京都学習協の第２２回集中セミナー 募集要項

現実をダイナミックな姿で、通俗的理解をこえて

●申し込みは、このテーマを学びたいと思う方は誰でも参加できます。
●申し込みの手続きは、簡単です。 「申込書」に必要事項を記入し申し込んでください。
ＦＡＸでも申込みができます（受講料は当日お支払いください）。
●講義時間は、午後１時〜５時
（休憩も含みます）
●受講料は、２，５００円です。（税込み）
●会場は、京都学習会館
（上京区堀川丸太町西一筋目上ル）です。
【
申込先】

京都労働者学習協議会

講師 牧野

広義

阪南大学教授

上京区堀川丸太町西一筋目上ル『京都学習会館』内

電話（075）841-8141
FAX（075）821-3665
■二・四輪共に駐車場はありません。二条

城市営駐車場へお願いします。
●地下鉄丸太町駅・二条城前駅から『京都
学習会館』まで歩いて１０分以内です。

牧野 広義著『哲学と現実世界』（晃洋書房）から
四 唯物論的弁証法の再検討
──論理思 想と弁証法 の展開の歴史 を踏まえて 、唯物論的 弁証法を再検 討しておき た
い。現在、世 界の激動の なかで、現実 をリアルに とらえる唯 物弁証法のい っそうの発 展
が求められて いる。その 点で、従来の 唯物弁証法 の通説につ いても大胆に 再検討し、 弁
証法をより豊 かなものに してゆくこと が必要であ る。そこで 、まず唯物弁 証法につい て
の従来の通説 的理解にお ける問題点を とりあげた うえで、唯 物弁証法の展 開の仕方に つ
いて、現時点での試案を提示したいと思う。──次頁につづく
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第五に︑このことは︑翻っ
て 考え ると ︑エ ンゲル スも
そ の後 の唯 物弁 証法の 通説
で も︑ ﹁量 と質 の転化 の法
則 ﹂を それ だけ 重視し てき
た とい うこ とで ある︒ しか
し ︑こ の法 則は ︑はた して
そ れほ ど重 要な 位置づ けを
与 えら れる べき もので あろ
う か︒ エン ゲル スは︑ この
法 則の 事例 を自 然から は多
く とり あげ てい るが︑ 社会
や 思考 から はあ まりと りあ
げ てい ない ︒私 は︑こ の法
則 で社 会変 革や 人間の 発達
を 理解 する こと には無 理が

ゴ リー には ︑価 値ある もの
は ない のだ ろう か︑と いう
こ とで ある ︒ま た﹁対 立物
の 相互 浸透 の法 則﹂は ︑通
説 でい う﹁ 対立 物の闘 争と
統 一﹂ とは 異な り︑本 質論
の 全体を 占める 原理で あり︑
﹁ 否定 の否 定﹂ も全体 系の
根 本法 則だ とさ れてい る︒
つ まり ︑こ れら は個別 のカ
テ ゴリ ーで はな く︑い わば
カ テゴ リー 構成 の原理 なの
で ある ︒そ うす ると︑ ヘー
ゲ ルが 個別 カテ ゴリー の︑
し かも その 一側 面とし て述
べ た﹁ 度量 の結 接点﹂ だけ
が ︑﹁ 量と 質の 転化﹂ とい
う 一つ の法 則と してと りあ
げ られ てい るこ とにな る︒
こ のこ とに も奇 異な感 じを
もたざるをえない︒

則 とし て説 明さ れるた め︑
自 然︑ 社会 ︑思 考のそ れぞ
れ の特 殊性 より は︑共 通性
が 強調 され る︒ それは ︑マ
ル クス 主義 哲学 の体系 の展
開 の仕 方に もか かわっ てい
る ︒従 来の 構成 では︑ ﹁唯
物 弁証 法﹂ とし て︑ま ず自
然 ・社 会・ 思考 に共通 な一
般 法則 を述 べ︑ 次に﹁ 認識
論 ﹂で 思考 ない し認識 の弁
証 法を 論じ ︑さ らに﹁ 史的
唯 物論 ﹂と して 社会と 歴史
の 弁証 法を 展開 すると いう
こ とに なる ︒そ のため に︑
唯 物弁 証法 その ものの 議論
と して は︑ 自然 ・社会 ・思
考 に共 通な 弁証 法とし て︑
結 局の とこ ろ︑ 自然の 弁証
法 に近 い仕 方で 社会や 思考
の 弁証 法も 論じ られ︑ 社会
や 思考 の弁 証法 の独自 性は
ほ とん ど明 瞭に ならな い︒
そ のた めに ︑弁 証法が かな
り 平板 で図 式的 な仕方 で論
じ られ るこ とに もなる ︒し
か しな がら ︑弁 証法を 論じ
る にあ たっ ても ︑唯物 論的
な 物質 論と して 論じら れる
物 質世 界の 階層 性や歴 史性
の 議論 が前 提に なるは ずで
あ る︒ した がっ て︑自 然︑
社 会︑ 思考 の共 通な一 般法
則 を論 じる にし ても︑ 同時

