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経 済 学 研 究 40-3
北海道大学 1990.12

実 践 の 哲 字

一一現象学的マルクス主義への序一一

唐 j度興

[ 1 ] 感性的世界の存在論

1 .イデオロギーの忘れられた意味基底とし

ての感性的世界

へーゲルを超えた主張としながら，誰一人と

してへーゲル体系の地盤から依存性を脱却でき

ない青年ヘーゲル派総体の運動を批判すること

を目的として、マルクスとエンゲルスは共同で

「ドイツ・イデオロギー』の批判を展開する。

『ドイツ・イデオロギー』の批判は，青年へー

ゲlレ派の諸理論そのものを取りあげ，それらの

理論的内容を吟味するということは，実は殆ど

なされておらず，それはその理論的諸前提その

ものを取り扱うというスタイルをなしている。

それは r…・・・青年へーゲ、ノレ派運動総体の，嬢小

さ，地方的な偏狭さとくに，これら英雄たちの

現実の業績とこれらの業績に関する幻想との悲

喜劇的な対照を明瞭にするためには，このスベ

クタノレ全体を，ーたんドイツの外なる見地から

眺めてみる」りものとなっている。

ここでのイデオロギー批判は，この批判のあ

り方を「外なる見地」から行うものとして規定

しているのである。イデオロギー批判は何より

1) Karl Marx-Friedrich Engels， Die Deutsch巴

Ideologie， Neuveroffentlichung des Abschnittes 
1 des Bandes 1. mit Text Kritischen Anmer-

kungen， Hrsgvon Wataru Hiromitsu， Kawade 

shoboshinscha Verlag. 訳『ドイツ・イデオロ
ギー~ (広松渉訳，河出書房新社)， 8-9貰.以下，

DIと略記する。

とと，
日

も外在的批判たるべきを明確に述べており，誤

解の余地はない。フォイエルバッハを始めとす

る青年へーゲ、ル派の論客たちの諸理論がいかな

るものかをとりあげ，その論理的不整合，誤謬

をつくるという内在的批判は最初から意図され

ていない。それは何よりもそれら諸見解のよっ

てたつ基盤，諸前提，立場そのものを問題にす

ることによって，青年へーゲルを一挙に乗り越

える構えをとっているのであって，それはイデ

オロギー批判の基本的あり方をさし示すもので

はなかろうか。

イデオロギー批判は何よりも外在的批判を根

底に置く。勿論，内在的批判が問題にならない

というのではない。これは外在的批判がなされ

た上で，かつ外在的批判を遂行する上で必要な

限りにおいて問題となるのであって，内在的批

判に対して外在的批判は優先するというのが，

イデオロギー批判の基本なのである。イデオロ

ギー批判において外在的批判が優越するとは，

そのイデオロギーに潜在しているか，あるいは

隠れて機能している諸前提，その忘却されたイ

デオロギーがよって立つ基盤を照射し，光にも

たらすということである。『ドイツ・イデオロギ

ー』批判はしたがって，単に青年へーゲル派批

判にとどまらないイデオロギー批判の様式を示

すものである。それは科学，哲学を含めたイデ

オロギーをより広い地平において問題にするこ

とを意味している。

『ドイツ・イデオロギー』はさしあたり「第

1編，フォイエルパツノ、」として我々の前に現
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存しているが，まずもってフォイエルバッハが

問題となるのは，以下の事情に基づく。

「われわれはこの論評を直ちにアオイエルバ

ッハに向ける。というのも，彼こそが，少なく

とも一歩前進をなしとげた唯一の人物であり，

当人の論策にまともに立ち入ることのできる唯

一の人物だからである。それは彼ら全員に共通

なイデオロギー的諸前提をかなり詳しく照射す

るものとなろう J2)

フォイエルバッハによって青年へーゲ、ル派に

共通な諸前提を代表させることができるがゆえ

に，フォイエルバッハが問題となる事情が了解

できる。軍事的，政治的領域における闘いは，

敵の弱点をっき，そこから相手を崩壊に導くも

のであるが，イデオロギーの領域にあっては，

そのような点での敗北は決定的な敗北を意味せ

ず，それは生き残る。それは何よりも相手の最

強点(理論における最強点，もしくは代表人物)

をつくことが決定的に重要で、あることを意味す

る。

それでは，フォイエlレバッハ批判において，

「ドイツの外なる見地rとは一体，いかなるも

のであろうか。

「これら哲学者たちの誰一人として， ドイツ

哲学とドイツ的現実との連関，彼等の批判と彼

等自身の物質的環境との連闘を問うてみること

に思いつかないJ3)

この一文からある程度了解できょう。「外なる

見地」とは，彼等自身の哲学をとりまく感性的

周囲世界のことに他ならない。ここから『ドイ

ツ・イデオロギー』におけるイデオロギー批判

は，それが立脚し，たえず地盤として立ち帰る

べき全体性範轄としての感性的世界 (sinnlich

Welt) を提示する。

青年へーゲlレ派は，彼等自身が自立化せしめ

た意識の所産である表象，思想，概念，これら

意識の幻想と戦うべきであると主張する。意識

2) DI， 8-9頁(この頁の浄書の下書稿)。

3) DI， 14-15頁。

に対して意識でもって応じ，意識を変えよとい

うこの要求は，現存する事態を別様に解釈せよ

ということに等しいのであって，-……実践的な

唯物論者すなわち共産主義にとっては，現存す

る世界を革命的に変革すること，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 J4)

フォイエルバッハが一歩前進をなしとげた唯

一の人物であるというのは，彼が感性的世界を

把握した点にある。だが，彼の感性は，一方で

は感性界の単なる直観に，そして他方では単な

る感覚に局現されている。彼は人間もまた感性

的対象であることを洞見している点で，純粋な

唯物論者たちよりもはるかにすぐれているが，

しかし，人間を単に感性的対象としてのみ把え，

感性的活動としては把えていないのである。そ

れゆえ，人聞を所与の社会的連関において，彼

を彼たらしめる現前する生活諸条件のもとにお

いて把握しないので，現実的な人聞には到達せ

ず，く人間なるもの〉という抽象物にしかいたり

えず，現実的な人間に対しては，単に感覚にお

いて認めるだけなのである。現実的な人聞にい

たるためには，何よりも，感性的世界において，

したがって感性的，対象的活動において人聞を

把握することが要求されてくる。

感性的世界とは，-諸個人の総体的生動的な感

性的活動J5)である。この感性的世界こそ，イデ

オロギー批判のみならず，革命的，批判的な活

動がそこから生起し，そこから意味を汲み出し

ているところの現実的地盤に他ならない。諸個

人の総体的・生動的な感性的活動，実践の総体

(=現実)としての感性的世界を一切の哲学に

対置するがゆえに，我々はいまやマルクスの哲

学を実践の哲学として構成しうるし，しなけれ

ばならない。

「……われわれは，人々が語ったり，想像し

たり，表象したりするものから出発するのでは

4) DI， 16-17頁。
5) DI， 20-21頁。
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なく，また，語られたり，考えられたり，想像

されたり，表象されたりしている人聞から出発

して，そこから有体の人間のもとへと到るので

はなく，現実に活動している人聞から出発して，

人間の現実的な生活過程から，この生活過程の

イデオロギー的な反映や反響の展開をも叙述す

る心算である J6)

「意識が生活を規定するのではなく，生活が

意識を規定するわけである。第一の考察方式で

は生きた個人とみなされる意識から出発するの

に対して，第二の，現実の生活に照応する考察

方式では，現実の生きた諸個人そのものからそ

して意識というものはあくまで彼らの意識とし

てのみ考察するJ7) 

フォイエノレバッハを始めとするドイツの哲学

がその前提としているところのものとは，生き

た個人と意識とが同一視され，その意識を哲学

の出発点に置くというものであった。我々はこ

こでマルクスがイデオロギーをある拡張したカ

テゴリーに置いて把捉していることが理解でき

る。すなわち， ドイツの哲学という理論的形成

物，あるいは宗教，神学等において表象される

イデオロギー批判のみが問題ではない。理念，

表象，総じて現実的な生活過程，感性的世界か

ら切断された意識そのものから出発するものが

イデオロギー批判の対象となっているのである。

すなわち，意識そのものから出発する一切のも

のが，イデオロギーとして把握されているので

ある。こうしたイデオロギーにあっては，理念，

表象，意識が現実を規定するものとして転倒的

に現われる。それは「理念，表象，意識の衣」

を着せられた現実が，現実の生活過程，感性的

世界に同一視されるのである。

感性的世界は，イデオロギー(意識そのもの

を出発点に置くところの広義のそれ)がそこか

ら意味を受けとるところの「忘れられた意味基

底」をなし，この感性的世界を主題化すること

によって，新たな哲学二実践の哲学が構想され

6 )， 7) DI， 30-31頁。

ょうとしているのである。マルクスはそれを「歴

史の学J，しかも「唯一の学」として規定しよう

としているのである。

2 実践の哲学一一回唯一の学としての歴史の

学一一

以上の感性的世界の主題化は rフォイエルバ

ッハについてのテーゼ 1J に照応するもので

ある。

「いままでのすべての唯物論 フォイエル

ノてツハのもふくめて一一ーのおもな欠陥は対象，

現実，感性がただ客体または直観の形式のもと

にのみとらえられて，感性的な人間的活動，実

践としてとらえられず，主体的にとらえられな

いことである。したがって活動的な側面は，唯

物論とは反対に抽象的に観念論一一これはもち

ろん現実的な，感性的な活動をそのものとして

は知らないーーによって展開されたJ8)

全体性範鴎としての感性的世界，これこそマ

ルクスの哲学を，へーゲ、ルの哲学を逆立ちから

逆転させたものにとどまらないで，唯物論とは

異なる新しい別のものにさせたものであり，こ

れに実践の哲学として名付けることを可能にす

る根底に他ならない。

感性的世界は直接無媒介に存在しているもの

ではなく，産業と社会状態の生産物であり，世

代から世代へと続く一系列全体の活動の成果，

歴史的生産物である。最も単純な感性的確知の

対象(例えば，桜の木)でさえ，社会的発展，

産業ならびに商業交通によってのみ彼に与えら

れているのであるo したがって，感性的世界は，

人々の諸活動のみならず，その生産物，更に社

会と人間によって変容された自然の総体からな

るものである。この自然についても人聞に対し

て先行的所与として厳存するが，この感性的世

界から分離された自然なるものは今日どこにも

8) Karl Marx-Friedrich Engels WerKe， Band 3， 
Institut fur Marxisum-Leninismus b巴inZK der 
SED， Di巴tzVerlag， Berlin (F全集等三巻』大月

書庖)， 592頁。
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存在しないものとして位置づけられてい》。

誕生したばかりの幾つかのオ…ストラリア

の珊瑚島上といった乙とそ除けばP人間の手を

していない純粋な島黙はマルクスにあって

れないのである。

「われわれは一つの学 (Wissenschaft)， 

の学しか知らない。際史は二つの側面か

iきれ，当然の康史と人間の康史として藍分され

うる。同館揺はしかし切り離すことはできない。

人聞が容するかぎり，自熱の慈史と社会の壁史

とは相立に制約しあう。iOl

歴史の学とは惑性的世界についての学であり，

人々に格立的行為，及び人々と段黙との交渉，

これらの総体についての学である。かくし

とは向よりも，醗史の学，人間的現実

の学に地ならない。感'性的世界の知とは，何よ

りも人々自身の行為とその対象，およ

ついての知(知ること Wissen)である。ぞれは

我々自身が形成し，関与したものを認識す

るから，感性的世界の知は問時に我々自

身についての知でもある O しかも，こうした学

的行為保身，感性的世界を構成する一契機とし

て，そのうちに包摂されたものであって，

議豹唯物論がするように，感性的世界む外f!lJりか

ら，傍観:者として営んで、いるもおでは決してな

い。したがって実践の哲学は援史，人々の実銭

的藷過艇に組み込まれた諸学のーっとして，主

体・容体の同一的過額を担っていこうとする行

為の哲学である。実践の哲学は階特に哲学の実

もある。

実践の哲学は惑性的世界から告立北し，切り

離された事物というものがそお栓塞を占める場

所を与えない。自然も人々の行為，したがって

感性的世界の関与をうけたものとして，その闘

は否定漆れる。すなわち，密然も感性的世

界によって，人間の手を議過した，変容された

文化的事実としての自然である。したがって，

9) Dl， 1喜一19頁。
10) Dl， 22ω23頁。

をも含めた感性的性界は需よりも文化的1lt.

