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〔!〕 十九世紀の社会科学一 とくにその前半から中葉にかけてのそれ一 を鮮やかに特徴

づけていたものは,そ れらがまさに 「普遍史的発展法則」(1)(大塚久雄)と 呼ぼれるべ き,一

つの独特な見地によってつらぬかれていた,と いう事実である。た とえばオーギュス ト・コ

ン トの壮大な社会学体系の中心に位置 していた ものは,か の有名な 「三状態の法則」に他な

らなかったし,ま たカール ・マルクスの 「経済学批判体系」が,生 産諸力の漸進的な成長に

対応 して,生 産諸関係が 「アジア的,古 典古代的,封 建的,近 代ブルジョア的」,そ してさ

らには 「共産主義的」 と,順 次必然的に交替 していくとする見地を,そ の 「導きの糸」 とす

ることによってはじめて成立しえた ものであった ことは,今 日余 りにも周知の事実の一つを

なす ものである(2)。

しかし周知のようにこの見地は,と くに今世紀にはいるとともに,た んにその経験的内容

についてのみならず,そ の論理的構造(あ るいは思考様式)に かんしても,根 本的な懐疑の

眼を向けられ るに至った。た とえばマツクス ・シェーラーは,そ の 「知識社会学」において,

コン トの 「神学的」一→ 「形而上学的」一→ 「実証的」とい う知的発展の 「三状態の法則」

を拒否 して,そ れらを 「斎 しく神話的な物の考え方から分化してきた,平 行して同時に存在

しうべき(三 つの一 引用者)類 型」(3)をなすものと考えたし,又 わが日本の誇 る理論経済学

者,宇 野弘蔵氏は,資 本主義的生産諸関係はそれ自身の発展において必然的に共産主i義的生

産諸関係に転化する,と なすマルクスの理論構成をしりぞけて,そ れを 「あたかも永遠にく

りかえすかの如 くに」ω構成すること,い いかえれ ば,社 会的生産の純粋に資本主義的類型

(「純粋資本主義」)を精密に確定することこそが,経 済学における 「原理論」的研究の課題

をなす,と 考えるに至 ったのであった。
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　さらに，現代の代表的な科学哲学者の一人であるカール・ポパーは「ヘーゲルを踏襲した

マルクスのみならず，コゾトを踏襲した工S．バ～レによっても主張されている」「社会科学

上の立場」，すなわち「社会科学の課題は」「社会進化の法則を解明することを通じて」「歴

史的予測を定立することにある」とする立場をもってヒストリシズム（historicism，　Histor－

izismUS）と命名しつつ，これを科学の領域から排除されるべき「前科学的思考」に他ならな

いものと断罪し㈲，又エルンスト・トーピッチはとりわけマルクスの「普遍史的発展法則」

のうちにみられる「否定の否定」をもって，「神からの堕落を通じての救済」の教説を「徹

底的に世俗化して，実践的政治的なものに適用」したに過ぎないものと非難しているのであ
る（6）。』

　かくして「普遍史的発展法則」の見地は，今日一つの重大な試錬の前に立たされているの

であって⑦，それ故に，この見地に立脚しつつ，これをさらに発展させることによって現代

世界を把握せんとしてわれわれにとって，課題はたんにその経験的内容の拡充・深化にとど

まることはできないのである。すなわちわれわれは，その論理的構造にかんしても，あらた

めて深く反省することを否応なしに迫られているのであって，かくして本稿の直接的な課題

は，「普遍史的発展法則⊥にかんして，特にその論理的な構造に分析のメスを加え，その合

理性を吟味することに他ならない（8）。

　さて本稿においては，以上の課題を実現する為に，ヘーゲルとミルを左右に配しつつも，

主要にはコントとマルクスの「普遍史的発展法劉」を比較する，という方法をとった。その

理由は，むろんまず，一一般的にかれらこそがこの見地を代表するものである，とみられるこ

とができるからであるが，しかしより決定的な真の理由は，両者の見解は，その経験的内容

こそはきわめて対照的な側面をもつけれども，その論理的構造にかんしてはむしろ基本的に

同一であり，したがって両者の比較作業は，われわれがその一方だけをみていたのでは（そ

の経験的内容と論理的な構i造が一体化している為に）必ずしも明瞭には識別し難い論理的構

造を，まさに浮き彫りにする，という効果を有するものに他ならないからである。

　ところでマルクスの「普遍史的発展法則」を独自に特徴づける思考様式とは，言う迄もな

く，弁証法的なそれと呼ばれて然るべきものに他ならない。だがそれ故にこそ，ここでコン

・トとマルクスの「普遍史的発展法則」のうちにみられる論理的構造が同一であるとは，コン

トが，通説的理解⑨とは逆に，きわめて強力な弁証法的思考様式のもちぬしであった，＝とい

うことを意味するであろう。かくして本稿は副次的に，コント実証主義をもって「否定の哲

学」としての弁証法の正反対物とみるようなマルターゼ等の解釈の誤謬を明らかにし，人類

史認識における弁証法的方法とは何か，を解明せんとするものに他ならないのであるeo）。

注

（1）大塚久雄i『西洋経済史講座』「緒言」（『大塚久雄著作業』岩波書店　1969年，第四巻所収）168ペー一

　ジ。

（2）さらにまたわれわれは，ヘーゲル体系を独自に特微づけていたものが「その根底にある巨大な歴史

　意識」であり，「かれが歴史のうちに発展を，内的連関を証明しようとした最初の入物であった」

　Friedlich　Engels　：　Karl　Marx，　“Zur　Kritik　der　politischen　Okonomiel’．　in　：　Marx／Engels　：

　Werke，　Dietz，　Bd．13　S．474邦訳『マルクス・エンゲルス全集』大月書店，第十三巻476ペー
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　ジ）ことうおよびJ．S．ミルがその師ベソタムと区別される点の一つは，かれ自身が「逆鉱主法」と

　名付けた論理的手続きによって特徴づけられる「社会の諸状態（states）の継起法則」（J．　S．　Mill：

　A’System　ef　Logic－Ratiocinative　and　lnductive，　in　：　Collected　Works　of　」．　S．　Mill，

　Univesity　of　Toro皿to　Press，　VIII，　P．915，大関訳『論理学体系』春秋社，第六分冊　147ページ）

　の見地に他ならなったこと，等を想起しておいてよいであろう。

（3）戸坂潤「イデオロギー概論」（『戸坂潤全集』動草書房，第二巻所収）173ページ。Vgl，　Maxミch－

　eler：　“Moralia”　in：Schriften　zur　Soziologie　und　Weltanschauungslehre，　Bern　und

　Berlin，　1963　S．　30）

（4）宇野弘蔵『経済学方法論』東大出版会150ページ，宇野氏によれば「純粋資本主義」は，イギリス

　における「十七世紀以来の資本主義的商品経済の発展のうちにみられる，商品経済純粋化の傾向」

　（前掲書　41ページ）を極限化したものである。

（s）　Karl　Popper　：　Prognose　und　Prophetie　in　den　Sozialwissenschaften，　in　：　Ernst　Topitsch

　（Herausgeber）　：　Logik　der　Sozialwissenschaften，　siebte　Aufiage，　1971，　S．115．

（6）　Ernst　Topitsch：Das　Verhaltnis　zwischen　Sozial一　und　Naturwissenschaften，　in：E．

　Topitsch　（Herausgeber）　：　Logik　der　Sozialwissenschaften．　S．63．

⑦　なお「こ普遍史的発展法則」の見地の後退にあたって大きな役割を果したものは，本文で述べたもの

　の他に，周知のように，第一には社会人類学の領域において，バハオーフェ．ン，モルガン等の「愚直

　な進化論的アプローチによる制度の起源的理解が（十九世紀末期においては一引用者）しだいに信

．頼を失う」（John　Beatie：Other　Cultures，1964，蒲生・持武訳r社会人類学』社会思想社，20ペ

　ージ）に至ったことであり，第二には，0．シュペングラーやA．トインビーのいわゆる「循環史観」

　の登場である。

⑧　なお十九匿紀の「普遍史的発展法則」の見地の，現代的な変様態たる所謂ネオ・エボルーショニズ

　ムに対する批判としては，たとえばAnthony　D．　Smith：The　Concept　of　Social　Change－A

　Critlque　of　the　Functionalist　Theory　of　Social　Change，　London　and　Boston，　1973，　P．163

　等を参照のこと。

（g）Herbert　Marcuse　：　Reason　and　Revolution，2nd　edition，1969，　pp．340～360桝田・中

　島・向来訳『理1生と革命』岩波書店　378～401ページ，OCHOBbl　MAPKC！・ITKO一、肥HKHCKOK

　ΦM”OCOΦHid，　MocKBa，　Jlo朋照3－11aT．1972川上・大谷訳．『マルクス＝レーニン主義哲学の基

　礎』青木書店，1974年下巻531ページ等を参照のこと。なお誤解のないようにあらかじめ言い添え

　ておけば，コント自身「私はこれ迄，いかなる言語においても，ヴイコもカントもヘルダーもヘーゲ

　ルも読んだことはない」（Auguste　Comte：Cours　de　Philosophie　Positive，（Euvres　d’Auguste

　Comte，　6ditions　anthropos，　Paris　1969，　sixi6me　volume，　Pr6face　Personnele，　XXXVIII）

　と述べているほどであって，筆者はかれが，ヘーゲル＝マルクスの「意識的」弁証法とは区別される

　べき，鋭い「自然発生的」それのもちぬしであった，と言うのである。周知のように「人間達は弁証

　法が何であるのかを知るずっと以前から，弁証法的に思考してきた」（Engels：Herrn　Eugen　DUr－

　ings　Umw51zung　der　Wissenschaft，　in：W6rke，　Bd．20，　S．133，栗田訳『反デユーリング論』

　岩波文庫，上巻，238ページ）のであった。

⑩　なお筆者とは弁証法理解において若干の差異を有するが，現代におけるコント研究の権威の一一人で

　あるPナルド・フレッチャーが，次のように述べているのははなはだ興味深い。．「産業資本主義の発

　達に弁証法的説明を与え，しかも歴史をこのような仕方で分析することの重要性を明示的に強調した

　のは，コントであった」（Ronald　Fletcher：The　Crisis　of　Industrial　Civilization，　London　19

　74，　P．52）
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〔2〕　さて筆者は以下第一章において「普遍史発展法則」と実在の諸社会史の間の論理的関

係はいかなるものであったのか，を明らかにするであろう。すなわちここで問題となるの

は，　「普遍史的法則」は，（i）実在の諸社会史の間に共通にみい出される発展の仕方を抽象

したものであったのか，（ロ）実在の諸社会史がそれと比較されるべき「イデアル・ティピッ

シ子な発展構成」の一一種であったのか，それともそれはさらに，の　その「法則」という名

称にもかかわらず，真実には，古代オリエント等から近代西ヨー一Pッパに至る「世界史的

な」発展過程をたんに叙述したにすぎないものであったのか，あるいは最後にそれは，　（；）

これら全てとも区別されるべき第四の論理的性格を有するものであったのか，という事柄で

ある。

　次に第二章において筆者は「人間社会」という諸々の特殊的要素（モメント）から成る相

互依存的全体にかんして，その「優越要素」（コント）あるいは「包括的モメント」（マルク

ス）をとらえるというかれらに共通の見地の，論理的意味は何であったか，を問題にするで

あろう。周知のようにそれこそは，マルクスの歴史観が通例「史的唯物論」と呼ばれ，又コ

ントのそれが「史的観念論」と呼ばれる所以をなすものに他ならないが，筆者はここで，最：

近「相互連関論的アプローチ」なるものを主張する「社会学的機能主義者達」の一部から，

コントやマルクスが「前科学的な」「優越要因論者」として批判されている現状に鑑みて，

かかる思考様式の合理性を吟味せんとしたのである。

　さらに第三章において筆者は，コントとマルクスの「普遍史的発展法則」における「（史

的）発展」それ自身の内部的論理構造を解明せんとした。しかしここにおける「（史的）発

展」とは，以下本論において詳しくみるように，コントにおいてもマルクスにおいても，

「純粋な自生的発展」を意味するものに他ならなかったし，又時間的な全体的姿においては

「否定の否定」としての自己自身への回帰という形をとるものであったが故に，その解明は

同時に「弁証法的発展」とは何かを明らかにし，その合理【生を検討するという意味をもつで

あろう。

　最後に第四章においては，コントとマルクスの「普遍史的発展法則」における，一定の史

的趨勢の「不可抗力性」の見地は，どのように論理的に根拠づけられていたか，が問題とさ

れるであろう。周知のように，かれらのこのような見地こそは，いわゆる「宿命論」なる批

判を呼び醒した当のものに他ならないが，筆者はここでかかる批判が妥当なものであるか否

かを吟味したのである。なおこの点との関連で，コントとマルクスにおけるゴいわゆる「偶

然」の因果的意義の評価の問題，ならびに歴史的諸形態に対する「内在的客観的」価値判断

の問題が取り扱かおれるであろう。

　なお「結」においては，以上の議論の全体が総括されるとともに，コント社会学が「ブル

ジョア的秩序の擁護者」としてあらわれたのに対して，マルクス社会理論がむしろその批判

老としてあらわれたという両者の相異点が，究極において何に由来するものであったのかが

解明されるであろう。
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第一章　　「普遍史的法則」の論理的性格一「総体において

　　　　　自己を貫徹している法則」の問題

〔3〕　コントやマルクスの「普遍史的発展法則」の論理的性格は，どのようなものとして理

解されるべきなのであろうか。すなわちそれは，（／）今日依然として多くの人々によって

理解されているように諸社会の発展を比較して，そのうちにいわゆる「諸平行関係（Parall－

elismen）」をみい適すことによって定式化される所の，たんなる類概念（Gattungs－begriff）（1）

の延長上に位置するものとしての法則の一つだったのであろうか②。あるいは，それは

（ロ）「個性的な観点の下に，有意義な諸連関を認識するという目的」に対して，その手段たる

役割を果す所の「イデアル・テイピッシュな発展構成」，すなわちは「限界概念（Grenzb－

egriff）」の一種だったのであろうか（3）。それともそれは，（？Dその「法則」という名称にも

かかわらず，真実には，古代ナリエント等から地中海世界を経由して，中世ならびに近代の

西ヨーロッパに至る「世界史的な」発展過程を，たんに史的に叙述したにすぎないもの，す

なわちは「一つの単称的な言明」　（ポパー）にすぎないものと理解されるべきなのであろう

かω。さらにそれともそれは，（；）以上のすべてとも区別されるべき，第四の論理的性格を

有するものに他ならなかったのであろうか。

　筆者は本章において，コントとマルクスの「普遍史的発展法則」を比較分析することによ

り，以上の問題に対する解答を提出したいと考える。

注

（1）ここで「たんなる」類概念とは，フォイエルバッハ＝ヘス＝（初期）マルクスの，いわゆる「類的

　本質（Gattungswesen）」とは区SIIされるべき，普通の意味でのそれ，ということである。

（2）たとえば「ドイツ歴史学派」の代表者の一一人である，W．ロッシヤーの次の発言をみよ。「種々の

　国民進化における同類性は，これを進化法測としてまとめることができる。」（Wilhelm　Roscher：

　Grundriss　zur　Vorlesungen　Uber　die　Staatwirtschaft　nach　geschichtlicher　Methode，　18

　43，山田訳『国家経済学講義要綱』岩波文庫，24ページ）なおMax　Weber：Roscher　und　Knies

　und　die　logischen　Problerne　der　historischen　Nationa16konomie，　in　：　Gesammelte　Aufsatze

zur　Wissenshqftslehre，3Aufiage，1968，　S．11，松井訳『ロッシャーとクニース』未来＊±（一）27

　ページをも参照されたい。

（3）ウェーバーは言う。「すべてのすぐれてマルクス主義的な『法則』や発展構成は，理論的に欠K／t’

　のない限り，イテアル・ティプスという論理的性格をもっている。」（Max　Weber：Die　Objektivitat

　Sozialwissenschaftlicher　und　Sozialpolitischer　Erkenntnis，　in　：　Wissenschaftslehre　S．　195，

　富永・立野訳『社会科学方法論』岩波書店　78ページ）さらにこれを踏襲して，世良晃志郎氏も次の

　ように述べる。「マルクシズムの『法則』や『発展構成』．も，基本的には『理念型』の性質をもつ。」

　（『歴史学方法論の諸問題』，木鐸社，第二版　49ページ）

（4）「地表上における生命および人間社会の発展は，一一つのユニークな歴史過程であり」「その過程の叙

　述は，なんら法則ではなく，一つの単称的な歴史的言明であるにすぎない。」（K：arl　Popper：・Das

　Elend　des　Historizismus，　zweite　unveranderte　Aufiage，1969．　S．85，久野・市井訳『歴史主

　義の貧困』未来社，164ページ）
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〔4〕さてまずコントにおける「普遍史的発展法則」とは，周知のように，人類の知的発展

ならびに世俗的発展にかんする，あい対応しあ．う二つの「三状態の法則」〃）ことに他ならな

かった。すなわちかれによれぽ，人類は「神学的＝軍事的状態ゴから「形而上学的＝法律的

状態」を経由して「実証的＝産業的状態」へと至る発起を遂げるのであった（1）。

　ところで，この「法則」は，コントにあっては，地球上の諸社会史を比較して，それらの

間に先に述べたような「諸平行関係」をみい出すことによって定式化されたものであったろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポピユヲシオン
うか。否である。コントは「あれこれの人間集団の真の後継者は，その直接の末喬ではなく

て，その居住する土地やその属する人種を問わず，かれらの努力をうけ’ついで，社会進歩を

さらに先へとおし進めた人間集団である（2）」と考えていたのであって，この「法則」は，1人

類史の全体をみわたして，そのうちにあって「社会進歩の前衛（3）」たる役割を果した諸集団

を，順次とりあげることによってこそ，定式化されるものに他ならなかったのである。

　だがそのような仕方で定式化されたにしても，それは結局は，いかなる社会の発展史に対

しても一般的に妥当するもの（あるいは妥当することを欲するもの）とみなされていたであ

ろうか。これも又否である。コントは，実証的状態はまず「ヨーロッパの五大民族」ωにお

いて実現されるであろう，と考えていた。しかしその時点において地球上には，いまだ「一

：神教的」　「多神教的」さらには「拝物教的」な諸状態にとどまっている「民族」が多数存在

しているであろう（5）。ところで晩年のコント⑥は，第一に，たとえば「インド，中国，日本」

という「多神教的」状態にある三つの「民族」をして，その「多数の神々」を「町名の女

神」に「縮約」するような，コント自身の創設になる「暫定的な教説」に改宗せしめうるな

らぽ，これらの諸「民族」は「一神教を経由せずして実証主義へと発展する⑦」ことが可能

である，と考えるに至ったのであった。すなわちコントによれば「西洋世界の進化において

は，社会的理由にもとづいて，一神教は必須のものだったのであるが，しかし他の地域にお

いては，多神教のかかる縮約の方が，最終的な哲学（すなわち実証的哲学一引用者）の到

来にとって，より好都合」ωなものだったのである。次に第二に，コントは，たとえばロシ

アやトルコという「一神教的」状態にある諸「民族」は，コント自身の本来の教説，すなわ

ち「実証宗教」をうけいれることによって，西ヨーロッパの諸民族にみられるような「形而

上学的混乱」なしに，「究極状態」へと到達することができるという。かれはたとえば，オ

スマン帝国の前宰相にあてた書簡のなかで「イスラム教は，何等の形而上学的過渡期なし

に，直接に実証主義へと移行する（8）」ことができる，と述べるに至ったのであった。

　ではコントにあっては「三状態の法皇」は，その「法則（10i）」という名称にもかかわら

ず，結局は，今や「ヨーロッパ五大民族」によって達成されんとしている「実証的＝産業的

状態」を系譜的にさかのぼ6て，それを史的に叙述せんとしたものにすぎなかったのであろ

うか。しかしこれも逸才である。コントは科学を二種類に，すなわち「抽象的科学」と「具

体的科学」とに大別した（9）。そしてコントによれば，r実証哲学講義』のなかで叙述されてい

るが如き「社会学」さらには「社会動学」は，前者に属するものだったのであり，その「三

状態の法則」は，それ自身としては「抽象的な」，まさに「人の名も，そして民族の名さえ

もない所の歴史」⑩に他ならないものだったのである。すなわちそれは抽象の産物であった。

ではそれはコントにあっては，いかなる抽象の産物であったか。

　コントは言う，われわれはコンドルセの「仮説的歴史ω」にならって，　「一つの合理的な
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ブイクション」として，「あい異なる諸社会の間に実在的にみい出されるすべての継続的＝

連続的な（cons6cutive）社会的変化が，観念上，そこにおいてみい出されるとされうるよう

な単一の社会⑫」を想定するのであると。

　さてわれわれはこの「単一の社会」なるものについては，とくに次の二点に注意を払って

おくべきであろう。すなわちまず第一に，それは「それに対応する環境についての，ありう

べきすべて仮定において，本質的に同一不変である㈲」とされねばならないものである。い

いかえればそれは，（イ）まさに「単一の社会」としては，いかなる対外的な交通ももたず，

したがって他の諸社会からの影響をうけることのないものであり，さらに　（ロ）その自然環

境は一むろん人間自身の手によるものを除いては⑬一時代を通じて不変である。次に第

二に，かかる「単一の社会」の地理的人種的特性は，内的に均一的であるとされねばならな

い。何故ならコントによれば，．この点での差異は，発展の速度に影響を及ぼして，不均等な

発展をもたらすものに他ならなかったからである㈲。すなわちわれわれは「三状態の法則」．

を定式化するにあたっては「風土なり人種なりから来る差異，つまりあらゆる修正の原因と

なるものは，門門」⑯しなければならないのであると。

　さてわれわれはこのような条件の下におかれた「単一の社会」においではじめて，純粋な

継続的＝連続的発展を，すなわち第一に，そこにみい出されるはずの変化が，何等外部的要

因の変化に起因するものではなく，しかも第二に，発展段階を異にする諸形態が地域と人種

を異にして混交することのない発展㈹，いいかえれば，純粋な自生的発展を想定することが

可能になるのである。

　総じて以上の如き発展においては「文明」，とりわけ実証科学と産業の進歩は，’もっとも

漸次的＝連続的（continuous）㈱であるだろうし，又その一つの段階は，もっぱらそり前の段階

の帰結として登場することになるであろう。すなわちコントによれば「社会動学の真の一般

精神」は「『現在は未来を孕む』という偉大なライプニッツの有名な公理にしたがって，継

続的＝連続的な社会状態の各々を，先行する段階の必然的帰結として，そして後続する状態

の不可欠の推進者として把握する⑲」点において，いいかえれば，社会をまさに「自己運動

（自己自身を原因とする運動）吻を遂げるものとして把握する点において，成りたつものに

他ならなかったのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　アプストラクトウ　ム
　さてわれわれは，コントのかかる抽象体の論理的性格について，さらにたちいった考

察を加える前に，次にマルクスのそれについて簡単にみておくことにしよう。

　マルクスの「普遍史的発展法則」が定式化されているのは，周知のように，その『経済学

批判』の「序言」においてであるが，そこでは「物質的生活の生産」が社会的生活全体の

r包括的モメント（Ubergreifendes　Molnent）」ととらえられるとともに，物質的生産それ

自身については，生産諸力の漸次的な成長とともに，生産諸関係が「アジナ的，古典古代的，

封建的，近代ブルジョア的」，そしてさらには「共産主義的」と，順次必然的に交替してい

く，ととらえられたのであった。

　ところで多くの指摘をま》？までもなく，これらの生産諸関係の諸形態は，そ¢）典型的な姿

においては「地域と人種とを異にしてあらわれている⑳」ものに他ならず，さらに今日では

余りに周知の事柄に属するが，マルクスとエγゲルスはr共産党宣言』の1882年Pシア語版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルカイツシユ
によせた「序文」のうちで，「現存のロシアの（「太古的な」）土地共有制は，もしロシア革
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命が西欧プロレタリア革命への合図となり，両者が互いに補いあうならば（高度な一一一引用

者）共産主義的発展への出発点となることができる剛と述べて，当該の法則には合致しな

い仕方での移行の可能性をはっきりと認めたのであった。したがってそれは，いかなる社会

の発展史に対しても一般的に妥当することを欲するような，通常の意味での経験主義的法則

の一種では決してなかったのである。

　そこでわれわれは，こ．の「唯物史観の公式」が，（イ）その地理的人種的特性を内的に均一

的とするとともに㈲，＠　その自然環境が，人間自身の手によるものを除いては，時代を通

じて同一不変であり，の　かつ何等の対外的な交通も存在しない，とされるような一社会を

想定し，そこにみい出されるはずの純粋な自生的発展を述べたものである，と解した場合に

のみ，その内容を合理的に把握しうることになるのである㈱。たしかにマルクスは，コント

とは異なって，かかる抽象方法をとったことを，どこにおいても明言してはいない。しかし

地理的事情等を異にし，したがって又物質的生産のあり方を異にしているような他の社会と

の交通が導入されるならば，当該社会の生産諸力の成長：が，もはや漸次的であることはでき
　　　　　　　　　　の　　　ロ　　　コ　　　サ

ない一正確には，もっとも漸次的罵連続的なものであることはできない一こ．とは明らか

であり，したがって又，その生産諸関係がもはや「公式」の姿通りの発展をたどるものでは

ないことは，余りにも明らかである，と思われるのである㈲。

注

（1）この点についての簡潔な定式化としては，たとえばComte：Sur　1’Esprit　Positif，（Euvres

　tome　X互，　pp．2～4，霧生訳「実証精神論」（『世界の名著』中央公論社，第36巻　所収）147ページ。

（2）　Comte：Cours，　quatrieme　vol．　CEuvres　tome　IV，　P．291．

（3）cf，　Comte：Cours．　cinquiさme　vo1．（Euvres　tome　V．　P．3なおJ．　S．ミルの以下の叙述をも参

　照されたい。「コント氏はその考察の範囲を，人類進歩の主要な流れのみに限定し，その先頭にたっ

　た人種や民族のみを観察し，その現実の末葉ではなく，その後をついで進歩の糸を辿った昏々のみ

　を，その後継者である，とみている。」（」，S．　Mill：Auguste　Comte　and　PQsitivisrn，　Collected

Works．　X．　P．318）．

（4）Comte：Cours，　sixi合me　vol．（：Euvres　tome　VI．　P．572．なお「ヨーロッパ五大民族」とは，

　フランス，イタリア，ドイツ，イギリスおよびスペインのことである。

（5）コントは，神学的世界観はそれ自身の内部において，「拝物教」一→「多神教」一→r一一神教」，という

　三つの段階を経由すると考えていた。詳しくは「第三章」を参照されたい。

（6）ここで「晩年のコント」とは『実証的政治学体系』（1851年～54年）執筆時におけるコントの意味

　である。すなわちかれは『実証哲学講義』（1830年～42年）においては，いまだこの点についての解

　答を留保していたのであった。cf．　Comte：Cours，　sixiさme　vol．（Euvres　tome　V工．　P．570。

（7）　Comte　：　Systeme　de　Politique　Positive　ou　Trait6　de　Sociologie，　quatrieme　vol．　CEuvres

　tome　X．　P．511，　513．

（s）　Comte　：　Systerne，　troisieme　vol．　CEuvres　tome　IX，　Preface　XLIX．

（g）　cf．　Mill　：　Auguste　Comte　and　Positivism，　Collected　Works．　X．　・P．280．

（lo）　Comte：Cours，　cinquieme　vo！．　CEuvres　tome　V．　P．11．

（11）われわれは人類史の全体のうちから「単一の民族についての仮説的歴史を抽出し，もってその進歩

　の展望を構成することが必要である。」（Marquis　de　Condorcet：Esquisse　d’un　Tableau　Histot一
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　ique　des　Progres　de　1’Esprit　Humain，渡辺訳『人間精神進歩史』岩波文庫，第一部，29ページ。