１ 唯物弁証法の通説的理解の問題点
従来 のソ 連型の マル クス
主 義哲 学の 教科書 を初 め︑
わ が国 での 唯物弁 証法 の一
般 的理 解で は︑弁 証法 はお
よ そ次 のよ うに考 えら れて
きた︒
第一に︑弁証法は︑自然・
社 会・ 思考 の普遍 的連 関と
発 展の 一般 法則で あり ︑事
物 を分 離し 孤立さ せ固 定化
し てと らえ る形而 上学 と対
立する︒
第二 に︑ 弁証法 は︑ ﹁量
的 変化 と質 的変化 の相 互転
化 の法 則﹂ ︑﹁対 立物 の統
一 と闘 争の 法則﹂ ︑﹁ 否定
の 否定 の法 則﹂の 三法 則な
いし三基本法則と︑﹁普遍・
特 殊・ 個別 ﹂︑﹁ 本質 と現
象 ﹂︑﹁必 然と偶 然﹂︑
﹁ 可能 性と 現実性 ﹂な どの
諸 カテ ゴリ ーない し諸 法則
か らな る︒ そして ︑こ のよ
う な三 基本 法則や 諸法 則を
説 明す るた めに︑ 自然 や社
会 から さま ざまな 事例 があ
げられる︒
しか し︑ このよ うな とら
え 方や 説明 の仕方 には ︑次
の よう な問 題点が 含ま れて
いると思われる︒
まず 第一 に︑弁 証法 が︑
自 然・ 社会 ・思考 の一 般法

﹁ 機械 論的 ﹂な﹁ 唯物 論﹂
は ﹁形 而上 学的な 思考 のや
り 方に 照応 する﹂ と述 べて
い る︒ こう して︑ 唯物 弁証
法 は︑ 近代 思想の 分析 的方
法 を継 承し ながら ︑近 代思
想 のな かに あった 機械 論的
世 界観 を批 判し︑ これ を克
服 しな がら 形成さ れ発 展し
て きた こと を明確 にす る必
要 があ る︒ その意 味で も︑
従 来の ﹁形 而上学 ﹂と いう
用 語に 代え て︑﹁ 機械 論的
世 界観 ﹂な いし﹁ 機械 論﹂
と いう 用語 を使用 すべ きで
あろう︒
第四 に︑ 弁証法 の基 本法
則 はエ ンゲ ルスが あげ た三
つ だけ なの であろ うか ︒エ
ンゲルスは﹃自然の弁証法﹄
の なか で﹁ 量から 質へ の転
化 ︑ま たそ の逆の 転化 の法
則﹂はヘーゲルの﹃論理学﹄
の 第一部 ﹁有論 ﹂から とり︑
﹁対立物の相互浸透の法則﹂
は 第二 部﹁ 本質論 ﹂の 全体
を 占め てお り︑﹁ 否定 の否
定 の法 則﹂ は全体 系の 構築
の ため の根 本法則 とし ての
役 割を 演じ ている と言 う︒
こ の記 述を 読み返 して 浮か
ぶ 疑問 は︑ ヘーゲ ルが ﹃論
理 学﹄ で論 じた他 の多 くの
カ テゴ リー ︑とり わけ エン
ゲ ルス が三 法則と して はと
り あげ てい ない﹃ 論理 学﹄
第 三部 ﹁概 念論﹂ の諸 カテ

に︑そ の階 層の 違い や法則
の独自 性を 明確 にし ながら
論じる こと は十 分に 可能な
はずで ある ︒し かも ︑自然
を論じ るに あた って も︑無
機的自 然と 生命 をも つ自然
とは区 別さ れね ばな らない
であろ うし ︑社 会と 思考だ
けでな く︑ 人間 とそ の活動
の弁証 法も 十分 に考 慮され
るべきであろう︒
第二 に︑ 弁証 法の カテゴ
リーや哲学的理論を﹁法則﹂
と表現 する こと に問 題はな
いであ ろう か︒ もち ろん︑
通説で も︑ 哲学 的な ﹁もの
の見方﹂ を示す 弁証法の
﹁法則 ﹂と ︑実 験や 観察に
よって 実証 され た経 験科学
の﹁法 則﹂ とは 区別 されて
いるで あろ う︒ しか しなが
ら︑時 には ︑〝 弁証 法の法
則がこ れこ れだ から ︑現実
はこう だ〟 とい う論 法が用
いられ るこ とが ある ︒この
ような 論法 は︑ 弁証 法を具
体的な 現実 認識 のた めの観
点や視 点を 示す 理論 として
ではな く︑ 現実 の具 体的な
分析に とっ てか わる 図式と
して︑ 歪曲 して 理解 されて
いる例 であ ろう ︒私 は︑こ
のよう な弁 証法 の図 式化や
歪曲を 防止 し︑ また 経験科
学の法 則と は異 なる 抽象度
の高い レベ ルで 現実 を反映
する哲 学的 理論 とし て︑弁

