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やすいゆたか著作集第十四巻﹃︽廣松渉︾論集﹄
第一篇 廣松渉とは何か⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ３
第二篇 廣松渉﹃資本論の哲学﹄批判⁝⁝⁝⁝
第三篇 廣松渉物象化論における﹁物﹂把握批判
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観の調整をめざす﹁哲学の大樹﹂の立場から書かれている︒第二篇・第三
篇は三十年前の作品なので︑物的世界観からの一方的な批判に偏っている︒
廣松哲学との三十年以上の格闘を通して弁証法的な成長を遂げることが
できた︒廣松先生の学恩には深く感謝したい︒

第一篇 廣松渉とは何か
第１回講演用テキスト
一︑論文﹁初期マルクス像の批判的再構成﹂⁝⁝⁝３
二︑自己疎外論の流行とマルクス研究⁝⁝⁝⁝⁝⁝４
三︑﹁自己疎外﹂とは何か⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝６

四︑自己疎外論とマルクス主義の成立⁝⁝⁝⁝⁝⁝８

五︑第一バイオリンを弾いたのはエンゲルス ⁝⁝

六︑何故疎外論を脱却したのか⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

七︑廣松渉の﹁物象化論﹂について⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
第２回講演用テキスト

一︑主観・客観認識図式について⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

二︑﹁現相的所与﹂と﹁意味的所識﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝

三︑能識的或者としての能知的誰某⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

四︑事的世界観と共同主観性⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
第３回講演用テキスト
﹁近代の超克﹂という課題について

一︑廣松渉の﹁東亜新体制﹂発言⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

二︑近代の超克の思想的な中身は何か？⁝⁝⁝⁝
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第一篇 廣松渉とは何か
やすいゆたか 聞き手佐々木肇
この﹁
第一篇 廣松渉とは何か﹂は京都勤労者学園﹁
ラボール学
園﹂の哲学講座の講演のテキストとして作成したものです︒

第１回講演用テキスト
一︑論文﹁初期マルクス像の批判的再構成﹂
佐々木：やすいさん京都の勤労者学園であるラボール学園で︑
今年度︵二〇〇五年一月︶は三回にわたり︑﹁廣松渉﹂を講
義されるそうですね︒
やすい：ええ︑私が日本思想を担当することになっていまし
て︑西周︑西田幾多郎︑梅原猛に次いで︑今年は廣松渉を取
り上げることになりました︒
佐々木：廣松渉に関しましては︑やすいさんは若い頃にかな
り突っ込んで批判されていたようでしたね︒

やすい：はい︑でも最初はすごく惹かれたのです︒彼が論壇
で広く注目を浴びたのが﹃思想﹄一九六七年一〇月号の﹁初
期マルクス像の批判的再構成﹂という論文でした︒私が立命
館大学で︑学部３回生の時です︒至誠堂から翌年出版された
﹃マルクス主義の成立過程﹄に納められています︒これがな
かなかすごい論文でしてね︑﹃経済学・哲学手稿﹄から﹃フ
ォイエルバッハ・テーゼ﹄を経て﹃ドイチェ・イデオロギー﹄
に至る過程でのモーゼス・ヘスの圧倒的な思想的影響を指摘
したものでした︒

佐々木：疎外論から物象化論への変化の過程が説かれていた
のですか︒

やすい：廣松自身は︑すでにその四年程前に﹁マルクス主義
と自己疎外論﹂を﹃理想﹄に発表していました︒そこでは物
象化論は論じられていませんが︑自己疎外論の超克が主題的
に論じられていました︒私はそれは読んでいませんでした︒
この論文はそのことには関説していなかったのです︒フォイ
エルバッハの類的本質から捉えた人間理解に対して︑モーゼ
ス・へスは諸個人の協働関係から人間の本質を捉えていて︑
それがマルクスに影響したことを展開していたのです︒念の
ためにヘスの言葉を引用します︒

﹁フォイエルバッハは神のヴェーゼン︵普通﹁本質﹂と訳す︶
は人間の⁝⁝ヴェーゼンであり︑神的ヴェーゼンに関する真の
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理説は人間的ヴェーゼンに関する理説だという︒これは正しい︑
しかし⁝⁝人間のヴェーゼンは社会的ヴェーゼンであり︑諸個
人の協働である︒⁝⁝﹂このヘスの言葉がマルクスの﹃フォ
イエルバッハ・テーゼ﹄の﹁第六テーゼ﹂の元になっている
というのです︒
佐々木：﹁フォイエルバッハは宗教的ヴェーゼンを人間的ヴ
ェーゼンに解消する︒しかし人間的ヴェーゼンは個々の個人に
内在する抽象的存在ではない︒その現実性においては︑社会的
諸関係の総体︵アンサンブル︶である︒﹂ですね︒
やすい：それに理論的︑解釈的な態度に対する︑実践的な態
度の強調もヘスのフォイエルバッハ批判の影響だというので
す︒つまり現実の社会的︑経済的な人間の諸活動を踏まえて︑
それらの実践的な関係として人間を捉え︑その変革を図って
いくという立場です︒マルクスやエンゲルスをヘーゲル左派
の中で相対化して︑生々しく思想形成の実相に迫っていく迫
力に圧倒されたのです︒
佐々木：やすいさん︑あなたの研究者としての興味で語られ
ても読者やラボール学園の受講者にはつうじませんよ︒
やすい：これは失礼︑つい懐かしさに三十年前に戻っていま
した︒

二︑自己疎外論の流行とマルクス研究

佐々木：のっけから︑なんだか︑オタッキーな議論になって
しまいましたね︒当時一九六〇年代末︑廣松渉は︑自己疎外
論が脚光を浴びている時代にあって︑自己疎外論を若きマル
クスは超克して科学的社会主義が成立したという立場ですか
ら︑かなり異端的でマイナーな見解だったのですか︒

やすい：いや︑若きマルクスの自己疎外論は︑ヘーゲル的な
思弁が残っているもので︑﹃フォイエルバッハ・テーゼ﹄や
﹃ドイチェ・イデオロギー﹄で唯物史観が成立することによ
って︑払拭された未熟な思想であるというのが︑ソ連共産党
など正統的なマルクス主義の保守派の見解でした︒これに対
して西欧マルクス主義の影響を受けた人々の間で疎外論が活
発でした︒新左翼ではスターリン的な官僚主義に対する批判
から︑主体性を強調する疎外論が活発だったのです︒その新
左翼の中で廣松が疎外論批判の論陣を張っているのが︑かえ
って新鮮でした︒

佐々木：日本共産党の理論家でも︑やはり分裂していたので
すか︑自己疎外論を強調する人と︑警戒する人に︒

やすい：党内外を問わず︑戦前からのマルクス研究家では警
戒していた人が多数派だった気がしますね︒戦前からの疎外
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論者で一貫している私の恩師の梯明秀先生などは特別ですよ︒
でも時代が疎外論に有利に作用していきましたね︒一九六〇
年代の高度経済成長は︑公害問題などの資本主義のひずみを
拡大しましたので︑人間が生み出した富が人間に敵対して︑
人間を圧迫し︑支配するという自己疎外論の捉え方が︑とて
もぴったりきたのです︒それに西欧マルクス主義︑ルフェー
ブルなどですね︒アメリカに渡ったフランクフルト学派特に
フロムなどは評判でしたし︑パッペンハイムの﹃近代人の疎
外﹄という名著もありました︒それにサルトルなどのマル存
主義も疎外という用語を重視していたと思います︒それで疎
外論が流行したわけです︒ただ︑マルクス主義者の中では︑
それを後に克服される﹁若きマルクス﹂の思想として限定し
て再評価すべきか︑生涯にわたってマルクスが抱き続けてい
た思想として全面的に評価すべきかで議論がわかれていたよ
うでした︒
佐々木：フランスでも廣松渉と疎外論超克論では同様の議論
をしていたのが︑構造主義的マルクス主義者のアルチュセー
ルでしたね︒
やすい：ほぼ同時期だったと思います︒彼は︑マルクス主義
は﹁矛盾の重層的決定﹂を重視する科学だという立場なんで
す︒そして自己疎外論はヘーゲル主義の残滓であり︑イデオ
ロギーにすぎないというのです︒それは﹃フォイエルバッハ・
テーゼ﹄を切断点にして︑自己疎外論は清算されているとい

う議論でした︒でも後期マルクスでも﹁疎外 Entfremdung
﹂と
いう概念は使用されているじゃないかという批判がなされた
のです︒それでアルチュセールは﹃資本論﹄を彼の考える科
学の典型としていたのに︑疎外論の展開がみられるので悪し
きヘーゲル主義に汚染されていると見なすようになり︑レー
ニンの﹃帝国主義論﹄や毛沢東﹃矛盾論﹄などを持ち上げる
ようになりました︒

佐々木：その点︑廣松渉はどのように︑後期マルクスにおけ
る﹁疎外﹂概念の使用問題を扱っているのですか︒

やすい：要するに理論の要の概念になっているかどうかです
ね︒廣松はいわゆる﹁物象化論﹂や﹁物神性論﹂を後期マル
クスの立場として強調していますから︑人間の社会関係が物
と物の関係に置き換えられることにより生じてくる問題を
﹁疎外﹂という言葉で形容しても︑それは物象化論の展開で
あって︑自己疎外論の展開ではないとみなすのです︒しかし
全ての用例を調べますと︑後期マルクスの﹁疎外﹂も自己疎
外論として展開されていることが分かります︒それで私は︑
廣松の自己疎外論批判に関する支持を撤回したのです︒

佐々木：それじゃあ︑やすいさんの廣松批判は当初は︑いわ
ゆる廣松物象化論・共同主観性論批判であって︑自己疎外論
脱却論は支持されていたのですね︒
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やすい：ええ﹃ドイチェ・イデオロギー﹄や﹃共産党宣言﹄
まではエンゲルスが主導的で︑ヘーゲル左派の自己疎外論か
らの脱却をリードしていったというのが︑廣松の論議です︒
なかなか説得力がありましたからね︒一九八〇年ぐらいまで
は自己疎外論からの脱却説は支持していました︒

三︑﹁自己疎外﹂とは何か
佐々木：ところで﹁自己疎外論﹂それ自体を知らない読者も
多いと思いますから︑まず﹁自己疎外﹂とは何かから説明し
ていただきましょうか︒
やすい：廣松の功績もありますが︑自己疎外論は一九七〇年
代には衰退に向かうのです︒一九六八年のパリ﹁五月革命﹂
がその転機だったかもしれません︒先進諸国で一斉に学園紛
争が起りましたが︑彼らは資本主義体制の下での大学は︑労
働力商品の再生産工場になっており︑結局資本主義世界体制
という体制を再生産するだけだから︑大学を解体すべきだと
叫んだのです︒
佐々木：しかし資本主義世界体制は︑急に別のものに変えら
れるわけはないし︑いつまでもバリケード封鎖を続けている
と︑労働力商品の再生産ができなくなって︑だれも就職でき
なくなってしまいますね︒それではかえって困るので結局は︑

授業を再開し︑また元通りにならざるを得なかったというこ
とでしょう︒つまり﹁自己疎外﹂状態を克服しようとしても︑
かえってその不可能を思い知らされるだけだったのですね︒

やすい：﹁自己疎外﹂とは何かですが︑一八四四年のマルク
スの﹃経済学・哲学手稿﹄で﹁四つの疎外﹂として展開され
ています︒これは哲学史的にはヘーゲルの﹁自己疎外論﹂を
批判的に継承していますし︑フォイエルバッハによるヘーゲ
ル批判も引き継いでいます︒

ヘーゲル哲学では自然というのは意識が︑自己という意識
主体から離れて︑感覚諸要素となり︑それが統合されて事物
として捉えられたものなのです︒つまり意識が意識でない意
識の疎外態である事物となったと考えます︒

佐々木：事物などの存在と意識が同一であるというドイツ観
念論の﹁同一哲学﹂の立場にたっているわけですね︒

やすい：ええ︑ヘーゲルでは︑事物は意識ではないもののよ
うに現れますが︑実は︑事物を認識するということは︑対象
を意識で述語づけることなのです︒つまり対象が様々な意識
の統合であったことが分かって︑意識の他者であることを止
めたとき︑事物は意識に還元されていますから︑意識の自己
疎外は克服され︑自己の下に還帰しているわけです︒これが
ヘーゲルの自己疎外論です︒
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佐々木：それに対してフォイエルバッハはどのように批判し
たのですか︒
やすい：自然や身体の立場を対置するわけです︒ヘーゲルだ
と自然や身体は意識が自己を自己ではない姿にして︑つまり
自己の外に対象化して捉えたものだということで︑意識の自
己疎外だったわけですが︑では意識というものはどうして生
じるのか︑それは自然や身体の活動ではないのか︑ヘーゲル
では神である絶対精神の自己展開として自然や歴史︑国家が
捉えられます︒そして全ては絶対精神に還帰するわけです︒
しかしこの絶対精神なるものは一体どこから生じたのか︑自
然や身体を基礎にして展開される人類の営みの疎外された姿
ではないのかというわけです︒神は人間の様々な能力を全て
集めたもので︑神として外化されて崇拝されているものは︑
実は人間の類的本質なのだということです︒それでフォイエ
ルバッハは神を人間の類的本質として︑疎外されていない形
で人間に取り戻そうとしたのです︒
佐々木：マルクスの﹁四つの疎外﹂というのは︑それを労働
の疎外として具体的に経済活動に適用したものですね︒
やすい：﹃経済学・哲学手稿﹄の﹁疎外された労働﹂という
題のつけられている断片で出てきます︒﹁①生産物からの疎
外 ②労働からの疎外 ③類的本質からの疎外 ④人間から
の疎外﹂です︒

︹１︺生産物からの疎外−人間は自分たちが生み出した生産
物が︐自分たちのものにならないで︐自分たちから独立し︐
自分たちに敵対して自分たちを苦しめる﹁生産物からの疎外﹂
に陥っています︒この生産物には広い意味では文明もふくま
れます︒人間が生み出した文明は人間から自立し︑一人歩き
して︑人間の手におえないものになり︑人間に対立して人間
を苦しめています︒
︹２︺労働からの疎外−﹁生産物からの疎外﹂が起こるのは︐
労働が自由な活動ではなく︐強制された苦役として無理やり
やらされる﹁労働からの疎外﹂に陥っているからです︒
︹３︺類的本質からの疎外−﹁労働からの疎外﹂が起こるの
は︐﹁類的本質からの疎外﹂によるのです︒つまり人間とい
う類は労働することを本質的な特長にしています︒労働によ
って自己の能力を発揮し︐自己実現できるのです︒労働によ
ってさらに人間生活を豊かにし︐自然をそれに相応しく作り
変えて人間環境として素晴らしいものにするのです︒ところ
がこの活動が︐実際には苦役であり︐衣食住などの消費生活
の手段としてしか捉えることができません︒本来は目的であ
る筈の自己実現活動が自己喪失活動としてなされており︐実
際の目的である生活手段を獲得する為の手段でしかないので
す︒これが﹁類的本質からの疎外﹂という意味なのです︒こ
れは︹１︺︹２︺の帰結であると同時にその原因でもあるの
です︒
︹４︺人間︵他人︶からの疎外︱もし人間同士が互いを共同
で働き︐共同で消費する身内と見なすことができていたら︐
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﹁類的本質からの疎外﹂も起こらなかったでしょう︒自分が
作った物が人々の欲求を充足することに自己実現を感じ︐生
きがいを感じられる筈です︒しかし現実は︐労働を通して各
人が作るものは分業社会では︐見ず知らずの他人の消費する
ものです︒自分も他人の作った物を手に入れるために︐自分
が作った物を提供しています︒ところが両者は互いにできる
だけ少ない労働で︐他人のできるだけ多くの労働の成果を支
配しようとしていますから︐相互支配であり︐対立的な関係
にあるのです︒労働自体が他人を支配する為に他人に支配さ
れる関係になってしまい︐類的な共同として実感できないの
です︒この相互支配︐敵対的な人間関係が﹁人間からの疎外﹂
です︒この原因は生産物を排他的に所有し合う私有財産制度
にあるのです︒私有財産を無くして共同的な人間関係を築き
上げることができれば︐互いは同じ共同的な全体の身内とし
て意識され︐四つの疎外も克服できるというのです︒
四︑自己疎外論とマルクス主義の成立
佐々木：それでは自己疎外は私有財産制度を克服することに
よって︑克服できるというのなら︑自己疎外論によって共産
主義理論が打ち出せるわけですね︒それをどうしてマルクス
やエンゲルスは棄ててしまったっていうのですか︒

やすい：廣松も自己疎外論のマルクス主義成立に果した決定
的な役割を認めているのです︒

レーニンは︑マルクス主義の三つの源泉を﹁イギリス古典経
済学︑フランス社会主義︑ドイツ観念論哲学﹂と言いました
が︑これが﹁自己疎外﹂をキーワードにして結びつくらしい
のです︒スミスやリカード経済学は私有財産を労働の産物と
して捉えて︑労働量から価値量を規定したわけですが︑これ
をヘーゲル自己意識の自己疎外論理を使って︑主体の自己疎
外として捉えますと︑資本主義的富の蓄積を労働者の労働の
自己疎外として捉えられるわけです︒