⑫Comte＝Cours，　quatri61ne　vo1．（Euvres　tome　lV　P．291。

ぐ⑧　　fb量d。，　P．402。

直φ　コントによれば「政治的にせよ，道徳的にせよ，知的にせよ，人類の進歩は，その物質的な進歩と

　不可分」であり，かつ「物質的な進歩」とは就中「外界に対する人間の実在的な働らきかけ」，す
　　　　　コ　　　コ　　　コ　　　サ　　　コ　　　　　　　コ　　　　

　なわちはその人為的な変更の進歩のことに他ならなかった。この点については，詳しくは　Comte：

　Cours，　quatriさme　vol．（Euvres　tome　IV．　P．404をみよ。

⑯　「風土は」「文明の自然の進歩を，ある程度はやく，あるいは遅くするにとどまる。」（Comte：Plan

　（Euvres　tome　X．　Appendice　G6n6ral，　P．108，前掲訳書　111ページ）

⑱　Comte：Cours，　quatriさme　vol．（Euvres　tome　IV．　P．505，前掲訳書　283ページ。あるいはさ

　らに，次の言葉をも参照されたい。「三状態の法則」の定式化にあたっては，「文明の発展速度に影響

　を与えるすべての原因は無視され，したがって諸民族相互間の間にみられる差異がいかに大きくとも

　それらは捨象され（ねばならない。）」　（Comte：Plan．（Euvres　tome　X．　Appendice　General，

　P．134前掲訳書，134ページ。

⑰　コントは言う迄もなく，科学が複雑な対象を取り扱うものであればあるほど，その神学面一→形而

　上学的一→実証的，という移行は遅れるが故に，人間精神のうちには，つねに発展段階を異にする諸

　形態が混交しあってきた，と考えていた。しかしこのことと，発展段階を異にする諸形態が，地域と

　人種を異にして混交しあうこととは，全く別箇の事柄である点に注意されたい。

㈹　漸次性は言う迄もなく，つねに程度の問題である。ここで「最：も漸次的一連続的な」とは，人類史
　ロ　　　　　　　ロ　　　コ　　　リ　　　　　　　　　　　コ　　　ロ　　　ロ　　　　　　　コ　　　コ　　　リ

　全体のうちで，最：も飛躍の少い，という意味である。

⑲　Comte：Cours，　quatri6me　vol．（：Euvres　tome　IV，　P．292．

⑳　周知のようにヘーゲル論理学においては，「因果関係」一→「交互作用」一→「自己原因」（「概念」

　　r自由」「自己とのみ交替運動をする自立性」）という順で，論理展開がなされている。

㈲　宇野弘蔵「過渡期の取り扱い方について」（『社会科学の根本問題』青木書店，所収）96ページ。さ

　らに大塚久雄氏の次の見解をも参照のこと。「マルクスの定式は」「必ずしも一国あるいは一地域につ

　いてなされた立言とのみ，解されるわけではない。むしろ，ヘーゲルの『歴史哲学』以来の思考様式

　にしたがって，これをすなおに，まず古代オリエントの専制諸国家を基礎を特徴づけた貢納制社会，

　つぎに古典古代の地申海周辺地域におけ’る奴隷制社会，そのつぎに，中世ヨーロッパのイギリスを波

　頭とする資本主義社会とい5ふうに，世界史の巨大な流れのなかで，中心地域の移動を亡いつつ継起

　した，それぞれ支配的な生産様式を異にするような経済的社会構成の諸段階と解することも可能であ

　るし，またそう解した方がはるかに自然で嫡ないかと思われる。」（大塚久雄「社会変革とは何か」

　〔『著作集』第九巻，所収〕346ページ）。

㈱　Marx／Engels：Vorrede　zur　russischen　Ausgabe　von　1882　des“Menifestes　der　kommun．

　istischen　partei”，　Werke　Bd．4，　S．576．『全集』第四巻593ぺ｝ジ。

㈱　ここでr地理的特性が内的に均一的」であるとは，正確には，地理的特性が「単一の社会」の構成

　員の全てに対して同一である，という意味である。それ故それは地理的特性の差異それ自身を含んで

　いてもよく，ただそれが人々の間の不均等な発展を招くものであってはならない，ということに尽き

　る。

㈲　なお，年令，性別，欲求等の個人差は，かかる「単一の社会」においても依然として想定されねば

　ならない。すなわちたとえば分業発達の根拠となるものなどは，依然として想定されねばならないの

　である。

㊧　補足すれば，不均等に発展した諸社会が交通した場合，「社会的存在が社会的意識を規定する」と
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いう「公式」の周知の命題が，もはやそのまま個別社会史に妥当するものではなくなることは，明瞭

である。「神学，哲学，道徳等が現存の生活諸関係と矛盾するようになる場合でも，それはただ現存

の社会的諸関係が現存の生産力と矛盾するようになったことによってのみ，起りうる。ちなみにこれ

は，ある特定の民族的な社会的諸関係の圏内では，矛盾がこの民族的圏内においてではなく，この民

族的な意識と他の諸民族の実践の間に，換言すれば，一民族の民族的意識と普遍的意識との間に生じ

ることによっても起りうる。」（Marx／Engels：Die　Deutsche　Ideologie，　Werke　Bd．3S．32『全

集』第三巻，27～8ページ）。

〔5〕　さてコントやマルクスの「普遍史的発展法則」の論理的性格が以上のようなものであ

るとすれば，それは「イデアル・テイプス」，とりわけ人閥社会の「純粋な自生的発屡」の

「イデアル・テイプス」である，という解釈が妥当であるかのようにみえる。しかし結論的

に言えば，それはそれとも又区別される第四の論理的性格を有するものに他ならなかった。

以下このことを明らかにしていきたいと考えるが，その為にもまず次のような問題を提出

し，その解答を試みることからはじめることにしよう。

　さてわれわれは，コントやマルクスの「普遍史的発展法則」は，発展の（地域と人種を異

にした）不均等性とそれらの間の交通を除去する為に，一つの地理的人種的に内的に均一な

社会を想定するものである，と解した。しかしそうだとすれば，ただちに次のような疑問が

生じてくるであろう。すなわちたとえばマルクス自身「社会的分業の自然的基礎を形成し，

人間がその下で生活する自然環境の推移を通じて，かれら自身の欲求，能力，労働手段，労
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デイフエレンツイ　ルンク
働様式の多様性を喚起するものは」「土地の分　　化であり，その自然的産物の多様性で

ある」（1）と述べて，さらにかかる「土地の分化」にもとつく社会的分業こそが，部族（Stamm）

等の共同体問の商品交換をひきおこし，そしてそれが又，共同体内部に由来する分業の発達

に狛車をかけて，「その分裂過程に主要な衝撃（HauptaRsto㊧を与える（2）」ことになる，と

述べているのであるから，先の如き地理的に均一的な一したがって，「共同体間の商品交

換の可能性をもたないような一一社会にかんして，そこに発展を想定することは，いささ

か「適合的（adaquat）」（3）（ウエーバー）ではない，といわねぽならないのではなかろうか。

むしろわれわれは，より多く，停滞をこそ想定すべきではなかろうか，という問題である。

　これと形こそは違え，本質的に同種の疑問は，コントに対しても向けられうるであろう。

何故ならコントは「長い世紀のすぎゆく間における人類の経歴は，つねに生存し，たえず学

んでゆく一人の人間と同様にみなすべきである。jという，『真空論断片』におけるパスカル

の言葉を称讃して（5），その人類の知的発展にかんする「三状態の法則」をもって，一個人の

知的発展過程にかんしてもそのまま妥当するかの如くに述べているのであるが，しかしかれ

は他方では「孤立した人間は」　「本性的に保守的」であって「普通，人間の状態の漸進的な

改善という欲求や考えをいだかせるものは，社会的比較や知性による不安な予測から生じる，

際限のない欲望である（6）」としていたのであるから，そして総じて，完全に同一な諸個人の

間に「社会的比較」など成りたつことはありえないから，コントは異質な諸個人間の接触交

通を，一個人の発展にとってのきわめて重要な刺激条件だと考えていたことになるであろう。

だがそうであるとすれぽ，人類全体と同一視された一個人は，まさに重要な刺激条件を欠い

ているが故に，もはや発達を遂げることはないのではないか，と思われるからである⑦。
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　さて筆者はこの疑問に対しては，特にマルクスを念頭におけば，次のように答え．うるし，

又答えるのが正しいと考える。すなわち先の如き「単一の社会」においては，異質な（さら

には，不均等な）発展を遂げてきた他の社会との交通という，発展にとってのきわめて重要

な刺激条件は，正確に言えば，具体的には捨象されているのであるが，抽象的には，すなわ

ちいわば刺激条件それ自身としては，むしろ前提されているのであると。

　かかる論理操作は，一見した所，はなはだ奇妙なものと映るであろう。しかしマルクスは

到る所でこのような操作を実行しているのであって，たとえばその有名な「価値法則」（「商

品交換に内在する法則」）⑧なるものは，それ自体としては，一方では私的生産を前提にしっ

っも，他方ではそれを捨象することによって，すなわち私的生産を抽象的にのみ前提するこ

とによってはじめて抽出されるものに他ならなかった。すなわち私的生産はむろん商品交換

の，したがって又「価値」の不可欠の前提をなすものに他ならないのであるが，しかし同時

に「無政府的」生産として，殆んどつねに投下労働量に比例しない交換を生み出すものであ

り，しかもこのことから生じる「生産諸要素」のたえざる移動一この移動も又「無政府

的」移動である一は，総体としては（長期的平均においては），逆に投下労働量に比例し

た交換を実現せずにはおかないのであって，「価値法則」はそれ自体としては，かかる投下

労働量に比例した交換のみを意味するものに他ならなかった（9）。いいかえれば，それはそれ

自体としては，私的生産からそれと実在的には不可分な「無政府性」を捨象することによっ

て，はじめて獲得されるものに他ならなかったのである。

　ところで本題の「普遍史的発展法則」にかんして言えば，先の如き対外的な交通は，一面

では「単一の社会」の発展に対する殆んど不可欠な刺激条件をなすと考えられるのであるが，

他面ではその発展を何程か「純粋に継続的＝連続的」ならざるものとしてのみ実現するもの

であり，さらには逆に，停滞を固定化したり，その自生的な：発展を根こそぎ破壊するものと

もなりうるであろう⑩。だがここでわれわれが注意しておくべきことは，かかる対外的な交

通の総体一いいかえれば，相互に交通しあう諸社会の総体一は，もはやその外に対する

交通を営なむものではないが故に，孤立性として，逆にそこに自生的な発展を生じさせずに

はおかないものである，という点である。かかる総体の発展一内部的には種々の後退をも

含む所の発展一が，この総体の対面する自然環境をさしあたって不変とすれば，あく迄も

自生的なものとみなされなければならないことは，余りにも明瞭である。なお「かかる総体

の対面する自然環境を不変とする」という想定は，コントにあっては，以下の引用で明らか

なように，きわめて現実的なものと考えられていたのである。すなわち「地球の外殻の変化

はきわめて制限され，そしてとりわけきわめて緩慢なので，それは社会進化の自然的コース

に重大な影響をもたらしえぬであろう。（m」そして藩老は，この点はマルクスにも当てはまる

し，又当てはまらねばならない，と考える⑫。

　それ故に「普遍史的発展法則」は「平均法則としてのみ自己を貫徹する」㈱と特徴づけら

れた「価値法則」と同じように，部分現象とは必ず一正確には，殆んどつねに一合致し

ないのであるが，しかしかかる非合致を通じて，しかもかかる非合致を通じてこそ，その全

体とは逆に必ず合致するという論理的性格を有するもの，いわば「総体において自己を貫徹

する」ものに他ならないのである。

　さてわれわれはかかる論理的性格の「法則」を何と名づけるべきであろうか。それは「価
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値法則」にならって言えばr人類史に内在する法則」と呼ぶことができるものであろうが，

しかしその際われわれが銘記しておくべきことは，それは実在的にはあく迄も不可分なもの

を思考上で遊離して，その一方を捨象することによってえられたものに他ならないのである

から，それはそれ自体としてはまさに「一箇のフィクション」adiなのであって「総体におい

て自己を貫徹する」等というのは，あく迄も比喩的な表現にすぎない，ということである。

この点を確認しておかなければ，われわれは悪しき「形而上学的思考」　（コソのあるいは

「観念論」　（マルクス）に陥いることになるのであって，それは現象の総体において，そし

てそこにおいてのみ，その実在性を有するものに他ならないのである。いいかえれば，それ

はたんなる平均概念やたんなる類概念とは区別される所の，独自の論理的性格をもった全体

概念，対象の独自の抽象的全体像を意味するものに他ならないのである㈲。

　さてコントもマルクスも，かれらの「普遍史的発展法則」の論理的性格が，以上の如きも

のであることを，基本的にはよく理解していた，と思われる。何故ならまずコントによれば，

「社会学」したがって又「社会動学」は「全：体から部分へ」とその科学的認識を進めるもの

に他ならなかったが，その「純粋な継続的＝連続的発展」を叙述したものとしての「三状態

の法則」が，同時に人類史の全体認識であり，あの「一つの合理的フィクション」が同時に

「（人類）全体の進行方向をおおね見定めた」a6）ものに他ならないということを，かれ自身が

しぼしば明言してやまなかったからである。又マルクスとエンゲルスにかんして言えば，わ

れわれはエンゲルスが「歴史のうちにあらわれる弁証法的発展」は，あく迄も「あらゆるジ

グザグな運動（Zickzackbewegung）と一一時な後退を通じて，自己を貫徹する」a7）と述べて

いること，又現代の代表的なマルクス主義理論家の一人であるG．シュティラーが「低いも

のから高いものへの進歩の合法豆鹿は，人類の史的な総体的（Gesa蝋）発展において自己を

実現する」㈱と述べていることに留意しておいてよいであろう⑲。

　さて「普遍史的発展法則」の論理的性格にかんする以上の分析をふまえて，これとヴェー

パーの「イデアル・テイプス」，とくに「イデアル・テイピッシユな発展構成」との異同を

検討するならば，まず両者の共通点が，ともにたんなる類概念一したがって又，その延長

上に位置するものとして，諸現象の表面上の規則性としての法則　　とは異って，経験的実

在のたんなる概括の産物ではなく．，それに対するいわば「遊離化的（isolierend）」抽象の産

物であること，そしてこれに対応して，そのままの姿では「現実のうちにはどこにもみい出

されえない」「一個のユートピア」⑳（ウェーバー）という性格をもっていること，に求めう

ることは明らかである。

　しかしわれわれは以上の如き同一性にもかかわらず，両者を同一視することはできないで

あろう。何故ならウェーバーは「イデアル・テイプス」をもって何よりもまず「文化現象の

特性（Eigenart）を鋭く意識にもち来たらす為の手段」として位置づけていたからである。

だからかれは「すべてのマルクス主義的な『法則』や発展構成は」　「イデアル・テイプスと

いう性格をもっている」⑳と述べつつ，さらに次のように続けたのであった。すなわち「こ

のようなイデアル・テイプスが，現実をそれらと比較する為に用いられるならば著じるしい，

とりわけ独自の索出的意義を有するのだが，それらが経験的に妥当するものだとか，ないし

はさらに進んで，実在的な一一というのは，真実には，．形而上学的な一『作用力』　『傾

向』とかと考えられるならぽ，たちどころにそれらは危険なものになる」囲と。
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　しかし「普遍史的発展法則」は一そして一般的に「現象の総体において自己を：貫徹して

いる法則」は，そのまま経験的に妥当するわけでもなければ「形而上学的」実在であるわけ

でもないのであるが，しかしだからといって，ウェーバーの言うように，第一次的に，現実

がそれと比較されつつ解明されるべき「索出的な」手段であるわけでもないのである。すな

わちそれは，われわれが対象の全体把握を欲する場合に，そして「普遍史的発展法則」の場

合で言えば，われわれが人類的な連帯意識（コントの「人類教」を想起せよ！）の基礎上で，

あれこれの民族がではなく，人類は全体としてどこからどこへ進むのか，という問を発する

時に，それに対する端的な解答をなすものなのであって，したがって認識目標そのものとい

う性格を有するものに他ならなかったのである軌それは高々第二次的に「索出的意義」を

狙う比較手段に転用されうるものに過ぎなかった。かくしてわれわれはウェーバーの誤謬を，

以上の如き独自な論理的性格をもった全体概念と，かれ自身の「特性」把握の手段たる「限

界概念」との差異を看過し，両者を同一視した点に求めることができるのであるOP。

　なお従来より「普遍史的発展法則」に加えられてきた批判には，大づかみにみて，以下の

二種類のものが存在するが，いずれも的外れに他ならないことは，これ迄の説明によって，

あらためて詳論する迄もなく明らかであろう。すなわちその第一は，「普遍史的発展法則」

をもって諸社会史の間の「平行関係」をとらえたものと誤認して，それに合致しない諸事例

をあげることによって，・それを反証したと思いこんでいるものである。たとえば吉田民人氏

は「後進国革命」においては「上部構造一→生産関係一一一一・・生産力の順序，すなわち上部構造

の変革が先行し，ついで生産関係が，さいごに生産力が変革されるという移行シェーマ」OS

が成り立つとして，これが「史的唯物論の『公式』と矛盾することは指摘するまでもなく明

らかであろう」と述べているのである。次にその第二は，「普遍史的発展法則」をもって

「自生的（内生的）発展」のモデルと誤認しておいた上で，現実の諸社会は他の諸社会の影

響によって変化していること大であるから，かかるモデルはモデルとしてあまり有効ではな

い，と批判するものである。たとえばネオ・ディフ＝一ジョニストたるA．D．スミスは「内

生主義（endogenism）」に反対して「大きな歴史的変化の大方のタイプに関しては」「外生的

パラダイムの方がはるかに効率的で説得な分析枠組である」㈱と主張してやまないのである。

これらはいずれも「普遍史的発展法則」が人類史の全体認識であるという本質的な性格を，

完全に見落すものに他ならないのであるen。

注

（1）Marx：Das　Kapital，　erster　Band，　Werke　Bd．23，　SS．563～4，『全集』第二十三巻，666ペー

　ジ。

（2）Marx，　a．　a．0．，S，373前掲訳書462ページ。

（3）ウェーバーによれば「イデアル・テイプス」とは「客観的可能性というカテゴリーを用いて，われ

　われがそのうちに諸連関を構成する形象」（Weber：Wissenschaftslehre　S．194）に他ならないが，

　しかも同じくウェーバーによれば「客観的『可能性』判断は，その本質にしたがえ一ば，程度の段階

　（Gradabstufung）を許容する」（a．　a．0．S．284）ものに他ならなかった。かくして「適合的」連

　関とは，高度に「客観的に可能な」連関を意味する。

（4）　Comte：Cours，　quatrieme　vol．　（［Euvres　tome　IV，　P．186．
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（5）　cf．　Comte　：　Sur　1’Esprit　Positif，　CEI　uvres　tqm．　e　XI，　P．2．

（6）Comte：Cours．　quatriさme　vo1・（：Euvres　tomg　IV　P．447，前掲訳書　249ページ。

（7）いいかえれば，単一的＝孤立的個人は「本性的に俳守的」であって，進歩を遂げることはないので

　あるから，人類全体を一個人にたとえるのは，本質的に無理ではないか，という問題である。

（8）Marx：Das　Kapital，　erster　Band，　Werke　Bd．23　S．180，『全集』第23巻217ページ。

⑨　すなわち周知のように，私的生産も又社会的生産の一形態であって，社会的総消費欲求に対応する

　社会的総労働の配分という，社会的生産の永遠の「自然法則」（マルクス）を決して回避することが

　できないからである。

⑩　この点についての興味深い考察としては，たとえば，大塚久雄「共同体解体の諸条件　　その理論

　的考察」（『著作集』第七巻，所収）をみよ。

（n）　Cemte：Cours．　quatrieme　vol．　CEuvre＄　tome　IV　P．400．

⑫　「社会の変化と発展は，地理的環境の変化と発展にくらべて，比較にならぬほど急速におこなわれ

　る。1（」．Stalin＝Uber　dialektischen　und　historischen　Materiali＄mus，　Reclams　Universal－

　bibliothek　S．109，邦訳『弁証法的唯物論と史的唯物論』，国民文庫　119ページ）．

⑬．Marx：Das　Kapital，　Bd．1，　Werke　Bd．23；S．217前掲訳書第23巻　136ページ。

⑭　筆者はここで「フィクション」なる語を，コントと岡じく，いわゆる「ノンフィクション」の対概

　念としてのみ，すなわち事実をできる限りありの1ままに叙述するのではなく，それに対する何らかの

　「遊離化的」抽象を加えた観念構成物一したがってそのままでは事実に合致することのない観念構

　成物一一の意味でのみ用いている。

　　なお・エンゲルスは『資本論』第三巻の「補遺」においてr価値法則は，資本主義的生産の内部に

　あっては，たとえ理論的に不可欠であるとしても，まさに一箇のフィクションたるものである」

　（Engels　：　Ergtinzung　und　Nachtrag　zum　III．　Buche　des　“Kapital”　Werke　Bd．　25．　S．904）

　とするC．シュミヅトの見解を否認しており，したがってr価値法則」をそれ自体としては「一箇の

　フィクション」たるものとみる私見は，一見した所，エンゲルスのそれに反するものであるようにみ

　える。しかしここでは実はr価値法則」は「資本主義的野品生産の内部でしか問題になりえず，かつ

　資本主義卸商品生産においては，「価値の生産価格への転化」が必ず生じているから，それは一箇の

　フィクションたるにとどまる，という点でのシュミットの見解が問題だとされているのであって，し

　たがってエンゲルスはそれに対して，「価値法則」は「単純商品生産の全期間にわたって一般的に妥

　当する」（a．a．0．，S．909）という命題を対置し，もってその歴史的実在性を指摘したのである。

　　しかもエンゲルスはむろん「単純商品生産」にあっても，「比較的長期間の平均価格が」「価値と合

　致する」（a．a．0．，S．909）と述べているのであって，したがって「価値法周」はそれ自体としては

　「一つのフィクション」であるとする私見は，何等変更するに及ばないものなのである。

㈲　カール・ポパーは「全体（Ganzheit）」なる概念はra）ある事物のあらゆる性質もしくは様態の総

　体，そして就中，事物を構成する諸部分の間になりたつあらゆる関係の総体」，すなわちいわゆる「具

　象的なまるごと的全体」か，あるいはrb）当該の事物のある特殊な性質又は様態，すなわちその事

　物をして『単なる堆積物』としてよりは，むしろ一つの組織された構造とみえさせるような性質又は

　様態」すなわちいわば「『ゲシュタルト』としての全体」かのいずれかを指すとした上で，コントや

　マルクスを含む「全体論者（Holist）」は，　a）の意味での全体認識という立場に立っていたが故に，

　非科学的であるという。何故なら「すべての叙述は必然的に選択的なものだからである。」（Karl

　Popper：Das　Elend，　SS．61一一一66）．

　　ポパーは明らかにここで，a）でもb）でもない，第三の意味での「全体」概念がありうること，す

　なわち「総体において自己を貫徹している」ものを，それ自体として抽出したものとしての「全体」
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　概念がありうることを看過しており，コントやマルクスの見地に対する無理解を自から暴露している

　のである。コントやマルクスにとって，a）の意味での「全体」が認識し尽くされえないものである

　ことは，その自明の前提をなすものに他ならなかったのである。たとえばコントの次の言葉をみよ。

　「（抽象的全：体認識としての）一般的事実は，それについで一定の具体的細部の研究を遂行する上で，

　不可欠の照明を与えてくれるが，しかしこうした細部の精密な知識は，その性質上，人間には決して

　えられない。」（Comte：Plan，（：Euvres　tome　X，　ApPeqdice　G6n6ra1，　P．132）なおポパーが方法

　二上のr全体論」を政治思想上の「全体主義（total三tarianism）」に短絡させている点にかんする批

　判としては，たとえ一ばH．Marcuse．：K：arl　Popper　and　the　Problem　of　Histolical　Laws，　in：

　Studies　in　Critical　Philosophy，1973，　PP，191～208をみよ。

（la　Comte：Plan．　CEuvres　tome　X．　Appendice　General　P．135．

an　Engels　：　Ludwig　Feuerbach　und　der　Augang　der　klassischen　deutschen　Philosophie，

　Werke　Bd．21，　S．292『全集』第21巻，297ページ。

（lg　Gottfried　Stiehler：Grndlagen　und　Kriterien　des　historischen　Fortschritts，　in：Phile

　－sophische　Probleme　der　Entwicklung，　herausgegeben　von　G．　Redlow　und　G．　Stiehler，