界に龍ならない。とはいえ r歴史の学Jたる fド

イツ・イデ、オロギー』自身は人間の璽史に焦点

を置く。というのも rイデオロギーというもの

は元に選冗すれば，その殆どすべてが，人関の

を歪曲して記謹したものか，人関の産史を

く鮪象化したものか，そのいずれかに帰着す

るからであるJ11) 

イデオロギーぞれ自身は，人間の霊交の構成

婆素である。すなわち rドイツ・イデオロ

は告ら自立しているものとしてうぬぽれている

イデオロギーを人爵の歴史，感性約官界の構成

契機として位緩づ砂る努力を示すも的に他なら

ないorドイツ・イデオロギ…認が感性的世界の

知であるとはいえ，人轄の歴史

るのはこのためである O

以上のマルクスの「歴史の学J，しかもそれは

「犠ーの学」であったが，それを実騒の哲学ヒ

して規定してき

らいはあるが，暫定的にその独自性というもの

を示す地平に我々は今立っているといえる。

はいわゆる唯物論，しかも反映論

的唯物論とは決定的に区揺されるものである。

という表現は周知の如心アン

トニオ・グラムシのものである。そしてこれが

グラムシを議念論者，神秘主議者として絶えず

格下げの対象となしているとうのものである。

グラムシの「実践の哲学J はここで示した

賎の哲学」と基本釣に一致している。すなわち，

グラムシも人間的現実，したがって感性釣世界

から分離された「答壊的存在J あるいは路黙さ

えも承離しない。

「科学においても，人揮のそとに現実，

そもとめることは，実在を宗教的，形誌上的に

理解することであり，逆説としかj患われぬ。人

間なくして宇議の笑殺になんの意味があるか。

すべての科学は人憾の必要，人間の生活，人間

の活動と結びついている。人関の活動はすべて

11) Dl， 22司 23資。
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の価値の創造者であり，科学的価値の創造者で

もある。この人間活動をはなれて『客観的存在』

にどんな意味があるか。もしそうしたことが言

えたとしたら，それは混沌である。つまり無で

あり空虚である。なぜというに事実，人聞が存

在しないとすれば，言語も思想、も想像できない

からである。実践の哲学にとって，存在を思惟

から，人聞を自然から，活動を物質から，主観

を客観からひきはなすことはできない。このよ

うな分離をあえてするならば，宗教のー形態か

無意味な抽象に転落する」同

「形而I学的唯物論の客観の概念は，人間の

外にさえ存在する客観を意味しようとしている

ようであるが，しかし人聞が存在しない場合に

さえ現実が存在すると主張するときには，それ

は神秘主義となるJ13) 

これは人間の意識から独立して存在する物質

というレーニンの唯物論と異なるものであり，

それがゆえに批判されているところのものであ

り，その代表的なものを一つ紹介しておこう。

「外界が人間の意識から独立して存在するこ

とを否定した結果は，認識論の根本問題の一つ

である客観的真理の問題についても，唯物論の

放棄と観念論への譲歩にみちびかれることにな

る。人間の認識を，意識のそとに存在する客観

的実在の反映あるいは模写とみなす唯物論的見

地からすれば，人間の認識が客観的真理として

の内容をもつのは，その認識がそれによって反

映される客観的実在に一致するかぎりにおいて

のみであること，認識の客観性の根拠を，客観

的実在との一致のうちにではなく，人間の主観

や意識のがわにもとめようとする試みは，すべ

て，不可避的に客観的真理の存在そのものを否

定する主観主義と観念論の見地においこまざる

をえないJ14) 

12) ，科学と「科学的」イデオロギーJ，(rグラムシ選

集~ IV所収， 269頁，合同出版)。
13) ，いわゆる『外界の実在~J (グラムシ選集II，187 

頁)。
14)不破哲三「グラムシと実践の哲学J (文化評論5月

号， 1964年， No.81l。

これは認識論としての反映論の立場からする

素朴な反論に他ならない。人間の認識を意識の

外に存在する「客観的実在の反映」として捉え

るこの見地は純粋な同義反復をしているにすぎ

ない。すなわち，客観的実在を正しく反映した

かどうかは再び認識が客観的実在を正しく反映

したかどうかを検証するということにつきるか

らである。

それ以上，他のものに還元できない最初にあ

るとされる自然でさえ，それが自然科学の対象

とされるとき，それは人間の理論的実践的活動

の産物としての科学という営みのもとで意味付

与され，対象化されるのである。すなわち，対

象として構成されて我々の前に現われるのであ

って，それは人々の行為に媒介されている。そ

うして，対象として取り出されたある物の存在

の仕方とそれを認識しようとする側の意識態勢

のあり方とは決して分離できない。意識はいつ

もあるものについての意識であり，この意識は

活動している人間の意識であり，この活動する

人間と不可分の関係にあるのが対象である。た

とえば，たんなる物にすぎないものが，交換と

いう行為連関の場面においては，その当事者の

意識態勢にあっては商品として認識されるとい

うのがそれである。

マルクスの哲学は反映という受動的立場に一

面化することは許されない。「対象，現実，感性

がただ客体の，または観照の形式のもとでのみ」

とらえられるのではなく，.人間的な感性的活動，

実践として主体的にとらえられ」ねばならない

ということである。マルクスは唯物論的な客観

性に主体性を喪失させないことによって，素朴

な反映論的実在論を乗り越えようとしているの

である。感性，それは受動的な反映，観照，受

容としてのみ把握されるのではなく，能動的な

実践，表現としても捉えねばならぬということ

である。我々はここでグラムシの意図を更に発

展させ，実践の哲学を更に明確に規定しておこ

フ。

反映論者にもわかりやすくいえば，実践の哲
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学にとっての哲学的物賓とは，i様性，人間的な

主義性的濡動，実践なのである。すなわち，唯物

論的な「客手本J は局時に生体的な活動なのであ

る。ぞれは「主体的客体j である。それはその

行為のうちに，受容もし，反映もすると

表現し，創造している人間の話畿に地ならないの

ここに人慌の行為，爽践と物質的事実的な事在

とを結合さ予せ，人々の行為連関を対象とする

してくるのであって，これが「唯一の学」

としての涯史の学，実践の学に地ならない。

「人間的な思考に対象的な真理が到来するか
テオリ司

どうかという問題は…一理論的な開題ではなく，

実践的なf建築重である。実践においては人間は綾

すなわち現実性とか，比岸笠を

れは実践

から遊離している一ーの現紫投あるいは非現実

性に慢する論争は純粋にスコラ的な

るJ15) 

人間的な態考に対象的な真理が潤来するかど

うか，理論が客観を正しく反挟しているかどう

か，が問題なのではない。思考はその怒、考とし

ての自立性を主張するのは幻想である。ぞれが

有効なのは感性的対象的活動から分離されない

ときだけである O マノレクスにあっては，

動会物質一社会的実践から切り離さないという

ことがマルクスの哲学なのである。したがって，

認識の妥当性という認識論的な問題は生態しょ

うがないのである。実践の哲学は思考活動，意

識を社会的獲践，物質的な活動から疎外しない

ということにある。ぞれがゆえに，

は哲学の実践という存在論的地平にしかその住

み家 ない。

しく反映したもの，

これら

肢映論的喰物議}の化に奉殺するという

とになる。これは事実上どういうことになるか。

しく反映したと称する人関の詣己正当

化に実践が科用されることであり，この人に他

15)前掲 rマルクスぉエングノレス金主義.! 3， 592J要。

の人々は奉仕ナぺきなのである。反映論が行設

っく と との続ーとは，実践による検証

ということになり，ぞれ

ることになる。ここでの実援は特定の観点、から

のみ主題化されている。すなわち， この覆のき認

はある仮説の妥当性，真偽を検註するという

らみられ，その理論にとって有効か否か，

役に立っか立たないかという点から判断されて

いる的である。したがって，築践が実科的，功

利的侭u酸からのみとらえられている。こ

実援のとらえ方として，実践を「糞験と

としたエンゲルスの椀を我々は知っている。こ

実践がマルクスによって批判された「卑

俗なユダヤ的形燃」に歪少佐されているという

ことになる。理論と3建設の統…の問題が英語に

よる検証という形態?とらえられる場合，ぞれ

はフツレジョア的形態におげる実利的行為という

ものに歪少化滋れ，それは理論と

はなく分離である。

反映織の帰結は，認識論的には受動性と客観

主義，経験的には外部投入主識という

への帰結となる。

は認識の妥~殺という認識論的な

関越を主題化しない。とはいえ，認識論(Epis-

temology)と無関係ではありえない。ぞれは感

性的活動から遊離した分業丹帰結たる頭脳労働

の産物としての哲学にま詑判的に関わるという

認識論的意義を有するのである。したがっ

て，マルクスの突銭の哲学は営学の笑織として，

他方では哲学の批判としての関商をもっ。認識

議的鶴岡という点では，読存の哲学，あるいは

イデオロギーに対して批判的に関わる点にある

が，それは批判的活動としては実践的行為に龍

ならず，実践の哲学に鵠擬されることになるο

3.感性的世界の現象学

「歴史の学J 実践の哲学は「一定の物繋的

な，彼らの懇意から独立な諸制捜，藷吉宮提，

条件のもとで?活動しているところの諸個人j を

とする。これらの人々が何であるかを知
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るということは，彼等の活動の一定の方式，諸

個人の一定の生活の様式，諸個人が自分の生

(Leben)を発現する方式，すなわち，彼等の存

在の仕方を問うことにある。以上の人々の生

(Leben生命+生活)の生産のあり方が感性的

世界の現象学的記述を与えるものである。

マルクスはこの感性的世界について分析的に

そのいくつかの契機，要素について語りはする

が，強調するのは実践の全体であり，これらの

各要素は共存し，相互に浸透し，いかなる場面

においてもこれらは切り離されたり，全体から

孤立化されて理解されることはない。

〈第一の契機〉

人聞は「歴史」をつくることができるために

は，人聞が生活しえなければならないというこ

とである。したがって第一の歴史的行為はそれ

らの前提たる欲求充足のための手段の創出，つ

まり物質的生活そのものの生活である。これは

歴史全般の根本条件であり，いやしくも生命を

維持するためには日々充足されねばならない条

件である。あらゆる歴史把握の第一条件は，こ

の根本的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 16)。

[追補] この叙述の異稿(? )において別

様の記述17)がある。

「すべての人間史の第一の前提は，生身の

人間の諸個人の生存である」

まずもって人は生(生活+生命)そのもの

という事実，生活の欲求とその充足という根

本的で時代をこえた事実を認めなければなら

ない。この人間の生活が他の動物から区別さ

れるのは，人聞が思惟したり，意識を持つと

いう点にあるのではなく，人間の欲求の充足

の仕方が自らの活動の介在によってのみ達成

される点にある。その意味するところは，人

16) DI， 22-23頁。
17) DI， 22-23頁。

間的現実についての我々の理解は，自然を我々

の生活手段にっくりかえる我々自身の活動か

ら独立したものではなし切り離しえないと

いうことである。

これこそ我々自身の行為についての解釈学

的基礎をなす。現実とは人間的現実であり，

それは自然と相互浸透したところのそれであ

り，我々がこの人間的現実から意味を汲み出

したり，意味付与する解釈的行為以前に，そ

うした行為をなしているということである。

我々は人間的現実の叙述において，人間生活

はたんなる生活の維持以上のものであること

を認めるものであり，人はその行為に意味を

与えたり，意味を受けとったりする存在でも

ある。かくして我々の行為は歴史的行為，文

化的存為でもある。そうして，この我々の行

為の意味の超越的領野が生，生きることに他

ならない。

く第二の契機〉

充足された最初の欲求そのものが，すなわち，

充足の営為ならびに獲得の充足用具が新しい欲

求へと導くということ，この新しい欲求の創出

が最初の歴史的行為なのである。人聞は何らか

の本能的欲求の充足以上のものであり，この基

礎的な欲求の充足が同時に人聞に新たな可能性

を開くものである 18)。

く第三の契機〉

「自分の生活を日々更新する人聞は他の人聞

を創出」し，最初の社会的関係としての家族を

生産する。この増大した人口数が新しい欲求を

創出する。

以上の生産，活動は「社会的活動の三側面，

三契機であり，今日においても依然として歴史

のうちでも自己を貫徹しているJ1九

18) DI， 24-25頁。
19) DI， 24-25頁， 26-27頁。
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く第四の契機〉