佐々木：労働者たちは本来︑類的本質の自己実現である筈の
労働の自己疎外が︑結果として資本主義的富を蓄積して︑労
働者に巨大な敵対的な力としてのしかかってくるわけで︑そ
れを生産関係を共産主義的に変革することによって︑労働の
自己疎外を克服しなければならなくなるわけですね︒なるほ
ど︑自己疎外論が三つの源泉を結合しています︒すると自己
疎外論を払拭してしまうと︑マルクス主義も成立しなくなり
ませんか︒

やすい：ところが自己疎外論でいきますと︑自己を疎外する
主体はヘーゲルの場合︑精神とか自己意識ということになり
ます︒自己を疎外することで︑疎外された事物化された自己
を自己にあらざるものとして否定し︑それを意識に取り戻す

8

わけです︒もっと大きく捉えますと︑自然は精神の疎外態で
佐々木：どうも納得がいきませんね︒近代は大航海時代以来
あり︒現実は理念の疎外態であったということになります︒
の貿易や商業の発展で市民社会が形成され︑等質的な人間と
いう観念が発達しました︒これが十七世紀以降の自然法的な
佐々木：そういう観念論的な自己疎外論に代えて︑主体を自
人権意識を醸成します︒そして自由・平等・博愛の旗印の下
然や身体におく唯物論的な自己疎外論を︑神は人間の類的本
に市民革命を齎したのです︒それに産業革命以降は労働の等
質の自己疎外だという形でフォイエルバッハが展開しました
質化が進行し︑その面でも平均的・抽象的な人間という観念
ね︒それをマルクスが高く評価し︑﹃経済学・哲学手稿﹄で︑
も現実化しているのです︒これが労働するという類的本質を
主体を労働者に置き換えて︑私有財産を疎外された労働の疎
ヘーゲル左派に自覚させたわけでしょう︒そしてそれが私的
外態とらえたわけでしょう︒唯物論的に転倒しているじゃな
所有制度や資本主義体制の下で︑自己の労働生産物がそれを
いですか︒
生み出した労働者たちに疎遠な存在として敵対しているとい
うのも事実でしょう︒
やすい：主体概念が︑ヘーゲルの精神に対して︑ブルーノー・
バウアーは自己意識を︑フォイエルバッハやグリーンは類的
やすい：そのことでは廣松の文章を直接引用しておきましょ
本質を持ち出したわけです︒マルクスもそれに習っていたわ
う︒
けです︒しかしそれらは元来は疎外さていなかった主体があ
って︑それが疎外に陥って本来の自己を疎外態である私有財
﹁たしかに︑現代社会においては︑マルクスのいう﹃日々行わ
産や文明のなかで喪失しているという捉え方になっています︒ れている現実的抽象﹄によって︑人々は均質化され︑規格化さ
そういう本来的な主体というものがかってあったという仮定
れ︑﹃人間﹄になりつつある︒奴隷制社会においては︑奴隷主
に立っていますが︑そういう仮定には根拠がないということ
は奴隷を自分と同じ﹃人間﹄だとは感じなかったであろうし︑
です︒そういう﹁類的本質﹂﹁理想的な人間﹂﹁本来的な人
奴隷の側でも自分を主人と同じ﹃人間﹄だとは思わなかったで
間﹂﹁平均的な人間﹂﹁人間なるもの﹂もヘーゲルの﹁精神﹂ あろう︒貴族と農奴との間においても同断である︒﹃王権と貴
や﹁自己意識﹂同様の抽象的な本質ではないかというわけで
族とブルジョアジーとが支配権を争う結果︑支配権が分裂して
す︒
いるような一時代に至り︑三権分立の学説が現われ︑これがや
﹄のと同様︑﹃人間﹄の
がて 永"遠の法則〃だと宣言される --思想はブルジョア社会における均質化︑規格化の表現である︒
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しかし︑アメリカや南ア連邦における黒人問題を引合いに出す
までもなく︑そもそも階級が存在する限り︑﹃人間﹄なるもの
は﹃神聖家族﹄にいう﹃果物なるもの﹄と同様︑悟性的抽象た
るにすぎない︒その上︑それは﹁平等﹂でありたいという願望
の物神化である︒それは現に在る人々の本質なのではなく︑理
想として表象された構想物にすぎない︒しかも︑それは︑被支
配者における不平等に対する不満︑平等の欲求が物神化され
﹁本然的な姿﹂
だと思念された顛倒なのである︒括弧つきの
﹃人
間﹄は自己の現実の顛倒された表象として︑まさしく﹁神﹂な
のである︒プロレタリアは彼が賃労働者たる限り︑賃金奴隷で
あるのが﹃本然の姿﹄なのである︒彼はかかる自己の本質︑自
己の存在を自覚しこの自覚を契機として︑自己の本質を革命的
に否定するのであって︑本然の姿に帰るのではない︒﹃本然の
姿を回復する﹄というような発想︑﹃本質を実現する﹄という
ような発想︑﹃平等の要求﹄という類のことは﹃反デューリン
グ論﹄で揶揄されている通り︑階級意識のプリミティヴな表現
にすぎない︒マルクス主義はこのような即目的な階級意識を理
論的にも止揚しているのである︒﹄︵ 〜 頁︶
74

当時のマルクス主義成立期の階級的な捉え方は︑﹁人間﹂
という抽象では収まらなかったのです︒﹁イギリスにおける
労働者階級の状態﹂を目の当たりにして分析しているエンゲ
ルスにとっては︑人間なるものを自然科学の対象にして論じ
ている場面ではないでしょう︒歴史的現実︑社会矛盾︑階級
闘争の中で︑生産や消費をしている具体的な人間を問題にし

73

ているわけです︒そうしますと︑人間なるものも︑そういう
抽象的な本質として個人に内在しているのではないんだ︑現
実的な諸個人は社会的諸関係のアンサンブル︵総和︶なんだ
というわけです︒

佐々木：つまり資本家や賃金労働者という立場を離れた︑抽
象的人間の立場で論じても︑建前論︑理想論になって現実的
な矛盾の解決のための実践的な答えは出てこないということ
でしょうね︒

五︑第一バイオリンを弾いたのはエンゲルス

やすい：廣松の議論で新鮮だったのが︑科学的社会主義の成
立に果したエンゲルスの主導的な役割です︒晩年のエンゲル
スの謙遜な言葉でマルクスのイニシアチブが強調されすぎて
いたきらいがあったのですが︑廣松は丹念に若きマルクスと
エンゲルスの著作を読みこなして︑第一バイオリンを弾いた
のはエンゲルスであったことを証明したのです︒エンゲルス
は一八四三年には既に共産主義の立場を表明していますが︑
マルクスは一八四四年までは共産主義に懐疑的でした︒マル
クスが﹃経済学・哲学手稿﹄の諸論稿を執筆していたころ︑
エンゲルスは﹃カーライル論﹄を﹃独仏年誌﹄に発表してい
ました︒マルクスはヘーゲルが思惟の内部でしか疎外を考え
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佐々木：それはフォイエルバッハ的な﹁類的存在﹂を主体と
する立場に対して︑観念的な主体だと批判したのですか︒

ていないことを惜しみますが︑エンゲルスは︑﹁疎外の論理﹂
そのものを斥けるのです︒

佐々木：ちょうどその時期にマルクスとエンゲルスは﹃神聖
家族﹄という共著でヘーゲル左派と対決していますね︒

やすい：マックス・シュティルナーの﹃唯一者とその所有﹄
という問題作が出ました︒絶対的自己関心のエゴイスティッ
クな個人の立場から社会を捉え返そうとしたものです︒これ
に刺激を受けて︑﹁類的存在﹂としての人間が主体として存
在するというのではなく︑具体的・経験的な現実的諸個人か
ら︑社会を展開しようとしたのです︒理念が自己実現するヘ
ーゲル的な﹁思弁﹂を排していたのです︒

やすい：ええ︑それはマルクスが仕上げました︒バウアーの
自己意識に対してフォイエルバッハの﹁類的存在﹂が対置さ
れているだけでしたね︒そしていよいよ一八四五年四月から︑
ブリュッセルで﹃ドイチェ・イデオロギー﹄の共同執筆が始
まります︒両者の書き込みを比較してみますと︑廣松いわく
﹁マルクスの方がいかに甚だしく立ち遅れていたか︑また唯物
史観は主として専らエンゲルスの創見によるものであって︑マ
ルクスはむしろエンゲルスに学んだのだということ︒これが判
る︒﹂︵ 頁︶なのです︒特に﹁共産主義﹂についてはエン
ゲルスはプロレタリア階級による国家権力の掌握などのプロ
セスや︑固定化された分業のない社会として共産主義︑必然
の王国に対する自由の王国としての共産主義を展開していま
すが︒マルクスは分業のない社会という構想に対して︑﹁批
判的批判家になる﹂﹁食後に批判をする﹂と冗談めかしてい
るのですね︒そして共産主義を次のように規定しています︒

﹁シュティルナーは︑フォイェルバッハの﹃人間﹄⁝⁝をしり
ぞける点で正しい︒⁝﹃人間﹄はたしかに未だ神学的な抽象の
後光を背負っている︒⁝⁝われわれは我から︑経験的な身体を
そなえた個人から出発しなけれぱならない︒⁝⁝手短かに云え
ば︑われわれは経験論・唯物論から出立しなければならない︒
われわれは普遍を個別から導出しなければならないのであっ
て︑それ自体から︑へーゲル式にルフトから導出してはならな
い︒﹂﹁ヘスも理論上の事柄について語る段になると︑きまっ
てカテゴリーへ先導してしまうのであって⁝⁝まだ観念論的
な誤魔化しをやっている︒﹂ エ(ンゲルスのパリのマルクスあ
て第二信 )

﹁共産主義は我々にとっては︑打ちたてられるべき或る状態
︵社会体制︶ではなく︑現実がそれに則って自らを律すべき理
想ではない︒われわれが共産主義と称するのは︑現在の状態を
廃絶する現実的な運動である︒﹂

98

11

やすい：エンゲルスが書いた原テキストに﹁唯物史観の公式﹂
あたるものがあるのです︒

12

佐々木：その言葉︑大好きなんです︒二十世紀に社会主義世
界体制は崩壊し︑国際共産主義運動は見事に瓦解したのです
が︑協同主義としてのコミュニズムは二十一世紀の運動とし
て受継がれると思います︒経済のグローバル化に伴う様々な
国際協力体制づくりも︑地域的な互助的経済活動︑その他集
団安全保障体制やグローバル国家による大量破壊兵器の集中
管理体制の構築︑宇宙船地球号の自覚に基づく︑生命の共生
と循環の惑星づくりもコミュニズムなわけです︒これはマル
クスの規定にぴったりです︒

﹁ここでは行論を辿る余裕を欠くが︑次の事実を指摘すること
によって︑彼の到達した思想水準とその内容とを端的に示唆す
ることができよう︒それは︑後年のマルクスがいわゆる︿唯物
史観の公式﹀として定式化した諸論点が︑いずれもほぼ完全な
形でエンゲルスのウア︵原︶テクストのうちに現われていると
いう事実である︒即ち︑
︵ａ︶﹁現実にあるがままの個人﹂つまり︑生活手段を﹁物質
的に生産しているところの︑従って一定の物質的な︑彼らの恣
意から独立な諸前提と諸条件のもとで活動している個人﹂ 手(
稿 頁︑異稿五 か)ら出発し︑
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やすい：そういう発想をコミュニタリズムというそうです︒
おおいに現代的意義がありますが︑私有財産の止揚の問題︑
企業や協同体の運営を職場や地域や自治体︑国民国家︑世界
政府などでどのように民主的に行うことができるのかが︑問
題です︒それらを不問にして︑共産主義や社会主義の継承を
語ろうとするのは︑懐古的なロマンチズムです︒

︵ｂ︶この条件の総体︑つまり﹁従来のあらゆる歴史段階に存
在せる︑生産力によって制約されるも逆にそれを制約する交通
頁 ﹁)生産関係﹂ 手(稿 頁 を)へーゲルの語義
形態﹂ 手(稿 19
で﹁市民社会﹂と呼び 手(稿 頁︑ 頁 ︑)これこそが﹁国家
およびその他の観念的上部構造の土台をなす﹂ 手(稿
頁 )
こと︑
24

︵ｃ︶このものは﹁相連関する一系列をなし﹂て歴史的に発展
すること︑それは﹁桎梏となった旧来の交通形態がより発展し
た生産力⁝に照応する一つの新しい交通形態﹂手(稿 頁 に)よ
って次々に取って代られるという仕方で継起すること︑

61

当時の共産主義運動の発展という見地からみますと︑エン
ゲルスがぐいぐい主導していると言えます︒
佐々木：﹃ドイチェ・イデオロギー﹄では︑唯物史観が確立
したといわれていますね︒その面でもエンゲルスが主導だっ
たのですか︒それにマルクスが悪筆だったので︑口述したの
をエンゲルスが筆記をしたと習ったような気がしますが︒

11

ｄ( そ)れは﹁生産カと交通形態との矛盾﹂ 手(稿 頁︑ 頁 )
に由因するものであって︑この矛盾は﹁その都度一つの革命と
なって爆発せずにはおかない﹂ ( 頁 )
52

佐々木：何故自己疎外論を脱却しなければならなかったのか︑
脱却したらどういうメリットがあり︑どういう世界が開けて
くるのか︑よくわからないのですが︒

六︑何故疎外論を脱却したのか

やすい：元々︑エンゲルスの方が共産主義の理論も︑ヘーゲ
ル左派からの脱却も先行していたわけですから︑エンゲルス
主導で原テキストを書き︑それにマルクスが補筆したと考え
た方が自然だという解釈です︒

佐々木：でもこれだってマルクスの口述をエンゲルスが筆記
したものだとしたら︑そういう可能性はないのですか︒

22

やすい：ヘーゲルが絶対精神の自己展開として歴史を展開し︑
プロイセンの啓蒙専制国家を﹃歴史哲学﹄や﹃法の哲学﹄を
合理化したのをご存知でしょう︒それに対抗するには理念の
自己展開として人間は生の現実の人間ではない︑生の現実の
人間を捉えるべきだというのがヘーゲル左派の運動です︒

佐々木：それでバウワ︱は自己意識を原理に据えた︑フォイ
エルバッハは類的本質を人間の本質として主張したわけです
ね︒現実の生の人間を捉えているつもりだった︒だって自己
意識は市民社会の発達に伴う︑諸個人の意識の対立や分裂が
反映していますし︑類的本質は人間社会の分業や人間と自然
の関係に踏み込んでいますからね︒それでもまだまだ抽象的
な議論ですね︒

やすい：自己疎外は︑ヘーゲルの論理を現実の社会の労働関
係に適用して︑人間の生の現実に迫っているわけですが︑そ
れはやはり疎外されない本来の人間を前提して︑人間の理念
としての類的本質の疎外と回復という︑理念の自己展開にな
っているわけです︒そこでそういう理念の自己展開でなく︑
現実の諸個人の関係として社会を捉え︑そこから説明すべき
ではないかと考えたのです︒

佐々木：ところがそういう構えをとってしまいますと︑折角
の歴史の発展の中で育んできた人間の分業や協業︑労働によ
る自己実現︑自然の開発などの類的本質が︑理念に過ぎない
として棄てられてしまい︑人間について倫理的に考えること
ができなくなってしまいませんか︒

やすい：そこが肝心なところですが︑かれは現実に存在する
ものを理念の自己実現として捉える観念論や︑存在するもの
は個物や物質︵マテリー︶でしかないと捉える素朴な唯物論

13
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佐々木：現実の人間が︑言葉によってコミュニケーションを
交わし︑概念で構成したものを自然界に作り出して︑自然を
獲得する類的存在であり︑工作人であるという本質をもって
いて︑その能力を実現する存在だと規定するのは間違ってい
ると廣松は主張しているのですか︒

やすい：もし疎外されざる本来的なあるものを想定しますと︑
それは完全な理念そのものになってしまい︑生身の人間では
なくなってしまうという考えがあるのかもしれません︒その
ような理念どおりの人間なら何の問題も起らないので︑かえ
って現実的ではなくなってしまいます︒観念の世界ですね︒
逆に個々の生身の身体から出発するとしますと︑自然的な関
係しか説けなくなってしまいます︒

佐々木：また急に難解な哲学論議にはまり込むのを避けるた
めに︑疎外論の問題点を整理しておきましょう︒自己疎外に
は自己疎外の主体が仮定されるけれど︑疎外される前の疎外
されざる本来的な主体が置かれるからだめだというのはどう
いう意味ですか︒