あると思 う︒社 会や人 間は︑
はたし て︑ 量的 な変 化が先
行して その 質が 変革 される
もので あろ うか ︒そ れは︑
かなり 現象 論的 な把 握では
ないだ ろう か︒ むし ろ︑現
実の社 会の 質が 問わ れて初
めて︑ 多く の人 々が その変
革に向 かう ので はな いだろ
うか︒ また ︑人 間が ︑疎外
や物象 化の もと で体 制に服
従させら れてい る状態 から︑
社会や 人間 のあ り方 につい
て自覚 を深 めて ︑質 的な変
化をと げる こと なし には︑
部分的 な社 会変 革さ えあり
えないの ではな いだろ うか︒
第六 に︑ 先に も触 れたよ
うに︑エ ンゲル スのいう
﹁対立 物の 相互 浸透 ﹂と︑
通説の いう ﹁対 立物 の統一
と闘争﹂ とは同 じでは ない︒
前者は ヘー ゲル の本 質論の
全体の 原理 であ り︑ 対立物
が相互 に前 提し あい 相関し
あうと いう 現実 世界 の連関
をとら える 原理 であ る︒そ
れにた いし て後 者は ︑いわ
ゆる弁 証法 的矛 盾で あり︑
対立物 の相 互浸 透だ けでな
く相互 排除 を含 み︑ 現実世
界の発 展の 原動 力を とらえ
る原理 であ る︒ しか し両者
の相違 が明 確に され なかっ
たこと から ︑﹁ 対立 物の統
一﹂と ﹁矛 盾﹂ とが しばし
ば混同 され てき た︒ たとえ

証法 を豊か にし てゆ くた め
にも ︑それ を﹁ 法則 ﹂よ り
も﹁ 理論﹂ や﹁ 原理 ﹂と 呼
ぶほうがよいと考える︒
第 三に︑ 弁証 法に 対立 す
る﹁ 形而上 学﹂ とは 何か ︒
この 用語は ︑も とも とヘ ー
ゲルが﹃エンチュクロペディ﹄
の﹁ 論理学 ﹂で ︑﹁ 客観 性
に対 する第 一の 態度 ﹂と し
て﹁ 旧形而 上学 ﹂の ﹁悟 性
の見 方﹂を 論じ たこ とか ら
由来 する︒ ヘー ゲル はこ の
悟性 の見方 を﹁ 論理 的な も
のの第一 の側面 ﹂であ る
﹁抽 象的悟 性的 契機 ﹂と し
ても 位置づ けた ︒し かも こ
うし た悟性 的思 考に は︑ 形
式論 理学や 近代 科学 の分 析
的方法 も含まれ るとさ れた︒
エン ゲルス は︑ この よう な
ヘー ゲルの 用語 を受 け継 い
で︑ ﹁形而 上学 ﹂と いう 言
葉を ﹁反弁 証法 ﹂と いう 意
味で 定着さ せた ︒し かし エ
ンゲ ルスは また ︑﹁ ベー コ
ンと ロック とに よっ てな さ
れた ように ︑こ の考 え方 が
自然 科学か ら哲 学に 移さ れ
た﹂ と言う ︒つ まり ︑﹁ 形
而上 学﹂と 言い なが ら︑ そ
れは 十七世 紀の 経験 論の 思
考方 法︵ヘ ーゲ ルで は﹁ 客
観性 に対す る第 二の 態度 ﹂
に当 たる︶ にも 共通 なも の
とし て理解 され てい るの で
ある ︒しか し︑ こう なる と