「生の生産」は労働による自己自身の再生産

であれ，増殖による他人の生の生産であれ，そ

れは二重の関係として，すなわち，一面では自

然的関係として，他面では社会的関係として現

われる。「社会的」というのは，それがいかなる

条件，様式，目的であれ，-複数の諸個人の協働」

であるo この協働の様式がそれ自身一つの生産

力なのであり，-生産力」としての「協働様式」

が創出され，生産される 20)。

以上の事態は，本源的な歴史的諸関係の四つ

の契機，四つの側面を指示するものである。人

聞は必然的に社会的であり，人聞は歴史的に発

展する彼らの欲求との関連において，生(生活+

生命)を生産するが，それはいつも様々な歴史

的な形態をとった一定の社会的，相互依存的基

礎のうちに達成される。

この四つの契機こそは感性的世界の構成契機

であり，感性的世界の歴史をなす。この四つの

契機に人が何らかの形式で関わるということが，

世界と歴史の源体験をなし，感性的世界の構成

と受容をなすものである。この感性的世界につ

いての叙述をなすイデオロギーを度外視すれば，

すなわち，イデオロギーに対するエポケーをほ

どこすならば，四つの契機において現われる人々

の諸行為，実践こそ感性的世界の素材をなすも

のであり，これらこそは，これ以上還元不可能

な生の全体性に他ならない。

く最後の契機〉

いま，はじめて我々は人聞が意識をもっとい

うことを見い出す。しかし，この意識たるや，

もともと“純粋"意識などというものではない。

“精神"はそもそもの初めから物質に“溶かれ

る"という呪いを負っており，謂うところの物

質はここで運動する空気層，音，要言すれば，

言語という形で現出する。

20) DI， 26-27頁。

言語と意識とは同一年齢であって，言語は，

実践的な，他の人聞にとっても実存するがゆえ

にまた私自身にとってもはじめて実存する現実

的な意識である。そして，言語が生成するのは，

意識と同様，まずは他の人間たちとの交通の欲

求，必需からである。

私の四囲に関わる私の関係が私の意識である。

ある関係が実存するところ，それは対私的に (fur

mich)に実存する。動物は何ものとも関係せず，

そもそも関係しない。意識はかくして，そもそ

もはじめからすでに，一つの社会的な生産物で

あり，いやしくも人聞が実存す忍かぎり，そう

でありつづける 21)。

「本源的な歴史的な諸関係の四つの契機」を

考察した後で，我々は人聞が意識，したがって

言語をもっということを，-見い出す」とは，意

識と言語について語りうる地平に立っていると

いうことを意味する。すなわち，言語と意識を

介して，感性的世界の各契機，活動の諸側面が

我々にとっての関係として人々の意識にもたら

されることであり，有機的全体性としての人々

の生活が組織づけられることを意味する。すな

わち，感性的世界における人々の諸活動に形態

が付与され，人々によって認知され，意識化さ

れると同時に，逆に人々のこの意識によって人々

の諸活動が発展していくものとなる。意識と言

語を持つということは，人々が有機的統一性と

して関係づけられた感性的世界への住みつきを

可能にするとともに，活動の広がりに伴う拡大

された周囲世界を感性的世界のうちに組織化す

ることに他ならない。人々は感性的世界におい

て言語と意識を獲得するとともに，言語と意識

を介して感性的世界を組織する。それは感性的

世界を文化的世界として統合していることであ

る。言語と意識は文化としての形態を感性的世

界に付与するとすれば，そこでの人々の活動，

それを担う現実的諸個人はその質料的側面であ

21) DI， 26-27頁， 28-29頁。



1990. 12 実践の哲学麿波 9 (267) 

る。感性的世界が人々にとっての伎界として統

握されるのは，文化としての形態を付与する

語と意識によってである。

以上の感性的笹界の諸関係の特震は何よりも，

人々が「私にとって furmichjの関係として組

織化される点にあっ

「私の悶屈に関わる私の関係が私の;意識であ

る。ある るところそれは対私的に

る。動物は何ものともぎ撰

イ系』せず，そもそも関係しない」

払の四囲への撰わりは対私的なものとしての

関わりである。人情の動物との違いは，人掲の

盟囲への関わりが再帰性を持つという点にある。

関係する (verhaltensich) という関わり方は，

活動を通じてそれが意識にもたらされる点、にあ

る。私から発してまた私に再寿するという

性が，私にとっての自然，私にとっての偶者と

して意識されることである。意織はこうした関

わる kいう活動全体から護得されるものであり，

需時に意識はそうした関わるという行為の推進

と毛主る。この意識されるということは言語的

えられることと持ーであり，こ

的表現によって，毘闘世.界への関わり

ることになる。表現は関揮に光奇もたら

現は潟器世界への関わりに議味を与えることに

よって，私にとってかけがえのない贈囲世界と

して存在しはじめる。

意識は観念論的哲学がするように，感性的蛍

界に対する密立的饗紫でもなければ，人間的現

存在の理解にとっての最初の前提でもなければ

もない。意識は生の生産，欲求の充足

と人間的要素の新たな可能性の創出における機

能的契機である。それは感性的t世界の新たなる

可能性にとっての構成的契機，人間的環実の可

能性の充足への屡盟を与えるものである。とむ

意識について言われたことは替語にも妥当する。

も人々の相互故存的関保，人間的現実の新

たな可能慢を開き，充足する機能的強件である。

意識，その表明のされ方は人間的現実の新た

な可能性への開けとして機能的に表明されるも

のである。議識は惑'1金的世界の発牒的設相

うものとすれば，それは人々の笑隣的態度，

企として現われる。したがって，ぞれは対他者

及び対自然に対して欝{系志向的な「……したいj，

更にはに…ーをすることがマきる」という能動

般において表坊されるものに櫓ならない。

オントロミ，-

4.感性的世界の存議論

ドイツ鰭の Lebenは生活，生命という

持つ。感性的投界を生活世界，又は主主務過程と

して表現しさることができないのは，こお世界

のうちには，放さることという生 (Leben)の機

能が導入されている点にある。この「生さるこ

とj は r…ーしたいj，r……?ぎるJ という仕

方において表明怒れるものに能ならない。

と欲求の充足の生漆，他人の

と欲求の発麗，感性的世界のどの行為も

離造としての行為令あり，ここでは人と人，

人と自然の関係すら，生産されるものとして，

生産の紫I味が主主張されて現われる。すなわち，

生産量とは，単に生活手段のさ色産という狭い意義

においてではなく r生さることJを実現する

として拡張されたあり方にある。感性的世界

は鍔よりも趨越的な「生きるとと」

と意識を媒介にして編成されたものであり，そ

の「主主怒ることJ に連なるものが生霊霊的な営み

として，有意味伎をf寸与される。感性的官界の

構成約契機，諮側面は歴史の段常的な過程では

なく，どの裁機もがf患の契機の発撲にとっての

有意味的興機であるということは，歴史がまさ

しく有議味的な関係の豊富住として存租ずるこ

る。人々がこうした「生きること」

しているかぎりで，人々

有3意味的に)援るまっていることになる。「生さ

ること」は意味を与えることである。

この「生きることj の有意味慨を共有するこ

とが議設的世界における人々のあり方である。

この「生きることj を意味違主感として生の充実

る人々の椙互の連関は，稲立に無関心

(Abhangichkeit)ではいられない。共に密議し
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あい，粍乗的連関にあり， 自立的(selbst

standlich)ではいられない。この人々

は同質， .均繁，平均的な議題人の協働ではな

しそれぞれ室長泉ある調'設的な諸個人の協鷺で

ある。そのあるがままの形での協働であり，そ

の差異ある言喜怒入がうまくかみあっていげると

いうこと，その差異を捕い合う栂補性，共鳴的，

共援動的な関連が協畿に情ならない。人々

の有機的関捺とは，年齢，性，肉体的，精神的

な棒々な詣での倒性的な器禁ある諸個人の協議

である。マルクスが人類発擦の擁泉をこの点に

求めるのは決して環出のないことではない。

は我々の羽需用語においても

ていることである。英語で， How are you ?に

対して， Fine， thank you !という返答は以上の

ことそ議示する。 Howareyou?ぽ直訳すれば，

「いかに存在しているか」という存在論的関い

かげであるが，この間いでもって rどうしてい

るのかい，充気でいるのかむりという生につい

ての爵いをなしているの?ある O それに対する

は「元気だよ，ありがとう j という飽者へ

の配躍，調互存夜性の表明である。社会的存在

としてお感性的世界は鰐よりも「生きること」

に浸透されておにそこでの人々は共同釣なあ

り方に他ならない。

f世界のうちには r生さること として

導入されているということは，存在，したがっ

て「あることj は侍よりも生成 rなることJ を

も意味するZ九この「なる」ということ

おける「説をJ を生きることに他ならない。こ

の「いま」とは，由来としての過去の土台の上

怒ることであるc すなわち，現在から軒絶

され，五五却された鴻去ではなく，今を形成した

選去としての由来に遺棄づき，まさに来たらんと

る「いまJ を生きることでるる。したがって

「あることJ は「なろうとする」ところのもの

るO したがって，先に感性的世界は「生き

22) rめること」と「絞ることj の純一性については，
E ・ブロム「生きているということ~ (佐野務総訳，
紀伊凶燦警Jふ 1977f科，参照のこと。

ること j を核として，盟額約に組織dれた世界

であることを見てきたが，ぞれは時掲的にも組

織されたものであることがわかるo 感性的世界

は空陸的持関的にさkの統一牲において現われる

世界である。

エピステモロジー

5.惑性的世界と認識檎

感性的世界においては，人々の諸活離は「生

きることJ の統一教のうらに繍成されているこ

とによって，有意味性そ受けとってきた。

約世界から切断され，自立化されて現われる

理念，思想等々はその意味では無意味性な

ものである。というよりは，それらはむし

ろ感性的世界から主題を受11とりながら，その

ことを;忘却し，自立北したものとして現われる。

したがって感性的世界という全体性との連|鳴を

明礎にすることにより，その自立性というみか

けを批判することが惑性的世界が認識論にとっ

る意義であった。ぞれ自身で自是的なも

のとして，告らの漣毅i握泉さをEIら充足しつつ自

己運動していくかに晃えるイデオロギー

的世界のうちに定往しなおし，人々の生活から

切り離され，人々の生部を逆に指示する超越性

をま誌轄するということがイデオロギー抵轄であ

る。

我々 マルクスの実践の哲学は認識の妥

当g往という問題を主連霊化しないということ

ベた。とはいえ，認識論的には，感性的世界か

ら自立したイデオロギ…に批判的に関わってい

くものとして実践の哲学は哲学の批判でもある

とした。すなわち，この場合，認識議Epistemol-

logyとは，何よりも知Epistehmeのありガそ悶

るということである。ぞれは何よりも，

感致的世界から分離したあり方をしている意識，

思想，思考に批判的に関わることである。

感教信世界における知，知識とは人々のそこ

での諸活動の産物として蓄積され，人々の共有

慰産としてある。人々が感性的世界のうちでの

行為を遥じて知を獲得するわげで，知に対して

人々の活動が総えず先行している。この活動を
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通じて周囲世界の事物に通じ，親しみある，熟