　1977，S．54・なおレーニンの次の言葉をも参照されたい。「世界史全体の発展が一般的法則にしたが

　うということは，発展の独自の形態なり，順序なりをあらわす個々の発展の時期をすこしも除去する

　ものではなく，逆にそういうことを前提としている。」（レーニン「わが革命について」，邦訳『レー

　ニン全集』大月書店，第33巻，497ページ。）

⑲　なお以上の叙述によって，コント実証主義がr現象の背後にまわらない」素朴経験主義の，一種で

　あったとみる通俗的理解がいかに誤まっているかは明白であろう。コントはたしかに「法則」とは

　「観察された諸現象問の恒常的な関係」として「一般的なある事実のたんなる叙述」にすぎないもの

　であると述べているから，それは一見した所，何等「現象の背後に回る」ことのないものであるよ

　うにみえる。しかしかれはさらにつづけて「それは直接又は問接に，観察された現象と合致する」

　（Comte：Sur　l’Esprit　Positif，（：Euvres　tome　XI，　P13）と述べて，それが直接的には観察され

　た現象と合致しない場合のありうることを，はっきりと認めていたのである。「三状態の法則」は明

　らかにこのケースに該当するであろう。なお以上の点についてはさらに，R．　Flethcher：The　Crisis

　of　lndustrial　Revolution，1974　pp．24～6をもみられたい。

⑳Weber：Die　Objektivitat，　Wissenschaftslehre　S、191，前掲訳書74ページ。

⑳　a．a．0．，S．202，前掲訳書　91ページ。

㈲　a．a．0．，S．　205，前掲訳書　94ページ。

㈱　　「普遍史的発展法則」という理論的見地は，近代における「普遍的な交通」の開始，とりわけ「世

　界市場」の発達を通じて，「人類」という意識が成長してきたことによって，はじめて本格的に成立

　しえたものである。しかしそれ故に又それは，将来において益i々大なる意義を獲得していくであろう，

　と予想されるものに他ならないのである。

鋤　なおフランスにおけるコント社会学の批判的継承者であるE，デュルケームは，コントの諸見解の

　うちでも，とりわけその「普遍史的発展法則」の見地を，非合理的なものとして拒否して，次のよう

　に言う。「コントが人間諸社会の進歩を，単一の人間集団の進歩と同一なものとして表象しうると考

　え，『あい異なる諸集団の間にみとめられる一切の連続的な変化を，観念上，この単一の集団に帰着

　させうる』と考えたのは，かれが諸社三種（espさce　sociale）の実在を閑却したためである．。」「もし

　質的に互いに異なった諸社会類型が存在するならば，それらをたとえ互いに接近させることはできて

　も，それらを一つの幾向学的線分のように，ピッタリと接合させることは不可能であろう。」（Emile

　Durkheim：Les　Rさgles　de　la　M6thode　Sociologique，　puf．1977，　pp．77～8）さてたしかに人類
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　と個別諸社会の間に社会種を設定することは，昌的の如何によっては有意義たりうるが，しかしそ

　のことは，科学や産業という「普遍史的意義」を有する諸現象の存在と，その「諸社会式」を通じて

　の成長という事実を，何等否定することにはならないはずである。実際デュルケムが次のように述べ

　るとき，かれは以上の事柄を認めているように思われるのである。「ある複雑性をもつ一つの社会的

　事実は，あらゆる社会種を通じてのその全体的発達を跡づける，という条件においてしか人はそれを

　説明することができない。」（op．　cit．　P．137）

？5吉田民訴「生産力史観と生産関係史観1（『別冊経済評論』Summer’71所収）118～9ページ。

tza　A．　D．　Smith：The　Concept　of　Social　Change，　1973，　P．163．

伽　なお補足的に述べておけば，マルクスにかんして，かれは『経済学批判』の「序言」にみられるよ

　うな「歴史展開についての，いわば単系的な見方」　（斎藤謹蔵「多系的経済発展と体制の問題」〔r経

　済評論』1979年度第五号所収〕32ページ）から，「ヴェラ・ザスーイリチへの手紙」にみられるよう

　な「多系的歴史展開のヴィジョン」（同上，33ページ）へと変化を遂げたのだ，という解釈が存在す

　るが，これは正確ではないであろう。われわれは「序言」の定式が「単系的な見方」といった人類史

　の現象次元の認識に対応しているのではなく，そのままではどこにも見出されないような「一つの抽

　象的な歴史」であったという点を看過してはならないのである。

〔6〕　さてわれわれは「普遍史的発展法則」の論理的性格にかんする以上の認識をふまえて，

最後に，その定式化と検証の論理的手続きについて，簡単にみておかねばならなVl。

　まず定式化の手続きそれ自体についてみるならば，それは既にみてきたように，人類史の

総体のうちに，　「原始的状態」から「最先進国民の現状」に至る，人聞社会の「継続的＝連

続的」発展の跡を探し出すこと，とりわけ「実証的知識」　（コント）あるいは「物質的生産

諸子」の「最も漸次的＝連続的」蓄積（1）の跡を探し出すことでなければならない。総じて

「発展」は，第三章においてみるように，漸次的な蓄積を基礎としつつ行なわれる，その全

体枠組（あるいは構造）の形態転化という性格をもつが，しかしとりわけ「純粋な自生的発

展」は，最も漸次的な蓄積を基礎としつつ行なわれるそれ，という特徴をもつのである。か

くして「普遍史的発展法則」は，コントの場合でいえば，観察＝実証的理論の最も漸次的な

成長に対応する「世界観」＝全体理論の形態転化として，又マルクスの場合で言えば「物質

的生産諸力」＝社会的生産の最も漸次的な成長に対応する「生産諸関係の総体」＝「社会の

経済的構造」の形態転化として，定式化されることになったのであった。

　ところでコントは，かかる探求においては，インド，中国，日本等のいわゆる非西洋世界

は，実際上，無視することが許される，と考えていた。何故なら「普遍史的発展法則」を定

式化する試みにおいては「最：先進国民の現状をもたらした継起的な諸状態の連鎖に対して，

少くとも間接的にではあれ，明らかなる影響を及ぼした部分」②のみが取りあげられるだけ

で十分だ，ということは明白であるが，しかもそれはコントによれぽ，具体的には「白色人

種の大部分」〔3）のみを意味するものに他ならなかったからである。すなわちかれによれば，

インド，中国，日本等は，かかる「連鎖」に対して，何等言うに足る程の影響を及ぼしてい

ない，というのである。いいかえれば，コントにおける「相互に影響を及ぼしあってきた諸

社会の総体」とは，直接的には酉洋世界のみを指すものなのであって，したがってその「普

遍史的発展法則」も，直接的には西洋世界のみの抽象的全体像を意味するものに他ならなか

ったのである。だがわれわれが忘れてはならないことは，同じくコントによれば，インド，
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中国，日本等も，ひとまずこのようにして定式化された図式の一定部位に，とくにその低段

階に，事後的に位置づけうるものに他ならなかった，という点である。かくして「普遍史的

発展法則」は，正確には以上の意味においてのみ，すなわち間接的＝究極的意味においての

み，人類史総体の抽象的全体像をあらわすものに他ならなかったのである。

　さて以上の如き事情は，マルクスの場合にあっても基本的には同じであった，とみるのが

合理的であろう。すなわちその「普遍史的発展法則」は，ひとまず，近代西ヨーロッパの状

態を出発点として，そこに至る「連続的な」発展を，過去の人類史総体のうちに遡行するこ

とによってえられ，かつそこでの包摂範囲は，人類史の総体と文字通りに合致するものでは

なかった，とみることができるであろう。だがわれわれがマルクスの場合に留意しておくべ

きことは，その範囲が，コントの場合にくらべて，はるかに広大になっているということで

ある。すなわちマルクスはたとえば資本主義的生産様式の発展ならびにその共産主義的それ

への転化を，「世界市場」の発達と密接な実在的連関を有するものとみていたのであった（4）。

したがってマルクスにおける「普遍史的発展法則」は，その直接的な定式化においても，人

類史総体の抽象的全体像という性格により近似するものであった，ということができるであ

ろう。

　次にわれわれは「普遍史的発展法則」を検証する論理的手続きについて，みておかねばな

らない。総じて，そのままでは事実に合致することのない抽象的構成体の真理性（「非恣意

性」「客観性」等と呼ばれているもの）の検証は，関係する現象の各々を，当該の抽象体に，

当該の抽象体においては捨象されていた側面を付加することによって，その変形物（変様態

modifi（ration）たるものとして演繹しえ説明しえた時に成りたつ。たとえば「剰余価値」と

いう抽象的構成体の真理性の検証は，第一段階としては，それが「利潤率均等化の法則」と

いう「媒介公理」と，資本の個別的な大きさならびに個別的な「有機的構成」という個別的

な条件に媒介されて，個別的な利潤へと論理的に転化させられ，かつそれが経験的な個別利

潤と合致することが確認された時に成り立つ。　（以下さらに，かかる演繹は，関係する事実

の各々のすべてに到達する迄，くり返されなければならない。）したがって，かかる抽象的

構成体の検証の手続きと，その具体化の論理的プロセスとは，同じ一つのものである㈲。

　そこで「普遍史的発展法則」にかんして言えば，地理的人種的な差異，ならびにこれに対

応する不均等発展と，その上に成立する諸社暫間の交通が導入されねばならない。いいかえ

れば，不均等に発展した諸社会が交通した場合における，各々の社会の発展の変形にかんす

る諸経験法則（諸「媒介公理」）と，一社会の一定時点における一定の状態（「個別的条件」）

とを導入することによって，その社会のその後の発展を演繹し，これをその社会の現実のそ

の後の発展と照合せねばならないのである。言う迄もなく，両者が合致することが多ければ

多いほど，　「普遍史的発展法則」はその真理性をますます高めることになるのである。

　ところでコントもマルクスも，不均等に発展した諸社会が交通した場合における，各々の

社会発展の変形にかんする諸経験法則の必要性を，基本的には自覚していたと思われ，かつ

はそれを散発的に定式化したことがあるとはいえ⑥，これをまとめて集中的体系的に論ずる

ということはなかった。かれらはかかる「補充的な作業（7）」（コント）を，後の人々の課題と

して残しておいたように思われるのである。それ故にこの作業一それlx一一・一社会内部での諸

生活領域の不均等発展が生ずる為に，さらにいっそう困難な性格を帯びるのであるが一を
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おし進めることが，今日のわれわれに残された課題をなす。だがその具体的な展開は，筆者

の現在の能力を超えており，かつは本稿の範囲の外に出るものであろう。

　ただしこれに関連する論点についてあえて一言だけ述べておくとするならば「利潤率均等

化の法則」をみてもわかるように，総じて「媒介公理」のうちの，現象の表面にみい出され

る規則性の側面は，それに「内在する」法則一将の場合でいえば，「剰余価値」一とは

全く別箇にえられるものであって，たとえ後者について何事も知らなくとも，定式化されう

る，’という点に注意が払われるべきであろう（8）。すなわち「普遍史的発展法則」と個別社会

史との「媒介公理」の場合においても，それは一面では「普遍史的発展法則」から独立にえ

られるのであって，ここに人類全体の進行経路を抽象的に指し示すものとしての史的唯物論

が，’それとは別箇に，否，対立的にさえ発達させられてきた「ブルジョア的」社会諸科学の

成果（9）を吸収しうるし，減せねばならない論理的根拠の一つがあると思われるのである⑩6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

（1）ここで「最も漸次的な蓄積」とは，先にも述べたように，「最も飛躍の少い連続的な」蓄積の意味で

　あって，記聞的に最もゆるやかな蓄積の意味ではない。

（2・）　Comte　：　Cours，　cinquieme　vol．　CEuvres　tome　V，　？．4．

（3）　ibid．，　P．3．．

（4）少くとも壮年期のマルクスが，世界恐慌の勃発のうちに，共産主義革命の可能性をみていたことは，

　多くの文献の実証する所である。たとえばMarx　an　Engels，19，　August　1852，　Werke　Bd．28，

　S．116　『全集』、第28巻，93ページ。

（5）　「われわれ㊧恵考活動は，多かれ少なかれ」「客観的事物の運動そのものに即応した抽象作用とし

　で」』1前脚論的抽象法にもとづいておこなわれなければならない。」（許三元『ヘーゲル弁証法㊧本質』

　大月書店，65ページ）といった類の見解がしばしばみうけられるが，これは誤りである。「剰余価値」

　や「普遍史的発展法則」といった抽象体は，もしわれわれが「客観的事物の運動そのものに即応して」

掘象しなければならなかったとしたら，今日に至る迄，決して「抽象」されてはいなかったであろ

　う。総じて，そのままでは事実に合致することのない抽象体の真理性を保証するものは，あく迄も，

　本文において述べたような間接的な検証の手続きなのである・。

　　なお宇野弘蔵氏は，たとえば「単純商品生産社会」といった「機械的抽象」（『経済学方法論』東大

　出版会，21ページ）に対し，「商品経済が資本主義として自ら行う抽象」（r社会科学の根本問題』青木

　書店，119ページ）に即応した抽象としての「（自立的な）純粋資本主義」を対置し，後者こそが「単

　に対象を模写するのではなく，方法自身をも模写する」（『経済学方法論』164ページ）という意味で

　r真に唯物論的4（『社会科学の根本問題』119ページ）抽象をなす，と述べている。しかし氏が次の

　ように述べるとき，そこでは，マルク不の「単純商品生産社会」と本質的に同じ，「機械的抽象」が

　なされているのではなかろうか。すなわち氏はその『経済原論』において言う。「すでにこの章の第

　二節『億値形成増殖過程』において，単純なる労働力の商品化を前提として，資本の生産過程におけ

　る価値の形成増殖の過程を説きながら，この第三節の『資本家的生産方法の発展』において，相対的

　剰余価値の生産としての生産方法の特殊資本家的発達を通して，労働力の単純化を明らかにするとい

　うごとは，前後顛倒しているようにみえるが，後者は前者を前提してはじめて理論的に展開されるの

　であって，この外観的顛倒は，歴史的に生成される対象の理論的解明には，当然なることである。」

　・（『経済原論』岩波書店，81ぺLジ）「単純商品生産社会」は，実在的には資本主義の発達によっては
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　じめて可能となる一社会の全面的商品生産化を，しかも論理的には資本主義を前提とすることなくし

　て，想定するものである。しかしそれは資本主義の「理論的解明」・には不可欠の予備作業なのではな

　かろうか。

（6）たとえばComte：Cours，（Euvres　tome　V工．　pp．568～72，　Marx：EntwUrfe　einer　Au亡wor亡

　auf　den　Brief　von　V．1．　Sassuilitsch，　Werke　Bd．19，　S．385（『全集』第19巻，387ページ）「な

　どをみよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　一

（7）　Comte：Cours，（Euvres　tome　V工，　P．569，

（8）周知のようにレーニンr帝国主義論』の第一～第三章は，基本的には（地域を異にした）資本主義

　義の不均等発展を捨象した『資本論』の延長上にあるが，第四章以降は，むしろかかる条件（地域差）

　を導入することによって展開がなされている。

　　なお見田石介氏による宇野弘蔵氏のいわゆる「三段階論」に対する批判が的外れに終っているのは

　一一この点については，宇野弘蔵「何のための帝国主義論々議か一見田石介氏の批評を読む」（『マ

　ルクス経済学の諸問題』岩波書店，所収）を参照されたい一一氏が，本文で述べたような「媒介公理」

　の意義を明瞭に指摘していないが為であるように思われる。宇野氏の事実認識，すなわち地域的民族

　的に不均等な発展とそれらの間の交互作用こそが「いずれかの国を指導1約な先進国」となしつつ，資

　本主義の「重商主義段階」一→r自由主義段階」一→「帝国主義段階」という移行を成就させたので

　ある1とい5事実認識は正しいのであるから，これに対して「資本の一般的理論を与えるということ

　と，その発展諸段階の理論を与えるということとは，同じ一つのもの（見田石介「宇野弘蔵氏のいわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　ロ　　　ロ　　　の　　　リ　　　ロ　　　ロ　　　コ　　　コ
　ゆる原理論と段階論について」　〔『著作集』第三巻〕204ページ）であるという一般的な弁証法的原則

　をたんに対置するだけでは，決定的に不十分なのである。後者の理論構成から前者の事実へ論理的に

　移行ずる為の「媒介公理」を指摘する必要があるのである。

（9）われわれはこのような試みの一つとして，いまだ十全に展開されセいるとは言い難いのであるが，

　いわゆる「辺境革命論」をあげることができるであろう。大塚久雄『西洋経済史講座』「緒言」（『著

　画集』第四巻，所収）173～6ページ。なお大塚氏の見解を引用している折原：浩氏が「辺境革命論」

　と「普遍史的発展法則」の見地とを，相互排斥的なものとしているのは肯じ難い。（参照折原浩『危

　機における人間と学問』未来社，1969年，316ページ）さらに，Hege1：Vorlesungen．　Uber　die

Philosophie　der　Geschichte，　Suhrkampf，　Werke　Bd．12，　S．276における，地理的人種的要因

　と段階移行との関連についての，興味深い叙述をも参照されたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り⑩　OCHOBbl　MAPKCMCTCKO－nEHXCKOHΦHJ沿COΦU珂，1972，は，「世界史のあれこれの時

　期をそれの主導的傾向に応じて極微づけるために，歴史的時代という概念が用いられている。たとえ

　ばわれわれが奴隷制社会の時代または封建制社会の時代というとき，それはこれらの構成体が支配的

　であった時代をさしているのである。」（時掲訳書，324ページ）と述べているが，これはいささか不

　正確であろう。たとえば，奴隷制がある時代のある場所において典型的な形でみい出されるというこ

　と一したがって，「普遍史的発展法則」定式化に際して，その直接的な素材として役立つというこ

　と．一と，それがその時代の世界史において支配的であるということとは，全く別箇の事柄である。

　われわれは「普遍史的発展法則」が何よりもまず人類全体の進行経路を抽象的に描いたものである点

　を，くれぐれも忘れてはならない。
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第二章　　「普遍史的発展法則」理解における「唯物論的」見地と

　　　　　「観念論的」見地一「包括的モメンF」の問題

〔ア〕　コントもマルクスも，一時点における「人間社会」をもって，むろん特殊的諸要素，

諸側面から成る一つの複合体としてとらえていた。しかもかれらは同時に，それらが相互に

完全に独立的なのではなく，それらの間には「一定の共存の秩序」（1）（ミル）が存在する，と

考えていた。すなわちコントがこのような事態を身体にたとえて「交感（consensus）」（2）と呼

んだこと，およびマルクスがかかる諸要素間の「照応関係（Entsprechung）」（3）についてたえ

ず言及したこと，これらはともによく知られている事柄である。だがそうだとすればかれら

において「人間社会」の段階的発展が，相互依存的全体の編成替えとして，一つの「体制」

から次の「体制」への移行としてとらえられていたのは，きわめて当然のことであったと言

わねばならないであろう。かれらはともに「人間社会」の全側面を，いわゆる「体制」を問

題としたのであった（4）。　　　　　　　　　　　　　　；’

　ところでかれらはまた，このような相互依存的な全体の発酵において，特定の要素（モメ

ント）の発展こそが，その「中心の連鎖」㈲（ミル）をなし，「全体をつらぬく赤い系」（6）（エ

ンゲルス）をなす，と考えていた。しかしかれらのこのような見地は，今日「相互連関分

析」なるものを主張する「社会学的機能主義者」の一部から「すべてが他のすべてに依存す

る」ことを無視した，前科学的な「優越要因説」に他ならないものとして，批判の的になっ

ている点の一つでもある⑦。だがこのような批判が誤解一しかも古来の誤解（8）一にもと

つくものであるにすぎないことは，コントが「優越要素（616ment　pr6pond6rant）」といえ

ども「後には他の要素の発達の影響をうけて，新しい発展の方向をたどる」（9）と述べている

こと，およびマルクス亡きあとの老エンゲルスが「全体の大きな経過は交互作用の形態で進

行する」⑩むねを繰り返し強調したことによって，既に明らかである。

　しかし真の問題はむしろ「人間社会」においては「すべてが他のすべてに依存している」

というのに，どうして「包括的モメント（Ubergreifendes　Moment）」　（あるいは「優越要

素」）なるものが存在しうるのか，その論理的意味は何であるのか，という点にあるであろう。

そこでわれわれは以下，コントおよびマルクスが，いかなるものをいかなる根拠でもって

「優越要素」とみなしていたかを解明することを通じて，以上の問題に対する解答を提出し

てみたいと思う。

注

（1）Mi11：System　of　Logic，　Collected　Works，　VIII，　P．916前掲訳書，第六分冊，149ページ。

（2）　Comte　：　Systbme．　CEuvres　tome　VII，　P．664．

（3）　「人間はかれらの生活の社会的生産において」「かれらの物質的生産諸士の一定の発展段階に照応

　する生産諸関係にはいる。」「この土台（社会の経済的構造）に一定の社会的意識諸形態が照応する。」

　（Marx：Zur　Kritik　der　Politischen◎kQnomie　Berlin　1968，　S．15杉本訳『経済学批判』国民

　文庫，15ページ）

（4）なお以下のミルならびにヘーゲルの見解をも参照されたい。「社会のStatesは，身体における異

　つたConstitutionsあるいは異った年令のようなものである。これらは一つの又は少数の器官や機
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　能のあり方ではなく，有機体全体のあり方である。」「したがって社会の諸側面のうちの一つがある特

　定の状況にある時，他の諸側面の一定の状況が，多少の正確さをもって，つねにあるいは通常，それ

　と共存していることがみい出されるのである。」（Mi11，0p．　cit．，P．912）「歴史のなかでは民族精神

　は，具体的なものとして，その意識と意欲，その全現実性のすべての側面を表現する。すなわちその宗

　教，その政体，その人倫，その法律組織，その慣習，およびその学問，その芸術と技術などは，共通

　の原理である民族精神の刻印をうけている。」（Hege1：PhilosoPhie　der　Geschichte，　Werke，　Bd．

　12，　S．87）

（5）Mi11，0p．　cit．，P．925，前掲訳書，第六分冊，164ページ。

（6）Engels　an　W．　Borgius，25　Januar　1894，　Werke　Bd．39，　S．206『全集』第39巻，186ページ。

（7）たとえば，小室直樹「構造機能分析の論理と方法」（『社会学講座』東大出版会，第一巻所収）25ペ

　ージ，等を参照のこと。

（8）たとえばGeorgi　Plekhanov：Fundamental　Problems　of　Marxism，　in：Selected　Philoso．

　phical　Works，　Moscow　1976，　P．155，邦訳『マルクス主義の根本問題』福村出版，79～80ページ，

　をみよ。

（g）Comte：Cours（Euvres　tome　IV，　P．517前掲訳書，290ページ。

⑩Engels　an　Conrad　Schmidt，270ktober　1890，　Werke　Bd．　37，　S．494，『全集』第37巻，428ペ

　ージ。

〔8〕さてわれわれはまず第一に，コントもマルクスも，人間達の社会的生活の全体を，大

きく「世俗的＝物質的生活」と「精神的生活」という二つの特殊的部分に分解し，その一方

向それぞれ「包括的モメント」（「優越要素」）だと考えていた点に触れなければならない。

ただしここで「精神的生活（geistiges　Leben）」とは，物質的富の生産と消費から区別され

る，真理，美等の「精神的富」の産出と享受のことであって，したがってそれは「物質的

生活」と同じように，物質的にして精神的な過程に他ならないものであるω。

　さてコントもマルクスも「物質的生活」を人間にとっての「絶対的必要」（2）とみなしてい

たことは当然であるが，しかしコントは「精神的生活」を，しかもそのなかでもとくに「知

的活動」をもって「優越要素」をなすものとみていたし，マルクスは逆に「物質的生活」を，

しかもそのなかでもとくに「物質的生産」をもって，全体の「包括的モメント」をなすもの

とみなしていた。ではこのような両老に対立的な見解は，どこから生ずるものであったろう

か。しかしこのことを正確に解明する為には，われわれは順序としてはむしろ逆に，コント

とマルクスが，以下の二点にかんして同一の見解をいだいていたことを確認しておかねばな

らない。すなわちそれはまず第一に，かれらがともに「精神的生活」は「物質的生活」から

栢対的に独立に発展することを認めていたという点であり，第二にそれにもかかわらず，か

れらがともに「物質的生活」は（少くとも従来迄の歴史においては）全体における支配的要因

をなすことを認めていたという点である。

　まず第一の点について例証するならば，コントは「知性の発展」をもって「各要素が互い

に必然的に広く関連しあっているなかで，他のすべての要素の発達なしでも最もよく発達が

考えられる社会的要素」⑧であると述べていたのであり，又エンゲルスは「政治的，法律的，

哲学的，宗教的，文学的，芸術的等々の発展は，経済的発展に基礎をおいている。しかしこ

れらの発展はみな，相互的にも，経済的土台に対しても，反作用を及ぼす。それは経済的状
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態が原因であり，ひとりこれのみが能動的であり，他のすべてのものは受動的な結果にすぎ

ない，ということではない」（4）と述べたのであった。

　次に第二の点について例証するならぽ，コントは「精神（的生活）は，その本性にしたが

って，物質（的生活）の優勢の体制を，徐々に変更することをめざして，絶え間なく闘うが，

しかも物質（的生活）の優勢の体制は不可避的なのである。」（5）と述べたのであり，又エンゲ

ルスは先の文章に続けて「この交互作用は」　「究極において自己を貫徹する経済的必然性の

上での交互作用である」（6）一すなわち経済的発展は「究極において自己を貫徹する」よう

な支配的な位置を占める一と述べたのであった。

　ただしここでこの第二の点について付け加えておかねぽならないことは，かれらの以上の

如き同一の結論は，実は，それぞれ別箇の根拠に基づくものであった，という点である。す

なわちコントが，「物質的生活の優勢の体制」の根拠として究極において考えていたものは，

物質的欲求の座である脳の「後頭部」は，脳全体の支配的部分を占めるというガル説と，生

物有機体はその基本的構造を変えることはない，というキュビイエ説であった⑦。いいかえ

れば，コントは先の結論を究極的には，生理学的生物学的理論によって基礎づけていたので

あって，したがってそれは人類にとっての「永遠の真理」をなすものに他ならなかったので

ある。

　これに対してマルクスが先の結論，すなわち「物質的生活」と「精神的生活」との交互作

用は，前者の優位という「はなはだ不等な力の交互作用」⑧であるという見解の根拠として

考えていたものは，もっとも単純化していえば，人類の物質的生産諸力の発達は，いまだ

「物質的生活」を非支配的たらしめるほどには十分ではない，ということに尽きる。いいか

えれば，「物質的生活」が支配的な位置を占めるか否か，さらにそれがどれほど支配的であ

るかは，物質的生産気力の発展段階によって定まるのである。だからエンゲルスは次のよう

に述べたのであった。「国家が，今日の大工業と鉄道の時代においても，全体からみて，た

だその生産を支配している階級の経済的欲求の，綜合的な形における反映にすぎないのだと

すれぽ，いおんや人類が，その物質的要求をみたす為に，その生活の大部分をささげなけれ

ばならなかった所の，したがって今日のわれわれにくらべて，物質的要求に依存することが

はるかに大きかった過去の諸時代（「人類の物質的生活の生産が，いまだ今日ほど豊富な補

助手段をもっては営なまれておらず，したがってこの生産の必要が，いっそう大きな力を人

間達の上に及ぼしていたに相違ない時代」）にあっては，国家はなおいっそう，右のような

ものであったに違いない。」（9）かくしてマルクスとエンゲルスは，コントとは対照的に，「物

質的生活」の支配という事態を「永遠化」することなく，高度な生産力発達によって特徴づ

けられる未来の共産主義社会においては，むろん「物質的生活」を前提にしつつも「その彼

岸においてジ自己目的と認められうる人間的才力の発展が（したがって，もはや必ずしも

「物質的生活の生産」に「奉仕」するのではない・「精神的生活」が一引用者），真の自由

の領域がはじまる」⑩と考えたのであった。

　さて本来の問題に戻って，コントとマルクスが以上にみてきたような二つの同一的見解を

いだいていたにもかかわらず，なおそれぞれ「知的発展」あるいは「物質的生産」を「包括

的モメント」とみるという対立的な結論をいだくに至った理由は何であったかを考えるなら

ば，それはもっぱら次の一点のうちに求められねぽならない。すなわちコントは「物質的生
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活」の発展は，その完全な姿においては，つねに「精神的生活」の発展を前提する（その先