に対して両者を乗り越える論理を提示しようとしているわけ
です︒

佐々木：確かに言葉というのは他人とのコミュニケーション
の中で生まれるものです︒その言葉によって構成されている
概念を使った人間的な意識も︑社会的に生み出されているこ
とは否定できません︒しかし言葉を使っている主体として個
人的な人格があり︑自分の意志によって生産や様々な経済的
文化的な活動を行っているわけで︑そういう主体が︑自らの
権利や能力を維持するために社会や国家を形成しているのも
確かでしょう︒

やすい：社会契約論だと︑独立した諸個人が自然状態では人
間としての固有の権利や能力が守れなくなったので︑社会契
約によって社会の力で諸個人の権利を守ろうとしたのです︒
ですから︑社会以前に類的本質が存在したという理解になっ
ています︒それに対してマルクスは言語や意識や労働自体が︑
社会的な生産の諸関係の中から生み出されたものだというわ
けです︒

佐々木：つまり元々︑独立した諸個人がいて︑彼らが人間と
しての類的能力をもっていて︑社会が形成されたのではなく︑
そのような言葉を交わすとか︑労働を行う類的能力というも
のは︑社会的な諸関係の中で育まれたものであるということ
でしょう︒

しているように捉えてはいけないという意味では︑イエスで
す︒

やすい：イエスそしてノーですね︒予めそういう本質があっ
て︑そのような類的能力のある諸個人が集まって社会を構成
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やすい：ええ︑そうですね︑社会契約論などの個人主義的社
会論とポリス的人間論は︑人間社会についての対極的な見方
を示していますが︑どちらも一理ありますね︒ただ社会契約
論では社会の形成についての契約という歴史的行為を前提し
ますから︑その意味で社会形成以前に人間的意識や生産など
の社会的行為を前提してしまうという背理を含んでいるわけ
です︒そして自由で平等な人格が自分の意志で生産している
かに前提してしまい︑それでその通りなっていないものだか
ら︑労働が疎外であることになるというのです︒
佐々木：ところが社会的な諸関係から諸個人が規定されると
したら︑労働者の引き受けている悲惨な立場がそのまま︑彼
の現実的な本質であり︑そこには自己の本質を喪失している
という意味での﹁疎外﹂はないということになるのでしょう︒
でもそのような疎外された類的本質︑言葉を話し︑思考し︑
生産し︑家庭生活や社会生活を繰り広げるという能力がある
から︑現に生産しているのでしょう︒
やすい：しかし廣松によれば︑それは個人に内属した本質で
はないというのです︒社会的な諸関係に置かれる事で︑それ
ぞれの役割に応じて個々の作業を行い︑与えられた役目を果
しているだけです︒社会的な分業や市場を通して︑個別の労
働やその生産物が交換されることによって︑あたかも労働一
般が存在し︑類的な本質が個人に内属するように見なされて
いるだけだというのです︒

佐々木：しかし労働というのは一定の訓練をすれば︑職業を
取り替えることも可能です︒それは労働一般の能力が個人に
内属していることを意味しませんか︒廣松の発想では類的存
在や社会は︑個人の外にあって︑個人はその都度社会から規
定を与えられていることになりますね︒

やすい：そこが廣松哲学の最大の特徴であり︑問題点でもあ
ります︒そしてそれは主観・客観の認識図式の超克の問題と
も絡んでいます︒次回に共同主観性に基づく四肢構造的認識
図式として検討してみましよう︒

七︑廣松渉の﹁物象化論﹂について

佐々木：それでは疎外論を脱却して物象化論になるというの
はどういうことなのか︑説明して下さい︒﹁物象化論﹂とは
そもそも何か︑初めて聞く人も多いかもしれません︒

やすい：マルクスは﹃資本論﹄で︑資本主義社会を巨大な商
品集成として捉えました︒商品という物の関係に人間関係が
置き換えられていることを指摘したのです︒そこから物と物
の関係に人間関係が置き換えられたり︑表現されたりしてい
ることを﹁物象化﹂と呼んだのです︒

佐々木：﹁物化﹂と﹁物象化﹂とは違うのですか︒
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やすい：﹁物﹂と﹁物象﹂はほぼ同じ意味ですね︒ドイツ語
で versachlichung
が﹁物象化﹂で verdinglichung
が﹁物化﹂で
す︒ですから﹁物象化﹂と訳すより﹁事化﹂とか﹁事象化﹂
と訳した方がよいように思われますが︑なにしろ人間関係を
物と物の関係に置き換えることを versachlichung
と表現して
いるものですから︑﹁物象化﹂と訳しているわけです︒

係であることが見えなくなって︑物の関係として︑自立的に
展開していくのです︒経済は物の関係として捉えて︑それに
従わなければならないわけです︒

佐々木：廣松の﹁物象化﹂解釈は︑マルクスの物象化論を忠
実に受継いでいるのですか︒

やすい：そのように人間は認識するけれど︑物というのは事
や事態を説明する際に仮に立てた暫定的な機能的なもので︑
物というのが先ずあって︑それが事をひき起こしているとい
うのは︑倒錯的な見方だというのです︒

やすい：本人はそのつもりですが︑﹁廣松物象化論﹂という
しいて用法的な違いを挙げますと︑物化の場合は物によっ
固有名詞になっているように︑独特の発展を遂げています︒
て人間や人間関係を表したり︑物が人間の役割を果します︒
それは人間関係を物と物の関係に置き換えることだけでなく︑
また組織や制度が固定して人間によっては簡単には動かせな
すべからく物の関係や︑物として認識すること自体が﹁物象
くなり︑人間を支配するようになりますと︑これも物化と呼
化﹂です︒つまり廣松は世界はすべて物ではなく事︑事態か
びますが︑物象化とも呼びます︒これは﹁疎外﹂という言葉
ら構成されているいう﹁事的世界観﹂に立っているのです︒
でも表現できますね︒
そして世界を認識する際に事や事態を物と物の関係として説
明するのだというのです︒
佐々木：商品交換という物と物の関係は︑実は人間の労働関
係の表現なんだというわけですね︒人間たちは自分の作った
佐々木：話が随分飛躍しましたね︒事や事態というのは物の
ものを他人の作ったものと交換して︑一つの物しか作らない
のにたくさんの種類の財貨を手に入れることができますから︑ 運動や関係として生じるのではないのですか︒
この物象化は肯定的な意味で使われているのですか︒
やすい：廣松によれば﹁疎外論から物象化論﹂ですから︑疎
外として問題視されていたことが︑物象化として問題視され
ているわけです︒だからむしろ否定的な文脈でつかわれてい
るわけです︒といいますのは︑商品関係や貨幣・資本などに
人間関係が置き換えられますと︑それはもはや人間同志の関
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佐々木：物より事の方が第一次的な存在だというわけですね︒
しかし事は物の関係としてしか認識できないとしたら︑物の
第一次性も否定しきれないのではないですか︒
やすい：そこが私の廣松批判の眼目です︒ただ廣松にすれば︑
物の第一次化は︑物を実体化することになり︑物が実は意識
に先行してしまい︑客観的な物の世界を主観的な意識が認識
するという︑近代的な主観・客観認識図式を超克できなくな
ってしまうわけです︒これは次回の廣松渉の共同主観性によ
る四肢構造的認識論を検討する際に解明しましょう︒

若き廣松渉

廣松渉の著作写真︱池田信夫ブログより
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第２回講演用テキスト
一︑主観・客観認識図式について
佐々木：いよいよ廣松哲学の核心の主観・客観認識図式を超
克した共同主観性に基づく四肢構造的認識図式に入るわけで
すが︑その前にそもそも﹁主観﹂とか﹁客観﹂とか﹁主観・
客観認識図式﹂とかについて説明願います︒
やすい：物事を認識する際に︑認識される側と認識する側が
あると考えます︒分かりやすく言えば︑ここに携帯電話があ
りますね︒としますと﹁これは携帯電話だ﹂という認識が成
立します︒その場合︑認識される側は﹁携帯電話﹂という事
物です︒認識する側は認識している側の意識です︒認識され
る側︑認識される対象を﹁客観﹂と呼び︑認識する側︑認識
する意識を﹁主観﹂と呼びます︒﹁主観・客観認識図式﹂と
は認識の仕組みを主観と客観の関係として捉え返す図式で
す︒
佐々木：なんだか言葉のまんまという感じですね︒それじゃ
あ︑主観・客観認識図式というのは︑認識である限り超克で
きないのじゃないですか︒

やすい：主観と客観に二分できるという場合︑デカルトによ
れば︑主観は純粋な意識として捉えられ︑客観はその意識の
対極としての事物だということになります︒ところで主観を
意識︑客観を事物だとしますと︑客観の事物は意識の対極だ
から︑意識ではない事物だということになりますね︒

佐々木：ええ︑客観的な事物を認識するわけです︒

やすい：しかし︑認識されている内容は意識ですね︒

佐々木：いいえ︑携帯電話という事物です︒

やすい：そうですが︑認識の内容は﹁これは携帯電話である︒﹂
とか﹁携帯電話は携帯できる電話である︒﹂とかいう事物に
ついての意識だということです︒

佐々木：それでは事物は物自体であって︑認識できないこと
になりますね︒というより認識は事物についての意識です︒
事物の述語付けだといえます︒

やすい：認識は意識ですので︑事物についての認識も意識で
あるのは当然です︒意識は意識の外に出られません︒ですか
ら︑意識から自立した事物があるというのは推論に過ぎない
のです︒
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佐々木：その論理は西田幾多郎の純粋経験論でしょう︒主観・
客観に分かれる前のあるがままの経験は︑未だ何々という観
念でもなければ︑自分の外にある事物でもない︑生の感覚そ
のものである︒しかし廣松哲学を説明するのに西田哲学を使
うと余計ややこしくなりますね︒

やすい：ですから観念も事物の観念であり︑観念として意識
された事物でしかありません︒だから観念も事物も︑第一義
的な存在ではありません︒経験の解釈から派生したものにす
ぎないということです︒

佐々木：確かに︑でも知識はくっつける糊みたいなもので︑
佐々木：一体何が言いたいのかよく分かりません︒龍は実在
その糊にくっついているのが事物としての携帯電話でしょう︒ する動物の体の一部分を集めて再構成したものだと言われま
たとえ見えないものでも︑つまり意識に上らないものでも︑
すが︒
意識するとしないとに関わらず存在します︒﹁畳の中にダニ
はいる﹂わけです︒
やすい：少し噛み合ってませんね︒﹁畳﹂や﹁ダニ﹂という
事物があるから︑それを意識が認識できるという構図が︑す
でに主観・客観認識図式を前提しているわけです︒畳という
事物が存在するためには畳についての意識が必要でしょう︒
佐々木：それじゃあ﹁畳﹂という意識が存在するためには﹁畳﹂
という事物が必要ともいえますよ︒これは循環論法ですね︒
やすい：ええ︑そうです︒だから意識はあるものについての
意識であり︑事物は意識されたあるものであるわけです︒
佐々木：しかし﹁龍﹂という観念は意識できても︑実際には
﹁龍﹂という事物は存在しませんね︒
やすい：想像上の事物の場合は︑事物が実在していなくても
意識があるわけですが︑その場合でもやはり︑龍という事物
の観念なのです︒それは﹁丸い三角形﹂というような想像で
きないものとは違います︒

やすい：とはいえ廣松が晩年東洋思想それも主・客図式を超
克した禅思想に共感を深めていた節は窺えます︒最近昭和戦
前期に活躍された唯物論者が高齢で亡くなっておられます︒
そういう場合︑私の恩師船山信一・梯明秀両先生もそうです
が︑無宗教の葬式をされておられます︒二〇〇一年九月十四
日に亡くなられた大阪音大の高橋準二さんの場合は︑軽音楽
を使っていい雰囲気でしたね︒廣松渉は禅宗で葬式を出して
います︒ですから廣松を理解するのに西田を参考にするのは
全くの当て外れではないのです︒余計に難しくなることはあ
るでしょうが︒
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佐々木：それでは西田の純粋経験にあたるところに直接的な
というか︑第一義的な存在として何がくるのですか︒
やすい：﹁事態・事﹂ですね︒あるいは本質の現れとしての
現象ではなく︑現にある生の姿として﹁現相﹂とかと表現し
ています︒意識や事物はそれらの解釈のための機能的な概念
になるわけです︒
佐々木：その機能的概念とは何ですか︒ファンクショナルな
概念ですから函数的概念でもあるわけですね︒
やすい：第一義的な存在は主観・客観を超越した事態なので
すが︑それを説明するのに第二義的な意識や事物という概念
を使って説明せざるを得ないわけです︒これら第二義的存在
は︑第一義的存在を説明するのためのあくまで便宜的︑機能
的なものでして︑それ自体で存在しているわけではありませ
ん︒ですから物と物が先ずあって︑それらが関係しあって事
態が惹き起こされるという捉え方ではなくて︑先ず事態があ
って︑これがどういう事態かという説明に︑便宜的に物と物
の関係として説明するということです︒
佐々木：意識や事物を第一義的存在と置いたら︑主観・客観
図式のままだけれど︑主・客を超えた事態を第一義存在に置
き︑その説明のための存在に意識や事物を格下げすることで︑

この認識図式は︑主・客図式を超克していることになるので
すかね︒
やすい：廣松自身はそのつもりでしょう︒

佐々木：どうも納得がいきません︒事態が主・客を超越した
ものであるとしても︑それを客観的事態として突き放して意
識は認識しようとします︒とすれば︑その結果︑事態は客体
としての事物間の関係として解釈されることになるのでした
ね︒

やすい：ええ︑そうなりがちだということです︒

佐々木：事態解釈によって︑客観的な事物を主観的な意識が
解釈する主観・客観認識図式になっているんじゃないです
か︒

やすい：私もそういう批判を廣松に投げかけているのですが︑
シカトされているのです︒それは返答に窮してではなく︑う
んと格下の私の批判に一々対応する必要を認めなかったから
でしょう︒その批判は本質を衝いていると今でも思いますが︑
廣松にすれば的はずれでしょうね︒

佐々木：事態解釈によって了解された事物というのは︑あく
まで主・客図式を超克した事態の解釈にすぎないから︑意識
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から客観的に独立した実在としての事物ではないということ
ですか︒

二︑﹁現相的所与﹂と﹁意味的所識﹂

佐々木：そろそろ認識の四肢構造の説明に移っていただきたい
のですが︑記号論でいうシニフィアンとシニフィエにあたるのを廣
松は︑﹁現相的所与﹂
と﹁意味的所識﹂と呼んでいるらしいですね︒
インターネットよりシニフィアンとシニフィエについての解説を引
用しておきます︒

シニフィアンとシニフィエ︵﹁ほうとう先生の自省式社会学感覚﹂より引用︶

さて記号論によると︑
記号﹇シーニュ﹈はふたつの要素に分けられる︒

である︒シニフィアンは記号の形態のことである︒といっても言語のこ

やすい：その通りです︒事態を函数的に捉えた時の﹁項﹂に
すぎないのを︑それ自身で存立していると捉えてしまうと︑
項が物象化されて﹁事物﹂だと倒錯されるという理屈です︒
廣松は︑デカルト流の近代的主観・客観認識図式を超克する
という問題意識に立っています︒ですから意識は純粋主観で︑
事物は純粋客観ですね︒とすると主・客未分な事態の解釈か
ら出てきた︑意識や事物はそうした純粋な主観・客観ではあ
りえないことになります︒
佐々木：それでは︑やすいさんはどうして廣松の議論に納得
されないのですか︒

示的意義﹂もしくは﹁明示的意味﹂と訳し︑後者を﹁内示的意義﹂もし

日本帝国﹂という深層の意味を﹁コノテーション﹂という︒前者を﹁外

エである︒﹁国旗﹂という表層の意味を﹁デノテーション﹂といい︑﹁旧

日本帝国﹂を象徴するものと感じる場合︑それはもうひとつのシニフィ

ある﹂とされていれば︑それがシニフィエである︒しかし︑それが﹁旧

それがシニフィアンであり︑これを﹁日の丸﹂と呼び﹁日本国の国旗で

とである︒たとえば一枚の白地の布の中央に赤い円が染められていれば︑

たりうる︒それに対してシニフィエとは記号の意味であり概念内容のこ

ファッション・建築・機械・道具などあらゆる文化現象がシニフィアン

とばかりではない︒しぐさをはじめとして音楽・絵画・映画・テレ ビ・

﹁意味するもの﹂﹇シニフィアン﹈と﹁意味されるもの﹂﹇シニフィエ﹈

やすい：それは認識の定義に関わるのですが︑認識するとい
うことは︑事態を主観から相対的に自立した客観的な事物の
関係や運動として把握することだと考えるからです︒その場
合︑デカルト的な形而上学的なそれ自体で存在している事物
や︑﹁我思う故に我あり﹂的な超越的自我は認めません︒人
間の認識する事物は意識された存在であり︑意識はある物の
意識です︒それは厳密に言えば﹁物﹂ではなくて︑自然的・
社会的な事態函数の項だと廣松なら言うでしょうが︑﹁事物﹂
というカテゴリー自身が弁証法的に発展しているのです︒