知したものとして人々は感性的世界を生きる。

感性的世界における知とは，人々の生活の必要

から生じ，そこへの住みつきと共に発展するも

のであり，それは何よりも生活から流出し，生

活のうちに編み込まれたものである。

このことは感性的世界という全体性のうちに

遡及するまでもなく，我々の日々の日常的生活

世界において体験していることである。自動車

について知っているとは，その運転をすること

が「できる」ということであり，英語を知って

いるとは，それを使用することが「できる」と

いうことである。それは我々の生活を可能にす

る知であり，-知ること」は同時に「できる」こ

とであり，この「できる」ことの会得が我々自

身の世界での存在会得なのである。

知と行為とは切り離すことができない。理論

と実践との統一とは，思考活動を感性的活動か

ら疎外しないということに他ならない。こうし

た人々の活動と実践に結び、ついたものが知であ

るとするならば，知，知ることは，何よりも人々

の活動，実践およびその成果に表現を与えるこ

とである。知ることとは，表現することである。

表現するとは，何よりも言語的に把握すること

(Begreifen)なのであり，そのことが理解する

ことでもある。理解できていないことは表現し

えない。「わかっているのだけれども，うまくい

えない」ということは理解しえていないことで

あるし，表現を通じて理解に達するのである。

言語的表現，意識は人々の物質的活動，物質

的な交通の表現なのである。表象したり，思考

したりする，精神的な交通は感性的世界におけ

る人々の交通の直接的な流出に他ならない。

意識とは意識している存在以外の何ものでも

ない。人間の存在とは彼等の現実的な生活過程

に他ならない。したがって，意識とは，その活

動の仕方，様式，あり方に結びついており，切

りはなせない。人々の活動の仕方が，したがっ

て存在の仕方が特殊な仕方であれば意識もそう

した特殊なあらわれ方をする。この人々の活動

のあり方，存在様式を問題にしないで，-認識は

客観的事物の人間の意識への反映」であるとい

うことは幻想に他ならない。「客観的事物」とい

う客体化され，我々から切断されたあり方をし

ているものに反映という事物に対する受動的立

場をとるというこの人間のあり方こそが問われ

なければならないのである。すなわち，運動態

勢，活動，生き方の相異は意識態勢の相異とな

る。このことを抜きにして認識は一致するとい

うのは独断論である。これこそは，感性的世界，

人々の現実的生活から離れた，自らもそのうち

にいながらそのことを忘却している分業の帰結

たる頭脳労働の産物に他ならない。すなわち，

反映論は超越的に，世界を上から観察し，自ら

は動かず他者を動かす地点に立つものの意識態

勢の表現に他ならない。

[2] イデオロギーの現象学

1 .イデオ口ギーへの意識の遍歴

意識は人々の現実的生活過程から生じるもの

であって，その意識のあり方は当の人間のあり

方から切り離せない。人が何を意識し，何を考

えているかは彼の生活のあり方そのもののうち

に表明される。人は言っていることと，してい

ることとが喰い違っていることを見，聞きする

が，当の本人の考えていることはその言ってい

ることにではなしその行為から判断されなけ

ればならないのは，ここからくる。

すべてのイデオロギーにおいて，人間ならび

に人間の諸関係が箱式カメラのように，逆立ち

して現象するこの現われは， λ々 の歴史的な生

活過程から流出するものである。それは網膜上

での対象物の倒立が人々の直接的な肉体的過程

に根差しているのと類似的であり，イデオロギ

ーにおける逆立ちは，現実的生活過程の逆立ち

したあり方に根拠がある。このような現実的生

活過程の構造変化をマルクスは何よりも分業に

求める。
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(i)意識の端初，これは動物的であるが，これ

が動物と区別されるのは，人間の意識が本能に

とってかわっていること，その本能が意識的な

本能であることによってである。

(ii)種族意識の発展，この種族意識は生産性の

向上，欲求の増大，そしてこれら両者の根底を

なすところの人口の増大によって発展する。

(iii)自然生的分業の発生，種族意識の発展の中

で，本源的には性行為における分業にすぎなか

った分業が進展し，やがて自然的な素質，欲求

や偶然的な諸事情によって，自然生的に分業が

始まる。

(I¥;時刻質的労働と精神的労働との分業によるイ

デオロギーの生成，分業はこの二つの分業への

分割が現われた瞬間から，はじめて現実的な分

業となる。この瞬間から，意識は現存する実践

の意識とは別のあるものであるかのような自家

像を現実に描くことができるようになり，現実

的に何かしらを，現実的なものを表象すること

なしに，表象しているかのように思い込みうる

のである。この瞬間から意識は自己を世界から

解き放ち，純粋な理論，神学，哲学，道徳，等々

の形成へと移ることができるようになる23)。

我々は意識の遍歴をたどることによって，イ

デオロギーと呼ばれる身分のものにたどりつい

た。このマルクスのイデオロギーの規定を土台

として，イデオロギーと感性的世界の関係を多

少，堀り下げてみよう。

「意識はもちろん当初は，身近かな感性的四

囲についての単なる意識であり，意識にめざめ

つつある個人の外部にある他の人物や事物との

局限された連関の意識である。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

な威力として立現われ，人聞はといえばそうい

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;こうして純粋に動物的な自然意識(自然宗

23) DI， 28-29頁， 30-31頁。

教)一一そして他面では，四回の諸個人との結

合関係に入らざるをえない必然性の意識，人聞

は社会の中で生活しているのだということにつ

いての意識の端初。この端初は，この段階の社

会生活そのものがそうであることに照応して動

物的である」叫

ここでマルクスがイデオロギーと呼ぶものと

「単なる意識」との区別がなされていることが

わかる。「意識とは意識している存在以外の何も

のでもない」のであって，人々が動物的なあり

方をしていれば，意識もそうである。すなわち，

自然に対しては自然意識(自然宗教)が，人々

との関係においては群棲意識が現われる。ここ

で例えば自然は「疎遠な全能で不可侵な威力

(Macht) Jとして現われ，人々は自然宗教とし

ての意識を流出する。こうした自然宗教という

形式において人々は自然および人々に対して象

徴的行動をとる。この象徴化形式を通じた人々

の行為から流出する意識は決してイデオロギー

としての身分を獲得しているわけではない。そ

れがイデオロギーと呼ばれるには，感性的世界

から流出したものであっても，それが自立的意

識，自己を世界から解き放ちまさに自由を体現

していると称する意識においてのみそういえる

のである。それをマルクスは精神的労働と肉体

的労働の分業に求めるのである。自然宗教を持

つということは，人々が動物的な活動様式以上

のことをしていないということの表現であって，

これをイデオロギーと定義すれば，人は言語と

意識を持つようになれば，イデオロギーを持つ

ということになる。言語と意識は同一年齢とい

うことにイデオロギーもつけ加えなければなら

ないということになる。この点では，マルクス

はそうはいっていないことを知っておく必要が

ある。

対自然，対人間との関係が不透明性を持つと

いうことが，自然宗教，闇羊意識，群棲意識を

持つということであるが，この不透明性そのも

24) DI， 28-29頁。
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のだけではイデオロギーは生じない。意識，言

語が活動をあざむかないかぎりで，それはイデ

オロギーではない。

とはいえ，人々は象徴化形式をもった行動に

おいてしか実は感性的世界に参加しえないとい

うことである。象徴化形式をもった行動をする

ということが人間の人間たるゆえんであり，そ

れは言語したがって意識をもっということなの

である。その場合，意識が世界を正当に把握し

えたものかどうかとは関係のないことである。

したがって，イデオロギーのことを虚偽意識一

般に拡張することはできないのである。自然宗

教，群棲意識を後から観察する我々が虚偽意識

であるとして定義したからといってそれらをイ

デオロギーとは呼べないのである。したがって

反映論からすれば，客観的事実を正確に反映し

ていないものはイデオロギーというものになる

が，この点でも反映論はイデオロギーを把えそ

こなうことになる。

とはいえ，人聞が象徴化形式をもった行動を

するということがなければイデオロギーも生ま

れないということは事実である。すなわち，人

聞が象徴行動するということが，分業という条

件のもとでイデオロギーを生み出すということ

が理解されなければならない。

ところで象徴化形式(言語や記号)をもった

行動=象徴行動という文化的形式を伴っている

ということは，もはや人聞は自然からはみ出し

てしまったものであるのか。すなわち，人聞が

人聞になるという自体，反自然的なあり方にな

る主いうことであろうか。これは人聞が文化に

よってからめとられ，浸透され，もはや自然と

しての人聞を喪失してしまっているという立場

からするものである。これはいわゆる構造主義

の立場からするものである。自然に対する文化

の人聞に対する根源性の主張である。

人間の象徴化形式を伴った行動が世界を構造

化し，象徴，言語，記号が構造化された全体と

しての大文字の主体となり，これの呼びかけ，

審問によって人聞を小文字の主体としての人間

にするというのがそれである。これがアルチュ

セーノレ派のイデオロギー論なのであるが，我々

はこの文化を通じて人聞が構成されるという側

面を決して否定しない。しかし，象徴行動をと

るということが直ちにイデオロギーになるので

はないということもすでに述べてきた通りであ

る。しかし，決定的に重要なことは，この構造

化された文化を変革する行為を先取りするイデ

オロギーの決定的な重要性はアルチューセール

からは読みとれない。この点は別のところで展

開するはずである。

以上の構造主義に対して，人聞は成程，文化

によってからめとられるが，その基礎には人聞

は自然として，したがって自然的過程を根に持

たなければそうした文化を習得し，文化的に形

成されないというのが現象学的立場(自然の光

の目的論=メルロ=ポンテイ)である。現象学の

立場も，例えば，メルロ=ポンテイは知覚といえ

ども言語という文化に浸透されていることを十

分に承知している点からすれば，反自然として

の人間という側面と自然の延長としての人間と

いう「自然の光の目的論」の聞を動揺している

ということがわかる 25)。

現象学は何よりもある根源的な明証性という

ことを求める。そこに自然の延長という人聞に

とっての根底を求める努力を理解することはで

きる。しかし，我々はどのような時点から人間

になったのかという遡行的問いを出すとき，個

体発生であれ，系統発生であれ，その点を経験

的に明らかにしようとすればするほど，それは

閣のまた閣であるという問題につきあたる。他

面で，人聞は文化をつくる以前に生きていなけ

ればならない。人聞は生きるためにはその糧を

人間の外部である自然に求めなければならない。

今もそうである。人聞は生まれてすぐ言語を習

得するわけではない。その前に「生きる」という

25)構造主義と現象学との対立についての構図は，小

出浩之『シニアイアンの病い』の第 I部第三章「現

象学的分裂病論の問題点」参照(岩波書庖， 1986 
年)。
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ことがある。他面で，人聞はその形質を遺伝的に

次の世代に伝えるーその伝えられる人聞は文化

的世界のうちに形成されたものである。人聞が

直立歩行するという動物であるということ自体

が文化の形成物である。「立つこと」自体，人聞

が自らをデモンストレーションしていること，

他者を意識するという文化的営みに他ならない。

身体は表現であるということは人聞が立ってい

るということのうちにすでに示されている。こ

の立つことができるという形質そのものが遺伝

情報として次世代に伝えられていくのであるか

ら遺伝的形質すら文化に浸透されている。

我々は人聞を文化か自然かの二者択一の問題

としてではなしすなわち，それはいずれか一

方に還元しえない等根源的なものとして見る必

要がある。そのことは心身二元論をこえたもの

を意味する。心と体 (Kδrper)は共に分離不可

能な身体 (Leib)に他ならない。人聞にとって

共に等根源的である自然と文化は身体のうちに

統一されている。この身体=表現であるという

ことは，先に指摘しておいた実践の哲学の根底

に行きつく。 l我々は比轍的に実践の哲学にとっ

ての哲学的物質を感性，感性的活動としていた

が，身体=表現とは何よりも活動している人間

のことであり，それは同時に，意識とは意識し

ている存在でもある。我々は今や，精神労働と

肉体労働の分業が問題になるところでイデオロ

ギーについて語りはじめるのであるが，それは

同時に心身二元論の世界が聞かれることでもあ

るということが了解しうる。

精神的労働と肉体労働の分業において，精神

労働の従事者において，その意識は一種の世界

からの解放を体験する。感性的世界のうらに織

り込まれたものから，飛び立ち，自由に躍動す

るものとして，それは純粋な理論，神学，道徳，

哲学として自律化し，世界を解釈し，世界を説

明するものとなる。今や意識は世界を解釈し，

説明するものとして人々の活動を指示し，こう

した感性的世界から分離した意識に基づいた行

為が感性的世界の上に開花する。

一方ではただ考えるだけで，他方ではただ物

質的労働にのみたずさわるという分業の生成は，

意識を不可欠な機能的要素とした実践の社会的

統一性を分解し，意識を自立化させ，行為と知，

理論と実践とが分離し，心身二元論の世界をっ

くり出す。この分業は一方での唯物論，他方で

の観念論を生成しはじめる。

一方では，自立化した意識の自由な躍動は自

己を世界の構成者として思いあがり，他方では，

受動的に活動する人聞にとって，能動的側面は

観念論者に奪われた結果として自己を世界によ

って受動的に構成されたものとして意識する受

動性が対応する。無思想な活動と無活動な思想，

享受と労働，生産と消費とが別々の人々に分与

されることによって，意識(社会的意識)が現

存の社会的諸関係と矛盾に陥るという事態が生

じるが，これは現存の社会的諸関係が現存の生

産力との矛盾に陥ってしまっていることの表現

に他ならない。

三つの契機，生産力と社会的状態と意識とが

相互間で矛盾に陥ることがありうるし，またそ

うならざるをえない。以下，この点を見ること

によって，イデオロギーの性格を更に追求して

いこう。

2.生産力，社会状態， (社会的)意識の相互

聞の矛盾

生(生活+生命)の生産は，一面では自然的

関係，他面では社会的関係として現われる。こ

こでの社会的というのは複数の諸個人の協働に

他ならず，一定の生産様式ないし産業段階は，

つねに一定の協働の様式ないし社会の段階と結

びついており，乙の協働の様式がそれ自身一つ

のく生産力〉なのである。

人々の協働様式そのものは感性的世界のあり

方をも意味するものであり，それは生の生産に

おける全体性であった。これが生産力であると

いうことは感性的世界が生きることへ結び、つい

た力 (Kraft)に満ちあふれたものに他ならない

ことを意味する。それは力の体系として統一性
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をもっ。この統一'誌が分解されるということが

文理に矯ならない。この文明をつくり出すもの

こそ分業に危ならない。

人々が告然生的な社会のうちにあるかぎり，

って，特襟特害と共灘利害の分裂が実存する

かぎり，秘義主が自

れているかぎり，

彼にとって一つの腕速な対抗的な威力(Macht)