行を必要とする）ωとみていたのであるが，これに対してマルクスは，「物質的生活」の

実際上（実質上〕の発展は必ずしも「精神的生活」の発展を前提としない，とみたのであ

る㈱。

　すなわちコントによれば，第一に，産業の発達は実証的自然科学の発達を前提し，第二に，

軍事的社会秩序の完成は，上位の「意志」への服従の精神（神学的精神）の大衆的確立を前

提し，産業的社会秩序の完成は，実証的法則への服従の精神（実証的精神）の大衆的確立を

前提するte）。第三に，軍事的組織も産業的組織も，ともにその完成された姿においては，「目

的意識的」構成体なのであって，それ故に，　「目的」定立作業さらには諸原則定立の作業を

前提とするa4。

　これに対してはマルクスは，第一に，．r技術は大部分科学の状態に依存する」（ただし「科

学が技術り状態と要求に依存する方が，はるかに大きい。」a5））と述べて，技術の発達は必ずし

も科学の発達を前提とするわけではないとみ，第二に，一定の世俗的秩序の実質的形成にと

って，一定の非世俗的精神の大衆的確立は必ずしもその前提をなすわけではないとみa6），第

三に，従来の歴史（「前史」）においては」世俗的社会組織は発生史的には何等「目的意識的

構成体」ではなかった，とみたal。

　それ故，世俗的生活の実際上の形成発展過程に注目したマルクスは，コントとは異って

「精神的生活」をもって，つねに全体的発展の「饗導者」とみることはできなかった。それ

故にマルクスが全体的発展の「包括的モメント」として選び出したものは，むしろ全体の

「重心」をなす所の「物質的生活」とりわけ物質的生産であったのである㈲。

　次に第二にわれわれは，コントもマルクスも，人間達の世俗的社会組織を，狭義め社会組

織（「市民社会」）と統治組織という二つの部分から成るものとみ，かつ前者をもって全体の

「包括的モメント」をなす，とみていた点に触れなければならない。すなわちコントによれ

ば「政治的秩序は市民的秩序の表現にすぎない」⑲のであって，「これは優勢な社会的勢力が，

ついには必ず支配勢力になるという意味である。」⑳またマルクスによれば「一定の市民社会

を前提：すれば，社会の公的表現にすぎないそれ相応の政治的状態がえられる」⑳のであって，

「本来の意味での政治権力とは，他の階級を抑圧する為の，一階級の組織された権力」｛21）に

他ならないのであった。

　ではかれは何故に共通して「市民社会」をもって「政治的状態」の「優越要因」とみなし

たのであろうか。それはコントもマルクスも，第四章において詳しくみるように，「市民社

会」をもって一定の「不可抗力的」発展を遂げるものとみていたからである。すなわちコン

トによれば，　「市民社会」は産業ならびに「産業的精神」の漸次的発達とともに，軍事的

一→法律：画一→産業的，という「一つの不可避的コース遡をたどって発展する。文マルク

スによれば「市民社会」そのものの「包括的モメント」をなす「生産諸関係」は，生産諸力

の漸次的な成長とともに，「自然過程の必然性をもって」pm交替していくのであった。．

　さて統治組織はむろん一定の意志をもって一かつ物理的心理的等の諸手段をもって一

「市民社会」に規制を加えようとするものに他ならないが，しかしその規制の対象が以上の

ように一定の「不可抗力的な」発展を遂げるのであれば，その規制は高々，かかる発展の速

度に影響を及ぼしうるものであるにすぎずpm，むしろ究極的には（統治組織と「市民社会」
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　　　　　　ロ　　　り

とは互いに照応しあわねばならないのであるから）「市民社会」こそが「政治的状態」を規

制する，とみなされねばならないであろう㈲。かくして「市民社会」は「政治的状態」に対

する「優越要因」という位置を占めることになるのである㈱。

注

（1）マルクスの，たとえは次の叙述を参照されたい。「体力は一日のある都田では，休み，眠らなけれ

　ばならない。また別の一部分では，人間はその他の物質的（phy＄ische）欲求を満足させねばならな

　い。すなわち食べるとか身を清めるとか服を着るなどの欲求である。このような純粋な物質的限界の

　外に，労働日の延長は精神的な（moralische）限界にもぶつかる。労働者は，精神的（geistige）．な

　らびに社会的な（soziale）欲求を満足させる為の時間を必要とし，これらの欲求の大きさや数量は，

　一般的な文化水準によって規定されている。」（Marx：Das　Kapita1，　erster　Band，　Werke　Bd，

　23，S．246）　ここでいわれている「物質的欲求」ならびに「精神的欲求」にそれぞれ対応するものが

　「物質的生活」ならびに「精神的な生活」である。

（2）Comte：Cours，　CEuvres　tome　IV，　P．446，前掲訳書，249ページ。

（3）ibid．，P．517，前掲訳書，290ページ。すなわちコントによれば「知性」の発展は，他から相対的

　に最も独立的なものなのであった。

（4）Engels　an　W．　Borgius．25　Januar　1894，　Werke　Bd．29，　S．205，『全集』第39巻，185ページ。

（s）　Comte：Cours，　CEuvres　tome　VI，　P．473．

（6）Engels　an　W．　Borgius　25　Januar　1894，　Werke　Bd．39，　S．205『全集』第39巻，185ページ。

（7）　cf．　Comte：Cours，　CEuvres　tome　III，　pp．440一一453，　CEuvres　tome　IV　pp．498一一504．

（8）Engels　an　Conrad　Schmidt，270ktober　1890，　Werke　Bd．37，　S．492『全集』第37巻，426ペ

　ージ。

（g）　Engels　：　Ludnig　Feuerbach　und　der　Ausgang　der　klassischen　deutschen　Philosophie，

　Werke　Bd．21，　S．301『全集』第21巻，306ページ。

⑩Marx：Das　Kapital，　dritter　Band，　Werke　Bd．25，　S．828，『全集』第25巻，1051ページ。な

　お西田照見氏は，ここでの「自由の国は，事実上，窮乏と外的合目的性とによって規定される労働が

　なくなる所で，はじめて始まる］という規定と，いわゆるrゴータ綱領批判』における「労働が生活

　のためのたんなる手段ではなく，労働自体が第一の生活欲求となる」という規定との間に論理的矛盾

　をみい出している。（西田雨域「新しい社会民主主義における哲学思想の問題」『現代の理論』No．171

　所収，19ページ）筆者もここに論理的矛盾があることを認めるが，しかしよって一方を捨てるべきで

　あるという西田氏の見解に対しては，なお箸を留保したいと思う。

（ID　コントは「知性の発展」が全体的発展の時間的先行者（「饗導的部分」）であるという意味でのみ，

　「社会の歴史は主として人間精神の歴史によって支配されている」（Comte：Cours，（Euvres　tome

　IV，　P．519）と述べた。しかしこれに対してH．スペンサーは，「清念」や「利害」こそが「世界を支

　配する」という反論を加えている。だがこれが誤解にもとつくものであるにすぎないことは，ミルが

　コントを弁明して，次のように述べていることからも明らかである。「人間の知的信念が人間の行動

　を決定するのではないということは，船はスチームによって動かされているのであって，操舵手によ

　って動かされているのではない，というに等しい。なるほどスチームは動力である。」「しかし船がい

　かなる方向に，どこをめざして進むべきかを決定するのは，操舵手の意志と知識である。」（Mi11：

　Auguste　Comte　and　Positivism，　Collected　Works　X．　P．317）

⑫　コントによれば「知性の発展」は「他のどの要素を直接に考察する場合にも，必ず考え．なければな
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　らない要素」（Comte：Cours，（Euvres　tome　IV，　P．517）である。

⑬　「いかなる軍事的体制も，あらかじめ神学によって十分野是認されたものでなければ確立できない

　し，ましてや存続することはできない。」「神学的観念が，上官に対する盲目的無意識的信頼を自然に

　植えつけるのである。」（Comte＝Cours，（Euvres　tome　IV，　P．580前提訳書，328～9ページ）

⑭　　「活動目的をはっきりさせることは，それが組織全体を構想する方向を定めるものであるから，本

　当の社会秩序の第一の，そして最も重要な条件である。」（Comte：（Euvres，　tome　X，　Appendice

　Genさral，　P．64．前掲訳書，67ページ）さらにたとえば「封建体制全体は，キリスト教理論を当時の

　文明の発展段階のなかで社会関係の規制として，適用したものにすぎなかった。」（ibid．　P．68前提

　訳書，71ページ）

（IS　Engels　an　W．　Borgius，25　Januar　1894，　Werke　Bd．39，　S．205『全集』第39巻，185ページ，

　なおここで「技術の発達は，必ずしも科学の発達を前提するものではない」というのは，技術は，必

　ずしも科学の適用結果ではなく，むしろ時代をさかのぼればのぼるほど「偶然的に」その効用（その

　生産性）が発見されたものが多い，ということであろう。

⑯　たしかに「社会発展は，それが個人によって意識される過程を経ずしては，ある段階を真の意味で
　　　　　ロ　　　リ　　　コ

　完結することができない。」（庄司興吉『現代日本社会科学史序説』法政大学出版局，100ページ）しか

　し多くの場合においては「精神的生産は物質的生産とともに変化する」（Marx／Engels：Manifest

　der　kommunistischen　Partei，　Werke　Bd．4，　S．480．『企集』第4巻，493ページ）のであって，

　前者は必ずしも後者に先行するわけではない。

⑰　すなわち「人間達は，かれら自身の観念にのっとって，かれら自身の諸関係を律してきた」（Marx／

　Engels＝Die　deutsche　Ideologie　Werke　Bd．3，　S．13）のではなかった。

⑱　　「物質的生活」ζいう，それ自体，特殊的要素からなる全体において，何故「物質的生産」を「包

　括的モメント」とみるのかと言えば，生産は新たな欲求を作り出すことによって，物質的生活の発展

　をもたらすからである。

⑲　Comte：plan，　CEuvres　tome　X，　Appendice　General，　P．88．前掲訳書，88ページ。

㈲Marx　an　P．W．　Annenkow，28．　Dezember　1846，　Werke】3d．27，　S．452，『全集』第27巻，

　390ページ。

⑳Marx／Engels：Manifest　der　Kornmunistischen　Partei，　Werke　Bd．4，　S．482．『全集』第4

　巻495ページ。

？2）Comte：plan，（Euvres　tome　X，　Appendice　Gさn就a1，　P．93，前掲訳書，95ベージ。

鱒Marx：Das　Kapita1．　erster　Band　Werke　Bd．23　S．791，『全集』第23巻，995ペーージ。．

鋤　「文明の発展は，評価可能ないくつもの物理的心理的原因によって，ある範囲内では速くなったり

　遅くなったり，速度が変わりうるものである。政治的計画もこうした原因の一つに数えられる。」

　（Comte：plan，（Euvres　tome　X，　Appendice　Gさnさral，　P．93前掲訳書，96ペーージ。）

鱒　なおわれわれは，コントもマルクスも，サソ・シモン的見地の後継者として，「人の支配にかわっ

　て，物の支配がはじまる」（Comte：Plan，（Euvre5　tome　X，　ApPendice　G6n6ral，　P．102前掲

　訳書，106ページ）と考えていたこと，すなわち将来の「実証的産業的体制」あるいは「共産主義社

　会」においては「階級的抑圧機関」としての「本来の意味での政治的権力」は消滅する．という展望を

　いだいていたことに留意すべきである。

㈲　なお付言すれば，マルクスは周知のように「神による世界創造」「摂理による人類史の支配」を明

　確に否認する点では唯物論者であったが，コントはこの点にかんしては「不可知論者」であった。

　（cf．　Comte：Sur　l’Esprit　Pesitif．（：Euvres　tome　XI，　P．22，前掲訳書，163ページ）
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〔9〕　さてわれわれは一般的に，相互に作用しあい，相互に緊密な連関にある複合体におい

ては，必ず「優越要素」が存在する，と言うことはできないであろう。かかる事柄をア・プ

リオ「リに想定することは「形而上学的」（コント）あるいは「観念論的」・・（マルクス）独断

に他ならないであろう。しかし「そのような事実が，’もしたまたま存在するならば（if　it

should　happen　to　be　the　fact），それは研究の進行を大いに助ける」（1）（ミル）ものであろう。

何故なら，われわれがたんなる相互依存的全体を対象とした場合には，われわれはその説明

一そのもののたんなる叙述とは区別される，そのものの伊納を示しての叙述一に際して，

必ず「論点窃取」を犯さざるをえないのであるが②，しかし「優越要素」の存在は，われわ

れに説明の合理的出発点を与えてくれるからである。だからコントは語った，「それ以外の

方法で，このように相互に関連した同時的な発展体系を説明しよう，いや考えようとさえし

ても，どうしても混乱や曖昧な点がでてきてしまう」⑧のであると。

　ただしここでわれわれは「優越要素」の存在は，たんに説明の合理的な出発点を与えるに

すぎないことを忘れてはならないであろう。すなわちそこからそれに照応するものとしての

他の要素が説明されて，それで終るのではなく，その後で，かかる他の要素によって最初の

要素がどのように修正されるかが，述べられねばならないのである。

　さて相互依存的全体における「優越要素」あるいは「包括的モメント」とは，最も抽象的

に表現すれば，かかる全体における「b9一．次的なもの」のことに他ならないpわれわれは対

象を種々の仕方で分析することができるが，しかし場合によ．っては，同時に「第一次的なも

の」と「第二次的なもの」という対立物op性格を併せもった諸要素に分析することができる。

そしてその際，．かかる「第一次的なもの」と「第二次的なもの」の具体的形態は，種々様々

でありうる。すなわちそれは，比重の大きいものと小さいものであることもできるし，遥々

的なものとそれによって導びかれる電のであることもできる。又目的と手段であることもで

きるし（4），単純なものと複：雑なものであることもできるのである⑤。

　いずれにしろ，相互依存的複：合体が，同時にかかる対立物に分析しうることが明らかにな

るや否や⑥，かかる複舎体はたんなる相互依存的な全体であることをやめて，一つの弁証法

的な全体という性格をうけとることになるのである。何故なら，それは今や「否定の否定」

という論理展開によって説明しうるものになっているからである。かくして「包括的モメン

ト」とは，かかる一つの弁証法的な全体を認識する為の論理学的カテゴリの一つに他ならな

かったのである⑦。

注

（1）」・S・Mi11：ASystem　of　LQgic，　Collectρd　Works　vol．　VIII，　P．925前掲訳書，第六分冊，

　165ぺ’一ジ。

②　あるいは「外生変数」から説明せざるをえない。しかしこれは，最も陳腐な（「一方向的な」）「優

　越要因説」に他ならないものである。

（3）Cornte：Cours．（Euvres　tome　IV，　P．519前掲訳書，291ページ。

（4）すなわちここで問題なのは，一定の目的に照応するものとしての手段と，かかる手段による当初の

　目的の逆限定（修正）のケースである。

（5）すなわちここで問題なのは，単純なものがその完全な単純性において存在しうるのは，実在的には
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　複雑なものの一側面としてのみである，という場合である。

（6）なおわれわれは，たとえば「雄」と「雌」も，「目的」と「手段」も，ともに等しく対立物であり

　つつも，後者は同時につねに「第一次的なもの」と「第二次的なもの」という性格を併せもつ対立物

　である点に，留意すべきである。

（7）たとえばマルクスが『資本論』の第一巻において「資本の直接的生産過程」をみ，ついで第二巻第

　一篇および第二篇において，それを補足するものとしての「資本の流通過程」をみ，最後に同巻第三

　篇において，かかる流通によって媒介されたものとしての生産（「生産過程と流通過程との統一1）を

　みているように。

〔10〕　さて筆者が本章において前提している「史的唯物論」理解は，通説的なそれ一すな

わち，プレハノブ，レーニンを経て，とりわけスターリンの有名な「弁証法的唯物論と史的

唯物論について」（1938年）において，基本的枠組みを設定されたそれ（1）一とは，いくつか

な点で重大な差異を有する。そこで本章の補足として，以下，スターリン的理解の誤謬と自

己矛盾について述べておくことにしたい。

　スターリン的理解の第一の，最も基本的な誤謬は，「前史」における人類の，いまだ決定

的には「動物的水準」と訣別しえていない事態一そしてこの意味で「唯物論的な」状態

一を指摘するものとしての史的「唯物論」と，哲学的唯物論の「人間社会」への適用とし

ての一したがって全人類史にかんする真理としての一「史的」唯物論とを明確に区別せ

ず，逆に，「前史」にのみ妥当する史的「唯物論」の諸命題を，哲学的唯物論を「人間社会」

へ適用した場合の，直接的な帰結であるかの如くに錯覚した点に，求められうる。次に第二

の誤謬は，社会的に営なまれる「物質的生活」と「精神的生活」との関係の問題と「社会的

存在」と「社会的意識」の関係の問題とを，混同し同一視した点に求められうる（2）。

　すなわちスターリン自身の表現を借りれば，次の通りである。「自然，存在，物質世界が

第一次的なものであって，意識二二が第二次的なものであり派生的なものであるならば，

また，物質世界が人間の意識から独立した客観的実在をあらわし，意識はこの客観的実在の

反映であるならば，このことから，社会の物質的生活，その存在も又ag一一一一次的なものであっ

て，社会の精神的生活は第二次的なものであり派生的なものであるということになり，かつ

また，社会の物質的生活は人間の意志から独立に存在する客観的実在であり，社会の精：神的

生活はこの客観的実在の反映であり，存在の反映であるということになるのである。」「つま

り社会史上のそれぞれ異った時期において，それぞれ異った社会的観念，理論見解，政治

的機関がみられるものとすれば」「それは社会発展のそれぞれ異った時期における，．・社会の

物質的生活のそれぞれ異った条件によって説明されるのである。」③

　だが以上の如きスターリン的理解は『経済学批判』の「序言」において示されている「唯

物論的テーゼ」　（エンゲルス）と表面上は類似しているようにみえるが，真実には全く別物

である。

　さてエンゲルスは『経済学批判』にかんする「書評」において次のように述べた。「『物質

的生活の生産様式が，社会的，政治的ならびに精神的な生活過程一般を条件づける』という

命題すなわち歴史のなかにあらわれるすべての社会的，国家的諸関係，すべての宗教的，

法律的体系，すべて理論的見解は，・それらに対応するそれぞれの時代の物質的生活諸条件が
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理解され，そして前者がこれらの物質的無条件からみちびき出される場合にのみ理解されう

るという命題は，たんに経済学にとってばかりでなく，すべての歴史科学（自然科学ではな

いすべての科学は歴史科学である）にとっても，一つの革命的な発見であった。r人間達の

意識がかれらの存在を規定するのではなく，逆にかれらの社会的存在がかれらの意識を規定

するのである。』この命題はきわめて簡明であるから，観念論的妄想にこり固まっていない

人になら，だれにでも自明なことであるに違いない。」ω

　さてここで注意せねばならないのは「物質的生活の生産様式が云々」という第一の命題と，

「かれらの社会的存在が云々」という第二の命題とは，明らかに別箇の意味内容をもつもの

として区別されている，ということである。そのことは，第一の命題に対しては「一つの革

命的な発見」という形容が付され，第二の命題に対しては「だれにでも自明なこと」という

形容が付されていることによって示されている。

　ところでこの二つの命題は，後にエンゲルスが，エブPッホあての手紙あるいは，W．ボ

ルギウスあての手紙における史的唯物論の説明に際して，　「次の二点を見落してはならな

い」（5）と述べたその各々に，基本的に対応しているとみるのが合理的である。すなわちW．

ボルギウスあての手紙を例にとれば，その「二点」は次のように述べられている。ra）政治

的，法律的，哲学的，宗教的，文学的，芸術的等の発展は」「相互的にも，経済的土台に対

しても，反作用を及ぼします。」「しかしそれは究極において，つねに自己を貫徹する経済的

必然性の基礎上での相互作用なのです。」rb）人間達は自分で自分の歴史をつくりますが，

今日に至る迄，総体的な計画にしたがって，総体的意志をもって，それをつくってはおらず，

明確に境界づけられた一定の社会のなかでっくっているのでさえもありません。」（5）

　さてここで，a）として言われている内容は，「物質的生活の生産」が他との交互作用のう

ちで「自己を貫徹する」ような支配的位置を占め，したがって他を自己に照応させるという

ことであるから，これが「序言」の第一命題と基本的に等しいことは明瞭である⑥。次に

「序言」の第二命題がここでのb）と基本的に等しいという点については，われわれはエン

ゲルスの次の言葉を参照することが必要であろう。すなわちエンゲルスは次のように述べて

いる。「あたかも人間の表象や観念がかれらの生活諸条件をつくり出したかのように，そし

てその逆ではなかったかのように考える見解は，これ迄の全歴史によってその化けの皮をは

がれる。歴史においては，いつも人々の欲したものとは別のものが生じてきたのである。」

「多少の未来において，変動しつつある諸関係によってひきおこされた社会組織の変動の必

然性を，人間があらかじめ意識し意欲するようになってはじめて，その限りにおいて，先の

見解が現実となりうるのである。」（7）すなわち「人間達の社会的存在がかれらの意識を規定す

る」とは，「前史」において「社会組織」（マルクス・エンゲルスの意味における「社会的存

在」）が自然発生的構成体であったこと，そしてこれに対応して，人間達の意識はそれを後

から自己のうちに反映するものだったということ，を意味するものに他ならないのである。

かくしてここでわれわれが確認しておかねばならないのは，「序言」における先の二つの命

題は，相互に論理的に独立な，別箇の意味内容をもつものだったのであって，われわれはこ

れらを決して同一視し，混同してはならないということである。

　ところでこれら二つの命題は又，哲学的唯物論を「人間社会に適用」した場合に，直接に

生じる結論であるわけでもなかった。すなわちまず第一に，「精神」をもって「ある物質的
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身体的器官の，すなわちは脳髄の産物」とみる「生粋の唯物論」（8）（エンゲルス）を人間生活

に適用してえられる直接的な結論は，人間の自然との「物質代謝」（および生殖・繁殖活動）

すなわち「物質的生活」は，原初における人間生活の全てであったろうし，　「精神的生活」

がそこから生じた源泉であったろうし，さらに又，いついかなる時代の人間生活にとっても，

その不可欠の条件をなすであろう，といった事柄にとどまる⑨。「物質的生活」が人間生活全

体のうちで，他を自己に照応させるような支配的位置を占めるか否かは，先にみたように，

きわめて単純化していえば，物質的生産の発展段階によって定まるのであった。

　さらに第二に，意識内容をもって存在のそれの反映とみる哲学的唯物論を「人間社会に適

用」してえられる直接的な結論は，人間社会は元来自然発生的に出来あがつたものであり

（本能的な集団生活のうちにその起源をもち），人間達はそれを意識することにより，とり

わけその諸法則を意識することにより，それを（共同行為を通じて）意識的産物に変えてゆ

くであろうが，しかしそれを完全に意識し尽くし，したがって又，それを完全に意識的産物

に転化し尽くすことはできない，ということにとどまる。けだしわれわれはたとえ共産主義

社会についてであろうとも，それを完全に意識的産物たらしめることは決してできないので

ある⑩。だが先の「序言」における第二の命題において問題だったのは，かかる事柄ではな

く，人間達は人間社会の基本的枠組み（「社会組織」）を，意識的に形成してきたのかどうか，

という点だったのである。

　すなわち一言にしていえば，スターリンの見解にあっては，徒来の人間史は，まさに動物

のそれと区別される人間史であるにもかかわらず一すなわち人間達は，真理や美の追求と

いった精神的な生活を営なむに至っており，しかも産業にみられるような高度に目的意識的

な行動をとるに至っているにもかかわらず一依然として動物的水準とは決定的には訣別し

えていない一すなわちその精神的生活は依然として究極的には「自己目的性」をもちえず，

又人間達がそのうちで交通しあう社会構造の形成にかんしては何等目的意識的ではなかった

一というマルクスの逆説的指摘が，その逆説性を失って，あたかも人間史についての「永

遠の真理」であるかの如き，奇怪な取り扱い⑫をうけるに至っているのであるa3）。

注

（1）スターリンのこの論文が「依然として今日の支配的通説の，基本的枠組みを決定している」（中野

　徹三「史的唯物論の再構成とその課題」r現代と思想』青木書店，No．21，所収，93ページ）とみる

　ことは至当である。たとえばレーテロー擁壁『弁証法的史的唯物論』（第二版，1972年，大月書店）

’をみよ。

（2）なおわれわれは，音田民人氏が「近代社会学」の立場から，第一に「弁証法的・史的唯物論」は，

　『実在一情報』問題と『要件性の大一小』問題を，すなわち『物質一一意識』問題と『被照応＝

　規定的要因一眠規定＝照応的要因』問題を，まったく同一視ないしは混同している」　（吉田民人

　「生産力史観と生産関係史観」『別冊経済評論』Summer’71，119ページ）という批判を投げかけて

　いること，又第二に，マルクス『資本論』第三巻第四十八章における「『真の自由の国』とは，高度

　の生産力を基盤にして，社会的物質代謝の生物的緊縛から解放された社会であり」「人聞的自然のあ

　らゆる可能性が自己目的として一生産力発展に対するその機能のゆえにでなく一自由に追求され

　る『高度自由選択社会』」（同上書，124ページ）であるだろう，という問題提起を行なっている点に
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　注意すべきである。