くは﹁伴示的意味﹂と訳す︒
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やすい：おそらく廣松のねらいとしては︑事物というのが客
観的実在ではないことを論証しているつもりでしょう︒﹁日
の丸﹂の例でいいますと︑国旗としての﹁日の丸﹂は白地に
赤い丸の入った布付き棒の意味に過ぎません︒つまり国旗と
しての﹁日の丸﹂という事物はないのです︒また当然﹁国旗﹂
一般も事物ではないことになります︒
佐々木：すると﹁旗﹂一般も特定の布の意味だということに
なりますね︒
やすい：はい︑そうです︒﹁旗﹂というのは︑旗が使用され
る文化圏における︑社会から外的に付与される布の意味だと
いうことになります︒事物としての布にとっては勝手に﹁日
の丸﹂だの﹁五星紅旗﹂だの﹁星条旗﹂などのデザインを書
き込まれて︑無理やり押し付けられた役回りなのだそうで
す︒
佐々木：では﹁布﹂はどうですか︑布という事物も客観的事
物ではないのですか︒
やすい：布は現相的所与としては﹁織られた糸﹂だといいま
す︒布というのも実は︑織られた糸が物の包装に使われたり︑
衣類に使われたりしますね︒そのような社会的な実践が﹁織
られた糸﹂に投影して︑﹁織られた糸﹂の意味的所識を﹁布﹂
と呼んでいるというわけです︒

佐々木：それでは自然的な事物はどうですか︑﹁桜の木﹂は
客観的な事物でしょう︒

やすい：桜の木を梅ノ木や桃の木と区別することができるの
は︑それぞれに観賞用や木材用に植林し︑栽培する文化があ
るからです︒それらの木は日本人の生活文化に深く根をはっ
ています︒そうした歴史的社会的な文化的生活的な関連から︑
それぞれの特色を示す木に梅・桜・桃という名前をつけてい
るわけです︒桜の木がそれ自体であるのではなくて︑社会的
実践の投影としてあるということになります︒廣松によれば
鉱物から粘菌類あるいは星でも人間社会の歴史的発展につれ
て自然観やコスモロジーに変容が生じる中で︑様々に発見さ
れ︑鑑賞され︑利用されてきたわけです︒

佐々木：例えば︑星は古代では天にある小さな穴で︑そこか
ら天上の光が洩れていると解釈されたそうです︒それが近代
では︑恒星と惑星に区別されて︑無限の膨張しつつある宇宙
に拡散していると捉えられています︒見えていた感覚として
は同じ光の現相であって︑そのシニフィアンとしては同じで
も︑シニフィエは全く違うわけです︒このシニフィエの面は
社会的諸関係から捉えているわけで︑それは客観的実在とし
ての事物とはいえないのでしょうか︒

やすい：そういう捉え方は︑廣松の理解に近いと思います︒
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佐々木：そういうキャリアの話は︑どうでもいいので︑廣松
批判の中身のお話をお願いします︒

やすい：私が三十五歳の時︑一九八〇年二月二十九日に﹃廣
松渉﹃資本論の哲学﹄批判﹄を茨木教材社から経済哲学研究
会編で発行しました︒これは自費出版です︒ 冊
万
1 の本に 10
字にのぼる本格批判です︒これで天下の廣松と論争をやって︑
社会的に認知されたいと思っていたわけです︒でも廣松も世
間も無視です︒ただ鷲田小彌太氏に注目され︑当時大阪唯物
論研究会哲学部会が再開されるので︑その最初の研究会で発
表させていただいたのです︒おかげで三重短大で倫理学とド
イツ語の非常勤講師になれたわけです︒

佐々木：やすいさんは︑そういう廣松哲学をどう批判された
のですか︑おもしろそうですね︒

やすい：たしかにそういう場合もありますね︒でも実際の商
品社会では︑机とテーブルは別種類の商品として製造され︑
消費されています︒ただ転用しやすい商品だというだけです︒
それに廣松式に思考すれば︑現相的所与と意味的所識の関係
が外的なんです︒ある物が特定の社会の中では︑その文化を
投影して特別の意味を帯びる︑例えば︑子安貝の貝殻が貨幣
として交換の媒介をするというように︒でもこの服は︑布が
たまたま服として呼ばれているのではなくて︑服として製造
され︑販売されているところに特色があります︒別に布でな

佐々木：脚付きの台を机と呼ぶか︑テーブルと呼ぶかは用途
次第ということでしょう︒

やすい：いや︑そんな大袈裟なものじゃありません︒ほんの
﹁紙つぶて﹂ですよ︒実際︑廣松にとって︑痛くも痒くもな
かったんだから︒冗談はさておき︑廣松はダンボール箱でも
その前に座ってものを書けば机と見なされるという言い方を
します︒

軽金属や樹脂を組み合わせた物を︑社会的に携帯電話と呼ん
でいると言えるような物じゃない︒

佐々木：やすいさんの浮ばれなかった理論活動の恨みが︑そ
の本には篭められているわけですね︒その廣松批判の本もた
だの紙切れの束じゃない︒紙爆弾だぞというわけですね︒

やすい：廣松批判は︑彼が新左翼の理論的支柱であっただけ
に︑雑誌などで批判論文はでたものの︑これだけの本格批判
はなかった︑それで結局︑日本のマルクス主義哲学の代表︑
あるいは戦後日本人哲学者の最高峰みたいに彼は評価される
ようになったのです︒まあそれはいいとして︑私は︑﹁糸﹂
や﹁布﹂や﹁旗﹂や﹁日の丸﹂などの社会的事物は社会を構
成する主体的事物として︑客観的に実在するという立場なの
です︒たとえばここに﹁携帯電話﹂がありますね︒これは携
帯電話として作られ︑携帯電話として機能しています︒鉄や
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くても︑毛皮でも︑なんだったら紙でできていても服は服で
す︒

佐々木：それはあくまで人間社会においてである︑そのまま
では服ではない︑布切れでもない︑ところが服だけを取り出
して︑これを服だと言っている︒そこに倒錯があるのだと指
摘しているのでしょう︒

服にする前の布地の場合は︑それは服という意味を担えませ
ん︒服という物があると考えるべきです︒

佐々木：現相的所与自体が社会的諸関係から生み出された物
なのだから︑社会的事物としてみなすべきだということです
ね︑やすいさんの議論は︒ところが廣松も社会的諸関係から
生み出されたということを論拠に議論を展開しているわけで
す︒

やすい：ええ︑﹁猫に小判﹂みたいなもので︑猫にとっては
小判はただの食べられない平たくて硬い物に過ぎません︒
﹁小
判﹂という範疇が猫の世界には存在しないわけです︒だから︑
服を人間社会の外に持っていって︑それが本来服かどうか考
えるという発想がおかしいのです︒つまり廣松は︑服を服だ
と捉えると︑それはある物をそれ自体で社会関係を捨象して
捉えていることになると見なすのです︒特定の社会関係の中
でそう規定されているのだから︑服という規定は現相的所与
にとっては外的なのだというのです︒

佐々木：﹁三匹の子豚﹂の﹁藁の家﹂﹁木の家﹂﹁煉瓦の家﹂
を思い出します︒藁や木や煉瓦が家なのではなくて︑それら
は家の材質に過ぎないわけですね︒家という事物があるのだ
という理屈ですね︒その議論はたしかにそうだとしても︑現
相的所与と意味的所識の区別それ自体は有効なのでしょう︒
例えば勾玉が縄文社会では︑霊に通じており︑様々な霊力を
持つ呪物であるとか︒
やすい：先ほどのインターネットからの引用にもありました
ように︑もともとシニフィアン・シニフィエという用語はソ
シュールの言語学の用語でして︑特定の音がシニフィアンと
なり︑シニフィエとしての社会的な意味を担うわけです︒例
えばある鳥を日本語で﹁ハト﹂と発音します︒﹁ハト﹂とい
う音が︑その音自身が元々持っていない一つの鳥の種類を意
味します︒音と意味には必然的なつながりは無いことをソシ
ュールは強調したのです︒
ところが廣松の場合は︑その有るがままの姿かたちという
のが︑その物の意味と深く関係している事物にまで︑その論
理を拡大して適用してしまったのです︒例えばインドのサリ
ーという反物でしたら︑それは反物という意味だけでなく︑
体に巻きつけて着物の意味を同時にもつ事ができますが︑洋
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佐々木：やすいさんのオリジナルな解釈である︑マルクスの
﹁価値＝つきもの﹂論ですね︒要するにマルクスは生産物の
本質を有用性に認めていたから︑人間の実践としても捉え返
していたけれど︑事物の本質ではないと言ったわけではない︒
価値については商品の本質ではあるが︑あくまで人間の労働
関係の投影あるいは刻印︑あるいは付着であって︑人間の関
係に還元されるべきだという点では廣松と共通しているわけ
ですね︒

やすい：その結果︑廣松は社会的事物の規定性を社会関係に
やすい：マルクスの﹃フォイエルバッハ・テーゼ﹄で﹁従来
奪還してしまうのです︒服という規定は人間の特定の行為︑
のすべての唯物論の主要な欠陥は︑対象︑現実︑感性がただ客
ふるまいを物の規定性にしてしまったものだというわけです︒ 体または直観の形式のもとでのみ捉えられ︑感性的な人間的活
動︑実践としては捉えられず︑主体的に捉えられていないこと
佐々木：服の場合︑体温維持行為や扇情行為︑みせびらかし
である︒﹂という言葉があります︒例えば﹁服﹂を事物の規
行為としての布の装着行為を布自身の本質規定としたのが︑
定としてだけ物象化して捉えていて︑人間の実践活動として
服だということでしょう︒
主体的に捉え返されていないことが批判されていたのです︒
とはいえ︑社会的事物を有用性によって規定していたわけで︑
やすい：これは人間行為の物象化です︒たしかにそういう面
商品論では使用価値に関わります︒ただし価値は︑抽象的人
を捉えることは大切です︒しかしそのことによって︑服とい
間労働のガレルテ︵膠質物︶なのだという議論です︒これは
う社会的事物が成立しているわけで︑そこには倒錯性はない
商品の本質なんですが︑使用価値である生産物に内在してい
のです︒
るわけではないというのです︒ガレルテとしての価値が生産
物に膠着しているわけです︒だから︑生産物自身には価値は
ないけれど︑抽象的人間労働の固まりである価値が生産物に
くっついて︑生産物自身が価値を内属しているように仮現し
ているという捉え方なのです︒
佐々木：廣松にすれば︑物象化だと認識することで︑物の本
質が人間の社会的連関から発する行為に還元されたから︑そ
れをなおかつ物の規定と考えるのは倒錯だということでしょ
う︒

やすい：だから廣松自身がデカルトのそれ自身で存立すると
する﹁物﹂把握に止まっていて︑社会関係の中で生産され︑
社会関係を取り結ぶ社会的諸事物を捉えることができないの
です︒
佐々木：ところでマルクスはどうだったのでしょう︒社会的
諸事物をどう捉えていたのですか︒
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やすい：ええ︑そうです︒マルクスは抽象的人間労働の固ま
りであるガレルテが付着するというような実体的な捉え方を
しています︒廣松はそういう表現はあくまで﹁叙述の便法﹂
だというわけです︒価値を人間労働に還元し︑事物の属性と
は認めないという点でマルクスと廣松は共通しているわけで
す︒

三︑能識的或者としての能知的誰某
佐々木：廣松哲学の認識の四肢的構造ですが︑認識する当事
者も二肢的構造になっているのでしたね︒
やすい：ええ意味的所識として現相的所与が現れるのは︑知
る側の誰某が社会的に規定された或者として社会的な役割を
担っているからです︒例えば佐々木肇さんが︑大阪に住み︑
日本語を理解し︑現代思想研究会の会員として現代思想や哲
学に興味をお持ちになって活動されておられるわけですが︑
それでこういう対話が可能になっているわけです︒常に社会
的に規定された或者となっているので︑このややこしい廣松
哲学についての会話も可能なのです︒
佐々木：その場合︑わざわざ二肢構造になっているというこ
とは︑佐々木肇と現代思想研究会員の間に布と服の違いみた
いな違いがあるわけですか︒

やすい：布が服にもなればカーテンにもなり︑雑巾にもなれ
るように︑佐々木肇さんはテニス同好会に入ることも︑登山
や書道をすることもできたわけです︒短歌の会もありますね︒

職業的にも高校の社会科の教師をされていますが︑国語の教
師でもなれただろうし︑システムエンジニアに成っていたか
もしれない︒

佐々木：というような捉え方をしているということは︑社会
的な諸規定というものは︑各個人に対して社会から外的に投
影されていることになりますね︒それはやはり主観・客観的
な認識図式の超克と関係あるのでしょうね︒

やすい：大いに関係ありです︒日本語文化圏で暮らし︑社会
科教師で哲学に関心が深い佐々木肇という主体があって︑
様々な事物や現象を哲学的に考察する︒あるいは科学的に認
識するということになれば︑主観・客観図式になってしまい
ますが︑日本語や社会科の知識や哲学の教養というのが︑社
会から佐々木肇に投影してくるような感じになりますからね︒

佐々木：それでもやはり私︑佐々木肇が主体的に思考し︑認
識し︑客観的な事物や現象を捉えていることになるのではな
いのですか︒
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やすい：もちろんそのように︑あなたが受け止めるように︑
近代の思想ではなっているわけですが︑それは廣松に言わせ
れば倒錯しているのです︒第一︑あなたは︑自分が思考する
主体として客観的事物に対峙していると思っておられます︒
しかし先ずもってあるのは廣松に言わせれば︑現相的所与と
して諸感覚の束に過ぎません︒それを何か自分の意識とは違
う客観的な事物として自分の意識の外に立ててしまっている
のです︒そして︑それに対する自分は純粋な意識であるかに
思い込んでいるのです︒本来︑薔薇と薔薇を見ている意識は
区別できないものなのです︑と廣松は諭すのです︒
佐々木：西田の純粋経験論だとそうなりますね︒廣松の場合
は西田とはどう違うのですか︒
やすい：廣松の場合は︑意味的所識としての現相的所与と能
識的或者としての能知的誰某は渾然一体となっています︒主
客未分化という面では西田と同じですが︑西田の場合は規定
される前の状態と考えられているのに対して︑廣松の場合は
意味がはっきりしています︒それはやはり社会的諸関係の総
和として意識内容が規定されるからだと思われます︒そのこ
とを﹁共同主観性﹂というタームで説明しています︒つまり
同じ社会では言語や思考パターンがある程度共有されていま
す︒そうでないと意志伝達ができませんからね︒私が﹁共同
主観﹂という言葉を使って批判しますと︑葉書で﹁共同主観﹂

とは言ってない︑﹁共同主観性﹂だと反論がきました︒これ
が唯一の反論ですね︒
佐々木：どう違うのですか︒

やすい：﹁共同主観﹂があるとなると︑実体的な主体として
﹁共同主観﹂があるように受け取られかねないと思ったので
しょう︒社会的諸関係の中で︑存在被拘束性によって意識が
同じように働くように制約されていることを﹁共同主観性﹂
と表現したのでしょう︒

佐々木：意識内容が社会的諸関係によって規定されるという
のはよく分かるのですが︑それは意識主体が成立する条件の
ようなもので︑その上にたって主観・客観的認識が成り立つ
ように思うのですが︒

やすい：それは︑私の考えでは︑高校社会科教師で市井哲学
者の佐々木肇が存在して︑物事を客観化し︑対象化して認識
されておられるからです︒佐々木肇はその他にも通勤電車の
乗客として通勤地獄に苦しんでおられますし︑家庭では子煩
悩で愛妻家です︒もし佐々木肇がいて︑それに社会的諸関係
ががんじがらめに拘束するとするのなら︑社会的諸関係を離
れた生身の佐々木肇が先に存在することになってしまいます︒
しかし高校社会科教師でない︑現代思想研究会員でない︑父
でも夫でもない佐々木肇は存在しません︒それらの規定は
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佐々木肇自身の存在のあり方に他ならないのです︒佐々木肇
は︑主体的に仕事に取り組み︑苦悩のうちに哲学されていま
す︒そういう仕方で社会を構成し︑作り上げている主体なの
です︒
四︑事的世界観と共同主観性

佐々木肇：やすいさんに励まされれば励まされるだけ︑余計
に私の主体というのは不安になっていきます︒私などだれと
でも入れ替え可能で︑さまざまな社会のシステムや慣習やお
きてで縛られ︑決まりきったステロタイプな言動しかはけな
い︑この場面ではこうするだろうと期待されていることを考
え︑行えなかったらどうしようといつも怯えているのです︒
ですから﹁存在被拘束性﹂とか﹁共同主観性﹂とか廣松がよ
く使いますね︑はっきりした意味はよく分からないけれど︑
﹁自由﹂だとか﹁主体性﹂という言葉より説得力があるよう
に響くのです︒
やすい：一九六八年の五月革命というのがあったのです︒こ
れは実際に政治権力を握る革命ではないけれど︑フランスの
学生たちが中心に既成の体制や価値を否定し︑自由や主体に
基づく社会を作ろうと﹁否定﹂や﹁抗議﹂の叫びをあげまし
た︒パリの学生街﹁カルチェラタン﹂を占拠して立て篭もっ