となり， i演がそれを支耳目するおではなしこの

カ (Macht)のほうが人間を抑制する，という

ことである。つまり，活重きが配分dれはじめる

と，各人は畠分に押しつけられる一定の排他的

な活動領域をちつようになり，それから脱け出

せなくなる。

窓識の転倒i的なあり方は何よりもこの分識の

もつあり方に根拠をもっ。自ら生み出し

が人々を支記し，抑圧するカ (Macht) として

現われ，しかもその排他的活動領域から人々は

抜け出せなくなる。橿互に告立的，携強的な分

識の発展という静式において社会的な協観様式

が展開していくということが生議カの発展そな

す。したがって，生産力の発艇は様々

域が増大し，その増大した語数領域への人々の

記分として現われ，協働様式は分業という多目支

的体制によって担われることになる。生産力の

発展は分業の発展として，人々の相互の連簡は

掠立性，無関心霊，不透明牲として現われ，そ

の積玄関の連関の緩衝1はそれだり臨難となり，

見謹しがたくなってくる。生産力と社会状態と

むこの関係はまぢに協働機支えの爵11!U艇に他なら

ない。以上の事態はそのi南側面が矛績に賄って

いることの表現に械ならない。

通常，生産力と生態関係の矛態とは以上の鍔

題が，狭義の

ろでの，しかも護小fとされたところでの表現に

俄ならない。マルクスが生謹力と社会状態との

において表現しようとするりは，惑性的世

界の全体状況におげる若君を指示している ζ と

されではならない。

生産力と社会状態との矛震の表現として，人々

と社会的状態と

ているという問惑がいかなることに基づくのか

がわかる。それは何よりも人々の活動方式に摂

拠がある G

分業によって人々は排他的活動領域から抜け

出せなくなり，それは人々に対立する力(討acht)， 

社会的作為持束力として現われる。この排他的

活動韻域は排龍牲という点で，いつも悶摂酉を

もっ。まず，排他性とはf患者を排除し，その課

iされた活動操域を守り，担っていくという

とであり，そこに初等を見い出すということマ

ある。{母方で，そこから抜け出すことが不可能

であるがゆえに，そこでの議離を担っていかざ

るをえないということである。この滞緩性のゆ

えに，人々は一方では排他的活動鱗誠における

手Ij筈を握っていくと問時十こ，処方で，そこ

じるコンブリク r，葛藤，をも担っていかなけれ

ばならない。こうした荷義性会持つとはいえ，

いまやこの排地的活動譲域は人々にとっての己

常的生活世界をなす。何はともあれ人々はその

世界を生きていかな砂ればならない。今や，

性的世界は人々にとっては，難問された額議内

における小さな宇街としての と

して体験される。この世界にいるかぎり，人々は

今日も誇自と同じように，明Elも今日と陪じよ

うにといういわば日常性を地平牲において体験

る。かくして， El常的生活世界は情性欝とし

て人々はそこから抜狩出せなくなるのである。

この地率性，慢性性に支えられて人々

世界と自己に対して基本的信頼をよせてこの世

きていくものとすれば，他酉で，それは

当の人留を狭騒な世界のうちに興じ込め，狭i議

な視野しか与えぬものとして現われる。かくし

て，人々は日常的生活霊界の地平以ょのもの，自

分の屈の諮さ以上のものを見ることを喪失するo

ここに，轄持的労働に従事する人間の活動額

竣が現われ，密分の日の隠さ以上のものが見え

ない人々にかわって，世界を説明し，世界のや
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でいかに生きていくべきかが示される。彼等に

よって解釈された世界が，狭障な日常的生活世

界の住人に提供され，彼等による精神的な世界

形成が進む。精神的労働に従事することは，自

らも排他的活動領域のうちに閉じ込められてい

るのであるが，かえって，肉体労働からの解放

は，世界からの分離として体験される。すなわ

ち，物質的な関わりあいの直接性からの分離は，

一種の世界からの解放として体験され，現実に

対するある種の支配に成功する。

すなわち，一方では精神的労働の従事者が，

残余の世界，様々な肉体労働の諸領域に対して

主体として構成される。それまでは体験される

だけであった世界が客観化され，様々に解釈さ

れ，象徴化さlれ，理念化され，精神的に再構成

された客観的世界が提示される。すなわち，人々

に理念の衣を着せられたものが客観的現実とさ

れる。精神的労働の現実からの分離の程度に応

じて，主体とそれから分離した世界構成という

こつの独立性が進む。それと同時にその分離は

固定化され，様々な分野での排他的活動領域の

固定化が進む。自然生的な分業が「物質的労働

と精神的労働との分業が現われた瞬間から，は

じめて現実的な分業になる」とは，以上のこと

によるものである。

3.イデオロギーの自律性とその現象学

イデオロギーが分業を地盤として生成してく

るということは，少くとも二つの論点の基礎を

提供していることを我々は今までの議論の上に

つけ加えるこl とができる。

第一の論点

まず，イデオロギーの生産者，イデオローグ

についてである。この点で，グラムシの知識人

論が持つ意味を感性的世界という全体性範時の

うちに位置づけることによってその決定的重要

性が理解しうる。グラムシは知識人を伝統的知

識人と有機的知識人の二大範轄に弁別する。

伝統的知識人は何よりも生産者の世界から遊

離した知識人であるのに対して，有機的知識人

は生産的世界と結びつくとともに生産的世界の

表現者として位置づげられる。伝統的知識人は

生産者の世界から分離しているがゆえに，自己

を世界から超越した，不遍不党の，利害から超

越した純粋理論の創造者として自己を位置づけ

る。こうした知識人は自己の理論を純粋理論で

あるがゆえに，時代を超えたもの，永遠の真理

として位置づけがちである。

他方，有機的知識人は生産者の世界との結び

つきを隠さないばかりか，その中での需品哉者，

能動的な政治家として行為する。有機的知識人

は生産者の世界の中での専門家+組織者なので

ある。しかし，有機的知識人も自己が結びつい

ていた集団が過去のものとなり.新しく上昇し

つつあるがいまだ従属集団である生産者と遊離

するならば，伝統的知識人となる。

こうした意味での知識人の存在が上部構造の

多様性を与える。例えば，フランスのように支

配集団の諸分派が多様な政党に自己の表現を見

い出すのは，過去から蓄積され継承されてきた

伝統的知識人達の伝統の重圧に他ならない。こ

の上部構造における政治的表現の多様性が生産

的世界に寄生するとともに，現状維持の惰性力

として働く。勿論，危機的状況のもとでは多様な

分派としてあった集団は結集するが，そこでも

また伝統的知識人は重要な決定的役割を果たす。

伝統的知識人は都会型であれ，地方型であれ，

それが官僚層と政党の指導者を供給しているか

ぎり，それは既存体制の惰性力として働く。し

たがって，有機的知識人は伝統的知識人その思

想的影響下にある人々との関係を切断すること，

伝統的知識人によって自分達の感情に表現を与

えられていた民衆を生産的世界に統合していく

陣地戦を担っていかなければならない。このこ

とは逆の事態も生じる。有機的知識人，それは

生産的世界の民衆の感情に表現を与える頭脳で

あり，集団に集団としての形態を付与する組織

者であるが，その彼が集団から切断されるや，

彼のうちに自己を見い出していた集団は分子化

され，集団は無能な実践的=惰性態に転化させ



1990. 12 実践の哲学唐渡 17 (275) 

られる。

グラムシは生産的世界，生産者の世界という

表現を用いることによってそこから遊離してい

る人間の寄生性を指摘するが，しかし彼等の既

存のシステムを維持するその卓越した能力，そ

の思想的影響力を決して過少評価することはな

い。そのために伝統的知識人，とりわけ聖職者

のもつ組織的役割をあらゆるところで研究して

いるのである。伝統的知識人を超克していく問

題は単純にイデオロギー領域における闘いに還

元しえないのであり，それは既存の社会的分業

を生産的世界，生産者の世界として再編成して

いくことなのである。生産者とは，搾取され抑

圧される人間ではなく，生産においてイニシア

チヴ、と自治的な協働を行う人間のことである。

この生産者の世界をブルジョア社会の中に創出

し，膨張させていくことがグラムシにとっての

陣地戦なのであるが，この再編成にとっても伝

統的知識人とそれを頭脳にいただく上部構造の

諸組織が重圧としてあるということも事実であ

る。

グラムシが「ドイツ・イデオロギー』を読ん

でいた形跡はない。しかし，グラムシの知識人

論は物質的労働と精神労働の分業というこのイ

デオロギー論の基盤に連続していることは疑問

の余地がない。グラムシの構想は依然として我々

にとって貴重な公共的財産である。

第二の論点

マルクスは現実的諸個人の活動からではなく，

意識，表象そのものから出発するものをイデオ

ロギーとし，単に観念的意識諸形態に限定して

いるわけで、はなかった。表象，意識，理念に自

立性を与え，そこから展開される言説(観念的

意識形態)であれ，行為(政治的，法律的営み)

であれ，それらはイデオロギーとして一括され

ていた。その上で現実との関係において「転倒

f生」として性格づけられた。この点では，マル

クスのイデオロギー論は多くのイデオロギーに

ついての諸見解とさほど距離があるわけではな

い。この点でイデオロギーを一種の認識論的な

不完全という定義を与えてもよさそうである。

この点にしぽるならば，多くのイデオロギー論

と共通性を持つ。人々がある問いをたてるとき，

それはそれが生起する社会的文化的価値体系に

よって制約されており，聞いは選択性を持って

現われる。すなわち，ある側面の強調，ある側

面の抑圧，という形式をとり，一面性の肥大化

とか，過度の抽象という批判がそこで展開され

る。こうしたイデオロギーには，いつも「客観

的な科学J，醒めた実証主義の乗り越えの対象と

なる。それはそのつど「イデオロギーの終意」

のスローガンのもとになされてきた。しかし，

「イデオロギーの終意」を待つことは宗教の終

着を待つのと同じほど愚なことである。宗教と

いうイデオロギーをひとつとっても，その強固

な生命力がそのことを雄弁に物語る。ましてや

「科学的社会主義J，これの多くは反映論，自然

科学的な科学主義の形態を持つものであるが，

そうしたものによって乗りこえられると思って

いることほど，イデオロギーは甘くないのであ

る。マルクスのイデオロギー論が際立つている

のは，それが何よりも分業にその特徴づけを求

めている点が再び留意されなければならない。

分業は人々を「排他的活動領域」に人々を振

りわける。この「排他的J ということがイデオ

ロギーの社会的規定性を刻印づける。排他性は

まず，他者から自己の活動領域を守るという点

で，何よりもそこでの利害に執着する。他方で，

そこから脱け出すこともできず，その領域内で

の活動を遂行せざるをえず，その外的強制に対

する人々の適応という点での葛藤，コンフリク

トを生きるということがつきまとう。以上の両

側面がイデオロギーの基底にあり，イデオロギ

ーの社会的規定性を特徴づける 2九

26) C ・ギアーツ『文化の解釈学』第八章「文化体系と

してのイデオロギー~ (吉田禎喜他訳，岩波書庖，

1987年)参照のこと.ギアーツはイデオロギーを

利益説をコンフリクト説または緊張説の二種類に

整理しており，このイデオロギー把握には深く学

んでいる.ただ，ギアーツは様々なイデオロギー

の整理をこの二種類に分類するだけで，どうして
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利益説としてイデオロギーを規定する見解が

あるが，これは排他性が利害に固執するという

点に照応する。利益説としてのイデオロギーは

利益を追求する普遍的な闘いを基礎として生ま

れ，それは権力の追求という政治的闘争と不可

分に結びつく。その言葉は虚偽，欺踊，仮面と

Lて現われる。すなわち，利益の追求は権力の

獲得に結びつき，利益と権力を排他的に獲得し

ようとすれば，その排他性を隠さなければなら

ない。他方，それの随伴物としての対抗イデオ

ロギーはその仮面を暴くものとして，また反権

力闘争に結びつく。

マルクス主義は決してこの側面においてのみ

還元しうるわけではないが，反権力を担う集団

はマルクス主義のこの側面を自己の闘いの武器

として取り入れてきた。正統派マルクス主義，

「科学的社会主義」はこの側面を主要な武器と

しているし，それは反植民地，反封建という闘

争にも結びつくのは以上の点においてである。

マルクス主義のこうした側面の受容は民衆レベ

ルにおける知的装備として広く浸透しているも

のである。それは文化的観念体系を奉じる者の

動機づけを強調し，その動機がいかなる社会的

位置から生ずるのか，とりわけ社会階級に関係

づける。それは正統派マルクス主義にあっては

社会構造という基盤に還元され，理解しやすさ，

明確さとして機能するが，それはある特定の人々

の活動の方式という生きた現実に還元されるの

ではなく，物象化され，物化され，固定化され

たものとしての社会構造に還元される。利益説

としてのイデオロギーは仮面，欺臓としてのイ

デオロギーをまさに本来的なイデオロギーとし

て暴く点に貢献した。勿論，政治権力を手中に

したものが，特定の見方を制度化，強制するも

この二種類であるのか，両者は別々の発生根拠が

あるのではなく，共に分業に根拠があるという点

を見ているわけ1-'、はない.私のここでの試みは，

人々の分業という特殊な活動の仕方がイデオロギ

ーの両側面となって現われるということを示す努

力なのである。

のとしても機能する。

この利益説に対して，排他的活動領域が威力

(Macht) として押しつけられることに対する

不適応，役割期待に対する抵抗がどんな秩序に

もかかわらず発生する。こうした葛藤の発生を

基盤として，社会的規範の維持，社会的統合上

の機能を担うイデオロギーが現われる。どんな

社会，組織においても秩序，統合上の機能問題

が発生し，自由と統制，民主と集中，変化と安

定，人間性と効率という二律背反が生じる。こ

うした機能問題の存在にもかかわらず，ひたす

らシステムの機能遂行が利害追求の立場からの

み行われるならば，役割放棄，脱落，不安，シ

ステムの機能不全，公然たる反発ということが

生じる。ここでは秩序，規範の維持ということ

が独自の問題として追求されることになる。生

産性，効率性が至上命令として追求され，それ

に適合的に人々を導こうとしたテーラーリズム

はシステムの機能不全をもたらし，ヒューマン・

リレーションという管理方式が導入されるには

「人間中心的」思考というイデオロギーを必要

としたのに典型的に見ることができる。統合的

機能を実現するイデオロギーは多様な形態をも

って現われてくる。統合上の機能問題は，定着

率の低下，欠勤，アル中という形で，精神病理

的な代理物でもって表現され，いわば徴候とし

て現われてくる。こうした状況の中では，その

葛藤を別のものに振りわける代理物としてのス

ケープ・ゴート，置き換えとしてのイデオロギ

ーが現われる。更には，緊張，葛藤の中に置か

れた個人，集団に対し，緊張の存在を否定し，

又はより大きな価値観からその緊張を正当化し，

人々に意欲を持たせようとするもの，現実とそ

うでありたいという願望の隙間をうずめ，さも

なくば放棄されてしまう役割がそれによって遂

行されるもの，あるいは外敵の過度の強調によ

って幻想共同体性を強化するものがある。これ

には何らかの思想とか，理論という形態をとる

必要はない。例えば，オリンピックにおいて多

くの金メダルをとることによって，その国民を
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鼓舞するとか，企業が専属のスポーツ・チーム