（3）J．Stalin：Uber　dialektischen　und　historischen　Materialismus，　Reclams　Universal－

　bibliothek，　S．103，前掲訳書，114ページ。

（4）Engels：Karl　Marx“Zur　K：ritik　der　Politischen◎konomie”，　Werke　Bd．13　S．469f．『全

　集』第13巻，472ページ。

（5）Engels　an　W．　Borgius　25．　Januar　1894，　Werke　Bd．39，　S．206f『全集』第39巻，185～6ペー

　ジ，なお」．ブロッホあての手紙では，この「二点」は次のように述べられている。「われわれは自

　分で自分の歴史をつくるのですが，しかし第一に，きわめて限定された前提と条件のもとでです。そ

　九らの前提と条件のうちで，結局のところ決定的なものは，経済的なそれです。」「しかし第二に，歴

　史のつくられ方というのは，多くの個別意志の葛藤のなかから最終的結果がいつでも生まれてくるも

　のであり」「つまの無数の互いに阻止しあう力，すなわち力の平行四辺形の無限の集合があり，その

　なかからひとつの合成力　　歴史的成果が生まれてくるのであり，それ自身はまた全体として無意識

　に，又無意志にはたらく力の産物としてみなすことができるのです。」（Engels　an　Joseph　Bloch，

　21～22September　1890，　Werke　Bd．37　S。463f『全集』第37巻，472ページ）

（6）何故なら「物質的生活の諸条件から説明する」とは，それに照応するものとして把握する，という

　ことと同義だからである。

（7）Engels：Aus　Engels’Vorarbeiten　Zum“Anti－Dtthring”，　Werke　Bd．　20，　S．582．『全：集』第

　20巻，627ページ。

（8）　Engels：Ludwig　Feuerb解h．　und．der　Ausgang　der　klassischen　deutschen　Philosophie，

　Werke　Bd．21　S．277f。『全集』第21巻，282ペー．ジ。

（9）なお当然のことであるがゲかかる立場は「精神」をもっぱら「現実的な，物質的に条件づけられた

　諸個人の精神」（Marx／Engels：Die　deutsche　ldeologie　Werke　Bd．3，　S．26）としでのみ考察す

　る。

⑩　レーニンは周知のように，以上の意味での「史的」唯物論の見地をも‘って「社会的意識は社会的存

　在を反映する」（V．1．Lenin：Materialism　and　Empirio－criticism，　Co11ected　Wo士ks　vo1．14，

　P，325）と定式化した。しかもこの命題はしばしば誤解されているように「社会的意識」は「社会的

　存在」をもつばら反映するものだ，ということを意味するものでは決してない。レーニンは．「人間の

　意識は客観的世界を反映するだけでなく，それを創造しもする」（V．1．Lenin：Philosophical　Note－

　books，　Collected　Works，　vol．38，　P．212）ことを，むろん知っていた。哲学的唯物論の一環とし

　ての「史的」唯物論は，「社会的意識は社会的存在の反映である」という側面を，その逆の側面に対

　レて，第一次的なものとみるにすぎないのである。すなわち「社会的存在」は根心的に自然発生的で

　あり，「社会的意識」よりも常に広くて深い。なお山之内靖氏は「この解釈．（レーニンの解釈一引

　用者）にしたがえば，人間の日常的な生活意識としての社会的意識は，．それ自体社会科学的認識とい

　つたものでない以上，自己の社会的存在の意味を客観的・法則的に位置づけたものでないことはいう

　までもなく，したがってまた，ボグダーノフがいうところの社会的存在と社会的意識の同一性という

　主張は，誤っているということになるであろう。日常性における社会的意識は，自己の社会的存在の

　主観的な自覚ではありえても，その客観的な科学的認識では決してないからである。」（1」」之内靖「『経

　済学批判・’序言』」〔『マルクス・コメンタール亙V』現代の理論的，所収〕10ぺrジ）と述べている。

　．しかしわれわれは以上り如き．山之内氏の理解をうけいれることはできない。何故なら，「社会的意識」

　は，たとえ「それ自体社会科学的認識」といったものであっ、ても（たとえ「百人のマルク不でも」），
　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　ロ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　ロ　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　ロ

・．つねに「社会的存在」よりは狭く．て浅い，というのがレ「ギンの主張であったからである。

⑫．なおかかる∬奇怪な取り扱い」．は，すでにカウ．ツキー，・プレハ温ノブ，レー二／のうちにみい出さ
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　れるたとえばレーニンは「グラナート百科辞典」に寄せた論稿のなかで，「唯物論は総じて，意識を

　存在から説明するものであっ・て，その逆ではないとすれば，唯物論は人間の社会的生活へのその適用

　においては，社会的意識を社会的存在から説明することを要求する。」（V．1．Lenin：Karl　Marx，

　Collected　Works　vol．21，　P．55）と述べつつ，ひきつづき『序言』におけるマルクスの「人間達の社会

　的存在がかれらの意識を規定する」という周知の命題を引用しているのである。先にも述べたように，

　マルクスのこの命題は「人間達は，かれら自身の観念にのっとって，かれらの（社会的一引用者）

　諸関係を律してきた」のではなかった，ということのみを意味するものに他ならなかったのである。

⑬　なお補足的に論じておけば，マルクスと＝ンゲルスが，たとえば，マックス・シュティルナーの「観

　念論的見地」を批判した時，シュティルナーの「観念論」は，一方ではその哲学的観念論のうちに，

　すなわち，「物質の所産としての精神」を否認する見地のうちにのみならず（d）「子が父を生む」歴史

　の目的論的構成と，1（P）その「唯一者」なる主張にもかかわらず，依然として抽象的一般をもって個

　別的なものの本質とみる実念論のうちに求められたばかりでなく，他方ではその括弧つきの意味での

　「観念論的な」歴史観のうちに，すなわち，（イ）人聞達の真理認識（とくに「慮己認識」）活動を独立

　的なものとみ，（ロ）かっかかる「自己認識」の反映として人闇達の現実的諸関係をとらえる見方のう

　ちにも求められていたのである。

〔11〕次にわれわれは，スターリン的理解から生ずる諸々の自己矛盾について指摘しておく

ことにしよう。スターリン的理解のag一一の特徴は，先にも述べたように，『経済学批判」の

「序言」において示されている1「史的唯物論」の諸命題を，F社会生活の研究や社会史の研究

に拡張する」ことによってえられる直接的な帰結であるかの如くにみなす点にあった。その

ヒとは具体的に言えば「物質的生活諸関係」（レーニンのいわゆる「物質的関係」）の第一次

性，「イデオロギー的上部構造」（レーニンのいわゆる「イデオロギー的関係」）の第二次性

という事態をもって，「物質」の第一次性，「観念」の第二次性という事態に直接に対応する

ものとみなす，ということである。いいかえればかかる理解にたつ人々は，われわれ「物質

的関係」の語の厳密な意味での「物質性」について，又「イデオロギー的関係」．の語の厳密

な意味での「観念性」について語ることができる，と考えているのである。だがそれは元来，

一つの不可能事であった。それ故に，かかる事柄を無理に語ろう．とすれば，そこには必ず論

理的な自己矛盾が生じてこざるをえない。そこで以下，上述の理解を基礎づける為に，今日

提出されている代表的な諸論拠を吟味することを通じて，その論理的な破綻を明らかにして

みたいと考える。

　まず第一に，先の理解を基礎づける為に提出されている論拠のうちで最も素朴なものは，

次の如きものである。すなわちそれはギ物質的関係」は，精神的要素をそのうちに一切含ま

ない純物質的な「関係」・であり，又「イデオμギー的関係」は，物質的要素をそQうちに一

切含まない純精神的・観念的な「関係」であるから，というものである。かかる見解を明示

的に語る人々は少いが，しかしそれを明示的に否定する人々も又プそう多いわけではないd1

だがわれわれはアヒム・．ロッゲの言うように，「物質的社会関係には精神的要素が存在して

おり」「イデオロギー的社会関係は物質的要素をもつ」（1）と考えるのが妥当であろう。何故な

ら第一に「物質的関係」とは，なによりもまず，それ自身物質的にして精神的なプPセスで

ある物質的生活の「諸関係」のことだからである（2）。われわれはマルクスのたとえば．F労働

力の価値規定は」「一つの歴史的ならびに精神的な要素を含んでいる」（3＞といった言葉に留意



32

すべきであろう。次に第二に，「イデオロギー的関係」についてみれば，たしかにそれを

「上部構造諸関係の総称」ω（U．クロッツ等）とする見方，あるいは「上部構造」のうちの

たんなる「社会的意識野形態」とは区別される，その「存在」性格をもつ部分一「イデオ

Pギー的関係は，なによりもまず，実践的な諸関係である」（5）（H．ハルメル）一一とする見

方の他に，それを純精神的・観念的な「関係」とする見方（6）（A．コージング等）もないわ

けではない。だがこの最後の見解は，「イデオロギー的社会諸関係（すなわち形成される前

に，人間の意識を通過する諸関係）」⑦というレーニンの言葉に照らしてみて，いささか無理

であると言わざるをえない。すなわちそれは「意識」そのものではなくて，それを「通過」

して形成される「関係」なのである。

　次に第二に，先の理解を基礎づける場合の論拠として，A．　K．ウレドブやU．クロッッ

のように，レーニンの「物質的社会諸関係（すなわち人間の意識を通過しないで形成される

諸関係）」「イデオロギー的社会諸関係（すなわち形成される前に人間の意識を通過する諸関

係）」という規定を，基本的に踏襲するものがあげられる⑧。すなわちたとえばウレドブに

よれば，「イデオロギー的関係」においては「観念と見解が，それに照応する諸関係の創出

を指揮しており，この意味で，人はかかる諸関係の観念的本性について語ることができる」（9）

というのである。しかしこのような見解はまず第一に，「社会主義においては，生産手段の

社会的所有によって無政府状態と自然発生性とが，計画性と意識性とにとってかわられるが

故に，もはや妥当しえない」⑩（G．シュティーラー）という欠陥をもつ。いいかえれば，か

かる見解をそのまま延長した場合には，社会主義的生産諸関係は「イデオロギー的関係」の

一種目ある，ということになってしまうのである。又第二に，「一つの現象の意識への依存

性ということが，その現象の観念的本性の判定基準たりうるか否か」は「まさに問題である。

けだし観念的なものは，たんに意識への依存性によってのみ規定されるのではなく，意識の

内部に存在する，ということによっても規定される」ωとみるのが至当だからである。

　第三に，とくに社会主義的生産諸関係が，それについての意識ならびに意志を通じて形成

されるという事実をふまえて，それにもかかわらずそれが「物質性」をもっことを主張する

為に，その非恣意的・不可避的性格を指摘するものがあげられる。わが国でしばしばみうけ

られる見解であって，われわれはたとえば林直道氏や田口富久治氏のそれをあげることがで

きる。たしかに社会主義側生産諸関係は，それについての意識と意志を通じて形成されるも

のであるにもかかわらず，物質的生産早早発達の合法則的不可避的結果として形成されるも

のであるが故に，「人々の意志から独立した性格」「人間の意識によっては恣意的に左右され

えない客観的存在性」（田口富久治）㈹をもつ，とみることは正しい。しかし実はこのことは，

たんに「物質的関係」について言いうるだけでなく，「イデオロギー的関係」についても又

言いうることなのであって，たとえば「国家的諸関係」は，むろんあく迄もそれについての

意識と意志を通じて形成されるものであるにもかかわらず，一定の「物質的関係」に照応し

て合法則的に形成されるものとしては，まさに「人間の意識によっては恣意的に左右されえ

ない」性格を有するものに他ならないのである。けだしわれわれは，このことを否定する

アナキスト，とりわけマックス・シュティルナーに対する，次のマルクス＝エンゲルスの批

判を忘れてはならない。　「法律と国家が存立するかどうかは（支配階級の意志に依存しない

のと）同様に，被支配階級の意志にも依存しない。」ua）すなわちそれは，人類の一定の物質的
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な発展段階においては，不可避的な性格を有するものなのである。かくしてこの第三の論拠

は論拠たりえない暁

　次に第四の論拠としてわれわれは「物質的関係は精神的要素を含むにもかかわらず，そこ

においては物質的要素が支配的要素（dominierende　Faktor）をなすが故に，全体として物質

的であり」　「イデオロギー的関係はその逆である」㈲（すなわちそこにおいて精神的要索が支

配的要素をなすが故に，全体として観念的である）とする，A．　Pッゲの興味深い見解をと

りあげねばならない。さてこの場合「支配的要素」をなすとは具体的にはどういうことか，

を明確にする必要があると思われるのであるが，しかしロッゲはこの点について，何等たち

いった規定を与えていない。それ故筆者はさしあたり，将来の共産主義下生産諸関係におい

て意識性の占める巨大な役割は，「イデオロギー的関係」の創出において意識性の占める役

割に比較して，そう劣るものではないのではないか，という疑問を提出しておくにとどめる

ことにしたい。

　第五にわれわれは，人間社会において「反映されるものは生産諸関係であり，反映するも

のはイデオロギー的上部構造の諸現象である」⑯が故に，前者の「物質性」について，又後

者の「観念性」一ただし正確には「イデオロギー性」an　一rcついて語ることができる。と

するG．シュティラーの見解を問題とせねばならない。ただしさらに正確を期してつけ加え

れば，シュティラーによれば，「こめ反映関係は，物質と意識との認識論的関係に似てはい

るいるが，人間による実在の認識の場合よりも広くつかまれるべきそれであるが故に，それ

に還元されるべきではない一つの関係なのである。」㈲言いかえれば，シュティラーは「哲学

の根本問題」の唯物論的解答において，根本的に「反映されるもの」は「物質」であり，又

「反映するもの」は「観念」であるという時，そこにおいて用いられている「反映（関係）」

とは，この広義の反映関係のことに他ならない，と解しているのである。だが「哲学の根本

問題」は言う迄もなく，この世界全体において，根本的に「反映されるもの」は何であり，

「反映するもの」は何であるか，を問題としているのであって，そこで確立された「物質」

ならびに「観念」のカテゴリーを，人間社会における「反映されるもの」と「反映するも

の」にも拡大適用するのは，用語の混乱以外の何物でもないであろう。何故なら先にみたよ

うに，たとえば「物質的関係」は，「哲学の根本問題」の意味における「観念的要素」をも，

そのうちに含むものに他ならなかったからである。

　さて最後に第六の論拠として，われわれは「物質的関係」は，人間存在自身の物質性と直

結した，その自然との「物質代謝」の諸関係であり，いわば「社会的物質代謝」の構造を指

し示すカテゴリーであるが故に，われわれはその「物質性」について語りえ，又それによる

「イデオロギー的関係」の規定について語りうる，とする見解をとりあげることができる⑲。

さてたしかに「物質的関係」は，人間存在自身の「物質性」と直接的に関連するものであり，

又「イデオロギー的関係」はそれと間接的にのみ連関するものである。しかしだからといっ

て，われわれが前老の「物質性」について，又後者の「観念性」について語るのは，第五の

論拠の吟味においてみたように，用語の混乱以外の何物でもありえない。われおれは高々t

前者の「第一次性」一ただし，前者が「イデオロギー的関係」の発生源をなすものであり，

又いついかなる時代においても不可欠なものである，という意味における「第一次性」一

について，又後者の「第：二次性」について語りうるにすぎないのである㈲。
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　さて以上を綜廻して言いうることは，われわれが「物質的関係」の「物質性」について，

又「イデオロギー的関係」の「観念性」について語ろうとすれば，われわれは必ず論理的な

コジツケをせざるをえず，したがって論理的な破綻をきたさざるをえない，とい． ､ことであ

る。かくしてわれわれは今や，スターリン的理解からの根本的な訣別を迫られている，とい

わざるをえないのである。
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第三章　　「純粋な自生的発展」の論理的構造

　　　　　「弁証法的発展」の闘題

〔12〕われわれは第一章において，コントならびにマルクスの「普遍史的発展法則」が，諸

社会の不均等な発展とそれらの間の交通によって特徴づけられる人類史の総体のうちから，

一つの「純粋な自生的発展」を抽象し，かつはそれを叙述せんとしたものに他ならないこと

をみた。そこでこれをふまえて，われわれは本章において，かかる独自な性格をもった史的

発展にかんして，その内部的な論理構造を解明したいと考える。だがそれは同時に，以下の

行論において明らかになるように，弁証法的発展とは何かを解明し，その合理性を吟味する，

という意味を併せもつであろう。まずコントの場合からみてゆくことにする。

　さてコントにおける「普遍史的発展法則」とは，先に既にみたように，人類の知的発展な

らびに世俗的発展にかんする二つの「三状態の法則」のことに他ならなかったが，しかしか

れにあっては，両者の論理的構造は基本的に同一であり，しかも第二章でみたように，前者

こそが「優越要素」とされていたのであるから，われわれもここではわれわれの分析の対象
　　　　　　リ　　　ロ　　　コ　　　る

を，さしあたり，知的発展の「三状態の法則」に限定することにしたいと思うω。
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　さてコントは知的活動をまず対立的な二要素に，すなわち観察と理論とに分解する’。そし

てこれら二要素が相互に前提しあうものであることを確認する。すなわち理論をつくりあげ

る為には，最低限なにがしかの観察が必要であり，逆に「一貫した観察を効果的に遂行する

為には」（「現実的であれ空想的であれ，また曖昧であれ正確であれ」）「まず何等かの理論が

必要なのである。」（2）

　ところで観察は徐々に蓄積されていくものに他ならないが，その蓄積程度は，その時々に

おける支配的な理論の形態を（そしてそれは又，世界全体にかんする理論の形態を）定める

ものに他ならないであろう。何故ならば，観察の蓄積は必然的にそれに対応するものとして

の実証的な理論を成長させるものに他ならないから，ここから第一に，観察がきわめて高度

に蓄積された段階における支配的な理論は，自つから，実証的なそれ以外ではありえないこ

とになり，次に第二に，観察の蓄積がいまだわずかな段階においては，大部分の現象にかん

して，いまだそれ固有の実証的法則が知られていない為に，そこにおける支配的な理論は，

よく知られた少数の実証的法則からの類推にもとつくもの，すなわちは万物を意欲から説明

する所の神学的理論以外のものではありえないことになるからである。すなわちコントによ

れば，「まず個人的あるいは社会的な行為に固有の初期の自然法則（すなわち諸意欲一→諸

行為という実証的諸法則一引用者）が自然に生まれ，ついでこれが外界の全現象に迄，無

理に拡張されることによって」　「神学的哲学の真の根本原理が生まれた」（3）のであった。

　かくして最初の支配的理論一一したがって又全体的な理論＝「世界観」一は神学的理論

であったのだが，それは以上で明らかなように，最低限の実証的理論をその前提とすること

によってはじめて誕生しえたものに他ならなかった。しかし逆に又，全体的理論は諸部分の

研究に「不可欠の照明」（4）を与えるものであるが故に，神学的世界観の成立は，観察＝実証

的理論の発達を促すものに他ならなかった。かくして以上によって明らかなように，神学的

理論と実証的理論とは，当初においては，いわば「前提」を「措定」するような，調和的な

円環構造をなすものに他ならなかったのである。

　しかしそれは以上からすでに明らかなように，同一規模での円環運動を，いわば「単純再

生産」をくり返すものではなく，「拡大再生産」をくり返すものに他ならなかった。すなわ

ちそこにおいて実証的理論は成長を遂げていくのであるが，しかし注意すべきことは，その

一定程度以上の成長は，必然的に神学的理論の支配的地位を脅やかすものにならざるをえず，

そして神学的理論が支配的・・全体的理論として固持される限りにおいては，それとの敵対＝：

衝突に至らざるをえない，ということである。すなわちコントによれば，　「二つの理論間の

方法上の根本的対立はますます大きくなり，いかなる問題についても敵対することが避けら

れなくなる」㈲のである。しかしさらに注意されるべきは，実証的理論それ自体も，その基

礎をなす観察の蓄積があく迄も漸次的であらざるをえない為に，この時点においては，いま

だ支配的たりうる迄に十分に成長しきっているわけではない，ということである。かくして

いずれもが支配的＝全体的理論たりえないままに，敵対状態がつづくことになるであろう。

しかしこのような敵対状態がいつまでも持続するならば，「つねに方法の統一と理論の同質

性とを求める」（6）人間の知的欲求は充足されないままとなり，そのことはひいては，知的活

動そのものを一種の「麻痺状態」におとしいれてしまうことになるのである。

　ではこのような因難はどのようにして突破されることになるのであろうか。この因難は，
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神学的であると同時に実証的な理論が登場して，双方の要求を充足するとともに，・さらにそ

れにとどまらず，それ自身が全体的理論の地位につく，という仕方によってのみ解決される

であろう。ところでコントによれば，形而上学的理論こそは「神学的理論の前提と実証的な

理論の結論とを，一一時的に妥協させる媒介老」（7）（工S．’ミル）に他ならないものであった。

すなわちそれは，事実をもはや意欲によっては説明しないという点では，一定程度の成長を

遂げた実証的精神の要請に合致するのであるが，他方では，事実をその「背後」にあると想

像されるもの（「実体」や「本体」）から説明するという点では，依然として一定の力を有す

る神学的精神の要請に合致するのである。

　しかもさらに注意すべきは，形而上学的理論という先の矛盾の解決形態は，コントによれ

ば，それに先行する知的発展そのものにおいて徐々に形成されてきたものであり，したがっ

て，矛盾の激化過程は同時に矛盾の解決手段の形成過程でもあった，ということである。す

なわちかれによれば，神学的理論は実証的理論の成長とともにその影響をうけて，拝物教か

ら多神教を経由して一神教へと歪る発展を遂げるのであったが，それとともに神々あるいは

単一神は，諸現象を直接に支配することはできず，それらのうちに宿る自己の分身一すな

わち「本体」や「実体」一一を通じてのみそれらを支配する，と考えられるようになるので

あった。すなわち神学的理論はそれ自身の発展によって，しだいに形而上学的理論を含蓄す

るものとなっていくのであって，形而上学的段階の到来は，あく迄も先行段階のうちに用意

されていたものの全面的な顕在化，として把握されねばならないのであった。

　さてこのようにして成立した形而上学的段階は，さしあたっては実証的理論のそれ以上の

成長と調和的であるが故に，その成長を促すものに他ならない。しかし形而上学的理論の発

達それ自体は，同時にそれが誰の目にもますます陳腐なものとみえてくるような発達，その

完成が同時にその陳腐化であるような逆説的な発達に他ならないものである。すなわち「諸

概念がますます煩項になっていって，そのいわゆる実体概念も，しだいに結局は，対応する

実在のたんなる抽象名称以外ではなくなり，ついにはこのような説明が全く無意味であるこ

とが，全く滑稽なほどに自然にはっきりわかってしまう」⑧ことになるのである。このよう

な時点にたちいたるならば，神学的世界観ついでは形而上学世界観の下で，今や全体的＝自

主的たりうる迄に成長した実証的理論は，　「自己を成長させたその諸用具を破壊するという，

すこぶる容易なる仕事にとりかかる」（9）ことになるのである。すなわち形而上学的段階は脱

脚されて，実証的な段階が到来することになるのである。

　以上がコントの「知的発展」の「三状態の法則」の概略であるが，かれによればこれに対

応して，その対極に「世俗的＝物質的発展」の「王状態の法則」⑩が成り立つ。しかしその論

理的構造は，先にも述べたように，以上に述べてきた「知的発展」の「三状態の法則」と基

本的に同一であるから，　「純粋な自生的発展」の論理構造の解明をめざす本章では，さしあ

たりそれに触れないでおくことが許されるであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

（1）　したがって，以下の知的発展の「三状態の法則」の叙述においては，それと世俗的発展との交互作

　用が捨象されている点に留意されたい。

（2）Comte：Cours，　quatriさme　vol．（Euvres　tome　IV，　P．533，前掲訳書，300ページ。
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（3）ibid．，P．f55，前掲訳書，312ページ。

（4）Comte：plan，（Euvres　tome　X，　Appendice　G6n6ral．　P．132，前掲訳書，136ページ。

（5）Comte：Cours，　quatr箆me　vo1．（Euvres　tome　IV，　P．557，前掲訳書，314ページ。

（6）ibid．，P．532，前掲訳書，299ページ1。

（7）　J．S．　Mill　：　Auguste　Comte　and　Positivism，　in　：　Collected　Works　X．　P．279．

（8）Comte，　op．　cit．，P．563，前掲訳書，318ページ。

（g）　Mill，　op．　cit．，　P．279．

⑩　詳しくは，Comte，　oP．　cit．，PP．568～577をみられたい。

〔13〕　さてわれわれはここにみられる「純粋な自生的発展」の論理構造として，さしあたり

次の四点を確認することができるであろう。すなわち第一に，かかる発展はあく迄も自己自

身からの展開であり，第二に，先行する自己自身の諸形態の何物をも失わず，したがって自

己自身をますます複雑化していく過程であり，第三に，矛盾を直接の「推進力」として展開

しつつ，この矛盾とその解決とが実在的に不可分の統一をなす運動であり，第四に，自己自

身からの後退を通じて，かえって本来の自己を確立し，・本来の自己に到達する運動，すなわ

ち「否定の否定」である。

　まず第一点についてであるが，コントの「三状態の法則」にあっては，次々に登場してく

る全体的理論の諸形態は，すべてそれに先行するもののうちに含蓄されていたものに他なら

なかった。すなわち神学的世界観は，最初の幼弱な実証的理論のたんなる延長として成立し

たものに他ならず，また形而上学的世界観は神学的世界観のうちに含蓄されていたもの顕在

化であり，最後に実証的世界観は，それ以前の発展のなかで徐々に成長してきたものの自立

に他ならなかったのである。ヘーゲルは「発展（Entwicklung）」をもって，「あらかじめ潜

在していたもののみがそれを通じて定立される運動」ωであり，いわば萌芽からの展開であ

ると述べたが，実際コントの「三状態の法則」は，決して「諸状態」のたんなる継起＝交替

を述べたものではなく，語の本来の意味における「発展法則」をなすものに他ならなかった

のである（2）。ともあれここで第一点として確認しておかねばならないことは，「純粋な自生

的発展」は，その諸形態を決して外部から導入するものではなく，それをもっぱらその内部

から展開するものだ，ということである。

　次に第二点についてであるが，コントにおける人類の知的発展過程は，単純なものの複雑

化に他ならなかった。すなわち　（i）実証的理論，（ii）支配的な神学的理論と従属的な実証

的理論，（iii）支配的な形而上学的理論と従属的な神学的理論ならびに実証的理論（（iv）は

（i）に合致する）という仕方での複雑化である。ヘーゲルは「弁証法的進行」をもって，

それは「何物をも背後に残さないだけでなく，獲得した一切のものを帯同しており，自分の

なかで自分を豊かにし，密にする」（3）と述べ，さらにこの場合には「その外延の増大は，ち

ょうど同じだけの内包性（lntensitat）の高度化である」（4）と述べたが，実際コントの「三状

態の法則」の場合をみても，（iii）すなわち最も内包の大きいものは，そのうちに，（i），（ii），

（i玉i）を包現するから，同時に最も外延の大きいものに他ならなかったのである（4）。ともあ

れここで第二点として確認しておかねばならないことは，「純粋な自生的発展」は一つの高

度化であるが，、しかしそれはとりわけその「内包性」の高度化だということである（5x6）。
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　次に第三点についてであるが，われわれはまず，かかる「発展体」は，観察およびこれに