たのです︒労働者や市民も合流して大きな盛り上がりを示し
たのです︒しかしいつまでも無秩序は続きません︒やがて敗
北しました︒その結果︑実存主義は息の根を止められてしま
ったのです︒﹁自由﹂や﹁主体性﹂など幻想だというわけで
す︒言語まで体制的なもので︑何を考えるかは社会構造によ
って決まっているというわけです︒これをフーコーは﹁人間
の死︑言語の支配﹂だと言ったのです︒構造主義が流行しま
す︒

佐々木：廣松の活躍も一九六〇年代の末からピークは一九七
〇年代ですからね︒日本でも五月革命と連帯し︑それに匹敵
するようないわゆる﹁全共闘﹂運動があり︑これが﹁連合赤
軍浅間山荘事件﹂で悲惨な結末を迎えるわけです︒

やすい：フランスの構造主義も日本の廣松理論も決して変革
や革命を否定するわけではありません︒ただ﹁主体性﹂や﹁自
由﹂を叫んでも︑人間存在自身が深く社会構造のからの拘束
を受けているので︑ガス抜きに終わってしまう︒よほどしっ
かり社会構造を見据え︑構造自体の中に変革の方向性を見出
していかなければならないわけです︒ただ構造主義では︑主
体としての人間の死の宣告がなされたりしたので︑社会形成
主体としての人間の論理を構造主義に対して対置しなければ
ならないと︑我々は思っていたのです︒

28

佐々木：廣松自身が新左翼運動の理論的指導者でもあり︑マ
ルクス主義哲学者の中でアカデミズムで最高の権威を持つと
いう特異なステータスをもっていたわけですね︒その中で社
会構造からの拘束性を強調した論理を構築したのは冷静だっ
たような気がしますね︒
やすい：でも彼の革命論は︑ブンド的で少数のエリートの前
衛集団の陰謀による︑権力の奪取と︑プロレタリア独裁権力
の樹立という古風でアブナイ過激派路線にかなり晩年まで固
執していました︒
佐々木：廣松哲学に戻しましょう︒四肢構造で認識する個人
も認識される対象もそれ自身で存在するのではないわけです︒
社会的諸関係や協働関係から規定された現相が先ずあって︑
そこに渾然一体になっているわけです︒この現相は後で客観
的な事物として倒錯的に捉えられることになるけれど︑第一
義的には事態とか事とかとして捉えられるべきだということ
で︑事的世界観が打ち出されるのでしたね︒
やすい：だから事物として捉えてしまいますと︑主観の側の
意識と客観の側の事物は断絶してしまいますね︒人間対物と
いう形です︒それを事態・事として捉えればどうでしょう︒
それは五感が展開する状態であり︑感じられているものと感
じているものの区別はないわけです︒

佐々木：しかし物と捉えれば意識の外にある事物と見なして
いることになるというのが︑よく分かりませんね︒どんな事
物でも形や色や重さや匂いなどがあるわけでしょう︒事物は
すべからく感覚の束として知覚されているわけですから︒

やすい：カメラモデルで認識を理解してください︒フィルム
に写った像と被写体は別ですね︒フィルム像が意識で被写体
を事物と考えますと︑事物には意識の契機が抜けていると思
われがちです︒

佐々木：いわゆる﹁模写説﹂ですね︒この模写説でおかしい
のは︑フィルム像は事物の摸像です︒ですから似ているわけ
です︒何が似ているかというと︑事物の姿かたちです︒しか
しよく考えてみますと姿かたちというのは意識なんです︒で
すからやはり事物自体も意識の契機が含まれているというこ
とです︒

やすい：全く︑仰るとおりです︒その意味で事物も本来的に
意識抜きには成立し得ないことになります︒ただしその意識
を人間の意識に限定しますと︑人間の誕生以前にも自然史は
あるわけですから︑困った事に成りますが︒ともかく逆にい
えば事物が世界を構成しているという物的世界観でも︑物の
定義次第では意識の契機の捨象にはなりません︒
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佐々木：だから廣松は︑物をデカルト的に意識と対極の延長
実体として受け止めていて︑主観・客観的認識といえば︑意
識抜きの形而上学的実体としての物の集まりとして世界を捉
えることだと見なして︑事的世界観を提唱しているのでしょ
う︒それに対してやすいさんは物を意識された存在として捉
えた上で︑物的世界観を擁護されたのですね︒
やすい：世界を事・事態の集まりとして捉えることは素晴ら
しいと思うのです︒我々はこれまで事態や事件を要素主義的
に分解して︑物と物の関係として捉えがちでした︒それを刻
一刻変容し︑生成︑消滅する事態の断続として世界を新鮮に
捉え返すのですから︒しかし事や事態の推移や発展を理性的
に捉え︑それに的確に対応することが可能でしょうか︒事態
を函数的に叙述して法則を見出すことができるでしょうか︒
やはり事態を理性的に把握するには︑物と物の関係に置き換
えて記述する必要があると思われます︒
佐々木：﹃資本論﹄の場合︑マルクスは一応商品という事物
の運動として展開しています︒でもマルクスは︐廣松による
と叙述としては物と物の関係として捉えても︑それはあくま
で叙述の便法だというわけですね︒
やすい：廣松は事物と捉えること自体︑事態の倒錯視だとい
うわけです︒服や机と見ること自体︑人間の関係行為を物の
属性に置き換えているというのですから︒しかし物の側から

の働きかけというものも考慮に入れれば︑物の属性とするの
は倒錯とは言えません︒

佐々木：例えば服は着る人を格好良く見せるとか︑机は人に
前に座って勉強させるというようにね︒機能を物の働きかけ
と捉えるのですか︒

やすい：意志や意欲などが人間身体の脳の特定部位にしか生
じないと考えるのは︑一面的な気がします︒人間論を身体論
と取り違えて︑思考や感情をすべて脳の組織で説明しようと
する科学者がいますが︑人間は身体に限定できないのです︒
自然的社会的な諸機構が巨大なシステムとして自己再生産し
ているわけで︑その中で言語のコードだけでなく︑様々な思
惟や感情も生まれています︒脳中枢は中心的な役割を果すと
はいえ︑思想や意志は生産物の中に保存され︑消費過程で再
生され︑発動されます︒そうした文脈で考えれば︑服は着る
人を格好良く見せるように働きかけていると考えて差し支え
ないのです︒

佐々木：マルクスに言わせれば︑それは﹁机が踊りだす﹂と
んでもない擬人化であり︑フェティシズム︵物神崇拝︶の極
致ですね︒

やすい：所詮マルクスも現実的諸個人の立場で人間を身体に
限定する﹁身体主義的人間観﹂の枠内で思考していたのです︒
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廣松も社会的諸関係を意識形成のシステムとして捉えていた
けれど︑その場合の諸関係は結局︑現実的諸個人が取り結ぶ
協働関係でしかなかったということでしょう︒折角︑共同主
観性まで行き着きながら︑その中に社会的諸事物を入れて考
えることができなかったのです︒だから物は身体と違って人
間ではないから︑物の社会的諸規定を物を差し引いた身体的
な諸個人の協働関係に取り戻してしまったのです︒
佐々木：それは主・客図式の超克にこだわって︑物を事に還
元しようとしたことにもよりますね︒
やすい：物を事態の説明のための機能的概念として捉え返す
のはいいと思うのです︒そういう事的世界観も大いに結構で
す︒でもやはり理性的に世界を捉え返し︑その中で生活し︑
変革するには事態を物と物との関係としても捉え返しておく
必要があります︒また物として捉えても決して倒錯ではない
のです︒その辺の倒錯だと決め付ける議論は詰が甘いと思い
ます︒
佐々木：さて廣松派の論客たちが︑このやすいゆたかの挑戦
を受けて立つか興味深いところですね︒
やすい：それは佐々木さん︑世間はそんなに甘くないですよ︒
宮本武蔵は示現流とは絶対に立ち合わなかった︑それは勝て
なかったからです︒廣松渉は︑やすいには反論しなかった︒

それはこちらに権威や地位がなかったからです︒反論すれば︑
私の議論に市民権を与えてしまう︒それは何のプラスにもな
らないわけです︒同じ事を廣松派の論客たちも考えているで
しょう︒しかしそれではお互いに相互批判を通して学びあい︑
高めあうことができないのですがね︑残念なことです︒

佐々木：廣松には相当複雑な思いがあるのですね︒

やすい：いや︑相手は横綱で︑こちらは幕下以下ですからね︒
論争を挑む方が身のほど知らずと思われているかもしれませ
ん︒むしろ大変勉強させてもらって感謝しています︒なんと
いっても︑根底からマルクス主義哲学や哲学一般を捉えなお
したわけでしょう︒物凄い力ですよ︒それと真正面から格闘
したのですから︑相当鍛えられたのは確かです︒それにフク
ヤマの歴史終焉論やヤスパースの再評価について論じた拙著
﹃歴史の危機︱歴史終焉論を超えてー﹄︵三一書房刊︶につ
いては︑かなり共鳴するところがあったとみえて︑出版の心
配もしてもらったのですが︑何しろ肺ガンが末期に成ってい
て︑それどこではなかったのです︒そういう経緯もありまし
て︑人間的には一番好きな哲学者の一人です︒彼の死を知っ
て︑人知れず泣きましたよ︒号泣しましたね︒
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第三回講演用テキスト
﹁近代の超克﹂という課題について
一︑廣松渉の﹁東亜新体制﹂発言

廣松 渉

世紀末について語るにはまだ少し早過ぎるような気もする︒
ましてや︑東北アジアが歴史の主役になるとの予想は︑大胆
すぎるかもしれない︒しかし︑二十世紀がもうすぐ終わろう
としていることを考え︑また︑筆者が哲学屋であることに免
じて︑書生談義をお許し願いたい︒

米ソ日が構造的に変動したばかりではない︒ＥＣヨーロッパ
も様子が変わってきている︒

佐々木：廣松が最晩年に﹁東亜新体制﹂発言をして物議を醸
つい数年前までは︑欧米の落日は言われていたが︑ソ連や
しましたね︒やすいさんもあれは問題発言だと見られていま
東欧が大崩壊するなどとは誰も予測していなかった︒ソ連や
すか︒
東欧の﹁社会主義体制﹂は内部に矛盾をはらみながらも︑も
う暫くは存続するものと思われていた︒
やすい：いや我々は京都学派の東亜協同体論を批判的に継承
しようと考えている立場ですから︑別に問題発言だとは捉え
日本では好景気と五十五年体制が続くと思われており︑細
ていません︒一九九四年三月十六日夕刊の朝日新聞の寄稿文
川連立内閣の登場など考えもおよばなかった︒アメリカに対
です︒それほど長くないですから︑引用しておきましよう︒
して﹁ノー﹂と言える日がやがて訪れるとは思われていても︑
------------------------------------------------------ 大統領の口から公然と﹁日米経済戦争﹂という言葉がこんな
に早く聞かれるとは予期されていなかった︒

東北アジアが歴史の主役に
日中を軸に﹁東亜﹂の新体制を
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このさなかにあって︑東南アジアはたしかに様相が別になっ
ている︒が︑これとて︑今のところは︑アメリカやヨーロッ
パあっての経済成長であり︑東亜の隆昇ではある︒
将来にあっては︑だがしかし︑どうであろうか？コロンブ
スから五百年間つづいたヨーロッパ中心の産業主義の時代が
もはや終焉しつつあるのではないか？もちろん一体化した世
界の分断はありえない︒しかし︑欧米中心の時代は永久に去
りつつある︒
新しい世界観︑新しい価値観が求められている︒この動き
も︑欧米とりわけヨーロッパの知識人たちによって先駆的に
準備されてきた︒だが︑所詮彼らはヨーロッパ的な限界を免
れていない︒混乱はもう暫く続くことであろうが︑新しい世
界観や価値観は結局のところアジアから生まれ︑それが世界
を席巻することになろう︒日本の哲学屋としてこのことは断
言してもよいと思う︒
では︑どのような世界観が基調になるか？これはまだ予測
の段階だが︑次のことまでは確実に言えるであろう︒
それはヨーロッパの︑否︑大乗仏教の一部など極く少数の
例外を除いて︑これまで主流であった﹁実体主義﹂に代わっ
て﹁関係主義﹂が基調になることである︒

︱︱実体主義と言っても︑質料実体主義もあれば形相実体
主義もあり︑アトム 原(子 実)体主義もあるし︑社会とは名目の
みで実体は諸個人だけとする社会唯名論もあれば︑社会こそ
が実体で諸個人は肢節にすぎないという社会有機体論もある︒
が︑実体こそが真に存在するもので︑関係はたかだか第二次
的な存在にすぎないと見なす点で共通している︒

︱︱これに対して︑現代数学や現代物理学によって準備さ
れ︑構造論的発想で主流になってきた関係主義では︑関係こ
そを第一次的存在と見なすようになってきている︒しかしな
がら︑主観的なものと客観的なものとを分断したうえで︑客
観の側における関係の第一次性を主張する域をいくばくも出
ていない︒更に一歩を進めて︑主観と客観との分断を止揚し
なければなるまい︒

私としては︑そのことを﹁意識対象 意-識内容 意-識作用﹂
の三項図式の克服と﹁事的世界観﹂と呼んでいるのだが︑私
の言い方の当否は別として︑物的世界像から事的世界観への
推転が世紀末の大きな流れであることは確かだと思われる︒
︵これがマルクスの物象化論を私なりに拡充したものとどう
関係するかは措くことにしよう︶︒

価値観についても同じようなことが言える︒もっとも︑こ
ちらは屈折しており︑一口には言いにくいのだが︑物質的福
祉中心主義からエコロジカルな価値を中心に据える価値観へ
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の転換と言えば︑当座のコミュニケーションはつくであろう
か︒

それは決して容易な途ではあるまい︒が︑南北格差をはら
んだまま︑エコロジカルな危機がこれだけ深刻化している今
日︑これは喫緊な課題であると言わねばなるまい︒

問い直しを含むかたちで︑反体制左翼のスローガンになって
もよい時期であろう︒

佐々木；この発言は︑一九八〇年代末のバブル景気全盛期の
発想ですね︒掲載された一九九四年は既にバブル崩壊後の不
況が深刻化しており︑アメリカ経済は復調していますから︑
タイミングがずれています︒まあもちろんもっと長い目で捉
えればいいのかもしれませんが︒

もちろん︑世界観や価値観が︑社会体制の変革をぬきにし
商品経済の自由奔放な発達には歯止めをかけねばならず︑
て︑独り歩きをするわけではない︒世界観や価値観が一新さ
そのためには︑社会主義的な︑少なくとも修正資本主義的な
れるためにはそれに応ずる社会体制の一新を必要条件とする︒ 統御が必要である︒がしかし︑官僚主義的な圧政と腐敗と硬
直化をも防がねばならない︒だが︑ポスト資本主義の二十一
世紀の世界は︑人民主権のもとにこの呪縛の輪から脱出せね
ばならない︒
この点に思いを致すとき︑ここ五百年つづいたヨーロッパ
中心の産業主義が根本から問い直されていることに考えがお
よぶ︒単純にアジアの時代を言うのではない︒全世界が一体
化している︒しかし︑歴史には主役もいれば脇役もいる︒将
来はいざ知らず︑近い未来には︑東北アジアが主役をつとめ
ざるをえないのではないか︒
アメリカが︑ドルのタレ流しと裏腹に世界のアブソーバー
︵需要吸収者︶としての役を演じる時代は去りつつある︒日
本経済は軸足をアジアにかけざるをえない︒
東亜共栄圏の思想はかつては右翼の専売特許であった︒日
本の帝国主義はそのままにして︑欧米との対立のみが強調さ
れた︒だが︑今では歴史の舞台が大きく回転している︒
日中を軸とした東亜の新体制を！それを前提にした世界の
新秩序を！これが今では︑日本資本主義そのものの抜本的な

やすい：哲学者としての発言でもあるわけですから︑もっと
大きな目で読んであげてください︒欧米中心の近代を超えて︑
東亜中心の 21
世紀を展望しているのです︒
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佐々木：グローバル化は欧米中心から東亜中心へとは進展せ
ずに︑むしろアメリカ一国中心への傾向が︑バブル崩壊後は
さらに強くなった気がしませんか︒たしかに中国の経済成長
は続いているので︑将来的には東亜の比重が高まる可能性は
ありますね︒でも日本はなかなか回復傾向を示せないでいま
すから︑今のところ期待はかけにくいのではないでしょうか︒
やすい：廣松の場合︑東亜新体制を反体制左翼のスローガン
として打ち出そうとしていたわけですから︑東亜中心の二十
一世紀像というのも実践的な目標になっていたわけです︒で
すから不良債権の処理にてこずり︑アジア諸国の追い上げに
悲鳴をあげている日本経済の現状をどうすべきかということ
についての議論は︑まったく棚上げになっています︒
佐々木：それにしても何故﹁東亜共栄圏﹂などという戦前・
戦中を思わせるような︑いかがわしい用語を持ち出すのでし
ょう︒
やすい：たしかにグローバル化の時代にあっては︑東アジア
や東北アジアという地域にこだわる必要はないかもしれませ
ん︒また個人とすれば︑自ら日本人であることにもこだわる
必要はありません︒グローバル市民として自分が最も活躍で
きるところで住み︑グローバルな視野で活動すべきでしょう︒
資本などは本来が無国籍な性格が強いですから︑最も成長力
の強い地域に流れていきます︒グローバル・デモクラシーか