を持ち，それの勝利が企業内のモラールを高め

るというのがそれである。この面でも，こうし

たものは統合的イデオロギーとして機能する。

イデオロギーがその基盤として「排他的活動

領域J，を持つということは，利害と統合上の機

能を担うものを体現するこの二つの聞をイデオ

ロギーが揺れるものとして現われる。すなわち，

いずれか一方のものもあれば，強調の度合いに

差はあるが両者の組み合わされたものとして現

われる。

以上のイデオロギーが顕著に現われるのは何

よりも，階級闘争の舞台においてである。利益

説としてのイデオロギーの現われは何よりも仮

面をはぐことによって力と力との対立となっで

現われる。仮面，欺踊としてのイデオロギーの

自立化としての権力装置への闘いが現われる。

正統派マルクス主義，およびレーニンの国家論

はイデオロギーのこの側面における強調である。

この面での階級闘争は何よりも権力への正面攻

撃として現われる機動戦として闘われる。階級

闘争が機動戦を主要な形態とする状況では，イ

デオロギーは利益説で十分である。だが，統合

的イデオロギー，同意組織化が十分に発展し，

当該社会の中での役割適合への不断の努力がな

されているところでは，統合的イデオロギーが

決定的に重要となる。この統合的イデオロギー

が問題となるのは，民衆の中において，グラム

シ的な市民社会(私的な民間の諸国体，諸組織)

においてである。イデオロギーを階級闘争のこ

の側面において位置づけたのはグラムシである。

グラムシは国家を単に権力，暴力装置に還元せ

ず，それを政治社会+市民社会，強制のよろい

をつけたヘゲモニーとして拡大した規定を与え

たのは，イデオロギーの統合的機能に着目して

いるからである。

4.分業と象徴的定式化一一一イデオロギーの

両側面と国家の両側面一一

我々はイデオロギーを利益説と統合説という

両側面においてみてきた。この二つの区別は『ド

イツ・イデオロギー』においては徴候的なもの

であったものを我々はそれをイデオロギーの両

側面としてそこから引き出した。両者の区別は

徴候的ではあるが，利益説がやはり強調されて

現われている。そうして利益説の陰に統合性と

してのイデオロギーがつきまとっている。こう

したイデオロギーが国家へと自律的展開をとげ

るのであるが，我々はここでも国家の両側面と

いう点を追求していこう。とりわけ，利害を体

現する国家の前面性のゆえに気づかれていない

統合的機能を体現する国家を「ドイツ・イデオ

ロギー』の中に位置づけてみよう。

(i) 利益説としてのイデオロギーの自立化

分業の発生は同時に私有財産の発生であり，

両者は同一態の表現であり，活動との関連でい

われているものが後者ではその生産物との関連

について表現されているに他ならない。分業の

発生は特殊利害と共同利害の分裂をもたらす。

「この共同利害というのは，何かしら単に表

象のうちに“普遍的なもの"として，あるので

はなく，まず、は現実のうらに，労働を分掌して

いる諸個人の相互依存性として実存するのであ

るJ27)

この共同利害を活動との関連でいうならば，

全体としての相互依存性として展開している協

働に他ならない。すなわち，各人は排他的活動

領域にあるとはいえ，全体としてみれば，三協働

しているのであって，相互依存性としての共同

性を実現しているのである。ただ，排他的活動

領域にある個々の個人にとってはそのことが見

通せず，その領域内にとじこもった私的な活動

に他ならない。この点を活動の生産物との関連

でいうならば，いかなる生産物も総体としての

協働の産物であり，それは社会的な生産物であ

る。にもかかわらず，分業という協働様式によ

ってその生産物は各人に排他的に取得されるこ

とになる。総体的において見れば，各人は協働

27) DI， 34-35頁。
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しているのであるが，それが排他的活動領域に

分割されているがゆえに，特殊利害と共同的利

害との分裂，対立が生じるのである。

「……特殊的利害と共同的利害とのこの矛盾

から，共同的利害は，現実の個別的利害ならび

に全体的利害から切り離されて，国家として自

立的姿態をとる。そして同時に幻想的な共同社

会性として(…の自立的姿態をとるのである

筆者唐渡による補足)28) 0 

各人は排他的活動領域にあるが，全体として

みれば各人は協働している。この全体としてみ

ればという抽象，観念を挿入させることによっ

て排他的活動領域にある活動も協働の一分肢と

してある。協働という全体的活動が排他的活動

の総和からなっているのである。協働から生じ

るものが全体的利害とするならば，特殊領域と

しての排他的活動から生じるのが特殊利害であ

る。この全体'性へと特殊が連なるには，すなわ

ち，排他的活動領域にあり，相互に独立，無関

心な連関にあるものを関係づけるには，抽象，

観念を挿入させる他はない。そのことによって，

排他的活動も全体性に参加しているという表象

が生じる。この抽象，観念的に表象されたもの

が共同利害であり，現実には人々は特殊利害に

生きている。この特殊利害とは，協働，全体の

産物の第一次的分配において現われるものであ

るが，更に，排他的活動領域内においてそれが

第二次的に分配される。これが個別的利害であ

る。こうした全体的利害，個別的利害から共同

利害が切り離されて幻想的共同社会性として自

立性をとるのである。

共同利害が「幻想的な共同社会性J，rその幻

想的な利害」として現われるのは，支配権を目

指す階級が，彼等の利害を普遍的なものとして

借称，表明する点にある。これは旧来の全社会

形態ならびに支配一般の廃止を条件としたプロ

レタリアートの場合でさえ，最初の瞬間にはや

むをえずそうせざるをえないのである。国家は

28) DI， 34-35頁の欄外追補とされているもの。

まずもって特殊的利害を共同利害としての「普

遍性」の自立化，幻想共同性としての自立化と

して現われる。共同利害という表象からの自立

化としての国家はイデオロギーの自律化の産物

にイ也ならない。

以上の共同性は幻想として，仮面，まやかし

として暴かれるものであり，イデオロギーが権

力との必然的な結びつきを持つものとして明確

に示されている。これはイデオロギーの「利益

説」の明確な表現となっているが，統合的側面

は『ドイツ・イデオロギー』ではどのように理

解されているのであろうか。

「諸個人がもっぱら彼らの特殊な一一絞らの

共同的利害とは当人たちにとってさえ合致せざ

るところの利害を追求するからこそ，そのもの

は彼らにとって“疎遠な"彼らから“独立な"

ものとして，それ自身ふたたび特殊的で特有な

“普遍的"利害として，押し通されることにな

るか，あるいは，民主制の場合のように，彼ら

自身がこの〔特殊と普遍の〕二極分裂のなかで

動かざるをえないことになる。他面では，詮ず

るところ，共同的でかつ幻想的な共同的利害に

対立して絶えず、現実に立現われる当の特殊的諸

利害の実践的抗争もまた，国家という幻想的な

“普遍的"利害による実践的な仲介と制御を必

要ならしめるJ29)。

特殊的利害を共同性として悟称するがゆえに，

その共同性は人々にとって疎遠で、独立なものと

して現われざるをえず，たえず特殊利害の抗争

が現われざるをえず，国家はこうした特殊利害

の仲裁者，調停者，普遍的なものの体現者とし

て第三者化する。

国家は特殊と普遍のニ極分裂の中で，たえず

調停者という綱渡りをするほかないものとして

現われ，統合的イデオロギーの効力はこの点で

は不十分として現われる。すなわち，人々の利

害と幻想としての共同利害との距離をうずめる

29) DI， 34-35頁， 36-37貰の欄外追補とされているも

の。
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独自なイダオロギ…が必要であること

ぎない。マルクスのイデオロギー論がこの点だ

けであるとすれば，一面的であろう。あるいは，

上部構造の未発達というかぎりにおいてのみ妥

るイデオロギ一議ということになる。

とはいえ，イデオロギーの自立化過程は鍔よ

りも利害を基盤として展開されるほかはない。

富家という象機的態麓においてイデオロギーが

まずもって自立イじするのは初警にもとづく入閣

の活動がまずもって分識の生成から始まるから

る。ついで分業に適合的な人間のタイ

どのように創出するか，いかにして分業におけ

る役割とのアイデンティティを獲得させるか，

となる C そのかぎりで，利益説は何より

もイデオロギー，国家の出発点である。

ところで，利益説としてのイ

合的機能そもつ。イデオロギーの箆家としての

自立北議殺がそのお想的共同牲として自立化す

るこんこの象撤的定式化がそれである。幻想

共間性とは特殊利害と共同利筈における分裂に

おいて，共向性という表象が自立化ずるのであ

るが，この共同性を臨家という代理物に托曙さ

せることによってそれを現前化させること，す

なわち，不在としての共向性そ闇家において現

前色させることが象額的定式化であるο 人々は

排他的活動議域にあるにもかかわらず，全体と

りを臨家を介して意識し，イメージずるo

すなわち，間家とは，先取りされた共同慢のイ

メージの臨立化であり，この先数りされたもの

によって人々は共閥的利害に生きている幻想性

を生み出す。共間利害，幻想的共同'肢という抽

象的な世界像の自立化が国家に散ならない。こ

の盟家を介して，人々は自らのf世界橡をひき出

し，言誌の活動に意味付与していくのであるc

共間利警にたずさわっているというイメージの

もとに自己の活畿の正当化そそこから引き出す。

市長社会は幻想共罷体としてまとまりをもっヵち

これが語家形態での市民社会の総括に他ならな

し ~o

利益説による統合機能の説明は以上の刻くあ

る緯度は可能であるがやはり不十分である。

同利害を鶏前とした儒家に対して，現実とのギ

ャップを感ずる者にとって，建蔀を本物のもの

にせよという要求はっきものとなる。民衆，従

属議留が出すイデオロギ…はいつもこれである。

ここにマルクス主義のイデオロギ…が民衆f~，

大衆化する基盤があるG しかし，これでは不十

分なのである。建前と現実とのギ、ヤツプをうず

める絶えざる努力がなされるし，ここに独自0)

相貌そもったイデオロギ…が牒関するし，それ

をもとに邑家の相貌もヘゲモニー臨家として変

化する。この段階では利害にのみもとづく

では対抗力はない。

ところで，共同科書，共同性としての表象は

それ自体としては精神的労{裁に従事する知識人

遣のものであり，彼等は自己を世界から超越し，

解殺されたものとして意識するがゆえに，

か

己

申一口自

は
H

4

F

勝

手
回
一

した普瀦的共詩利替の担い手とし

。共同利害砂匙身として，担

い手としての一つの機関が人間集霞として構成

されるが，それが知識人議によって形成される。

としての関家は荷よりも全体の

秩序の維持者として現われ，それは器約，政治

的説震として具象化される。この秩序が維持さ

れるということは特殊利害に生きる人間そのも

のの利替が維持されることそ意味する。

(ii) 統合的イデオロギーの自立化としての間

としての統合的関議員一一

利害にもとづく罰家という主要な読れのうら

に，ちう一つの霞家換が Fドイツ・イデオロギ

-~に見えj翠れする。むしろマルクスにあって

はこの国家像を感性的世界という全体性のうら

ょうとする努力安見ることができる。

マルクスのイデオロギーを問題にする摸底

践の哲学からするものであった。

「現実的な生産議程を，それも甚接的な生の

物費約な生活から出発して，展開すること，そ

してこの生産棟式と連関して.t.3りかっこれによ

って創出されるところの交通形態私従って，

市民社会を，ぞれのさまざまな段階くおよびそ
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れの実践的一観念論的な鏡像，つまり，国家〉

