに 「矛盾」 の契機 Momentなのであって, それ自体の変化で, 矛盾を定立し, かつ矛盾を展開

させ, 解決させる力動的要件だ というこ とである。 したがって, 「対立」 も 「統一」 も ともに自己変

遷を とげる概念と して存立するはずである。

矛盾の 「対立」 の契機もまた, 自己変遷を とげる概念として定立されるべきで, 多様性として差

異が対比強調 されるこ とで対立し, 反対し合 うだけでな く , 相互否定的な戦いから, 相互絶滅を意

味する不可両立性に至るまで, その力動的な自己変遷は, それと相関的な自己変遷を とげる「統一」

概念との相関の多様な全体が, 「矛盾」 カテゴ リーの意味内容を成しているのである。 したがって,

個々の矛盾は, それが何の, どうい う場合の矛盾七あるかによって, その意味内容 (対立と統一の

相関) が決定される。 矛盾を論じるときには, 具体的でなければならないのである。

矛盾の論理 としての弁証法もまた同様である。 その弁証法が何の, どういう場合の論理 (法則)

であるかが明確にされなければならない。 自然の弁証法は, 当然に人間の弁証法と相違しているは

ずである。 しかし, その相違を貫いて, 両者に共通性があるが故に, 両者は弁証法であるのだ。 し

かし, その共通性 (それが抽象的に取 り出された 「弁証法の諸法則」 であろ うが) は, 弁証法の存

立の必要条件であっても, 十分条件ではない。 弁証法の真理も, 矛盾と同様具体的である。 真なる



14 松 井 正 樹

弁証法は, 特殊形態にまで具体化された弁証法を媒介として, 「独自な対象の独自な論理」の把握に

まで進まなければならないのは, 若きマルクスが指摘したとお りである。 それは, 弁証法的理論が

実践と直接結合し うるのは, 個別具体的な事実においてだからである。 しかし, 弁証法についての

理論的研究は, 特殊形態にまで具体化された弁証法にとどまらざるをえない。 なぜなら, 理論的研

究の対象と しての弁証法は 「自然, 人間社会および思惟の一般的な運動= 発展法則にかんする科学

という以外のものではない」 からである。 それ以上の個別的具体化は, 他の科学的理論や法則が,

技術や実践において, 具体化され, 応用され, 活用され, 実施される場合と同様, 実践的思惟の役

割と言わなければならない。 しかも, 理論的思惟と実践的思惟の相違を貫ぬいて, それでも弁証法

的諸法則は活用されなければならないのである。 もちろん, 両者の思惟には, 一般的認識と個別具

体的な実践的目的の実現とい う本質的な相違があ り, 両者の関係は科学と技術との離接関連と同一

である。 (なお, 技術を一般的に解するならば, 「一定の意図を実現する手段の法則的作成と活用の

体系」 とでも定義できよ う。)

ともあれ, 以上の検討は, 弁証法の矛盾した特殊な性格を把握する一端を与え得たであろ うか。

その実質的な把握は, 今後の 「特殊形態にまで具体化された弁証法」 の歴史的批判的検討にまたな

ければならない。 当論文はそのための緒論と成り得ていれば幸である。
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