らみれば︑結果としてそれが人類全体や地球環境にとってプ
ラスに作用すればいいわけです︒

佐々木：といってもそのために弱者の切り捨てになっては困
ります︒人権や人間の安全保障の視点も忘れてはなりません︒

やすい：全くその通りです︒ともかくグローバル化は地球全
体の統合ですが︑当然その過程で︑地域的な結びつきも強く
なります︒東亜の協力体制を強く︑深くしていく必要がある
わけです︒

佐々木：それだけでなく︑欧米の時代である近代から東亜の
時代である脱近代︑ 21
世紀という発想があるのはどうしてで
しょう︒

やすい：それはグローバル化に伴って︑社会体制や経済体制
も抜本的に変革されなければならないし︑そうした時代に相
応しい新しい世界観や価値観が創造され︑受容されなければ
ならないと考えられるからです︒

佐々木：欧米の近代を支えた産業資本主義や機械文明に取っ
て代わる︑新しい思想は東洋から生まれるのだということで
すか︒
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やすい：もちろんです︒その思想こそ自分の主観・客観認識
図式を超克した事的世界観なのだということも︑おおいに匂
わせています︒日本と中国が世界の軸になるというのも︑経
済力における結合の意味だけでなく︑近代の世界観を超えう
る芽を東洋思想から見出すべきだという発想があるからです︒
佐々木：そうしますと︑廣松哲学もマルクスやマッハや現象
学の批判的発展という性格だけではなく︑やすいさんの指摘
の通り︑西田哲学や禅からの発展という性格も持っていたこ
とを廣松自ら自覚していたことになりますね︒その意味で禅
宗での葬儀は象徴的ですね︒
やすい：東亜共栄圏や東亜協同体という発想も︑実は京都学
派の発想であり︑それを廣松自身が検証しなおし︑批判的に
継承しようとしているわけです︒ということは西田幾多郎や
三木清とも親近感を感じていたことになります︒ですから戦
中における﹁近代の超克﹂の議論も︑決して突き放して馬鹿
にするのではなく︑また体制翼賛的で戦争協力的だからとい
って糾弾するだけでなく︑内在的に理解し︑批判的に継承し
ようという姿勢をもっているのです︒
佐々木：そういえば戦時中の﹁近代の超克﹂の議論について
も論及しているようですね︒

やすい：西田幾多郎を中心にする京都学派には右派と左派が
あって︑戦争に積極的に協力して︑戦争で死ぬことを美化し
たのは﹃世界史の哲学﹄で知られた高山岩男らの右派で︑三
木清︑船山信一らの左派は野蛮な侵略や帝国主義的性格に抵
抗していたと知識人からは見られがちです︒

佐々木：そういえば︑梅原猛も高山岩男のことは自分たちに
戦争で死ぬことの意義を示してくれたと︑責任を厳しく追求
していますが︑西田や三木の責任は追及していませんね︒

やすい：梅原は西田の苦悩の哲学に惹かれていたので︑西田
の責任にしたくないという心理が働いていると思われます︒
高山たちの世界史の哲学は︑欧米帝国主義の支配から︑東洋
が脱出することによって欧米中心の世界史が終焉し︑真の人
類的な世界史が始まるというものです︒その際に日本民族が
中心的な役割を果せるかどうか︑民族のモラーリッシュ・エ
ナジーが問われているという構えで︑第二次大戦に参戦する
日本の世界史的使命を説いたのです︒

佐々木：やすいさんの﹃西田哲学入門講座﹄によりますと︑
西田も﹁死して生きる﹂という論理を展開していたわけです
ね︒

やすい：それに昭和研究会を中心に三木や舩山らが説いた東
亜協同体やその協同主義哲学は︑﹁世界史の哲学﹂と何ら矛
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盾するものではありません︒欧米からの東亜の解放を勝ち取
るための協力体制の構築を目指したものですから︒両方とも
西田幾多郎自身が持っていた方向性にそったものです︒
佐々木：しかしそれらは野蛮で凶暴な帝国主義的侵略を美化
し︑隠蔽するものでしかなかったのでしょう︒
やすい：ええ︑歴史的にはそういう否定的な役割しか果せな
かったのですが︑東亜の協力体制を築き上げて︑欧米帝国主
義の世界支配を克服するという﹁近代の超克﹂の課題自体は
批判的に継承していくべきだということです︒
佐々木：しかしそれは侵略の合理化だったという意味では抵
抗を感じますね︒
やすい：最近廣松渉著作集の中国語訳が出ているのですが︑
何が中国の人々にとって魅力かといいますと︑東亜協力体制
の構築をとなえ︑欧米の近代思想を超克する東洋的な思想の
伝統を踏まえた脱近代の思想の構築を試みているところだと
言われています︒昭和研究会で三木と共に﹁協同主義の哲学﹂
をとなえた舩山信一︑私の恩師ですが︑中国では大変高い評
価を受けています︒日本を代表する哲学者と思われているわ
けです︒舩山によれば戦前は日本が近代化で先行したので東
亜の協同で主導しようとしたが︑戦後は中国が主導的になる
のは当然だという見解でした︒

佐々木：ということは中国は︑東亜協同体の形成を日本を巻
き込む形で行おうとしており︑そのための参考にするために︑
﹁協同主義の哲学﹂や廣松哲学から学ぼうとしているという
ことですね︒

やすい：それは大いに考えられますね︒中国主導で東亜協同
体が形成されても共存共栄できるのなら︑大いに結構ですが︑
今のままですと日本が落ち込んでいって︑中国の経済圏に吸
収されることにもなりかねません︒日本側にもしっかりとし
た主体が形成されていないと困ります︒

二︑近代の超克の思想的な中身は何か？

佐々木：東亜協同体を中心に新しい超近代の文明を作り︑そ
の原理でグローバル化された世界を引っ張っていこうという
ことですね︒しかしそれが相変わらずの産業資本主義である
とすると︑中国・インドなどの十億人を超える地域での工業
化は︑地球環境に壊滅的な影響を与えるのではないかと心配
です︒

やすい：廣松もそれを一番憂慮しているのです︒豊かさの象
徴である乗用車の普及だけでも相当深刻な影響があるでしょ
うね︒このまま中国が生産力至上主義で資本主義的な自由競
争でやっていくと︑地域格差や所得格差が大きくなり︑その
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面での不満も飽和に達するでしょうし︑環境破壊の深刻化で
経済発展にブレーキがかかるようになり︑やがて大恐慌で破
綻するような事態も招きかねません︒その意味で社会主義的
な規制や計画性の導入なども不可欠になり︑修正資本主義的
な社会保障政策も重要になります︒その意味で廣松自身はま
だ社会主義の息の根は止められていないとみていたようです
ね︒
佐々木：社会主義も生産力至上主義には変わりがなく︑おま
けに官僚主義や統制経済で破綻したのではないのですか︒環
境問題でも中国では市民運動ができないだけに︑かえって公
害問題は資本主義国以上にひどいようです︒
やすい：確かにそのとおりですが︑環境問題の解決のために
はかなりの強制力が必要なのも事実です︒事態次第ではエコ
独裁権力の必要性すら論議されています︒
佐々木：そういうことと廣松哲学はどのように関連している
のですか︒
やすい：物的世界観から事的世界観へというスローガンは︑
工業製品の大量生産大量消費から情報やサービスという事に
近いものへ生産の中心が移行せざるをえない時代に相応しい
かもしれません︒

佐々木：情報自体をとってみても︑書籍からインターネット
情報に移行すれば︑物から事への移行と言えますね︒住宅や
衣服の比重がこのところのデフレで落ちてきて︑旅行やショ
ー見物やイベントに︑あるいは教養や文化に触れることの比
重が大きくなるのも︑事を中心に世界を観る見方とつながる
かもしれませんね︒

やすい：廣松自身は﹁物から事へ﹂を経済の情報化・サービ
ス化と関連させてあまり論じてないようですが︑その面に応
用すれば分かりやすくなりますね︒

佐々木：情報やサービスでも商品化されれば︑物のごとく売
買されるわけで︑逆に事の物化であるとも言えますからね︒
﹁物から事へ﹂というのは思想的にどういう意味があるので
しょう︒

やすい：世界を物と物の関係としてでなく︑常に事態として
生起している事として捉えるわけですから︑常に自己自身の
生々しい体験として捉えられるわけです︒物と物の関係なら︑
物となってしまっているのですから︑その物というものの知
識や今までの慣習的なやりかたで関わっておけば︐たいてい
は済んだし︑また自分の力の限界からみてこれだけしかでき
ないというのか︑固定的に分かっていたわけです︒ところが
事の場合は対象は自己自身の体験であり︑遭遇している事態
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であって︑常に自分自身の状態として引き受けてしまってい
るわけです︒
佐々木：﹁物と物の関係﹂として捉えるといいましても︑廣
松も事的世界観の説明で﹁関係主義的﹂という用語を使って
いるようですが︒
やすい：ええ︑物的世界観では︑先ず物と物が在って︑それ
らが関係しあうわけで︑物が在るのが前提なんです︒ところ
が事的世界観では︑先ずあるのは事︑事態であって︑物はそ
の倒錯的な物象化的錯視に基づいているのです︒やすいと
佐々木の関係も︑物的世界観ではやすいと佐々木が先ず在っ
て︑両者が対談をするという構図です︒対談の内容やその成
果は︑それぞれの人物の内容によって決まってくるのです︒
ところが事的世界観では︑対談という事態が進行しているわ
けで︑内容も成果も常に事態として生起し続けているのでで
す︒この事態を函数的に記述する際に︑対談というやすいと
佐々木の関係が先ず捉えられ︑関係の項としてやすいと佐々
木が機能的に語られることになります︒それで﹁関係主義的﹂
というのです︒その場合︑事的世界観によりますと︑やすい
や佐々木を物として固定してしまってはだめです︒両者とも
事の契機なのですから︑事の成り行き次第では︑思いもよら
ない事態が起るかもしれません︒

佐々木：弁証法では﹁対立物の統一﹂といいますが︑物的世
界観に即して言えば︑﹁対立している物どうしの統一﹂であ
るのに対して︑事的世界観で言えば︑﹁統一の両契機として
の対立物﹂ということですね︒そういえば︑精神病は多分に
関係病で家族関係の危機が家族の誰かに精神疾患として現れ
たりすると言われます︒個人の精神だけ見ていたのでは︑と
ても精神疾患発生のメカニズムは分からないけれど︑家族や
会社や学校あるいは社会などの関係から生じるらしいですね︒

やすい：先ほどちょっと触れられた﹁死して生きる﹂という
のも事的世界観でいえば︑息を吸い続けているから生きてい
るわけです︒断食し続ければ死んでしまいます︒また古い老
廃物を排出し︑今までの自己と決別し︑更新し続けているわ
けです︒つまり日々刻々と我々は︑環境と共に自らを再生し
ているということで︑生きるということも︑単なる連続では
なく︑生と死の微分的な断続なのです︒宮沢賢治のいう交流
の電灯です︒一秒間に何百回もついたり消えたり︑生死を繰
り返しているようなものです︒そのように事として生を捉え
返しますと︑それぞれの刹那において自分が自然や社会の環
境や関係によって造られ︑生まれさせられているということ
ですから︑その大いなる力や意志を感じ︑それと一つになっ
て生きることが大切になってきます︒

佐々木：そういえば︑廣松哲学については革命家のわりには ,
実践的な主体についての展開が弱いという評判だったようで
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すが︑事的世界観ではその刹那刹那に世界と自己が更新され
るので︑それぞれの刹那に新しい創造のチャンスがあるとい
うことに実践的意義があるのですか︒
やすい：その意味の事的世界観は廣松だけでなく︑西田哲学
での行為的直観では先ほどの﹁死して生きる﹂という論理で
いわれていることです︒また渡辺慧なども廣松より以前から
事と物の違いに注目して︑事的世界観を打ち出していました︒
廣松の場合は︑それに加えて巨大な物質文明として立ちはだ
かっている国家や資本主義的な社会機構も結局は︑人間間の
関係である︒だから関係を変えれば︑資本主義でも倒せるの
だという点にあるんだと解説する廣松派の人がいましたね︒
誰だったか忘れましたが︑さすがに本人はそんな単純な説明
の仕方はしていないと思いますが︒
佐々木：物や機構だったらでっかくてとても倒せないけれど︑
人間関係なら組織的に団結したり︑相手の弱点を衝いたりす
れば倒せるのじゃないかということですね︒
やすい：私はどうせ革命をするなら︑民主的な多数派を形成
して︑国民的な合意の上で行うべきだと思います︒それが急
にできないのなら︑職場や地域で民主的な改良を積み上げて
いけばいいのです︒社会を人間関係それも階級関係に還元し
て︑そこから変革の可能性を探ろうとしたのはマルクス的な
発想です︒ヘーゲル左派の論客たちは︑ヘーゲルが絶対精神

を歴史の主体と置くのに反撥して︑現実的諸個人を主体とす
る方向性をもっていたのです︒フォイエルバッハは︑ヘーゲ
ルの論理の自己疎外を見抜いて人類の類的本質こそが現実的
な主体だとしたのです︒ブルーノ・バウワ︱は自己意識を︑
ヘスは諸個人の協働を絶対精神に取って代わらせたのです︒
マルクスは社会的諸関係のアンサンブルとしての現実的諸個
人が社会を構成していると捉えたのです︒

佐々木：廣松にすれば︑現実的諸個人が諸個人という個体の
集合が社会を構成しているというのなら︑物的世界観による
社会観である︒マルクスはあくまでも社会関係の網の目とし
て︑関係を第一義において人間を捉えているということです
ね︒

やすい；しかしその社会関係を構成しているのはやはり現実
的諸個人でしかなかった︒

佐々木：でもそれは関係の第一義性から捉えられた諸個人で
すから︑単なる個人の集まりではありません︒

やすい：廣松の限界はそこではないかと思うのです︒関係か
ら捉えたり︑事として捉えたりすることが肝心なことなんで
す︒その際に物というのがしっかり捉えられていない︒
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佐々木：だってそれは︑物は事の倒錯視によるのですから︑
廣松の原理では︒

佐々木：それではやすいさんは物が人間の社会関係を形成し
ていると言われるのですか︒

を包み込んでいるようにみえても︑その実は人間関係なのだ
という見地にとどまっているのです︒

やすい：マルクスはそう考えたのです︒そのことによって︑
あたかも身体的な諸個人の関係に還元できるかに思ってしま
った︒そこが根本的な誤りなのです︒社会的な諸事物を含め
て成立する人間を捉えなければならない︑本当の﹁近代の超
克﹂は事的世界観への転換だけではだめなんです︒物的世界
観においても発展がみられなければならない︑というのが私
の立場です︒

佐々木：一見︑物と物の関係として見えるけれども︑その本
質は資本と賃金労働の搾取関係であるということを解明した
のが﹃資本論﹄でしょう︒

やすい：現代思想研究会は会員相互の関係から成り立ってい
ますが︑経済的な社会関係は︑商品生産社会では商品間の関
係として成立しています︒その場合に商品には労働力商品だ
けでなく︑ありとあらゆる商品が含まれているわけでして︑
物と物の関係なのです︒