において，全歴史の基礎として把捉し，くそして

それからそれの実践的一観念的鏡像を〉そして

それを国家としてのそれの営為においても叙述

すること，また，意識のさまざまな理論的所産

と形態のすべてを，つまり，宗教，哲学，道徳，

等々を，それから説明しそしてこれらのものの

生成過程をそれらからあとづけること，そうす

れば，当然，そこではまた事象がその全体性に

おいて叙述されうる J3叩0

マJルレクスのイデデ、オロギ一論の視底は明確であ

る。

① 現実的な生の生産過程から出発すること。

② この生産様式に照応し，これによって創

出された交通形態，したがって市民社会

を全歴史の基礎とすること。

③ それを市民社会の実践的一観念的鏡像と

しての国家としても描き出すこと。

④ 意識の様々な諸形態，宗教，哲学，道徳，

等の生成過程を市民社会を土台として描

き出すこと。

マルクスにあっては「生の現実的な生産過程」

から出発し， τ事象がその全体'1主」へといたると

いうことが，イデオロギー批判のあり方であっ

た。「事象そのものへ」という現象学的スローガ

ンそのものの試みがそこにある。

イデオロギー，それが観念的意識諸形態であ

れ，政治，法律であれ，それらは表象そのもの

が規定的，能動的な威力として現われ，人々の

表象が自律的に展開していく。表象，意識その

ものが駆動力としてそれ自身を具象化させ，こ

の自律的に展開されたものが現実を規定するも

のとして現われることになる。この事象の全体

性が「国家の営為」として現われるということ

であり，この国家を市民社会のく実践的観念

的鏡像〉として規定する。このく実践的観念

的鏡像〉としての国家は実は消されたものであ

り，く 〉はそのことを指示するものであり，

30) DI， 48-49頁， 50-51頁。

実践的一観念的鏡像としての国家は文字通り括

弧に入れられ，判断停止されている。我々はこ

こでこの括孤の取りはずしを行い，判断停止さ

れ，説明することを留保していたことを試論的

に解明せんとするものである。

国家が市民社会の鏡像であるということは国

家が一つの象徴的表現のもとに範曙化されてい

ることがわかる。象徴とはあるものを別のもの

で代理させることによって当のものをそこにみ

ることにある。

すなわち，鏡像としての国家とは市民社会と

は別のものであるが，市民社会は鏡像としての

国家を自己として認識すること，自己と同一視

することによって，自己をその国家において表

現していることを意味する o 市民社会はこの鏡

像としての国家によって自己表現するとともに，

この表現を通じて自己を構成する。すなわち，

市民社会は自己を国家を媒介にして自己認識す

ること，受動的に自己をまとまりあるものとし

て構成する。市民社会はそれが認識されるには

国家が媒介者になるということである。市民社

会，そこでは人々は排他的活動領域に分属して

おり，人々は自己を市民社会の中でいかなるも

のであるかはそのままでは見通すことはできな

い。市民社会，およびその成員達は自らを主体

として構成しうるには，先取りされた自己とし

ての象徴的なものを必要とする。

市民社会における人々がその中で自己を意味

ある自己として理解するために，又は市民社会

それ自体にあっては，人々は理解不可能な社会

状況を意味あるものとして，その中での目的を

持った行為を可能にするために，その先取りさ

れた市民社会の象徴的定式化が世界への見取り

図を与えるものとなる。

イデオロギーが表象から出発するという場合，

それが現実的生の生産，感性的世界に基盤を持

つということを忘却しているわけであるが，に

もかかわらず，それはそれなりの意味あるもの

の形成過程である。それはそのままでは理解不

可能な状況を理解可能にしようとする努力であ
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り，その中で人々の行為の予測可能性，計算可

能性をっくり出す努力なのである。宗教という

イデオロギーもそのような努力の表現なのであ

り，こうした過程こそ「合理化過程」に他なら

ない。イデ、オロギーを虚偽意識として乗り越え

たと思うのは幻想に他ならない。分業，排他的

活動領域があるかぎり，イデオロギーは必然的

に生まれる。

分業を基礎としてこの上で象徴的定式化がな

されるということは，市民社会をそのまま放置

するならぼまとまりを欠き，方向性を失ったま

まである状況に統合化の方向を与えることに他

ならない。この象徴化とは，統合化の方向の不

在を代理物によって現前化させ，この象徴を介

して人々は世界を理解しようとする。それは世

界を意味あるものに構成を前進させる試みであ

る。象徴化以前にあっては，世界の理解が，人

間相互の関係と自己のその中での位置づけが不

明で，自己の役割との一体性が未確立で，そこ

にある方向感覚の喪失にともなう社会心理的緊

張があらわれる。この状況を解釈する文化的手

段もいまだ不在であれば，全体の統合化，方向

性を獲得する様々な努力がなされるのであって，

この試みの中で強靭な千デオロギーが用意され，

それが定式化される。ある象徴が多義的に解釈

され，そこから多くの意味を引き出しうるなら

ば，それはより包括的な世界解釈を可能にする

とともに，より包括的な統合的機能をもたらす。

人々の象徴行動は国家という最も最高次の形

態で人々の活動を総括するものを生み出す。以

上のことを我々はみてきたのであるが，そうし

た象徴的定式化を行うような活動を我々は基底

的な層でなしているのである。そのことが土台

としてあるがゆえに，上部構造での国家の象徴

的定式化がなされるのである。すなわち，イデ

オロギーが生み出される起点とは様々な現実的

活動であった。それは分業という形式で営まれ

るが，分業の発展は，商品，貨幣という象徴的

定式化に基づく行為を発展させる。この商品，

貨幣の運動という基底層での活動があるがゆえ

に，上部構造での象徴行動がそれにならって行

われるのであるが，このことの解明には何より

も人々の商品，貨幣という象徴的定式化にもと

づく行動が解明されなければならない。国家を

市民社会の鏡像とする規定がどうして括孤に入

れられているかがわかる。この括弧の取りはず

しを行うということは，商品，貨幣という経済

的事象そのものへ向かっていかなければならな

いことを意味する。

[3J 土台ー上部構造の現象学

1. r一般的結論」の現象学

マルクスは「私の研究(経済学の批判的研究

のこと一一唐渡)にとって導きの糸として役立

った一般的結論」を土台一上部構造という象徴

的定式化によって次の如く表現する。

「……彼らの物質的生産諸力の一定の発展

段階に照応する生産諸関係を受け容れる。こ

れらの生産諸関係の総体は，社会の経済的構

造を形成する。これが実在的土台であり，そ

の上に一つの法的かっ政治的な上部構造がそ

びえ立ち，そしてこの土台に一定の社会的意

識諸形態が照応する。物質的生活の生産様式

が，社会的 (sociaI)，政治的および精神的生

活過程一般の条件を与えるJ3!l

我々は象徴的定式化が人々の行為をそれに基

づいて可能ならしめ，それによって世界を理解

し，世界の中で意味ある行為が可能となるよう

な解釈図式が与えられるということを示してき

た。この意味で人々は何らかの象徴的定式化を

とるのであり，何らかの象徴，記号に媒介され

なければ人々の行為は挫折するほかない。ーこ

のことは今日の記号論からも語ることができる3九

人々は何らかの表象(それは内言語として言語

31) r経済学批判・序言J (Wマルクス資本論草稿集』

③資本論草稿集翻訳委員会訳，大月書庖， 1984年)。
32)エルマー・ホーレンシュタイン『言語学・記号学・

解釈学~ (平井正他訳，動草書房， 1987年)におけ

る第 7章 3 r記号の計面機能」を参照のこと。
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的に組織化されたものであれ，表明されたもの

であれ)を記号としてそれらに基づいて行為す

るのであり，記号のもつ計画的行為遂行機能に

従うということ，これがまたイデオロギーの自

律的発展を導いたものである。現代記号論は記

号が認識を促進し，拡大・精密化するという認

知機能をこえて，行為過程を計画し，操作する

という点に注目する。

マルクスの土台一上部構造の定式化はマルク

スの経済学研究にとって「導きの糸として役立

った一般的結論」であることに疑問の余地はな

い。それは経済学批判，更に近代市民社会を解

釈するための先取りされた見取り図として機能

しているものである。経済学の批判的体系の仕

上げにとって，土台一上部構造の定式化がその

駆動力として機能していることがわかる。その

かぎりで記号の持つ認知的，計画的，操作的機

能をこの土台一上部構造の定式化に読みとるこ

とができる。

「一般的結論」としての定式化は以上の意義

を持つものである。この定式化が様々な歴史的

諸段階における社会形態の研究から引き出され

た「一般的結論」という理解が行われており，

それによってマルクスの批判が行われているが，

実は逆である。そういうことを可能にするため

の，とりわけブルジョア社会を理解するための

先取りされた範型としてそれはある。我々は何

らかのものを認知，認識する際に，-~として」

というようにそのものを周囲から際立たせて，

象徴的な認識の仕方をしているのであって，そ

うした主体的な世界の象徴的な切り取り，感性

的世界のうちに土台一上部構造の図式，見取り

図を挿入させて認識しようとするものである。

未知の場所へ行った時に，地図を見ながら我々

はいまここにいるということを発見しながら前

進するのと同じことである。

こうした現実の先取り的な見取り図をもって

行うということは，マルクスに限らず先行する

経済学そのものの出発点であった。

「経済的諸現象に関する科学の，隠された，

無意識的な前提は，ある系の表象，すなわち物

理的自然の諸法則と同様に，それの諸法則があ

とづけられ，記述されうるような分化された全

体の表象である」問

「ひとつの体系としての社会の理論は，社会

そのものがすでに体系であるところ，社会がた

だ十分に分化されているだけでなくその分化が

全面的な依存関係へ通じ，この依存と連関の自

立化にゆきついているところ，それゆえ社会そ

のものが編成された全体として構成されるとこ

ろ，でだけ成立する。この意味での最初の体系

は資本主義である。自然的秩序という形態をも

つものというようにうけとめられ，把握された

現実の上に立って，すなわち人聞がそれを認識

する合法則性の体系としての経済の表象を基礎

にして，はじめてこの体系に対する人間のかか

わりを問う(第二番目の)聞いが生ず、る J34)

以上のカレlレ・コシークの経済学が成立する

には，-自立化した社会的連関の系」という表象

があって初めて可能になるという指摘は，マル

クスの経済学批判体系が可能となるには，先取

りされた見取り図を必要とするという文脈に位

置づけるならば，極めて明確に理解しうる。古

典派経済学は自立化した社会的連関の系という

表象に導かれて成立してきたのであるが，しか

し古典派経済学はこの表象をそれ以上遡行的聞

いを出しえない与件として，その上で自立化し

た社会的連関の系を物理的自然法則として叙述

する。このことは古典派経済学のみならず，今

日の近代経済学にあっても隠された前提であっ

た。

古典派経済学にあっては，

「そもそもの始めの問いは，人間とはなにか，

ではなくて，経済的諸関係の系が運動させられ，

機構として機能しうるためには，人間はどのよ

うに与えられなければならないか，である。系

33) カレJレ・ユシーク『具体的なものの弁証法~ (花崎

皐平訳，セリカ書房， 1977年)， 101頁。

34)同上。
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の難念は科学の基本構惣に属するc すなわお，

そお韓議:の助けを借りて，一見混沌とした経験

的現象のなかから一定の法部牲を発見すること

がで怒るのである。そうした語現象が，それの

と事実性において探求されるにさきだっ

て，すでに系の観念が，その認識そ可能にする

可知的原嘩として事在するJ時

系の茨象，観念が方法的な規制京理として，

経験憾と事実性とが一群の持徴で典識的な運動

され，一定の図式，モデルが構築される

と共に，それらが数学的に表現される可能性が

られる。経済的諮現象が繰り壊される

則としてみなされるがゆえに，そこではすべて

が量化され，数学化され，操伸可能牲が与えら

れる。そうして，系の表象，観念が方法的通路

kして対象を構成，把捉するわけであるが，ぞ

れが現実として示される。自熱科学的物理学主

数学主義がそうするように，方法としてあ

ったものが現実と取り換えられ，実体化され，

穿荘論化されるo これは古典派経務学にかぎら

ず，近代合理主畿的な世界像につきものである。

援金，方法であったものが現実だとされ，

存在するものとして袈当させられるという，こ

れが実体化されるということなのであるが，転

剖化がなされる。税実を理解し，了解するため

のものであったのが現実だとされる。この形式

にあっては操作可能性に支配されるモデルにお

谷まらないものは，不純なもの，労働力高品北

の無理，体系のこぶ，非合理的援索として排除

されるか，あるいはニ律背反として背後から脅

かすものとなる O

マルクスにあってもこと台一上部構躍の定式化

は「導きの糸J として方法的通路をなすもので

あり，経務的諸関係，経務的構造という

象を通じて経済学の対象が客体として構成され

る。この点では物象化された社会的連携の系，

ぞれの自律性という表象を古典派とともに共有

していることが了解できる。それは古典派にあ

35)向上.104-104頁。

つては揺された蔀援であったものが，マルクス

にあっては公然と表暁される。そればかりか，

そのととを嬰援にすることによって，古典派経

済学の表象，動機がそこへと立ち戻るべき基盤

の性揚が明確にされる。その基盤，前謹とは白

樺的な系としての表象であるが，ぞれはそれ以

上問われることのない前提であった。それは伺

よりも物象化された社会的連関というととが自

明性，協熱的で永漉性，という相のもとに捉え

られているからである。この自明?生のゆえに，

自律的系の表象から出発することが疑問にふさ

れないのであり，近きがゆえに主主きものなので

ある。

この系の上での人部はこの系に適合的な人間，

ホモ・ヱコノミクスとして饗求される。ここで

は経済的なものが擾越し，人は李Ij召心せをパネと

して活動しつつ，全体として系の援求に予定調

和的に適合するものとして現われる。ブルジョ

ア経済学において前提される人間がホモ・エコ

ノミクス(欲求の主体)tして現われるのは，

そうした系の表象が関われることのない前提と

してあるからに他ならない。マルクスにあって

は，それ自体は与符こではなく，説務されるべき

ことなのである。そうしてマルクスは系の表象

を通じて観念的に把捉されたもむを現実である

ということはせず，常に，自ら担提したものを

(主要にはイギリス〉を理解するものとし

て，備えばイギリスを概念，法到の例証として

るのである。古典派経演学と同じものな

表象において共有していても，ぞれは部よりも

批判的にその表象号取り扱わんがためにそうす

るのである。

その批判的取り援いは，第一に，イデオロ

は外在的批判であることを示す点にある。設

等が前提としているま気象そのものを問うことに

ある。自然，永遠の棋にあるものを霊史的相対

性として批判する点にある。ぞれ以上関われる

ことのなかった自律的系を硲立構造として説明

の対象とする。

第二に，自明なものとは，地平↑誌をもっ。地
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平性を持つとは，突然の破綻のない，同じ事態