対応する実証的理論という漸次的な成長物と，かかる成長がそのうちで遂行される「世界

観」という全体枠組の二側面から成る，ことに留意しておかねばならない。そこでこの両側

面の関係をみてみると，一定の全体枠組は，漸次的な成長物の発達を促すが故にはじめて登

場するのであるが，しかしそれはまさにそのことを通じて，必ずそのそれ以上の発達に対す

る「栓桔」となるが故に没落する。すなわち，全体枠組交替の直接的原因は，既存のそれと

漸次的な成長物との「不照応」としての矛盾なのであるが，しかしここでさらに注意されね

ばならないのは，かかる矛盾の解決過程は同時に新たな矛盾の発生過程である，という点で

ある。いいかえれば「自己運動体」　（自己自身を原因とする運動）においては，矛盾とその

解決とは実在的に不可分な統一のうちにあるのである。

　最後に第四点についてであるが，かかる発展の時聞的にみた全体としての姿は，自己自身

からの外面上の後退を通じて，しかもかかる後退を通じてのみ，自己を本来の自己たらしめ

る運動，すなわち「否定の否定」である⑦。知的発展の「三状態の法則」は，幼弱な実証的

精神が，その否定たる神学的精神ならびに形而上学的精神を全体的枠組として定立すること

を通じて，自己を最終的に確立するに至る過程の理論に他ならなかったのである。実証的精

神が何故その否定を展開せねばならなかったのかと言えば，それは，それが何等かの全体理

論なしには成長を遂げることができないものでありながら，自己自身が直ちに全体理論とな

ることのできない漸次的成長物であったからである。なおわれわれはここで，ヘーゲルが

「否定の否定」をもって「三段階論」としてばかりでなく，「四段階論（Quadrplizitat）」（8）と

してもとらえうる，と述べていたことに留意すべきであろう。

　さてわれわれはコントにおける「純粋な自生的発展」の論理構造として，以上のものを抽

出したわけであるが，次にわれわれは，これと基本的に同一の論理をマルクスの場合にもみ

い出すであろう。そこで次にマルクスに移ることにしたい。

注

（1）　Hegel，　Enzycloptidie，　9．161　Zusatz．

（2）コントによれば，「人間生活は決して真の意味での創造：（cr6ation）を行うことがなく，つねにた

　んなる漸次的進化を示すだけ」なのであって「実証哲学の萌芽は，実は確実に神学的哲学の萌芽と同

　じように古い」（Comte：Cours，（Euvres　tome　IV，　P．555）のであった。

（3）　Hegel，　Wissenschaft　der　Logik，　II，　Werke　6，　SS．562一一4．

（4）なおマックス・ウェーバーが，たんなる類概念と限界概念とに対する「第三の可能性」として「ヘ

　ーゲル概念論」をあげて，これを「概念の内包と外延とが，その大きさを反擾させあうのではなくて，

　一致させあう」ものと特徴づけつつも，それを「われわれの分析的推論的認識（analytisch－disku－

　rsives　Erkennen）からはたえず遠ざけられている」（Weber：Roscher　und　Knies　und　die　logis－

　che　Probleme　der　historischen　Nationa16konomie　WL．　S．15）と否定的に評価している点に注

　意を促しておきたい。

（5）なおH．ヘルツによれば，過去の質と比較した場合，その諸機能が質的により良く，かつ量的によ

　り包括的に充足されるようなより高い基本的質（Grundqualitat）が，変化の循環のうちに登場ずる

　とき，われわれは発展について語ることができる。」（H．H6rz：Uber　die　Struktur　von　Entwicr一
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　klungsgesetzen，　in　：　Die　Gesetzma6igkeit　der　sozialen　Entwicklung，　1975）

⑥　なお以上に述べてきた第一点と第二点をあわせれば，「純粋な自生的発展」は，ヘーゲルの言い

　方を借りれば「その運動のあらゆる点において，分析的であると同時に綜合的である」（Hegel：

　Enzyzlopadie，§．238，　Zusatz）といいうる。すなわち既にあらかじめ潜在しているもののみが顕在

　化する運動であると同時に，かかる顕在化において，先行諸形態を失うことなく，その上に加算され

　ていく運動である，ということができるであろう。

（7）ヘーゲルの次の叙述を参照せよ。「無規定的な始元から遠ざかりゆく進行の一歩一歩は，またこの

　始元への漸次的な遡行でもあり，従がってさしあたりは別物であるかのようにみえる始元の後退的な

　基礎づけと，始元の前進的な規定追加とは，合致し同一である。」「それ故にこの方法は一つの円環を

　なす。」（Hegel：Wissenschaft　der　Logik．，　II，　Werke　6，　S．570）・

⑧　「最初の直接性の回復」としての「この第二の直接的なもの（「実証的状態」と読め一引用者）

　は，全行程のうちでは，第一割引接的なもの（最初の幼弱な実証的理論と読め一引用者）と媒介さ

　れたものとに対して，第三のものである。しかもこの第二の直接的なものはまた，第一の否定者また

　は形式的否定者（「神学的状態」と読め一引用者）と絶対的否定者または第二の否定者（「形而上学

　的状態」と読め一一引用者）とに対しても第三のものである。ところでこの第一の否定者がすでに第

　二の項であるかぎりでは，第三のものは第四の項に算えられることができる。したがって否定の否定

　の抽象的形式は，三段階構造のかわりに，四段階構造とみられることもできる。」（Hege1：Wissen－

　schaft　der　Logik，　II，　S．564）

〔14〕　さてマルクスの「普遍史的発展法則」とは先にも述べたように，「物質的生活の生産」

を社会的生活全体の「包括的モメント」として把握するとともに「物質的生活の生産」それ

自体については，生産諸力の漸次的な成長とともに，　「生産諸関係」が「アジア的，古典古

代的，封建的，近代ブルジョア的」，さらには「共産主義的」と，順次必然的に交替する，

とみるものであった。しかしマルクスは周知のように，とくに「近代ブルジョア的生産諸関

係」の発生，発展，没落，そして「共産主義的」それへの転化の解明に，その主たる科学的

作業を集中したから，われわれもさしあたりそれを例にとって，かれにおける「純粋な自生

的発展」の論理構造をみてみることにしよう。

　マルクスによれば，「自己の労働にもとつく個人的な，私的所有」は「生産手段の集中を

排除し」　「社会的生産諸島の自由な展開」（1）と矛盾するが故に，その反対物すなわち「資本

制的な私的所有」に転化しなければならない。しかし「資本制的な私的所有」の下での「生

産手段の集中」と社会的生産歪力の一層の発展は「その資本制的な外被と調和しえなくなる

時点に到達し，この外被は破壊される。」ωしかしその結果として生み出されるものは「資本

制時代からの獲得物，すなわち協業や土地および労働そのものによって生産された生産手段

の共有を基礎とする，個人的所有（すなわち『各人の，その労働に応じての取得』（2）一引

用者）」ωに他ならないと。

　マルクスは以上の過程をもって，周知のように「否定の否定」と呼んだのであるが，われ

われはこれについては，先にみたコントのそれとの比較上，とりわけ以下の二点に注意を払

っておくべきであろう。

　すなわちまず第一に「資本制的私的所有」すなわち「剰余価値」という形態での他人の剰

余労働の取得は「自己の労働にもとつく個人的な，私的所有」の反対物ではあるが，‘しかし
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それは，神学的理論が（幼弱な）実証的理論の反対物でありつつも，むしろその延長上に登・

面してきたのと同じように，後者の延長上に，すなわち「商品生産および商品流通にもとつ

く取得法則」（3）一これはマルクスによれば「労働による取得」ωである一を，労働力とい

う商品に迄，拡張適用することによって，はじめて成立しえたものに他ならなかったのであ

る。かくして「自己の労働にもとつく個人的取得」の原理は，「資本制的私的所有」の下に

おいて消滅してしまうのではなく，むしろ後者の表面上の原理として（その反対の真実を隠

蔽する「仮象」（5）として）残存しつづけるのである。ヘーゲルによれば，「否定の否定」にお

ける「第二のものは第一のものの否定者」なのであるが，しかしそれは「一般に，第一のも

のの規定をそのうちに含む」（6）のであって，すなわちは単純なものの複雑化に他ならなかっ

たのであった。

　次に第二に「資本制的生産」は，マルクスによれぽ，それ自身，二つの段階から成るもの

であった点に注意が払われるべきである。すなわち「絶対的剰余価値の生産」ならびにこれ

に対応する「資本の有機的構成」が同一なままでの資本蓄積と，「相対的剰余価値の生産」，

ならびにこれに対応する「資本の有機的構成」の高度化を併う資本蓄積，の二つである。

　マルクスによれぽ「剰余価値」生産の最初の歴史的形態は，　「絶対的剰余価値の生産」で

あった。それは，もっぱら「労働日」を「必要労働時間」以上に延長することによる「剰余

価値」生r9　cpことに他ならないが，しかし「商品交換の本性そのものからしては，労働日の

何等の限界も，したがって剰余労働の何等の限界も生じない。」⑦資本家は「労働力商品」の

購買者としての権利を主張して，それをできるだけ延長しようとするが，労働者はその販売

者としての権利を主張して，それを一定範囲内の大きさに制限しようとする。「同等な権利

と権利の間では力が裁決する」（7）かくして「絶対的剰余価値の生産」は，必然的に一つの闘

争を帰結させずにはおかないのである。他方また「資本の有機的構成」が同一なままでの資

本蓄積⑧は，それに比例的に労働力需要を増大させ，それはやがては「普通の労働供給」⑨を

上回ることになる。そうなれば賃金が高騰し，「資本を養い育てる剰余労働が，もはや標準

的分量で提供されなくなる点にふれると」　「蓄積が衰え，賃金の高騰が再び反撃をこうむ

る」⑩ことになる。その結果として，蓄積が再び旺盛に展開されることになるとしても，「絶

対的剰余価値の生産」に対応する「資本の有機的構成」が同一なままでの資本蓄積は，　「労

働力商品」の供給の有する「自然的制限」（mによって条件づけられて，たえずくり返し困難

におちいることにならざるをえない。

　では以上の如き困難はどのようにして解決されることになるのであろうか。賃労働者階級

が「剰余価値」生産一般を廃棄することによってであろうか。否である。何故なら労働者階

級はこの時点においては，いまだ量的にも質的にも，自立をなしとげうる迄に，十分差成長

してはいないからである。そこでこの困難は，これ迄潜在的であった「剰余価値」生産の新

たな形態が登場することによって解決される他はない。

　さてマルクスによれば「絶対的剰余価値の生産」そのものは，むろん既存の物質的生産諸

力をたんに継承するものにすぎないが，しかしそれはそれ自身，すでに「必要労働時間を労

働日のうちの一部分に制限することを可能ならしめるような，労働生産力の一定程度の発達

をその条件とする」α2＞ものである。ところでかかる労働生産力のそれ以上の発達は「必要労

働時間」を短縮せしめ，もって「労働日」を延長することなしに「剰余価値」生産を行うこ
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ﾆを可能ならしめる。これがマルクスのいわゆる「相対的剰余価値」の生産であって，それ

はちょうど，形而上学的理論が，神学的理論と実証的理論との支配をもとめての闘争を調淳

するものであったように，「剰余価値」の増大を求める資本家の要：求と，「労働日」を一定

限度に制限しようとする労働老の要求の，双方を同時に充足するものに他ならない。ところ

で「相対的剰余価値」の生産機構は，マニュファクチュアの展開を経て，機械制大工業にお

いてその頂点に達するが，しかしそれは他面では，工場における「資本の専制支配」と「労

働疎外」の頂点として，労資間の新たな闘争を惹き起こさずにはおかないのであった。さら

に機械制大工業は，労働者階級をたんに量的に膨大に増大させるのみならず，一つにはそ

の組織化の可能性を与え，又一つには「種々の社会的機能があい交替する活動様式であるよ

　うな全体的に発達した個人⑬」をその「死活問題」たらしめ，したがって，労働者階級それ

自身の手による社会的生産の運営の現実的可能性を，はじめてつくり出すものとなるのであ

　る。

　他方「相対的剰余価値の生産」に対応する資本蓄積においては，　「資本の有機的構成」は

累進的に高度化し，その結果として「相対的過剰人口」が生み出されることになる。だがそ

れこそは「自然的制限にかかわりのない産業予備軍」G4）として，資本蓄積をはじめて先の困

難から解放するものに他ならない。しかし逆にそれは労働者階級にとっては同時に，隷属，

労働苦，貧困の完成を意味するものであるから，労資の敵対関係の完成という意味をもつも

のに他ならないのである。

　かくして「相対的剰余価値の生産」とこれに対応する資本蓄積は，先行する段階の諸矛盾

を解決するものであったのであるが，しかしその発達は再び新たな矛盾を成長させるもので

あり，さらに一資本の集積・集中とあいまって一労働者階級の自立＝解放の条件をつく

　りあげるものであるが故に，没落せざるをえない，とされたのであったas）。そしてかかる労

働者階級それ自身による消費手段の取得が「各人のその労働に応じての取得」であらざるを

えず，したがって最初の「個人的所有」の復活であらざるをえないのは，資本制的生産の下

において高度に発達させられた生産諸力といえども，いまだ「労働」を「第一の生活欲求」

たらしめ，したがって「欲求に応じた取得」⑯を可能ならしめるほどに十分なものではあり

えないからである。かくして「個人的所有」は今やはじめて社会的生産諸力の発達と調和的

なものどして，そのより深い基礎づけをえたことになるのである。

　　さて以上のマルクスの論理が，先にみたコントの「知的発展」の「三状態の法則」のそれ

と基本的に同一であることについては，ここで改めて指摘するに及ばないであろうが，しか

し両者の間にみられる相異点についてもふれておく必要があるであろう。

　　さて以上にみてきたような「否定の否定」という姿をとった発展は，コントにあっては人

類史の全体にかんしてみい出されるものであり，しかも全体にかんして一度のみみい出され

るものとして定式化されていたのであったが，これに対してマルクスの場合には，人類史の

全体にかんして，生産手段の「原始的な共有一→私的所有一→共有」という発展が「否定の

否定」とみなされるにとどまらずal，これとは別に「原始的な欲求に応じての取得pm　一→労

働に応じての取得一→欲求に応じての取得」という発展もまた「否定の否定」をなすものと

みなされており，さらに以上にみてきたように，「自己の労働にもとつく個人的な，私的所

有一→資本家的な，私的所有一・労働に応じての取得という個人的な，共同所有」という発
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展も又「否定の否定」をなすものとみられていたのであった。かくしてマルクスの場合には，

「否定の否定」という発展は，コントの場合にくらべて，より重層的で複雑な姿をとるもの

となっている点に，われわれは両者の相異点をみい出さなければならないのである。

　ところでこのような相異点が生じてきたのは，コントにあっては観察の蓄積は「世界観」

のレヴェルにおいては，究極的には，もつぼら「実証的世界観」というただ一つのものの制

覇をもたらすのみである，と考えられていたのに対して，マルクスにあっては，第一に，物

質的生産諸力の成長は，「所有諸関係」のレヴェルにおいて，究極的には，「生産手段の共

有」と「欲求に応じての取得」という二面的な結果を生み出すものであり，しかも両者の確

立は必ずしも時間的に符号しあうわけではないag），とみなされていたからである。また第二

に，マルクスにおいては，社会的生産力発達の必要性は，「個人的所有」の基礎上での「個

人的所有」の否定一すなわち搾取関係の成立一とその回復という展開を生み出す，とみ

な：されていたからである。かくしてマルクスの「普遍史的発展法則」における「否定の否

定」が，コントのそれにおける場合に比較して，より重層的で複雑なものとなったのは，マ

ルクスの対面した事実がより重層的で複雑なものであり，しかもかれがかかる事実を理論の

うちに忠実に反映しようとしたからにすぎないのであって，決して両者の思考様式の相異を

意味するものではありえないのである。

注

（1）Marx＝Das　Kapita1，　erster　Band，　Werke　Bd．23，　SS．789～92，『全集』第23巻，993～96ペー

　ジ。

②　vルクスが『資本論』第一巻の末尾でいう「個人的所有」とは「自分自身の労働にもとつく所有」

　の意味であって，それはむろん「消費手段にかんするもの」（エンゲルス）である。消費における「個

　人主義」対「（本来の）共産主義」の対立は，「労働に応じての取得」対「欲求に応じての取得」の対

　立である。

（3）　Marx，　a．　a．　O．，　S．609

（4）　Marx　：　Grundrisse　der　Kritik　der　？olitischen　Okonomie，　1857一一58．　Dietz　Verlag，　1953，

　S．903，高木監訳『経済学批判要綱』大月書店，第五分冊，1024ページ。

（5）Marx：Das　K：apita1，　erster　Band，　Werke　Bd．23，　S．609，前掲訳書，760ページ。

（6）　Hegel　：　Wissenschaft　der　Logik，　II，　Werke　6，　S．561．

（7）Marx：Das　kapital，　erster　Band，　Werke　Bd．23，　S．249，前掲訳書，305ページ。

（8）なお正確に言えば「絶対的剰余価値の生産」とともに「価値構成」それ自体は高まる。しかし「資

　本の技術的構成」の変化を反映する限りにおけるr三値構成」の変化，すなわち「有機的構成」の変

　イヒをま生じなし・。

（9）　Marx，　a．　a．　0．，S．64ユ．

（lo）　a一．　a．　O．，　S．649．

（ID　a．　a．　O．．　S．669．

za　a．　a．　O．，　S．534．

（1＄　a．　a．　O．，　S．511．

（1di　a．　a．　O．，　S．669．

⑮　「人間達は自分自身が解決しうる課題だけを自分に提起する。何故ならたちいって考察するなら
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　ば，課題そのものは，その解決の物質的諸条件がすでに存在しているか，またはすくなくとも生ま

　れつつある場合にだけ’発生することが，つねにみられるであろうから。」（Marx：Zur　K：ritik　der

　politischen　ekonomie，　Werke　Bd．13．　S．9）

⑯　r欲求に応じた（nach）分配」とは，「欲求を充足する分配」の意味ではなく，「欲求に比例した

　分配の」意味である。西田照見氏は，「その時々の充足手段はつねに人々のあらたな欲求に応じきれ

　ないわけである」から，高度の「共産主義社会」におけるrr欲求に応じた分配』というようなこと

　は，完成的には実現されえないところの，理念的に要される一つの『終局的な』目標でしかありえな

　い」（「マルクス主義における終末論的発想」『思想』No．593，6ページ）と述べているが，これはこ

　の点を誤解しているものにすぎない。

⑰Engels　l　Herrn　Eugen　DUhrings　Umwtilzung，　Werke　Bd．20　S．128，粟田訳『反デューリソ

　グ論』岩波書店，上巻，232ページ。

⑱　「私はアイルランドに数日滞在していた間に，そこの農民がいまなおどんなに強く氏族時代の考え

　方にしたがって生きているかを，あらためて生ま生ましく意識させられた。農民を小作人としている

　地主は，いまでもやはり，農民から全員の利益のために土地を管理すべき一種のクラン長とみなされ

　ている。農民は地主に対して小作料のかたちで貢納をおさめるが，固窮したときにはかれから扶助し

　てもらえるものとされている。同時にまただれでも裕福な老は，貧しい隣人が困窮におちいった時に

　は，すぐさまこれを扶助する義務があるとみなされている。こういつた援助は慈善ではない。それは

　貧しいクラン員が富んだクラン員またはクラン長から，権利としてうけとるものである。」（Engels：

　Der　Ursprung　der　Familie，　des　Privateigentums　und　des　Staats，　Werke　Bd．21　S．130，『全

　集』第21巻，135ページ）

⑲　Marx：Randglossen　Zum　Programm　der　deutschen　Arbeiterpartei，　Werke　Bd．19をみ

　よ。　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

〔15〕　ところでわれわれが先のようにして抽出した「純粋な自生的発展」の論理は，、実際上

の史的過程とそのまま合致するものではなく，それからの一つの抽象の産物に他ならないも

のである。だがそれは，先に第一章においてみたように，実際上の史的過程は「純粋に自生

的」ではなく，「ジグザグな運動」（エンゲルス）を遂げるものであるから，それからかかる

諸乖離を捨象したものである，という意味でのみ，一つの抽象であるわけではない。それは

さらにそれ以上の意味においても一つの抽象なのであって，われわれは以下この点について

若干の解明を加えておかねばならない。

　さてまずマルクスの場合をとりあげてみると，「自己の労働にもとつく個人的な私的所有」

からの「純粋な自生的発展」としての「資本主義的私的所有」（さらには「共産主義」）は，

むろん実際上はただ支配的な「封建的な所有諸関係」の胎内でのみ生ずる過程であり，それ

との反機・牽引の複雑な交互作用を通じてのみ成就する過程であった。したがって筆者は先

の「否定の否定」のプPセスの叙述においては，かかる交互作用をさしあたり捨象しておい

たのであった。そしてこの事情はコントの場合にあっても基本的には同様なのであって，す

なわちその知的発展の「三状態の法則」は，コントによれば，人間の心的諸機能の総体のう

ちで，胞弱な知的機能がますます強力なものになってゆき，その活動に際して，情念からの

支援をうる必要性がますます低下してゆく過程に他ならなかったのであるが（1），しかし「三

状態の法則」それ自身についての先の叙述においては，かかる事柄はひとまず捨象されてい
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たのであった。

　ところで以上の如き捨象が行なわれていたということから，次のような帰結が生ずること

になるであろう。すなわち「純粋な自生的発展」は，先にみたように，一応は単純なものの

複雑化であると言いうるのであるが，しかし最初のものは，じつは歴史的には完全に単純な

ものであるわけではなく，むしろ単純なものがその完全な単純性において存在するのは，む

しろしばしば発展した複雑なものの抽象的一側面としてである②，ということである。すな

わちたとえばコントの「三状態の法則」についてみれぽ，最初の実証的精神は，人間知性そ

れ自身の弱さを反映して，真実には，いまだ実証的とも呼べないような代物なのであって，

それが明瞭にそのような性格を顕示してくるのは，むしろ神学的さらには形而上学的と，

人間知性が発達し，その知的活動が複雑化した段階においてなのである。そしてこれはマル

クスの場合においても同じなのであって，「自己の労働にもとつく個人的な私的所有」は，

資本主義的所有関係以前においてよりも，むしろその一側面をなすもの一その「表皮層」

（マルクス）をなすもの一としての方が，より完全な姿で定在することになるのである。

かくしてエンゲルスは以上の事情を，次のようにきわめて明快に指摘したのであった。すな

わちあの史的発展の理論構成は，実際上の史的経過そのものではなく，その「修正された映

像」なのであるが，　「しかし修正といっても，われわれはそれぞれのモメントを，それが十

分に成熟し，典型的な形態をもつに至った発展時点で考察しているのであるから，現実の歴

史的経過そのものが与える所の諸法則にしたがって修正されている（3）」それなのであると。

　なおさらにこのことから，以上の如き「純粋な自生的発展」の理論構成は，他面では，

「成熟した」現時点の状態の連関把握一いわゆる構造認識一一という意味をもつ，と言い

うる。すなわちコントの場合でいえば知的発展の「三状態の法則」は，神学的精神，形而上

学的精神，実証的精神という三者の共存一反擾と牽引一の現状の，発生史的な構造認識

であり，又マルクスの場合でいえば，現存の「資本家的な私的所有」の発生史的な構造認識

である。けだしコントもマルクスも，その「普遍史的発展法則」において，過去から未来に

照る迄の人類史を，その「連続的な（consさcutive）」発展の姿において描かんとしたのであ

ったが，それはあく迄も現状認識のためであり，又それをもとにした実践のためであった。

現在は，現在のみを観察することによっては，決して十全にとらえられることができない。

コントは言う。「一つの点でしかない現在の性格を把握する為に，現在に有効にたちかえり

うるのは，過去を通じて未来を構想した場合だけである。」（4）あるいはわれわれは「過去，現

在，未来というかわりに，過去，未来，現在というべきである。」（4）以上の言葉は，コントの

みならずマルクスにも共通な「歴史主義（historicism）」の根：本精神を表現するものに他なら

ないであろう⑤。

　ただしわれわれがコントとマルクスの差異として言いうることは，コントがその諸論稿に

おいてあく迄も史的発展の論理としての側面を第一次的なものとしていたのに対し，マルク

スが『資本論』においてむしろその構造の論理としての側面を第一一次的なものとしていた点

に求められうる。すなわちそれは第一次的には，資本主義的所有関係の論理的に順序だった

展開の書だったのであった（6）。しかしかかる論理展開においては，展開の動力となる矛盾は，

もはやたとえば生産諸力と生産諸関係との矛盾であることはできず，むしろ一般的には，既

存の論理展開と「表象」として立てられた説明対象との非合致としての矛盾であり，特殊的
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には，ある特定の具体的なものの抽象的一側面としてのみ存在しうる単純なものが，あたか