やすい：私が言いたいのは︑社会を構成しているのは身体的
な諸個人だけではなく︑社会的な諸事物も含まれているとい
うことです︒
佐々木：廣松の場合は主客図式の超克がありますから︑社会
的諸事物も当然含まれることになりませんか︒
やすい：商品論でも人間の労働関係が商品間の関係に置き換
えられて捉えられることを︑人間関係が物どうしの関係に置
き換えられる物象化であり︑だから生産物は人間の社会関係
の規定を受け取って︑人間を支配するので︑物を神にする最
も野蛮なフェティシズム信仰に陥っていると︑マルクスは﹃資
本論﹄を展開しているのです︒つまりマルクスは生産物は物
だから人間の社会的規定を受け取るのは倒錯だと批判してい
るわけです︒この議論を前提にしているのですから︑廣松も︑
社会的事物の商品化を人間の物化あるいは人間関係の物象化
と捉えており︑そこに倒錯性を指摘しているのですから︑人
間社会を身体的な諸個人によって構成されていると捉えてい
るのです︒ですからいかに商品が人間の社会関係を示しても︑
それは労働の社会関係が物に投影して︑元々物とは無縁な社
会的諸規定を受け取らせ︑人間が物にすりかわっているとし
たのです︒ということはやはり︑社会関係はいかに巨大な物
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佐々木：廣松哲学では︑﹁実体から関係へ﹂﹁物から事へ﹂
という移行が︑﹁倒錯﹂というタームを使っているので︑﹁実
体﹂や﹁物﹂から説明することが倒錯だということになりま
すね︒極言すれば﹁実体﹂や﹁物﹂なんて本当はないんだと
いう立場なんでしょう︒まあ仏教でいう﹁空﹂みたいなもの
ですね︒結局ナーガールジュナの立場では﹁一切皆空﹂なん
ですから︒
やすい：宗教的な悟りとしてはなかなか凄いですよね︒しか
しその場合でも﹃般若心経﹄で﹁色即是空﹂と言って︑すぐ
﹁空即是色﹂と言いますね︒それと同様ですが︑﹁物は関係
である﹂のですが︑同時に﹁関係は物の関係﹂なんです︒﹁事
態が第一次的存在である﹂としても﹁事態は物の運動や関係
としてしか現れない﹂のです︒ですから﹁物の第一次性﹂も
同時に承認されなければならないのです︒
佐々木：やすいさんの議論はもどかしいですね︒﹁事の第一
次性﹂に反論するのだったら︑﹁物の第一次性﹂を主張すれ
ばすっきりするのに︑﹁それは凄い発想だとか﹂﹁大切な視
点だ﹂とかいいながら︑やはり﹁物の第一次性﹂も忘れては
ならないというのですから︒
やすい：そこが議論の弁証法的発展というものです︒最初は
やはり﹁事・事態﹂に還元する廣松の議論では非合理主義に
陥る感じがして︑世界は物と物の関係として捉えるべきだと

いう﹁物的世界観﹂で批判しようとしていたのです︒でも物
も事態の統合でしかないということは否定しきれません︒と
ころが廣松の議論では﹁物﹂は事の物象化的倒錯視という批
判的な捉え方しかできないことになります︒物の主体性や実
体性︑物の大切さとかいうものが捉えきれなくなっています︒

佐々木：廣松は要素主義︑実体主義の近代思想を超克しよう
というのですから︑やすいさんは廣松からみれば近代を乗り
越えられていないということになりますね︒

やすい：哲学的な立場というのは︑決して単純に乗り越える
べきものではないのです︒プラトン学者に言わせれば︑プラ
トン後の哲学史もすべてプラトンの注釈に過ぎないので︑決
して乗り越えてはいないことになります︒主観・客観認識図
式はデカルト以降の近代的な認識図式だと廣松はみなして︑
主客図式の乗り越えを﹁近代の超克﹂のようにいいますが︑
私に言わせれば︑言語の主語・述語構造に既に認識の主客図
式が含まれています︒仏教や老荘思想には主客図式の超克の
問題意識は強烈です︒私の立場は︑﹁哲学の大樹﹂なので︑
当然主客認識図式も︑その超克も︑物的世界観も事的世界観
も︑その占めるべき位置を確定できれば両立できるのだとい
う立場です︒

佐々木：それはとてつもない大風呂敷ですが︑果たして論証
できるのでしょうか︒
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やすい：私が一人でするのは荷が重過ぎますが︑そのうち﹁哲
学の大樹﹂という学派ができるので︑きっとできるでしょう︒
佐々木：おやおやまた大風呂敷ですね︒一体どこに共鳴者が
いるのでしょうか？
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廣松渉﹃資本論の哲学﹄批判
はじめに

私は広松氏から大変大きな学問的影響を受けている︒と
いうのは氏の学名が世に轟く最大の機縁となった出世作﹃マ
ルクス主義の成立過程﹄︑その中でも特に﹁初期マルクス像
の批判的再構成﹂という論稿に電撃的な衝撃を受けたからで
ある︒

それまでの私は熱狂的な疎外論の信奉者であったが︑この
衝撃によって私の中の疎外論は爆砕されてしまった︒︵もっ
とも︑その後のマルクスの﹃疎外﹄という用語の使い方を詳細
に検討した結果︑疎外論は払拭されていないことが分かった︒︶
私にとってほそれは最大の思想的転向体験であった︒従って
私が氏の学才に対して最大級の畏敬の念を今もって持続して
いることは言うまでもない︒また︑氏の﹃ドイツ・イデオロ
ギー﹄研究から受けた感銘も忘れることはできない︒エンゲ
ルス主導説によってマルクス・エンゲルスの自已疎外論から
の脱却をあとづけられた業績は高く評価されてしかるべきで
ある︒︵自己疎外論からの脱却説への支持は撤回させていただ
く︒︶
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﹃資本論の哲学﹄で氏が主題としていることは労働生産物
が商品として把えられることを物象化的倒錯視として批判す
ること︑また︑そのことによって商品の価値内在を否定する
ことにある︒この論証は抽象的人間労働の凝結を実体主義的
に把えているマルクスの叙述を︑物象化的倒錯視に陥ってい
る読者に合わせたものとして把え返すことによって行われて
いる︒これが倒錯視であることは後は説明され︑物象化的倒
錯視の論理構造が商品の存立構造として浮び上ってくるとい
うわけである︒この推理が仮に当っているとすれば実に驚嘆
に価いするが︑仮に当っていないとしても︑このような大胆
な推理を為し得る廣松氏の学才は尋常のものではない︒

しかし氏が独特の共同主観性論によって主・客図式による
在と意味﹄が主著として出版された︶従って私の本格的な世
近世的世界了解の地平を超克する論理を本格的に展開される
界観的地平における批判もこの二書に対するものでなければ
段に至るや︑私の﹁粗笨﹂な唯物論は氏の根本的な哲学的立
ならない︒しかし︑自説をまとめ上げる為の対決は︑私の専
場の対極に自已を発見せざるを得ないのであった︒かくして
門領域である経済哲学に関する氏の代表作﹃資本論の哲学﹄
私の学的営為はそれ以来廣松説との対決によって自説を鍛え︑ に対してひとまず行わざるを得ない︒氏の主著に対する批判
成長させることを重大な問題意識とすることになる︒そのこ
はやむを得ず私の当面の課題である﹁人間学的商品論﹂の仕
とは私の理論形成が廣松理論との対決を不可欠な要素として
上りを待って存分に行ないたい︒また﹃資本論の哲学﹄に対
いることを意味する︒従って私の理論的成果を本格的な形で
する批判を先行させることは︿理論の戦場﹀からの要請とも
世に問う前に廣松説との対決の姿をはっきりと把え返し︑廣
一致しよう︒何故なら氏独特の存在論︑認識論がマルクス自
松説批判をまとめ上げる作業が不可避となった次第である︒
身のものでもあるとする根拠が﹁資本論﹂における物神性論︑
物象化論の廣松氏流解釈にあり︑その正否を問うことは氏の
論理の有力な柱を崩すことになる筈だからである︒
もちろん廣松理論に対する批判は焦眉の課題である︒弁証
法的唯物論も廣松理論との対決を通して再検証され︑より平
板な図式主義から脱却しなければならない︒廣松氏自身がマ
ルクスの真の唯一の継承者をもって自認し︑氏のマルクス解
釈が一定の市民権を得つつある現状をこれ以上︑表面的な批
判や黙殺によって放置することは決して許されるべきではな
い筈である︒氏の問題提起は世界観の根本に関わる基底的な
ものであり︑それだけに氏の提起を根底的に受け止め︑充分
に消化した上で反論することによって︑これまで平板な図式
主義に陥ってきた弁証法的唯物論も実のある成長を期待でき
ると思われる︒

氏の主題的な理論展開は﹃世界の共同主観的存在構造﹄及
び﹁事的世界観への前哨﹂において為されている︒︵後に﹃存
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そのような叙述の便法がとられていることを氏に確信させ
たのは自已疎外論の払拭に関する氏独特の解釈である︒抽象
的人間労働が価値の実体であり︑これが凝結して価値になる
というマルクスの叙述は氏にすればマルクスがとっくに払拭
してしまっている自己疎外論そのものであり︑従ってそのよ
うな論理をマルクスが用いる筈がないと考えられたからであ
る︒
廣松氏は労働が対象化され対象に凝固すること自体︑自己
疎外論としてしりぞけられるのである︒しがって自己疎外論
の払拭という解釈の批判から始めて︑労働の対象化の論理を
明確にしなければならない︒
次に抽象的人間労働の実体的な凝結の把握が物象化的倒錯
視に迎合した暫定的な了解であることを証明するために︑広
松氏が指摘する矛盾︑即ち抽象的人間労働を一方で﹁単なる
生理学的労働力能の支出﹂としながら他方で﹁社会的実体﹂
と規定する矛盾について︑マルクスの論述に従ってこれが決
して矛盾したものでもなければ一方が暫定的な了解でもない
ことを論証する︒
さらに労働時間と価値量︑価値変動の検討仁よって投下労
働価値説の妥当性を否定しようとする廣松氏の論理に反論し︑
価値量が投下労働時間によってではなく必要労働時間によっ
て決定されるとする氏の論拠を検討し︑投下労働価値説の妥
当性を論証したい︒

廣松氏は抽象的人間労働という概念が機能的な概念である
ことを論証しようとして︑これが価値形態論によって商品所
持者間の交換論理に媒介されて成立するものであり︑それ故
商品所持者間にとって労働が抽象的なものとして見なされ︑
商品に価値が内在しているかに仮現すると立論される︒その
際氏は字野学派の周知の論理︑すなわち価値形態論に商品所
持者を登場させる論理︑展開された価値形態に相対的価値形
態が媒介されるという論理を導入する︒これに対して︑価値
法則が貫徹されるためには︑商品自体の内在的な論理によっ
て商品交換の論理を構築しなければならず︑商品交換の論理
的主体はあくまで商品自身であり︑その際舞台装置にすぎな
い商品所持者は首を出してはならないわけを説明する︒そし
て︑相対的価値形態は未展開のものとしては展開された価値
形態に媒介されたものであるという面は捨象されるべきであ
り︑従って抽象的人間労働も相対的価値形態において措定さ
れうることを明らかにする︒

廣松氏は価値形態論の分析を通して︑商品所持者の論理を
商品生産者の分業関係の論理に置換し︑そのもとで商品交換
の論理を分業関係から機能的なものとして再構成され︑氏の
得意の﹁四肢的﹂存立構造を応用される︒これに対してはあ
くまで商品交換を商品を主体として把えるマルクスの叙述を
尊重し︑分業関係を氏とは逆に商品関係に包摂されたものと
して把える論理を対置する︒
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しかるにマルクスにおいても︑人間と物との抽象的な区別
は固執されており︑商品が人間関係を取り結ぶことを物神崇
拝とし︑迷妄の一種と考えている︒従って生産物に凝結して
いる価値は再び生産物ではなく人間であると把え返され︑物
と物の関係として仮現しているのは実は人間関係にすぎない
とされるのである︒これでは人間が物となっていること︑物
が人間の現存である事実は︑人間は物ではないという固定観
念によって見失われ︑物と物の関係が人と人の関係を隠蔽す
るものと見なされてしまう︒しかし︑人間の労働は既に生産

は私的分業社会＝商品交換社会における社会人の本質規定と
廣松氏にあっては価値はあくまで共同主観的荏形成物でし
なっている︒かく把えて始めて︑価値形成的労働は︑人間の
かない︒そのことは氏の大前提である︒しかしマルクスは価
自己増殖として認識される︒この論理構造が抽象的人間労働
値を抽象的人間労働の凝結物として実体的に把えている︒し
の論理構造である︒
かし氏はこれを叙述の便法とされる︑その際︑氏の確信を支
えているのは価値を関係規定として把えているマルクスの論
抽象的人間労働の論理構造によって︑労働主体及び労働生
述である︒氏にあっては関係規定と実体的規定は相容れない
産物の本質が価値として措定され︑労働主体及び生産物が商
のであるから︑関係規定であるからには実体的規定ではあり
品であること︑かくして両者の本質的同一性が確認される︒
得ないことになる︒そこで私は関係規定とは何かを検討し︑
人間は自己の本質を価値として示すために自已を生産物の本
関係規定は実体的規定としてでなければ関係自体が成立たず︑ 質に対象化し︑生産物を自己の本質の顕示︑自已の現存在と
実体的規定も関係規定として措定されなければ関係性を持た
する︒かくして︑人間は単にその身体にとどまらず︑生産物
ないことを開示し︑両規定の抽象的区別に固執するところに
でもある︒かくして商品は身体と生産物の同一性であり︑人
氏の立論の機制があることを確認する︒
間そのもの︑人間＝商品であり︑商品＝人間である︒この人
間学的商品論によって価値の実体性︑抽象的人間労働の凝結
の実体性は疑問の余地なく論証されることになる︒

次に価値が何であるかについて積極的に自説を展開し︑読
者諸氏の批判を仰ぎたい︒経済的価値は単に評価の対象であ
るのではなく抽象的人間労働の凝結したものであり︑そこで
価値とされているのはどれだけの人間労働に相当しているか
である︒価値はそのことによって他商品に対する支配力を意
味するものとなっており︑しかもそれは人間の抽象的な現存
である抽象的人間労働を実体としている︒だから︑価値は商
品に対象化された人間の他人に対する支配力として把え返さ
れる︒人間は私的分業社会においては何よりも先ず︑他人に
対する︑他人の労働の成果に対する一定の支配力として︑抽
象的な権力として公認されなければならない︒かくして価値
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つまり使用価値を捨象すれば商品は自然物としての生産物
であることが捨象されるから人間として把えるしかない︒換
言すると︑人間労働の一定量と見なすしかないと考えただけ
である︒しかしこの人間労働の一定量というのはやはり︑生
産物として把え返えされてはじめて商品という定在を得るの
であるから︑価値が生産物の存在性格であることは否定し得
ない筈である︒ところがマルクスには︿使用価値＝生産物＝
自然物＝物﹀とその対極に︿価値＝抽象的人間労働の凝固＝

マルクスの主観的意図は︑決して商品の価値内在性を価値
が社会関係でしかないという立言によって否定しようとした
ものではない︒価値が商品の使用価値の捨象によって措定さ
れる以上︑価値を使用価値である労働生産物の内的規定と見
なし得ないと考えただけである︒

氏の論理に対して︑次のように反論したい︒私的分業社会
の機制そのものは商品交換の論理に基づいて構成されており︑
この交換論理そのものは商品自体の内在的論理によって展開
される他ない以上︑私的分業社会の機制から商品交換を基礎
づけることはできない︒それ故︑あくまで商品交換から出発
して私的分業社会の機制が説明されなければならないのだ︒
そして更に︑社会の汎通的意識はこのような商品の論理の反
映したものである︒

物に投下され凝結されてしまっているのであるから︑それを
っている性格のものではないとされるわけだ︒
実体とする価値は生産物の外部に存在するわけにはいかない︒
マルクス自身は従って使用価値規定の捨象によって商品は
人間に還帰しており︑この人間が抽象的人間労働の凝結であ
る価値であると考えているのである︒その意味では価値は商
品に内在しているが︑この価値は人間でしかなく︑生産物で
あることは捨象されているから︑その定在は結局宙に浮いて
しまうことになる︒その矛盾をマルクスは徹底して追求しな
かったから︑あくまで実体主義的に投下労働価値説を展開し︑
商品自体の内在的論理によって価値形態論を展開することが
できたのである︒
しかるに慧眼にもこのマルクスの弱点を発見し︑価値を共
同主観的なものとして措定し直し︑商品の価値内在性を仮現
と見なす見解が登場した︒廣松氏による独特の﹃資本論﹄解
釈である︒氏にあっては価値は私的分業社会の機制が労働生
産物の中に再生産に必要な労働時間が内属しているかに見な
すことによって合理的に労働生産物を流通︑配分するための
機能的︑函数的概念にすぎない︒つまり︑あくまで社会関係
の機制が先立し︑これが全構成員の共同主観性を各商品に価
値が内在しているかに汎通的に意識させることによって自己
制御を実現し︑再生産を維持しているとされるのである︒従
って抽象的人間労働の凝結を実体主義的に了解するのは︑こ
のような汎通的な意識に即したものであり︑事実問題に関わ

49

抽象的な人間の現存＝人間﹀という図式が固執されており︑
商品においてこれが梯氏流に絶対矛盾的自己同一になってい
るのである︒あと一歩で人間は商品であり︑商品は人間であ
るという認識に到達するのであるが︑人と物の抽象的区別に
固執するために果せないのである︒しかしマルクスの論理は
抽象的人間労働の実体的な凝結を出発点とし前提しているこ
と︑そこで商品の価値内在性は自明視されていることは疑え
ない︒
廣松氏は商品の価値が再生産に必要な労働時間によって実
際は決定されるのであって︑決して投下され凝結された労働
時間によって決定されるのではないから︑価値の内在性は仮
現にすぎないとされるのであるが︑そしてこの認識が実に氏
の最大の論拠になっているが︑その仕組みについては充分に
説得力のある説明が為されているとは言い難い︒この点につ
いての私の反論も充分つくさ
れているとは言い難いかもしれ
ないが︑読者諸氏に熟考をお願い
したい論点ではある︒