ば︑レーニンは︑﹃哲学ノー
ト﹄ で﹁対 立物 の同 一﹂ な
いし ﹁対立 物の 統一 ﹂に つ
いて︑それを﹁実例の総和﹂
と解さ れること に反対 して︑
現実 を反映 した ﹁認 識の 法
則﹂ として 理解 すべ きだ と
した うえで ︑﹁ 数学 では 十
と− ︑微分 と積 分︒ 力学 で
は作 用と反 作用 ︒物 理学 で
は陽 電気と 陰電 気︒ 化学 で
は原 子の結 合と 解離 ︒社 会
科学 では階 級闘 争﹂ と述 べ
てい る︒し かし 同時 に︑ 彼
はそ こから ﹁矛 盾し た︑ た
がい に排除 しあ う︑ 対立 し
た諸 傾向﹂ を論 じて ゆく ︒
これ は﹁対 立物 の統 一﹂ と
﹁矛 盾﹂と を混 同さ せや す
い叙 述であ ろう ︒実 際︑ そ
の後 ︑多く の論 者は ︑レ ー
ニン のこの 叙述 を﹁ 矛盾 ﹂
の﹁ 実例﹂ であ ると 理解 し
たのである︒
第 七に︑ 通説 では ︑﹁ 否
定の 否定﹂ とは ︑弁 証法 的
否定 ︑つま り発 展の 契機 と
して の否定 を示 し︑ 発展 を
不可 能にし てし まう ﹁形 而
上学 的な否 定﹂ ない し﹁ 機
械論 的な否 定﹂ では ない と
される︒また﹁否定の否定﹂
は︑ 事物の 発展 は直 線的 な
発展 ではな く︑ 低次 の状 態
がま ずいっ たん 否定 され ︑
さら にこれ を否 定し て︑ よ
り高 次な段 階で 低次 のも の

いく つかの 問題 が生 じる ︒
①ま ず︒﹁ 形而 上学 ﹂が 経
験論の思考方法だとなると︑
超自然学という﹁形而上学﹂
のも ともと の意 味と まっ た
く逆 の意味 で使 われ るこ と
にな る︒こ れは ︑用 語上 ︑
他の 哲学的 立場 の人 々と の
対話 を困難 にし てし まう 恐
れが ある︒ ②ま た︑ 近代 科
学の 分析的 方法 も﹁ 形而 上
学﹂ だと理 解さ れる と︑ 事
物の 具体的 な分 析を 軽視 す
る悪 しき弁 証法 主義 が生 じ
る恐 れがあ る︒ ③ま た︑ か
つて は形式 論理 学も ﹁形 而
上学﹂だとされたこともあっ
た︒ 現在で は確 かに この よ
うな 主張は 克服 され てい る
が︑ しかし 弁証 法論 者の な
かで 形式論 理学 にた いす る
誤解 は根深 いも のが ある ︒
④さ らに︑ 唯物 論は ︑存 在
を存 在とし て考 察し ︑神 ︑
宇宙 ︑霊魂 を思 弁的 に考 察
する 本来の ﹁形 而上 学﹂ を
も批 判しな けれ ばな らな い
が︑ このこ との 意義 が曖 昧
にされる恐れがある︒
私 は︑﹁ 反弁 証法 ﹂と し
ての ﹁形而 上学 ﹂が 実際 に
意味 してい るも のは ︑機 械
論的 世界観 や機 械論 的思 考
であ ること をも っと 明瞭 に
すべ きだと 思う ︒そ れは ︑
十七 −十八 世紀 の合 理論 に
も経 験論に も共 通す るも の
であっ た︒エン ゲルス も

を再 現する 螺旋 的発 展で あ
る︑ とも説 明さ れる ︒は た
して これで よい ので あろ う
か︒ 前者の こと を言 うだ け
であ れば︑ こと さら ﹁否 定
の否 定﹂と いう よう に二 重
の否 定を言 う必 要は ない の
では ないだ ろう か︒ また ︑
事物 の発展 は必 ず通 説の 言
うよ うな螺 旋的 な発 展に な
るの であろ うか ︒低 次の 段
階の 再現と は考 えら れな い
よう な︑ま った く新 しい 事
態を 生み出 す発 展は あり え
ない のだろ うか ︒さ らに ま
た通 説の説 明で は︑ エン ゲ
ルスが﹁否定の否定﹂をヘー
ゲル 論理学 の﹁ 全体 系の 構
築の ための 根本 法則 ﹂か ら
とり だした とい うこ とを ︑
十分に踏まえたものにはなっ
てい ない︒ ヘー ゲル のい う
論理 的な意 味で の﹁ 円環 運
動﹂ を︑実 在的 な︑ ある い
は実 在につ いて のイ メー ジ
とし ての﹁ 螺旋 ﹂に 置き 換
えて いるに すぎ ない と思 わ
れる︒ いずれに しても ︑
﹁否 定の否 定﹂ につ いて は
より 厳密な 検討 が必 要で あ
ろう︒
以 上のよ うな 通説 の問 題
点を 踏まえ て︑ 以下 では 従
来の 通説的 理解 を少 しで も
改善 するた めの ︑現 時点 で
の試案を提示しておきたい︒
││以下略