も自立的であるかの如くに扱かわれる一口論理的にさしあたりそのように扱かわれざるを

えない一ことから来る諸困難である⑦。すなわちわれわれはここで再び，単純なものがそ

の完全な単純性において存在するのは，しばしば発展した複雑なものの一一側面としてである，

という点を想起すべきなのである。むろんこの場合にも論理的困難は歴史上の矛盾に基本的

に対応してはいるが故に，マルクスはその論理展開において，同時に史的叙述をもしばしば

括入したのではあったが。

注

（1）cf．　Comte：Cours，　quatr沁me　vol．（Euvres　tome　IV，　P．449，前掲訳書，280ページ。

②　「より単純なカテゴリーは，より具体的なカテゴリーに先んじて歴史的に存在しえtaとはいえ，

　内包的にも外延的にも十分に発展したものとしては，それはまさに複雑な社会形態に属しうる。」

　（Marx：Grundrisse，　S．24，前掲訳書，第一分冊，25ページ。）

（3）Engels：Karl　Marx，“Zur　kritik　der　Politischen　Okonomie”，Werke　Bd．13，　S．475『全集』

　第13巻，477ページ。

（4）Comte：Plan，　CEuvres　tome　X，　ApPendice　Gさnさral，　P．100前掲訳書，103ページ。

⑤　「合理的な姿における弁証法」は「現存するものの肯定的理解のうちに，その否定の，その必然的

　な崩壊の理解を含める。」（Marx：Das　Kapita1，　erster　Band，　Werke　Bd，23，　S，28『全集』第23

　巻，23ページ）

（6）　「経済学的諸カテゴリーを，それらが歴史的に規定的なカテゴリーだった順序にしたがって配列す

　ることは，実行できないし，まちがいでもあろう。むしろ諸カテゴリーの順序は，それらが近代ブル

　ジョア社会で互いにもっている関係によって規定されている。」（Marx：Grundrisse，　S．28，前掲訳

　書，第一分冊，29ページ）

⑦　たとえば，マルクスの「交換過程論」における「商品交換の矛盾」などが，その例である。「（交換

　過程における）諸矛盾は，たんに理論的，抽象的に興味をひくばかりでなく，同時に直接的な交換関

　係，単純な交換取引の本性から生じる諸困難，すなわち交換のこの最初の下学な形態が必然的におち

　いる不可能を反：映している。」（F．Engels：Karl　Marx，“Zur　K：ritik”，　Werke　Bd．13　S．466，

　『全集』第13巻，479ページ）

（16〕　さて弁証法は「一般に世界を動かすものは矛盾であり」（1）「あるものはそれ自身のうち

に矛盾をもつ限りにおいてのみ生命性をもつのである」②というヘーゲルの見地を踏襲して，

矛盾をもって運動の「動力」とみるものだとされる。しかしマルクスやエンゲルスの矛盾カ

テゴリーの用法をみれば明らかであるように，かれらはそれを一義的にではなく，多義的に

使用していた。

　すなわちたとえばエンゲルスは「矛盾は背理である，したがって現実の世界には起りえな

い」③というオイゲン・デューリングの見解に対して，次のような幾種類もの現実的矛盾を

あげた。その一つは「単純な力学的場所の移動ですら，一つの物体が同一の瞬間にある場所

にありながら，同時に他の場所にあること，すなわち同一の場所にあるとともにそこにない

ということがなければ行なわれえない。　（しかもかような矛盾を不断に定立しながら，同時

に解決してゆくことが，まさに運動なのである。）」③という例であげた矛盾である。ここでい



「普遍史的発展法則」の論理的構造 47

われている矛盾とは，一物体の一時点における一地点への存在と非存在とは，連続的な運動に

おいては合致し同一であるということ，すなわち対立の同一としての矛盾である。次にその

：二つは，「生命は各々の瞬間において自己同一一でありながら，しかも又別のものである」（3）．と

いう例であげた矛盾である。ここでいわれている矛盾とは，生命の構造はその要素を不断に

更新することによってはじめて推持され，逆に要素の更新はかかる一一・・定の構造下でのみ可能

であるということ，いいかえれば構造的同一性と要素更新の不可分性としての対立の統一の

ことである。その三つは「それ自身としては制限をうけていない人間の認識能力と，まった

く外的な制限をうけ，局限された認識しかできないところの人間における現実の認識能力と

の間の矛盾が，われわれにとって，少くとも実際，限りなく継続してゆく入間世代を通じて，

すなわち無限の前進を通じて解決されてゆく」③という例であげられている矛盾である。こ

こでの矛盾とは，本来的な能力と現実との不照応のことであり，解決とはその照応である。

　ところでわれわれが注意すべきことは，これらはいずれも運動の動力たる矛盾ではない，

ということである。すなわち第一，第二の矛盾は，連続的移動ならびに生命の定義のうちに

含まれる矛盾であり，又第三のそれは，一見した所，運動の動力たる矛盾のようにみえるか

もしれないが，しかし人類の現実の認識は，そ．の本来的能力に不照応であるが故に発展して

きたのではなく，実践的諸必要などに促がされて発展してきたのである。いいかえれば，現

実の認識が人間の本来的認識能力に照応していなくても，それはべつに変更を迫られたわけ

ではなかった。

　さて変化・発展の動力となる矛盾とは，一般的に言えば，自己を維持・発展させるカと条

件を合理的に想定しうるものにおける，照応せねばならぬもの（照応していなければ，衰弱，

萎縮，死滅，崩壊に至るもの）の不照応でありω，不照応の具体的形態は，論理的不整合か

ら，不均衡，不適合等，種々様々でありうる。すなわちコントの場合でいえば，成長する実

証的知識と既存の世界観との不照応が新しい世界観の誕生を促がすのであったが，この際，

次章で詳しくみるように，人間本性と人間の置かれた環境の特性からして，われわれは人間

知性を発展させる力と条件を合理的に想定しうる，というのがコントの見解であった。又マ

ルクスの場合でいえば，大づかみにみて，成長する社会的生産力と既存の所有関係との不照

応が，新たな所有関係の誕生を促がすのであったが，この際同じく次章で詳しくみるように，

われわれは社会的生産を発展させる力と条件を合理的に想定しうる，というのがマルクスの

見解であったのである。

　ところで通説においては，一般に「対立物の統一と闘争」を変化・発展の「動力」たる

「弁証法的矛盾」とみなしている（5）。たしかにかかる矛盾を本来の意味での弁証法的矛盾と

みることは正しいであろう。マルクスはブルードンを批判して「弁証法的運動を構成するも

のは，まさに，対立する二つの側面の共存，その抗争，および一一一・つの新たなカテゴリーへの

融合である」⑥と述べたのであった。しかし以上の引用からも明らかなように，この矛盾，

すなわち一つの同一の基礎から生じる，同等の権利をもった相反する帰結，あるいは，相互

に依存し共存しあわなければならないものが，しかも相互に相手を排除せねばならないとい

う事態，いいかえれば「アンチノミー」としての矛盾は，じつは定立と反定立との衝突から

一つの綜合をもたらし，「否定の否定」をもたらすような特殊な矛盾なのであって，変化発

展の動力たる矛盾一般ではない。すなわちコントの場合でいえば，観察の一定程度の蓄積を
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基礎にして生じる，同一の力をもった神学的世界観と実証的世界観の抗争がこの矛盾であり，

又マルクスの場合で言えば，労働力の商品化を基礎にして生じる，同等な権利としての購買

者の権利と販売者の権利との衝突という矛盾である。それらは「矛盾がそこにおいて実現さ

れると同時に解決される」形態どしての「形而上学的世界観」あるいは「相対的剰余価値生

産機構」の展開の動力となるのであった。

　変化・発展の動力となる矛盾一般は，あくまでも先に述べたような，一定の限定をうけた

不照応なのであって，しかもここで照応すべきものは必ずしも対立物である必要はなく，そ

れらは三項，四項，あるいはそれ以上でさえもありうるのである。

注

（1）　】ヨ〔ege1：Enzyklop註die§119．　Zusatz　2．

（2）　Hegel　：　Logik　der　Wissenschaft，　II　Werke　6．　S．76．

（3）Engels：Herrn　Eugen　DUrings　Umwalzung，　Werke　Bd．20，　SS・111～113，前掲訳書，201～

　4ページ。

（4）シュテイラーの次の見解は正当である。「もろもろの矛盾はrひとりでに』，それらが与えられたま

　まのあり方において，解決されるのではなく，ただ新しい要素が『付け加わり』，それが諸矛盾の解

　決を可能にする，というようにしてだけ解決される。そこには一つの力が与えられていなければなら

　ない。その力とは一もちろん機械仕掛で天くだってくる神としての力ではなく，系の内的条件とし

　ての力なのだが　　矛盾を除去し，こうして分極関係をより高い段階へ高め，ないしは完全に流動化

　するような力である。」（G．Stiehler：Der　Dialektische　Widerspruch，1967，岸本訳『弁証法と

　矛盾』青木書店，193ページ）

（5）たとえばOCHOBbl　MAPI〈CHCTCKO一，肥HKCKOPIΦli”OCOΦHli，1972，前提訳書，125～6

　ページをみよ。

（6）Marx：Das　Elend　der　Philosophie，　Werke　Bd　4，S．133．『全集』第3巻，136ページ。

第醤章　一定の史的趨勢の「不可抗力性」，「偶然的」原因お

　　　　　よび「対象内在的客観的」価値判蜥の問題

〔17〕　「普遍史的発展法則」の見地は，一定の史的発展の「不可抗力性」あるいは「不可避

性」の見地を，そのうちに含むものであった。すなわちたとえぽコントは，「文明一とく

に科学の産業一の進歩は，ある必然的な法則にしたがっており」，（1）しかも「社会組織の段

階は文明の段階に本質上支配されている」②から，「社会組織」は総じて人間達の意志から独

立した「一つの不可避的コース」（3）をたどって発展するとみた。またマルクスは，周知の

ように「生産諸関係」をもって「生産斥力の一定の発展段階に照応する」（4）ものととらえつ

つ，この「生産心力の増大」は「ほとんど機械的な，あるいは，とにかくすべての物理的増

大が機械的なものと認められうるのと同じ程度に機械的な事実」⑤（イ。イ．カウフマン）で

あると考えたから「生産諸関係」の発展を「一自然過程の必然性」（6）をもって進行するもの

とみるのが「自分の立場」に他ならない，と述べたのであった。かれらはこのように，人類

の一定の史的発展を，．人間達の意志から独立したものととらえたが故にはじめて，その未来

を，一つの確定的な姿において一「実証的産業的体制」　（コント）あるいは「共産主義社
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会」　（マルクス）として一えがくことができたのである。

　しかしこのような一一定の史的発展の「不可抗力性」の見地一そしてそれに併う，未来予

見の立場一は，当然にも，種々の素朴な油谷を招かずにはおかなかった。その代表的なも

の，そして最も陳腐なもの一は，この見地にあっては，人間達の主体的努力の可能性が封

殺される，というものである⑦。しかしたとえば死は，人間達にとって不可避的なものであ

る（あるいは不可避i的なものと認識されている）が，多くの人聞達はその到来時機を遅らせ

るべく，必死の努力を傾けているであろう。このような批判に対しては，以．ヒの例で十分な

反論となるであろう。すなわち，コントやマルクスにあっては，人類発展の不可避的な到達

点は，速やかにも多大な時闘を要しても，あるいは，きわめて滑らかにも多大な犠牲を要し

ても，実現されうるものだったのであって，人間の主体的努力の可能性は，ともに「（必然

的な）進歩を容易ならしめること」（8）（コント）あるいは「生みの苦しみを，短縮し，緩和す

ること」⑨（マルクス）のうちに求められていたのである⑩。

　ところでカール・ポパーは，コントやマルクスの「必然的発展」の立場が「無為あるいは

まったくの待機主義を教えるものではない」ことを正当に承認しつつも，それに対して先の

素朴なそれとは異なる別箇の観点から，「宿命論」という批判を投げかけている。

　すなわちポパーによれば，「人間社会の進化は，一つのユニークな歴史的過程」⑪であり，

「その過程の叙述は」「一つの単称的な歴史的言明であるにすぎない。」ωしたがってそれは

「普遍的＝・全称的法則」を示唆するものではありえても，それがそうであることを検証する

手段がないのであるから，　「科学において真面目に相手にされうる」資格をもたない。

　しかしそれにしてもわれわれは，歴史のうちに何等かの趨勢一たとえぽ，産業の発達等

一をみい出すことはできるであろう。そこでポパーは言う，たしかに「数百年あるいは数

千年間も持続したある趨勢が，十年のうちに，あるいはもっと急速にさえ，かわりうる」⑫

のだから，われおれはそれを直ちに一般化して，未来予見のための根処とすることはできな

いにしても，たとえば「すべての惑星がしだいに太陽に近づく」という事実（趨勢）が「ニ

ュートン物理学の内部で」　「惑星間の空間がなんらかの抵抗物質でみたされているという仮

定」a3）をもうけることによって説明されうるように，もし人類史のうちにみい出された史的

趨勢がより一般的（より要素的）諸法則に「特定の初期条件」を投入することによって説明

されうるならば，われわれはそれを「未来の予見」のために使用することができるに至る

であろうと。ポパーはかかる「説明された趨勢」をもって「動力学的な疑似法則（Quasi－

Gesetz）」adiと呼ぶ。

　しかしポパーの批判はここから始まる。すなわちコントやマルクス（さらにはミル）のご

ときHistorizistは，かれらが歴史のうちにみい出した「傾向」や「趨勢」を，一般的な

諸法則に特定の初期条件を投入することによって説明するのを怠っているのであると。かれ

らはそれが「初期条件」に依存するのを看過して，「心理学（あるいはおそらく弁証法的唯

物論など）の諸法則といった普面的法則のみから直接的に導き出すことができる」「無条件

的な趨勢」⑮であるかの如くに取り扱っている。ポパーによれば，とくにコントは「進歩の

法則」を「個々の人問におけるある傾向一みずからの本性をますます完全なものたらしめ

るべく駆りたてる傾向一か演繹している」a6）のだそうである。しかし「無条件的な趨勢」

はまさに「無条件的」であるが故に「絶対的な趨勢」であろうし，したがって又「宿命的な
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もの」であるだろう。すなわち「宿命論」へと至りつくrHisto「izismusの中心的誤謬」anは，

まさに「初期条件」の無視にあるのだ，というのである。

　以上がポパーの批判の要点であるが，以下これがコントやマルクスに対しても妥当するも

のであるかを検討してみたいと考える。

注

（1）Comte＝Plan，（Euvres　tome　X，　Appendice　G6neral，　P．89，前掲訳書，91ページ。

（2）ibid．，P．86，前掲訳書，89ページ。

（3）ibid．，P．83，前掲訳書，85ページ。

（4）Marx：Zur　Kritik　der　Polischen　Okonomie，　Werke　Bd．13，　S8『全集』第13巻，6ページ。

（5）　M．　1’i．　｝〈ayopMaHs　：　TollKa　3p’tsHifi　nonvaT　uKogKoHoMligecKop“i　y　Kapna　rViapKca．　ln　：　St｝CTHIiKb

　EBponbi　T．3．1872，二村訳「カール・マルクスにおける経済学批判の見地」，『経済』新日本出版社，

　No．37，267ページ。

（6）Marx：Das　Kapital，　erster　Band，　Werke　Bd，23，　S．791，『全集』第23巻，995ページ。

⑦　cf．「必然的なもの，すなわち日の出という不可避的なできごとを助けようなどという考えを，誰

　がいだくのか？」（G．Plekhanov：Fundamental　Problems　of　Marxism，　In：Selected　Philoso－

　phieal　Works　1876　vol．　III．　P．180，鷲田訳『マルクス主義の根本問題』福村出版，130ページ）

（8）Comte，　oP．　cit．，P．95，前掲訳書，99ページ。

（g）Marx，　a．　a．0．，S．16，『全集』第23巻，10ページ。

⑩　なおわれわれは，進歩の「不可避性」は，コントにおいてもマルクスにおいても，直接的には，実

　践において確証されるものであったことに留意すべきである。「不利な政治計画があるのに文明が進

　致してきたという事実は，文明が，あらゆる種類の計画とはかかわりなく，これらの計画を超えた自

　然の＝一スをたどっていることを，はっきりと立証している。」（Comte，　op．　cit．，P．90）「必然性

　の証明は，人間的活動のうちに，実験のうちに，労働のうちに存在する。」（Engels　：　Dialektik　der

　Natur．　Werlke　Bd．20，　S．497）

⑳　Popper：Das　Elend，　S。41，前掲訳書，84ページ。

⑫　a．a．0．，S．85，前掲訳書，164ページ。

⑬　a．a．0．，S．91，前掲訳書，174ページ。

⑭　a．a．0．，S．99，前掲訳書，190ページ。

⑮　a．a．○．，S．101，前掲訳書，193ページ。

⑱　a．a．0．，　S．ユ19，前掲訳書，230ページ。

⑰　a．a．0．，　S．101，前掲訳書，194ページ。

〔18〕ただしわれわれは以上の点の検討にはいる前に，まずあらかじめ，コントもマルクス

も，一般的にはたんなる帰納論者でもなけれぼたんなる演繹論者でもなく，帰納と演繹とが

紡一されねばならないことをよく知っていたことについて，確認しておきたいと思う。ただ

しここで帰納と演繹との統一の原則とは，ミルのいわゆる「具体的演繹法（Concrete　Dedu－

ctive　Method）」（1）のことであって，すなわちは，複雑なものにかんする帰納的一般化は，よ

り単純な，そしてこの意味でより一般的なものにかんする帰納的一般化に，複雑なものの特

性をなす新たな要素（条件）を追加することによってえられる演繹的な結論と照合されねば
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ならず，そして両者の合致は，複雑なものにかんする帰納的一般化の真理性を高めるととも

に，より単純なものにかんする帰納的一般化の真理性をも高めることになる，という原則の

ことである②。

　さてコントは周知のように抽象的諸科学を数学から社会学へという，単純なものから複雑

なものへと至る一つのヒエラルヒーのうちに配列したが，その場合における帰納と演繹の関

係について，次のように述べたのであった。すなわち「これらの継起的な諸科学の各々は，

それ固有の帰納を必要とする。しかしそれらは，より単純な諸科学に由来する演繹の助力に

よってのみ，一つの体系となることができるのである。」㈲

　さらにマルクスについてみるならば，たとえば『資本論』の第一巻が，「価値」から「剰

余価値」へという，単純なカテゴリーから複雑なそれへの進行となっており，かつその場合

に，「価値法則」というより単純な法則に「労働力商品化」という条件が追加されることに

よって「剰余価値」というより複雑な現象の法則が演繹されているのであるが，これは一方

では，　「労働力商品」の購買・使用を基礎とする商品生産における「剰余価値」の実在とい

う帰納的一般化を根拠づけるものであると同時に，他方では「価値法則」の一般的妥当性に

対する検証ともなっているということは，周知の事柄である（4）。すなわち「『資本論』におい

ては」「演繹的ならびに帰納的という二重の」（5）（レーニン）論理的操作が遂行されているの

であった。

　さてかくしてコントもマルクスも，帰納と演繹との統一の原則を，一般論的にはよく知っ

ていたと思われるのであるが，しかしかれらはポパーの言うように，こと「普遍史的発展法

則」にかんしては，この原則を忘却してしまったのであろうか。あるいはとくに，演繹はつ

ねに「新たな条件」を導入することによる演繹であるという当然の事柄を忘れてしまったの

であろうか。そこで以下このことが検討されねばならない。

　まずコントの場合から始めるが，かれは過去の人類史のうちにみい出される文明発達の事

実を，ポパーの批判するように，「人間本性」のうちにみい出される，たとえば「向上本能」

とでも言ったものに還元し，もって十分な説明であるとみなしていたであろうか。否であ

る。『コントによれば「人間本性」のうちに「向上の本性」といったものは存在しない。むし

ろ「孤立した人間，そして知性の全く目覚めていない人間は，他のどの動物とも同じように，

本性上，きわめて保守的」（6）なのである。ではかれは，文明発達の事実をどのように説明し

ていたのか。

　．コシトによれば，文明発達はむろん「向上の精神」の所産であるが，しかし「向上の精

神」それ自体は「知的活動と各種の社会的本能との自然の結合から生じる」⑦ものである。

そして「知的活動」そのものは，「原始的環境」の下での「有機的生命の基本的欲求と動物

的生命の最も普逓的な本能から出た，粗野ではあるが力強い刺激」〔7）によってはじめて覚醒

させられ，又継続させられるものとなるのであった。

　しかもコントによれば，「向上の精神」の結果たる文明は，逆にかかる「向上の精神」の

原因たる「知的活動」と「各種の社会的本能」の発達を促し，かくしていわば自己増殖を遂

げるものに他ならなかった。すなわち「たちいって検討するならば，文明の発達は人間性の

最も高級な諸能力のほうを，たえず発達させるものであることがわかる。それは（第一に）

物質的欲求に対して，文明発達が必然的にその充足を保証するから，これに気を配ることが
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次第に少くなるからであり，（第二に）また，文明の発達には，知的活動と社会的感情の漸

次的発達が明らかに不可欠であるから，この活動や感情をたえず直接に鼓舞するからでもあ

る。」⑦ただしここで第二の理由にかんしてコントが前提しているものは，キュビイエ説によ

って一定の制限をうけた「ラマルクの法則」である。すなわちそれによれば，動物はその基

本的構造を変えることはないが，しかしその枠内で，器官は適度な使用によって強大化し，

かっかかる変化は遺伝する，というものである（8）。それ故に，ガル等にしたがって（9），大脳

前額部付近に位置する知的能力ならびに社会的能力は，その行使によってますます強大化す

るのであるが，しかしそれは，自己保存の本能と情緒的能力の支配という「原始的生活の秩

序を完全にくつが身すことはありえないし，またあってはならない」⑩のである。

　かくしてコントは，「ラマルクの法則」において当然問題となる，原始的な生存困難な環

境の問題を無視していたわけでは決してなかったのであるが，しかしわれわれは，コントに

あってはそれは「一般的な（原始的）環境」（ミル）で十分であったが故に，文明の発達は

人間達の集団的生活とともに一般的であり，その間には高々速度の差しか存在しないことに

なった点に注意を払っておいてよいであろう。すなわちかれによれば「文明の進歩は，速度

を別とすれば，どのような風土にあっても，根本的に同一である。それはこれが，もっと一

般的な法則，すなわちあらゆる地域で本質的に等しい人体組織の法則による」tuものだった

からである。

注

（1）」．S．　Mi11：ASystem　of　Logic，　CoIIected　Works，　VIII，　P．895，前掲訳書，（6）112～3ペー

　ジ。

（2）　「弱い帰納を強い帰納から演繹する手段をみい出せば，初めの帰納は，直ちに，それが演繹された

　強い帰納のもつ力のすべてを獲得し，更に逆に後者の力を増すのである。」（Mill，　OP，　cit．，P．320，

　前掲訳書　③，68ページ）

（3）Comte：Systさ通e　de　Politiqne　Positive，（Euvres　tome　VIII，　P．36，なお次の発言をも参照

　のこと。「実証的諸法則」は「経験的方法によってのみならず，論理的方法によっても確証されねば

　ならない。」（Comte：Cours，（Euvres　tome　IV．　P．372）

（4）ただし言う迄もなく，「価値」や「剰余価値」は，むろんたんなる帰納の産物ではなく，「価格」

　や「利潤」という現象形態の捨象の上にたつ，帰納の産物である。

（5）V．1．Lenin＝Philosophical　Notebooks，　Collected　Works，　vol．38　P．320，邦訳『哲学ノート』

　国民文庫（上），289ページ，なおエンゲルスは次のように述べている。「帰納と演繹とは」「一対のも

　のであり，互いに補足しあう。」（Engels：Dialektik　der　Natur．　Werke　Bd．20，　S．496）

（6）Comte：Cours（Euvres　tome　IV，　P．447，前掲訳書，249ページ。

（7）ibid．，　P．501，前掲訳書，281ページ。

（8）以上の点については，詳しくは，Comte：Cours，　troisiさme　volume，　La　Philosophie　Chim－

　ique　et　la　Philosophie　Biologique，（Euvres　tome　III，　pp．440～453を参照されたい。

（9）コントは周知のように，ガル＝シュプルツハイムの「骨相学」を批判的に継承せんとした。

⑩　Comte，　Cours，（Euvres　tome　IV，　P500，前掲訳書，280ページ。

（1i）Comte，　Plan，（：Euvres　tome　X．　Appendice　G6n¢ral，　P．108，前掲訳書，111ページ。
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〔19〕　さて次にマルクスの場合であるが，かれの場合には，ブルジョア的時代とそれ以外の

時代とを区別して論じることが必要であろう。すなわちブルジョア的時代にあっては「競争

の強制法則」によって，労働生産力の改善が個々の資本家に対して義務づけられているが故

に，この時代における労働生産力発達の必然性については，これ以上の，又これ以外の説明

がなされるべきではない。しかしとりわけ’それに先行する諸時代においては，大づかみにみ

て，逆に単純な再生産一斗力ならびに諸関係の固定性一こそが法則（掟）であった。す

なわち「アジア的，ローマ的，ゲルマン的等の」「これらすべての共同体の目的は，生存維

持（Erhaltung）ということである。すなわち共同体を構成する諸個人を所有者として，す

なわち同一の客観的実存形態において再生産することである。」ωではこのような時代におい

てもなお物質的生産の進歩が生じざるをえなかったのは何故か。この点についてマルクスは

次のように述べている。「再生産の行為それ自身の内部においては」「生産者は自分のなか

から新しい素質をひき出し，生産によって自分自身を発展させ，改造し，新しい観念や新し

い撃力を形成し，新しい交通様式，新しい欲望，新しい言語をも形成して，みずからを変化

さぜる。」（2）すなわち一定の生産はより高度の生産の為の諸条件をつくり出すのであると。か

くして生産の開始は同時に拡大再生産の開始である。ところでマルクスはかかる物質的生産

＝拡大再生産の成立しうる為の「初期条件」については次のように述べる。「人間が当面し

ている自然諸条件，すなわち地質学的，山水誌的，風土的等の諸状態は」「今日に至る迄の

人間の一層目発展又は非発展の全体を条件づけるものである」（3）と。あるいはr資本論』に

おける直戴な表現を借りれば，「あまりにも豊かな自然は，幼児を手引きひもに頼らせるよ

うに人間を自然の手に頼らせ，人間自身の発展を一つの自然的必然たらしめない」（4）のであ

って，「自然力を社会的に統御する必要性，それを節約する必要性，それをまず大規模な作

業によって取得又は馴化する必要性は，産業発達史において最も決定的な役割を演じてい

る」（5）と。いいかえれば，あまりに恵まれた自然環境は，人間達がそのうちに安住し，眼前

にみい出された生活物資を直接取得するだけで十分とし，したがって必ずしもその発展をも

たらさない。しかしかかる直接的取得だけでは不十分であるような環境は，人間によるその

変革を必然たらしめ一人間達の潜在的諸能力の発揮を不可避的たらしめ一しかもかかる

変革は再び更なる変革を必須たらしめるが故に，発展が帰結することになるのであると。

　さてここでマルクスが前提にしているより単純でより一般的な法則とは，取得物と消費欲

求との照応の必要性にかんする法則であり，複雑な現象一生産の追加，したがって又拡大

再生産の追加一をもたらす「初期条件」とは，直接取得だけでは不十分であるような環境

である。

　かくしてマルクスの場合にも，物質的生活の発展の事実は，より単純でより一般的な法則

に，一定の「初期条件」を投入することによって説明されていたのであるが，しかしわれわ

れは，マルクスにおいてはコントと異なって「環境」の差異のもつ決定的な意義に注意が払

われており，したがってコントとは異って，進歩は必ずしも人間達の集団的生活とともに一

般的であるわけではなかった点に留意しておいてよいであろう⑥。

　さて以上によって明らかなように，コントもマルクスも，かれらが歴史のうちにみい出し

た趨勢を，より一般的な法則に初期条件を投入することによって説明していたのであった。

したがってそれは，論理構造上，ポパーが錯覚したような「前科学的」　「無条件的趨勢」で
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あるわけではないが，しかしそれは例えば，一定の植物に一定の水・光等を供給することに