が続くものとしており，誰でも道を歩いている

とき，その道が崩れ落ちることを心配して歩く

ことがないように，基本的信頼をそこにおくと

ころのものである。その地平は，計算でき，予

測可能であり，熟知された規定的無規定，無規

定規定が続くところである。この世界では，突

然の破綻，たとえば恐慌のようなものを本能的

無意識的に排除し，均衡論的世界が聞いている。

マルクスにあっては，-生産力と生産関係」の

衝突を示すことによって，自律的系そのものの

自己運動によって自律的系を批判するという自

己批判的運動を示す。そのことによって自明な

ものとしてあった自律的系を異化作用(日頃見

慣れた自明なものを違った風に見えさせること，

まさに人々の眼のうろこを取り除くブレヒトの

演劇における手法)のもとにおくことが重要な

のである。そのことによって，永遠的なものと

して固定化された自律的系が歴史から遊離した

ものとして示される。

マルクスといえども現実を理解するためには

先取りされた表象を古典派と共有していた。古

典派を批判するといってもその前提に理解する

というのがなければ批判にはならず，それは単

なる排斥である。理解しうるには，自己にも共

有するものがあるからこそ，通じあい，理解で

きるわけである。従って批判するということは

自己のうちにもあるその共通なものを批判する

ということ，すなわち，自己に対しても批判的

に関わることである。

何よりも根底的であるのは，そうした自律的

系の表象をなり立たせている現実，フツレジ、ョア

社会を変革することである。自律的系としての

表象に導かれて展開された物象化された社会的

連関の存立構造を示すと共に，それを変革する

ための物質的諸条件を探求すること，それがマ

ルクスのプロブレマティークである。すなわち，

問題の解決の物質的諸条件の探求という動機か

らする地平のうちに古典派の地平も融合されて

おり，より広大な視界においてブ、ルジョア社会

に臨むというのが，マルクスにとっての導きの

糸にf也ならない36)。

2. ，-感性的世界」の植民地化と土台の現象

学

土台一上部構造の定式化がブルジョア社会を

理解可能にする方法的通路であることが見失な

われるならば，方法であったものが実体化され

存在論化されるということを見てきた。このよ

うな転倒的理解によって，マルクスのそれは経

済基底還元主義，建築学的社会構成，静態史観

として批判されてきた。この点を抜きにしても，

土台 上部構造は建築学的隠輸のもとでの定式

化であり，以上の批判は決して理由のないこと

ではない。ここで隠喰として建築物が用いられ

ているのであるが，その場合このことをマルク

スの時代における文化的状況が考慮されなけれ

ばならない。それはマルクスの時代の文化的状

況の中で建築についてある解釈が妥当している

と同時に，その解釈が妥当するような文化を表

現しもするものなのである。隠轍として用いら

れている建築は当該社会の文化の構成要素であ

り，その文化の表現でもある。それが表現し，

かっその構成要素ともなっている文化における

代表的建築物とはいかなるものであろうか。

マルクスの時代のヨーロッパの建築物を代表

するものこそ，教会建築に他ならないであろう。

近代を代表し，かつ最後のものとしての教会建

築はバロック様式であり，それ以降には新たな

別の様式のものは建てられていないということ

をヴァン・デン・ベルグ37)が私達に教えてくれ

ている。

36)以上のことをグラムシ流に表現すれば，次のよう

になる，r経済学批判」の序言にふくまれている，

人聞はイデオロギーを地盤として構造の矛盾を意

識するJ (rグラムシ選集」①， 289頁)。

37) ヴァン・デン・ベルク『現象学の発見~ (立教大学

早坂研究室訳，勤草書房， 1988年)この第三章「現

代と宗教」において，ヴァン・デン・ベルグはバ

ロック様式の教会建築は1740年を境にしてヨーロ

ッパでは新しいものは生まれていないことを述べ，
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教会を指摘するまでもなく，建物にとって土

台は通常土中に隠されており，その建物を表現

しているのは土台の上の上層部分である。この

部分が建物の外観上の自立性を示している。こ

れが社会構成を指示するものであれば，土台は

隠された部分として，その認識のためにはあば

かれるものとしてあるということになる。上層

が壮大であればあるほど，強固な土台を土の中

に深く築かなければならない。

しかし，その上層部分はいかなるものでなけ

ればならないかを示すものとしては，それを「制

約」という表現で理解しようとすれば，建物は

土台を必要とするという以上のことはいえない。

だが教会，しかもバロック様式ということ，近

代市民社会における文化というコードのうちで

事態をみるならば，教会につきものの教会音楽，

バロック音楽が想起される。これは，建築物を

教会に代表させるという特定が許されるという

前提のうえでのことである。

通奏低音が全体の基調を形成しつつ，その通

奏低音を受け止め，それを解釈した律動的メロ

ディーが展開しつつ，それらが全体として統一

性を形成するが，通奏低音の上に躍動するメロ

ディーが表面に現われてくる。このパロック音

楽における通奏低音がベースとして，したがっ

て全体の構成部分としてありながら，全体の基

調を形成するのである。我々はこの通奏低音で

代表させることによって，土台の持つ静態性，

土台 上部構造のもつ静止的並行関係のイメー

ジをかなり克服できるものと思う。

我々は通奏低音というバロック様式における

音楽を特徴づけるものに導かれながら，土台一

上部構造の連闘を見ていこう。

資本制的生産様式は労働過程の組織と技術の

巨大な発達とによるその歴史的な継続的発展に

それは宗教上の思想変革の表現であることを説明
している。そうしてこの1740年頃をもって近代生
活の開始として主張されている。 1740年が近代の
始まりかどうかは別として，教会はその当時の文
化の表現であることは事実である。

おいて社会の全経済構造を変革し，旧来のすべ

ての時代を比類なく凌駕することによって，初

めて経済を系としての自立性において獲得した。

それは感性的世界のうらに，資本の自立性を打

ち立て，それを社会の歴史的起動力とする世界

へと編成替えした。経済の自律的系としての自

律性は特殊な自律性である。即ち，資本の上に

打ち立てられた生産を軸とした自律性であり，

資本のもとでの生産のみが生産とされ，他は商

品を生産していれば，やっと生産としての地位

を獲得しうるが，他のものは一切の生産という

地位から追放され，従属化させられる。更に，

単なる商品生産を資本制的商品生産に移行させ，

直接的生産者の営みを「単なる労働」に，直接

的生産者を賃労働者へと移行させた。そして彼

の諸活動の従属化をハードマスのいう「生活世

界の植民地化」の表現にならっていえば，それ

は「感性的世界の植民地化」に他ならない。

感性的世界の植民地化とは次のことを意味す

る。感性的世界にあっては，欲求充足の手段の

生産，新しい欲求の生産，更に，他人の生の生

産ということを根源的な，今日の歴史のうちに

継続している歴史的活動としていた。しかし，

今や資本のもとでの生産のみが生産的なものと

して現われ，他のいとなみは消費の領域へ移行

せしめられる。同じ上衣を作る行為であっても，

それが資本のもとで行われれば，労働，しかも

生産的労働であるが，それが家庭の中で家族の

ために行われれば消費，欲求充足の行為として

みなされることになる。労働者の家庭でのくつ

ろぎは資本の立場からは不生産的とみなされる。

欲求充足の手段の生産は「生きること」とい

う生の統一性を実現する行為であった。それは

欲求の生産，他の生の生産という歴史的な行為

に優越するとか，歴史における出発点とかいう

地位を与えられていたわけではない。マルクス

にあっては「生きること」を実現する行為はす

べて空間的，時間的な統一性をもち，それらは

感性的世界という全体性のうちに含まれ，その

全体性が生産的な営みであり，有意味的行為で
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あった。今や資本のもとでの生産はそうした直

接的な「生きること」から切断された，剰余価

値を推進的動機とした生産，生産のための生産

に他ならない。こうした資本のもとでの生産を

出発として，生産，分配，交換，消費という自

律的過程が編成される。直接的な「生きること」

という行為は工場の外での消費生活として現わ

れる。感性世界における行為はすべて生活であ

ったが，それは労働からの解放された時聞が生

活として体験され，それも労働力の再生産とし

て資本の自律的運動に包み込まれることになる。

感性的世界は「生きること」を実現する人々の

力 (Kraft)の体系であるが，それは資本の生産

力となる。すなわち，感性的世界における人々

は協働する関係，それが生産力としてあったが，

今やそれは資本の生産力に編成されたものとし

て現われる。

かくして，資本の自律的運動に感性的世界の

諸活動が従属させられ，それに組み込まれるも

のとなる。このもとでは資本のもとでの労働が

生産的労働として現われるが，これをもってマ

ルクスを産業主義者，目的合理的行為を称賛し，

道具的理性の持ち主たる近代合理主義者という

のはあたらない38)。労働にそのような位置を与え

ようとするものではなしこれはひたすら労働

してくれることを望む資本家の立場に他ならな

い。労働こそが人聞を人間たらしめたというの

はマルクスの結論ではない。感性的世界におけ

る実践の総体がそうした位置にあることは明ら

かである。

資本制的生産様式とそれに照応した経済的諸

関係が土台となるということは，感性的世界を

植民地化し，包摂し，こうした自律性の上に上

38) 竹内芳郎『具体的経験の哲学~ (岩波書庖，1986年).
本書の中でも， 4，く産業社会〉超克の課題とマル

クス」を参照のこと。ただ竹内氏は近代合理主義

的な人と自然，人と人とのコミュニケーションの

あり方をマルクス主義者も超克しうるはずだとい

う文脈の中で述べていることだけは確認しておか

なげればならない。

層建築としての上部構造が打ち立てられる。こ

の土台とは，人々の諸活動が商品，貨幣，資本

という諸物象の運動として現われ，この諸物象

の運動が自律的で，これに人々が従わざるをえ

ないような自律性のことに他ならない。そうし

てこうした自律的に運動する商品，貨幣，資本

をっくり出し，またそれによって動かされると

いう人々の活動のあり方から自立し，分離され，

それらから自由であるとする表象，観念から出

発して形成されるものがイデオロギーであり，

上部構造であった。この表象が自立的なものと

して現われるのは，精神労働という分業の誕生

に媒介されており，ここから世界についての解

釈学的な営みが始まるのであるが，その解釈学

的営みこそは，イデオロギーの自律的過程に他

ならない。それが自律的であるということは何

よりも世界から，あるいは利害から解放された

躍動する意識の自律性に他ならない。だが，そ

れら自らも商品，貨幣，資本等の諸物象の運動

の形成に加担し，それによって動かされもして

いる人々の意識であるが，分業のおかげで，自

らはそうしたこととは無縁なもの，存在被拘束

性を忘却した意識である。したがって，諸物象

の自律的系のうちに自らも参加しているという

自己忘却性こそ，社会であれ何であれ，丁度自

然科学においてそうするように，対象を客観的

に反映しうる，あるいは対象を客体化し，自ら

はそれを計算し，操作しうるという意識態勢を

生み出すものに他ならない。この意識はこの何

ものかについて意識することなしに何ものかを

意識しているという意識の自律性であるが，し

かし意識はいつでも何ものかについての意識で

ある。

土台によって上部構造が制約されるとか，条

件づけられるということは，自由に思考してい

るものと称している意識の土台についての解釈

された行為によって，上部構造が形成されると

いうことである。この解釈の仕方こそは，土台

において人々が行っている活動から自由ではな

いのである，というよりもそれ以外の活動の仕
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方を知らないからである。ところで，土台にお

ける人々の活動の仕方とは，人々は商品や貨幣

という諸物象を形成しているのであるが，その

ことが忘却され，商品や貨幣を与件として行動

しているというあり方である。この人々が忘却

している商品や貨幣を形成する過程こそ，象徴

的定式化を行う象徴行動に他ならない。この象

徴行動が土台のうちに，すなわち土台の存立構

造をなす活動としてあるがゆえに，上部構造に

対して土台の持つ意味が明確になるということ

である。