よって，その成長が必然的となるといった，通常の条件的趨勢とは異って，一一つの不可避

的・不可抗力的趨勢ではある。何故ならかかる植物の場合には，われわれは水・光等の「初

期条件」（ただしこの場合には，持続的な初期条件）をわれわれ自身の手で変更しうるが故

に，その成長は必ずしも不可避的ではないのであるが，しかし「普遍史的発展法則」の場合

には，　「発展」の「初期条件」は変更しえない一コントの場合には，人間の生物学的特質

として，またマルクスの場合には，一定の特徴をもった自然環境として一一が故に，一つの

不可避的な性格を有することになったからである。かくしてわれわれはポパーの誤謬を，コ

ントやマルクスにあっては，「初期条件」を変更しえないが故に不可避的だとされているの

に，それを誤解して「無条件的」であるが故に不可避だとされていると錯覚した点に求める

ことができるのである（7）。

　なおわれわれは以上の如き不可避的不可抗力的過程を「宿命的」過程と呼びえないわけで

はないが，しかしそれは必ずしもいわゆる「宿命」，すなわちわれわれの活動と無縁であり，

われわれの期待をたえず裏切るような，外的盲目的性格をもつもの⑧ではないが故に，この

呼称を遠ざけるであろう。

注

（1）Marx：Grundrisse，　S．393，前掲訳書，第三分冊，428ページ。

（2）a．a．○．，S．394，前掲訳書，第三分過，428ページ。

（3）Marx／Engels：Die　Deutsche　Ideologie，　Werke　Bd．3，　S．21『全集』第三巻，17ペーージ。

（4）Marx：Das　Kapita1，　erster　Band，　Werke，　Bd．　23，　S．536『全集』第2捲，665ページ。

（5）a．a．○．，S．537，前掲訳書，666ページ。

（6）したがって「地理的環境の影響は決定的な影響ではなく」「社会の発展の進行をはやくしたり遅く

　したりする」（J．Stalin：Uber　dialektischen　und　historischen　Materia　lismus．　Reclams

　Universal－Bibliothek　S．109）にとどまる，とみるスターリンの「コント的」見解は支持しがたい。

（7）ポパーのHistorizismus批判の二本の柱は，その「断片的社会工学（StUckwerk－sozia1－techn－

　010gie）」なる立場に照応して，それが「全体論」であること（←→「断片性」），およびそれが「宿命

　論」であること（←→「社会工学」）の二つである。r全体論」なる批判に対する反批判は，先に第一

　章において行い，そして「宿命論」なる批判に対する反批判は本意三章において行ったから，われわ

　れはポパー批判を基本線においては終了したのである。

（8）参考．「人生と妥協することの決してないこの運命，われわれの見積りをいつも新しい攻撃で突き

　崩してしまうこの運命，われわれの希望を水泡に帰せしめることによって，その力を証示するのが常

　であるこの運命」（ポリビオス『歴史』第29章第21節，Karl　L6with＝Weltgeschichte　und　Heils－

　geschehen，1953，邦訳『世界史と救済史』創文社，15ページより重引）

〔20〕　コントもマルクスも，「普遍史的発展法則」の実現に対する，いわゆる「偉人」「天

才」あるいは「偶然」の因果的意義を過大に評価することはなかった。すなわちコントは言

う。　「ぼらばらの天才の力は，人の思うほど強くないことが証明されている。偉大な発見の

栄誉に真に値する人でも，成功の大部分は，ほとんどの場合，同じ道の先人に負っているの
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である。」「たとえば，万有引力という大発見は，十六および十七世紀の天文学者や幾何学者

の業績，特にケプラーとホイヘンスの業績によって用意されたもので，これがなければ引力

の法則は不可能であったろうし，またこれがある限り，遅かれ早かれ，引力は必ず発見され

たであろう」ω又マルクスは，パリ・コンミューンの崩壊によせて，次のように述べた。「も

し戦いが，闘違いなく有利なチャンスだけを条件として始められるものなら，世界史をつく

るのはひどく楽なものになるでしょう。他方もし『偶然事』が何の役割も果さないならば，

世界史はひどく神秘的な性質のものとなるでしょう。これらの偶然事はもちろんそれ自身，

発展の一般的進行のなかに組みこまれ，又，ほかの偶然事によって相殺されます。しかし加

速や遅延はそのようなr偶然事』によって大いに左右されます。そのなかには，まず運動の

先頭にたつ人物たちの性格という『偶然』も数えられます。」「パリの闘争によって，資本家

階級とその国家に対する労働者階級の闘争は，新しい局面にはいりました。事態が直接には

どのような経過をたどろうと，世界史的に重要なひとつの新しい出発点が獲得されたので

す。」（2）すなわちコントもマルクスも，「天才」や「偉人等」をもって，「普遍史的発展法則」

の実現そのものを決した程の因果的重要性を有するものとしてでなく，高々，その実現を早

めたものとして評価したにとどまる。

　ではこのような評価の合理的根拠は何であったか。総じて「普遍史的発展法則」は，諸個

人によって，又諸個別状況において，実現するものである。ところでわれわれは「普遍史的

発展法則」を定式化するにあたっては，個別条件としては，稀有に有能な個人および稀有に

好都合な状況をも，又稀有に無能な個人および稀有に不都合な状況をも想定してはならない。

すなわちそこでは，当該の歴i史的発展段階において，何程か大量的「平均的」なそれが想定

されなければならないのである。たとえば科学的発見の場合で言えば，分業を通じて，相当

程度の認識能力を有する学者の一群が存在するとされねばならないであろうし，又共産主義

革命の場合で言えば，労働者階級が相当程度の能力を有する指導者をもつこと等が想定され

ねぽならない。以上の如き想定に立つならば，直接その前提となる理論の完成とともに「引

力の法則」の発見は遅かれ早かれ不可避となるであろうし，又労働者階級の勢力が資本家階

級にくらべて増大していくことが確認されるとともに，その勝利は遅かれ早かれ不可避的と

なるであろう。

　むろん実際には，稀有に有能な個人＝＝好都合な状況と稀有に無能な個人＝不都合な状況が

入り混じって存在し，かくしてこれらはマルクスが言うようにかなりの程度「相殺」される

であろう。しかし完全に相殺されることはないであろう。そして前者の個別条件群は，「発

展の一般的進行」を加速したものとして，後者の個別条件群はそれを遅延させたものとして，

因果的に評価されねばならないであろう③。

　さて一般に「実際につねに無数の原因となる要素が個々の『事件』の成立を条件づけてお

り，しかも結果がその具体的な形態において成立する為には，あの原因となる要素のことご

とくがなくてはならぬ」〔4）とみることは至当であろう。しかしわれわれが歴史的結果のうち

の一定側面のみ一今の場合でいえば，　「普遍史的発展法則」に合致する面のみ一に注目

し，かつその唯一的な時問的限定を取り外すならば，一定の時間幅内における結果のかかる

一側面の生起は，先の一定の無数の原因複合体と，必ずしも一対一に対応するものではなく

なってくる。すなわち，他の諸原因をさしあたり同一として，ある原因をとりあげた時に，
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それは代替可能なものとして現われて掃うるのであって，そして実際，かかる代替原因たり

うるものの存在がその虚聞幅内において確証されうるならば，それとともに先の原因は，か

かる一定時間幅内における先の結果の一側面の生起に対して，その決定的な因果的意義を喪

失することになるのである。すなわち「代わりの者が」「よかれあしかれ，だが長い間には

みつけられる」㈲（エンゲルス）ことの確認とともに，「この特定の偉人」「ナポレオン」は，

フランス共和制の崩壊に対する決定的な因果的意義を失うことになるのである。そして「普

遍史的発展法則」は，まさに大量的にみい出される人間を前提にして構成されたものであっ

たが故に，原理上，「代わりの老」はいくらでもみつけ出せるのであった⑦。

注

（1）Comte：Plan，（Euvres　tome　X，　Appendice　Gさnbral，　P．92，前掲訳書，　g4ページ。

（2）Marx　an　L．　K：ugelmann　17．　Apri｝　1871・Werke　Bd．33，　S．209『全集』第33巻，176～7ペー

　ジ。

（3）したがってここでの「偶然」とは，必然と対をなすものとしてのそれではない。すなわちそれは，

　通常期待されるものから外れたものの意味である。日常語における次のような用い方を参照せよ。

　「私は十年ぶりにさる友人と三越の前で偶然に（ばったり）出会った。」

（．4，）　Weber　：　Kritische　Studien　aut　dem　Gebiet　der　kulturwissenschaftlichen　Logik，　WL．

　S．　271．

（5）Engels　an　W。　Borgius，25．　Januar　1894，　Werke　Bd．39．　S．206『全集』第39巻，186ページ。

⑥　なおここで代替原因の概念一一それこそが当該事象の因果的意義の大小の評価を可能ならしめるの

　であるが　　は，いわゆる「原因の複数性の公理」（ミル）といわゆるr原因の単数性の公理」（デユ

　ルヶーム）との対立の，正しい止場の結果でなければならない。すなわち相異なる多数の原因の結果

　でありうるようにみえるものは，真実には，それらをつらぬく一つの同一の原因の結果である，とみ

　るのは正しいが，しかし「それらをつらぬく一一つの同一の原因」がそれ自体としてほ存在しえず，そ

　れはつねにあれこれの多様な形態をとってのみ存在することも又，忘れられてはならないのである。

　かくしてこの後者の意味での代替原因が存在するのである。

⑦　なお以上の所論において当然前提となっていることは，コントは「原因」なる用語は，これを形而

　上学的思考をあらわすものとして拒否したが，実際上の因果分析そのものは何等放棄していたわけで

　はなかった，ということである。

〔21〕　さて「普遍史的発展法則」の見地は，そのうちに既にみたような「一つの不可避的発

展」の見地を含む所から，ウェーバーにみられるような「対象外在的・主観的価値判断」の

立場とではなく，「対象内在的・客観的価値判断」の立場と結びつくものであった。ここで

ウェーバーのそれを「対象外在的・客観的価値判断」と呼ぶゆえんは，かれが，価値判断は

究極において対象認識から導びかれることはできず，むしろ判断主体の「責任」において成

りたたねばならぬ，としていたからである（1）。

　さてコントにとってもマルクスにとっても，各々の社会形態は一定の条件一実証的知識

や生産力の一定の発展段階一と結びついたものであった。そしてわれわれがかかる条件を

任意に一好むがままに一変更しえない限りでは，社会諸形態も又任意に変更しえないも

のであった（2）。ところで一般に対象がかかる性格をもつ場合には「外在的主観的価値判断」
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とそれにもとつく対象変革の試みは，留保され停止されねぽならない。すなわちわれわれが

対象そのものの存立を前提する限りでは，ただ一定の仕方での実践のみが許されるのであっ

て，それ以外の仕方での実践一当該の条件には対応していない所の，たんに主観的に「よ

り良い」と思われる形態の樹立の試みは，対象に徒づらに苦悩をもたらし，軋礫を生み出す

のみで，結局は不成功に終るが故に，停止されねばならないのである。たとえばコントは

「実証的哲学」をもって主観的には「良い」ものと判断しつつも，その判断を背後に留保し

て次のように述べたのであった。「いかなる場合にも，これら三つの哲学（すなわち，神学的

哲学，形而上学的哲学および実証的哲学の三者一引用者）のうち，どれが覇権を握るべき

かという議論は，結局はどの哲学が時宜に適っているかという単純な問題に帰着する。」（3）い

いかえれば「良さについての実証的観念と，文明の段階に合致しているという観念とは，そ

の起源において同じものである。」㈲又エンゲルスは，奴隷制は「われわれの今日の状態にも，

またこの状態によって規定されるわれわれの感情にももはや一致しない」が，しかし「奴隷

制の導入は，当時の事情のもとでは，大きな進歩であった」（6）と述べた。すなわち当時の条

件の下では「良い」ものであったのである。しかも，コントにおいてもマルクスにおいても，

歴史上の諸条件は変化を遂げるものであった。否すでにみたように「普遍史的発展法則」の

抽象次元においては，一定の社会形態は文明（科学や生産諸訳）の成長を促すものであるが

故にこそはじめて登場するのであるが，しかしそれを通じて逆に必ずその「純一」へと転化

するに至るが故に脱却されるものなのであった。したがってその限りではわれわれは，どの

歴史上の形態をも「当時の文明段階の許す限り（それぞれに）完全であった，と考えるべき

であり1⑦，しかもそれは打つから「不完全なもの」に転化した，とみなければならない。そ

してそれが「不完全なもの」に転化すると同時に，コントやマルクスによれぽ，われわれは

今やそれを変革すべきなのであって，当為（Sollen）は存在の運動に対応せねばならないの

である⑧。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

（1）　「価値の妥当を評価することは信仰の問題であり，又恐らく生および世界の意味を思弁的に考察し

　解明する場合の仕事であって，われわれが研究すべきものとしての経験科学は決してそうした事柄を

　扱うものではない。」（Weber，。Objektivitat”WL．　S，152．前掲訳書，19ページ）

（2）　「人間はかれらの生産乙甲　　人間の全歴史の基礎であるもの一の自由な選択者ではありませ

　ん。」（Marx　an　P．W．　Annenkow，28．　Dezember　1846，　Werke　Bd．4S．548）

（4）Comte：Cours，（Euvres　tome　V，　P．562．前掲訳書，317ページ。

（5）Comte：Plan，（Euvres　tome　X，　ApPendice　Gさ舵ral，　P．104．前掲訳書，107ページ。

（6）Engels：Herm　Eugen　D貢rings　Umwalzung，　Werke　Bd．20．　S，168．前掲訳書，下巻，62ペ

　一一ジ。

（7）Comte．　oP．　cit．，P．115．前掲訳書，119ページe

⑧　新カント派のH．リッケルトは「コントの『法則』は，そもそも事実上は，価値定式なのである。

　『実証的』とは，かれにとってあるべきところのもの，絶対的な理想にあたるものである。」（H．

　Rickert：Die　Probleme　der　Geschichts－philosophie，　Eine　EinfUhrrung，1924．佐伯訳『歴史

　哲学序説』ミネルヴァ書房，153ページ）と述べているが，これはコントの価値相対主義を完全に誤
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解しているものに他ならない。

結

〔22〕　さてこれまでわれわれは，コントとマルクスの「普遍史的発展法則」を分析すること

により（i）「普遍史的発展法則」が，総体としては自生的な変化を遂げる人類史のうちに，

地域と人種を異にしつつもみい出される一つの「連続的な」発展に注目し，それを人間社会

の純粋な自生的発展の理論として定式化したものであり，したがって人類史の抽象的全体像

という論理的性格を有すること，（ii）一定の相互連関のうちにある人間社会の諸特殊側面，

諸要素を，同時に第一次的なものと第二次的なものという対立物の性絡をもつような諸要素

（「饗導的要素」一コント，「重心的要素」一マルクス）に分析しうるか否かを検討し，

この可能性を踏まえて，かかる第一次的要素から第二次的要素を説明し，しかる後に第二次

的要素による第一次的要素の修正をみることによって全体を説明するものであること，（iii）

純粋な自生的発展そのものにかんしては，これを，実証的知識（コント）や社会的生産（マ

ルクス）の成長という漸次的な蓄積物を基礎としつつ，これに対応する「世界観」や「社会

の経済構造」という全体枠組みの「否定の否定」という姿をとった交代としてとらえるもの

であること，　（iv）経験的実践的にみい出される一定の史的趨勢の必然性を，より単純でよ

り一般的な法則に一定の初期条件一「人間性の構造」　（コント）あるいは人間達にとって

敵対的な自然環境（マルクス）一を投入することによって説明し，もってその趨勢を未来

に迄延長するものであること等を明らかにしてきた。

　さらにわれわれは以上の分析を通じて，コントとマルクスの思考様式が基本的に同一であ

ることを明らかにしてきた。しかしそのことは言い換えれば，「序」において既に述べたよ

うに，コントがきわめて強力な弁証法的思考様式のもちぬしであった，ということに他なら

ないであろう。しかしわが国においては，コント実証主義をもって弁証法的思考様式の正反

対物であるとみるようなマルターゼ流の理解が依然としで支配的に行なわれている。そこで

これまでの分析の締めくくりとして，最後にマルターゼの見解を検討し，合わせて，コント

とマルクスの真の対立点は何であったのかを簡単に明らかにしておきたいと考える。

　マルターゼは次のように述べている。すなわちコントの「相対主義」にあっては「すべて

の社会形態や社会制度は，いっそう進んだ知的能力にふさわしい他のかたちのものに移行す

る，という意味で暫定的な（provisional）性格のものである。しかしそれらの暫定的な性格

は，それらが不完全であることのしるしであるが，しかし同時に，それらが（相対的な）真

理であることのしるしである」（1）と。だがこのことは，コントの「相対主義」が「どめよう

な生成した形態をも運動の流れのなかでとらえ，したがってその暫定的な側面から理解す

る」②という，マルクスの弁証法的な歴史観に一面では合致するものだということに他なら

ないであろう。

　ではマルターゼは両者の相異点をどこにみい出すのであろうか。かれは言う，コントの

「進歩の法則」にあっては「既存の秩序はより高い段階へなめらかに移行するのであって，

それに先だって破壊されるという必要性がなかったのである」③と。いいかえれば「進歩は

秩序である」とされていたのであって，その「史的発展」とは「社会秩序の調和的進化以外

の何物でもなかった」（4）のであると。マルターゼはこの点に「実証哲学が既存の秩序の擁護
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者」となり「肯定の哲学」となった理由をみい出したのであり；それと「否定の哲学」とし

ての弁証法とめ対立点をみたのである。

　さて周知のようにヘーゲルは「発展」には二種類のものが存在する，と考えていた。その

ag一一一は，「有機的自然物」（有機的生命）においてみい出される所の「直接的な，無対立の」

「弓隠な出現」としての「発農」であり，第二は「精神」の世界においてみい出される所の

「自己自身に対する，仮借ない無限の闘争」としての「発展」である。「発展」が何故後老

においては「闘争」を通じてしか実現されえないのかと言えば，それは「精神の求めるもの

は，それ自身の概念の達成に他ならないのであるが，精神は自からこの概念を隠蔽するも

のであり，しかもこの自己疎外を誇り，それを楽しむ」（5）性格をももったもの，すなわちは

保守性をも有するものに他ならなかったからである⑥。

　以上を参考にすれば明らかであるように，マルターゼはコントにおける史的発展の論理を

もって，ヘーゲルにおける「有機的自然物」のそれと同じものとみたのである。しかしマル

ターゼのこのコント理解は正しいであろうか。否である。コントはその逆に，従来の歴史を

もって，まさに「秩序と進歩Jとの抗争の時代，「文明の進歩によって生ずるべき変革」が

「社会にいろいろの程度の有害な動揺をひきおこした後にはじめて達成された」⑦時代とみた

のである。では「なめらかな」形での進歩が不可能であったのは何故か。コントはその理由

として，二つのものをあげる。すなわちその第一は「政治制度にとっては当然な破壊拒否」

ということ，すなわちはその保守的な性格であり，その第二は「政治学がいまだ揺藍期にあ

って」「文明発展の自然法則」か発見されていなかったこと，すなわちは人々の無知である。

　ところでコントその人によって今や「政治学」は科学的段階にまで高められたのであるか

ら，「文明が，自然の経過の許すかぎり，敏速かつ平隠に勝利を収める」（8）為の，一つの決定

的な条件が獲得されたことになる。コントはこの条件を重視して，次のように言う。「確か

に人間の行動に対する知性の影響力を過大に評価してはいけないかもしれないが，論証の力

がこれまで考えられていたよりもずっと重要であることは確実」であり，「観察政治学の論

証は，偏見や利害によって，文明の発展に反抗しがちな階級にも影響を与えうる」（9）のであ

ると。

　かくしてコントは，マルターゼが錯覚したように「秩序は進歩である」と考えていたので

はなくて「秩序と進歩」の抗争の時代は「実証哲学」の形成と普及を通じて，「秩序と進歩」

の両立の時代へ移行する，という歴史観をいだいていたのである。だがそれはまさに，マル

クスの歴史観の論理構造とも，基心的に合致するものに他ならないであろう。何故ならマル

クスもまた「（階級）闘争」を通じてのみ進歩が達成される「前史」から，調和的に進歩が

達成される「人間的な社会」へという歴史観をいだいていfgからである。⑩

　さてコント社会学が，マルクスの場合とは対照的に，「ブルジョア的秩序の擁護者」とし

てあらわれたのは，その思考様式によるものではなくて，つまる所，その時代認識ならびに

人間性認識の制限に由来するものである。すなわちコントは，後期サン・シモンとともに，一

方では「自由競争」を過渡的なものとみ，将来社会における「組織的な」生産を展望してい

たのであるが，他方では，固定的分業一一指揮労働と被指揮労働，精神的労働と物質的労働，

男女の分業等一を，カバニス等の当時の生理学老達から学んだ，人間の能力の先天的不等

性の説と合致する，人類の「究極状態」とみなしたのであった。そしてそこからかれの，将
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来社会における，大衆の上にたつものとしての「精神的権力」と「産業的権力」の並立とい

う展望が生まれたのであり，またこれに対応して「生産手段の少数者への集中」を肯定する

という，いぜんとして資本主義的な立場が生ずることになったのである（ll）。したがってコン

トの欠陥は，もっぱら，かれが「機械語大工業」のもつ「革命的な可能性」一すなわち従

来の歴史を支配してきた「固定的分業」を廃止する条件をつくり出すという可能性一をみ

てとることができなかった点に求められねばならないのである。

注

（1）Marcuse：Reason　and　Revolution，前掲訳書，379ページ。

（2）Marx：Das　Kapita1，　erster　Band，　Werke　Bd，23，　S．28．『全集』第23巻，23ページ。

（3）Marcuse，　op．　cit，，P．348．前掲訳書，386ページ。

（4）ibid．，P．352．前掲訳書，391ページ。

（5）Hege王：Verlesungen　Uber　die　Philosophie　der　Geschichte，　Werke　12，　SS．755．前掲訳書，

　上巻，91ページ。

（6）曙町元氏は「第三者の媒介による調和」によって解決される矛盾を「調和矛唾」と呼び，又「一方

　が勝者となり，他方が敗老となる」ことによって解渓される矛盾を「闘争矛盾」と呼んで，次のよう

　に述べている。「歴史においては『闘争矛盾』が支配し，体系においては『調和矛盾』が支配する。

　（土車元『ヘーゲル弁証注の本質』青木書店，103ページ，127ページ）この見解は一見正しいように

　みえるが，しかし，歴史においてもただちに「一方が勝老となる」ことによって矛盾が解決されるの

　ではなく，それはその前に，矛盾が「第三者による媒介」によって調和させられる中間段階を経由す

　る，というのがヘーゲルの見解だったのである。すなわちヘーゲルはその『歴史哲学』の第二部をな

　す「ギリシャの世界」の冒頭で，「いかなる世界史的民族の生活のなかでも，これと同一の過程がく

　りびろげられる」として，次のように述べた。「われわれはギリシャの歴史を三期に区分する。」「ギ

　リシャ世界が東洋世界を前提するように，一つの民族が前提をもつ場合には，その民族の起源のなか

　には，他国の文化が流入してくるのであるから，その民族は，自分独自の文化と外国に由来する文化

　という二重の文化をもつことになる。（これら二つの文化はたんに異質であるにとどまらず，互いに

　反資しあいさえもするであろう一一引用者）そこでこの二重の文化を統一することが，その民族の成

　長であり，課題である。第一期は，この二つのものを統合して，現実的なそれ固有の力を形成するこ

　とをもって終る。（すなわち「第三者による媒介」によって，一つの調和が打ち樹てられるのである

　一一引用者）ところでこの力は，自己の前提であったものに対して行使される。そこで第二期は勝利

　と幸福との時期である。けれども民族がその力を外部に向けている間に，その内的諸規定は弛んでき

　て，外国に対する緊張がなくなると同時に，その内部の不和分裂が正面に出てくる。それは芸術が学

　問においても，理想と現実との分離となってあらわれてくる。第三期は，より高い精神を生む民族と

　の接触による没落の時期である。」（Hegel　：　a．a．o，　S．276．前掲訳書下巻，4～5ページ）

（7）Comte：Plan，（：Euvres　tome　X，　ApPendice　Gさnさral，　P．96．前掲訳書，99ページ。

（8）ibid．，P。116．前掲訳書，119ページ。

（g）ibid．，pp．96～96．前掲訳書，100ページ。

⑩　コントは，利害よりも論証の力を重くみており，この点でマルクスよりも甘かった。

⑪　r飴売を指揮する者こそが，労働用具の管理権をもつべきである。」（」．S．　Mi11＝Auguste　Comte，

　Collected　Works．　vo1．　X，　P．347．前掲訳書，168ページ）「それが物理的なものであれ，知的なも

　のであれ，さらにはましてや道徳的なものであれ，個人的優越はすべての世俗的権力の出発点を形成



「普遍史的発展法則」の論理的構造 61

するが，優越性は，十分に蓄積された資金によって，他人を扶養することができるような家族におい

てのみ，永続的で完全なものとなることができる。」（Comte：Systeme，（Euvres　torne　VIII．　P．171）

〔付記〕本稿は，筆者の大学卒業以来十年余の研究の「中間総括」を行ったものである。したがって本

　稿のうちには，以下にあげる既発表の拙稿の内容が，部分的に，修正を加えて，とりいれられている

　ことをお断りしておきたい。

「シュティルナーと聖マックス」（信大教養部紀要　No．7）

「社会発展論の論理構造」（同　No，11）

「唯物論と史的唯物論との関係について」（同　No．12）

rr普遍史的発展法則』分析序論」（同　No．12）

「コン［・とマルクス」（現代思想　Vol．6－2）

「コントとマルクス・再論」（同　Vo1．7－6）

「普遍史的発展法則の論理的性格」（経済評論　1979年4月号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト「物質的関係とイデオロギー的関係」（社会学評論　vo1．30－1）

　なお研究を進める為の費用，時間をお与えいただき，さらには種々のアドヴァイスや討論相手をして

いただいた信州大学教養部の先生方，学生諸君，事務職員のみなさんに心から厚く御礼申し上げるもの

である。