第一章︑廣松氏の﹁
俗流﹂
投下労働価値説
に対する批判の批判

第１節︑具体的有用労働の対象化︑凝固︑物質化
について

ａ．自己対象化と自己疎外論の問題点

廣松氏がいわゆる﹁俗流﹂投下労働価値説を批判されるの
は︑投下労働か対象に凝固して︑物化︑物体化︑物質化する
という論理を自己疎外論として受け止められているからであ
る︒廣松氏によればマルクスは自已疎外論を払拭したのであ
るから︑自己が外化して対象に凝固するという論理を今更用
いる筈はないのである︒氏によれば自己を対象化すること自
体︑自己疎外論的発想なのである︒しかし若きマルクスの自
己疎外論は︑自己の外化︑対象化が他者の定立となり︑自己
に対して疎遠に振まう他者によって支配され抑圧される事態
に関わっていた筈である︒従って決して︑自己の外化︑対象
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化だけで自已疎外が構成されているわけではない︒もちろん
廣松氏もそのことは承知しておられるだろう︒それ故︑廣松
氏によれば対象化された自己が他者となって主体としての自
己
に疎遠になるという自己対象化から自已疎外への転換の論理
だけを自已疎外論的発想に包むのではなくて︑自己対象化も
含めて自己疎外論としてしりぞけることになる︒つまり︑廣
松氏によればマルクスが自己疎外論として払拭したのは︑自
己対象化まで含めた自己疎外論︑即ち︑主体・客体図式に基
づく認識論的︑存在論的な了解の構造の総体なのである︒
廣松氏は﹃ドイツ・イデオロギー﹄の研究を通してエンゲ
ルス・マルクスがいかに主・客図式に基づく近世的世界了解
の地平を超克したかを﹁発見﹂される︒しかしいかに諸個人
の営為が協働的関連に基づく間主体的なものであり︑その認
識が共同主観的なものであることが確認されたにしても︑だ
からと言って︑いかに舞台装置がそうだからと言って︑諸個
人の実践や認識の構造は主体ー客体図式に基づいていること
まで否認しえない筈である︒だから︑諸個人の実践︑労働︑
認識についての主・客図式まで自己疎外論の払拭とともに払
拭する必要性はなかったと思われる︒
私の解釈では自已疎外論の問題点は次の諸点にある︒ 私(は
一九八四年頃から疎外論再評価を打ち出しており︑当ホームペ
ージの﹁疎外論再考ノート﹂を参照していただきたい︒︶

一つは自己が自己にあらざるものに自己を対象化して非自
己 ＝(他者 に)なり︑その非自己 ＝
( 他者 で
)ある自己が主体で
ある自己に疎遠に対立するという論理では︑対象化された自
己︑例えば資本︑商品が本来の自己ではないとされることで︑
ゾレン 当
(為 に
)よるザイン 現(実 の)否定という構えになって
しまうことである︒現実の労働者は資本であり︑商品である︒
労働力の商品化を非人間化として把える疎外論は現実的諸個
人の立場に立ち切れていない︑それ故﹁批判的批判﹂の立場
に止まっている︒

そのことは類的結合を実体化し︑そこから現実のばらばら
になっている諸個人を批判するという構えにも当てはまる︒
自己疎外論を払拭した﹃ドイツ・イデオロギー﹄の﹁フォイ
エルバッハ章﹂はフォイエルバッハの類的結合の立場から見
る社会観︑自然観︑人間観に対して︑人間の社会史がいかに
現実的諸個人の物質的利害の相克で彩られて来たか︑いかに
諸階級︑諸個人が私的利害によって時に相争い︑時に協調す
る社会︑即ち市民社会が歴史の真のかまどであったかを示し
ている︒

このように自己対象化したものを非自己として把える把え
方︑ザインをゾレンから批判する批判的批判︑現実的諸個人
を類的結合を実体化する立場から批判する方法等が自己疎外
論の誤まりであって︑これらを払拭したのが自已疎外論の払
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拭であった︒このことを私は他ならぬ廣松氏から学んだので
ある︒

ｂ︑労働における自己対象化の論理
では自已対象化が廣松氏からどのように批判されるか見てみ
よう︒

労働という作用が物質になるわけでもない︒即ち︑物材の形
が変っただけだから︑労働そのものは作用として機能した後
は消滅しており︑物になったわけではないのだ︒何故なら労
働が物になるのならその分だけ質料が増加していなければな
らず︑そのような質料の増加は一切起りえないからである︒
もっとも質料の増加云々は廣松氏の立言に対する私の補足で
あり︑解釈である︒この解釈は﹁物材の形態の変化﹂を労働
の対象化︑物質化とみる我々の見解を氏が否定する以上︑自
然の中に労働が新たな物質として付加されない限り労働の物
質化を認め得ないという見解が帰結されざるを得ないからで
ある︒
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﹁
マルクスは︑そもそも具体的有用労働の対象化という言い方す
ら比喩的に用いているのであって︑現に彼は﹁
人間は︑生産におい
て︑自然そのものと同様にしか︑つまり︑物材の形態を変化させ

ることしかできない﹂
と明言している
︒具体的有用労働で
例えば折り紙がある︒折り紙を折って折鶴にする︒この折
(Ib.S.57)
物質化﹂
を遂行するのでない以上︑況
すらへ ゲル的な語義での﹁
鶴は折紙の形が変っただけで折るという作業の前後には少し
や抽象的人間労働の﹁
凝結﹂
は
でありえない︒﹂﹃
マ
も質料の変化︑物質の増加は認められない︒従って折るとい
in realiter
(ル
クス主義の地平﹄ ( 頁︶
う作業は物質化していないと氏は考える︒もし形が変ったか
ら︑折るという作業は折鶴の形に物質化して凝固していると
広松氏がへーゲル的な語義での﹁物質化﹂という時︑自已
主張するならば︑氏はそれは比喩にすぎないとその主張を却
意識が自己疎外態としての物質となること︑精神の化肉を指
下されるに違いない︒つまり︑折鶴になったのは折紙だけで
している︒労働の論理に援用すれば︑労働が自已を対象化し
折る作業ではないからである︒しかし折紙が折鶴になるため
て物質になることが労働の自已対象化である︒
には折るという作業が付加されている筈で︑折紙十折る作業
＝折鶴 た
(し算が妥当かどうかは措くとして の
)図式が成立し︑
ところが廣松氏に言わせれば精神が物質になることが観念
折鶴には折るという作業が挿入され物質化されている筈であ
論的誤膠であるように︑労働はそれ自身作用にすぎず︑労働
る︒ところが廣松氏は質料だけに物質性を認められる為か折
によって主体が対象の中に入って対象になるわけでもないし︑
る作業の物質化は否定されるのである︒労働が力学的な仕事
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として行われる際には一定のエネルギーの転入が認められる
だろうが︑機械を用いる労働は完全に自然エネルギーに依存
する以上︑エネルギーの投入による労働の対象化︑凝固︑物
質化を説くことはできない︒従って我々が労働の物質化を説
く際にも︑労働が質科の増加︑エネルギーの増加を持たらす
ことを意味するものではない︒
へーゲル的な語義での﹁物質化﹂では精神が自己疎外態と
しての物質になったり︑無から有の創造︑バィブル的な神の
言葉が物質になって天地創造することなどを廣松氏は念頭に
おいておられるのだろうが︑そのような意味においてもいわ
ゆる労働の物質化はありえない︒
しかしマルクスが具体的有用労働の対象化という言い方を
比喩的に使っていると見破ることができたのは名推理でマル
クスの叙述の便法を暴くことができた廣松氏だけである︒
我々と廣松氏の間には﹁物質化﹂の﹁化﹂の意味に余程異な
った表象が浮んでくるという溝があるのであって︑そのこと
を自覚していないと議論は噛み合わない︒我々は無から有の
創造でなくても︑単に形姿を変えるだけでも立派に創造と認
めるし︑折るという作業が折紙に鶴に似た形を与えれば︑そ
の作業が折鶴の形に物質化し︑凝固していると卒直に字義通
り認めるにやぷさかでない︒さらに植物がでんぷんを作るの
は太陽のエネルギー放射の物質化だと認めてもよいし︑或い
は︑葉緑素の作用の対象化だと認めてもよい︒

主・客図式を超克してしまっている廣松氏から言えば︑こ
のような把え方は︑自然の相関的な関係のどこかに視点を置
き︑勝手にそれを主体にして作用主体を仮想し︑そこから能
動−受動を措定して︑受動の変化を能動の作用の成果と一面
的に観ずるところからくる倒錯視と見なされるべき妄論であ
ろうか︒

しかし作業︑作用︑労働と言った言葉は既に主・客図式か
ら物の相関関係を把えているのである︒たとえ相互作用と見
なした場合でも主体即客体︑客体即主体の主・客図式で把え
ざるを得ない︒関係そのものを実体化してその関係の両契機
として両者を把える視点では︑作用そのものが視圏から消去
されてしまい︑両者の様態の変化だけが記述されるにすぎな
い︒その記述の後でやはり両極に視点を置いて主体︑客体図
式から記述を解釈し直す必要が生じるだろう︒なぜなら人間
はやはり作用の主体として︑実践主体として振まわなければ
ならないからである︒

我々のいう唯物論は決して質料主義ではない︒我々は物質
を質料と形相の統一として理解しており︑へーゲル哲学を唯
物論的に転倒したマルクス・エンゲルスの立場も単なる形相
主義に対する質料主義であったとは思われない︒だから質料
の増減と労働の物質化を直接結びつけて考える必要は全くな
い︒例えば木材が机になったとする︒確かに質料に増加はな
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い︑むしろくずの分だけ減少している︒しかし机という形が
造られた︒これは単なる形の変化に終るものではない︒新し
い物質の創造である︒何故なら今や木材という物質は消失し
机(が木製であることは机が木材であることを意味しないか
ら ︑
)机という物質が生じた︒机を成している木は単に素材に
すぎない︒この机が木製であるかスチ−ル製であるかは机の
感触︑耐久性等を左右するに過ぎない︒最早木材であること
は机にとって絶対的な要件ではないのだ︒我々はこのように
机を全く新しく創造された物質として把握する︒
では一体︑この新しい物質は何によって生み出されたか︒
労働である︒机は労働の成果であり︑労働が行われたという
事実は机をみれば解る︒机という生産物の形姿の中に︑目に
見える物質の形で労働は保存されている︒これを労働の物質
化と表現するのは比喩であろうか︒
廣松氏は木材が机になったのであって労働が机になったの
ではないと強弁されるであろう︒例えぱ炭水化物はブドウ糖
に︑蛋白質はアミノ酸に最終的には分解される︑これが消化
である︒その際︑分解したのは作用因としては消化酵素であ
るが︑消化酵素がブドウ糖やアミノ酸になるわけでもない︒
ブドウ糖に変ったのは炭水化物であるし︑アミノ酸に変った
のは蛋白質である︒
たしかにその意味では労働が成果に化けることはない︒し

かし労働は跡形もなく消え去るのではなくて労働生産物の中
にはっきりと刻印を残し︑いかなる労働が行われたかは労働
生産物を見れば解る︒つまり物質に対象化されているのであ
る︒消化酵素がどれだけのブドウ糖やアミノ酸を造り出した
かは︑ブドウ糖やアミノ酸の量に対象化されているし︑画家
が何をしたかは彼の作品を見ればわかる︒生産物という物質
に労働は自已の姿を表現しているという事実は廣松氏も否定
し得ないであろう︒

労働がこのように物質を産出して︑そこに自已の姿を表現
している事実︑これが労働の対象化︑物質化︑凝固である︒
また労働は決して労働している姿だけで自己の何であるかを
示すことはできない︒この事実に刮目すべきである︒むしろ
生産物という物質において︑物質という形姿を自己の痕跡と
するのである︒大工は決してその動作の巧みで彼の仕事を表
現することはできない︒彼が建てた家屋が彼の仕事であり︑
我々は家を見て大工の仕事振りを評価するのである︒大工の
仕事は家屋そのものであり︑我々は労働生産物に労働を物質
化された姿で見てとることができる︒労働生産物の中にこの
ように労働は止揚され保存されていること︑このことを承認
しないで我々は労働の何たるかを決して把握できないだろう︒
それでも廣松氏は労働生産物に労働が自己を対象化して示す
ことを労働の対象化︑体化︑物質化︑凝固として把えるのは
比喩であると言われるのだろうか︒
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それでは精神の物質化も同様の論理で認めざるを得ないで
はないかという反論が予想される︒例えば仏像を通して我々
は仏の慈悲を見るし︑仏像に仏の慈悲が物質化されていると
も言い得る︒確かにその通りである︒我々はいわゆる無から
有の創造や︑霊が固まって物質になるという発想︑神の言葉
がそのまま物質になるという発想をしりぞけるが︑精神が物
質によって表現され︑物質化していること︑その意味で精神
の化肉を大いに認める︒﹃資本論の哲学﹄という書物は廣松
氏の思想の物化であり︑凝固である︒﹃ゲルニカ﹄といろ絵
画には反戦思想が物質化されている︒それでいいのである︒
拙(稿﹁物と人間﹂﹃立命館文学﹄所収参照 )

第２節︑抽象的人間労働の凝結について

ａ︑
﹁単なる生理学的労働カ能の支出﹂と﹁社会的実
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体﹂

具体的有用労働の対象化︑凝固すら字義通り把えようとは
されない廣松氏にあっては﹁抽象的人間労働の凝結﹂という
マルクスの表現は到底素直に受容できる代物ではない︒
﹁抽象
的人間労働とは︑実は︑或る社会関係の物象化的表現なので
ある︒従って︑また︑人間労働の物化︑凝結︑対象化という
言い方も︑へ ゲル学派的な意味での﹁人間の類的本質力とし
‑
ての労働の外化﹂
﹁疎外﹂ではなく︑社会関係が倒錯視的に物
神化された世界了解に即しての︑便宜的な言い方にすぎない︒
﹂
﹃(マルクス主義の地平﹄
)

社会関係が倒錯視的に物神化された世界了解に即してとい
う表現は次のことを意味している︒ある社会関係が維持され
るためには生産が行われ︑その生産物が配分され︑消費され
て再生産が行われなければならない︒私的分業社会では生産
物は私有されているから︑各人の必要を満たすためには生産
物を交換し合わなければならない︒その際妥当な交換比率が
必要である︒この交換比率は再生産に必要な労働時間を基準
にしたものにならざるを得ない︒さもなくば必要量が少なく
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マルクスは︑先ず商品を交換を前提にして把えている︒使
用価値 ＝
(効用︑私は﹁使用価値﹂という言葉を使用すること
には低抗を感じる︑﹃資本論の人間観の限界﹄参照 と
)交換価
値を持つものとして先ず把えることになる︒そのうえで何故
交換価値を持てるのかが問題とされ︑二種商品が等価値を持
つからだとされる︒この等式において使用価値 効(用 は)捨象
され︑量だけか関心事となり︑専ら二種商品は抽象的な価値
物として把えられる︒そして何故等価値在のかが問われるが︑
その際両者が等しいのは同一量の労働が投下されているから
だと考えられる︒

このように等式の両辺に置かれた労働は︑実は質的に異な
った具体的有用労働なのだが︑質的差異は量的関係において
は無関心にならざるを得ず︑捨象して考察されなければなら
ない︒従って︑価値を形成する労働は単に生理学的な労働と
して抽象的人間労働として分析される︒

だから︑労働生産物はこの等式においては﹁同じ幽霊みた
いな対象性︑無差別な人間労働の単なる凝結しか残留していな
い︒ーーーこういう共通な社会的実体の結晶として︑それらは
価値︑商品価値なのである︒
﹂ ﹃(資本論の哲学﹄ 頁の﹃資
本論﹄からの引用︑大月版では﹁幽霊﹂が﹁まぼろし﹂にな
っている︒ )
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ても高く評価される生産物に労働が集中し︑その結果︑生産
物が不足したり︑過多になったりするだろう︒商品交換が繰
り返えされ汎通している社会ではやがてその間の事情が反省
され︑生産物の交換比率がそれに必要な労働時間によって規
制されていることが対自化されるようになる︒しかしその際︑
労働時間を代表しているのは生産物であるから︑あたかも︑
生産物に労働時間が内在し︑凝結しているように思われるの
である︒抽象的人間労働が凝結していると考えれぱ価値が商
品に内在しているように把えられ︑ぞのことによって価値法
則が説明され︑商品交換の原理が一応理解できる︒だからマ
ルクスは便宜的︑暫定的な了解として︑抽象的人間労働の価
値への凝結を文言しているのだと廣松氏は考えておられる︒
もちろん労働が実際に凝結するものと考えている我々にと
っては﹁便宜的︑暫定的な了解﹂ではない︒抽象的人間労働
が価値に凝結しており︑それを根拠にして価値法則を導出で
きればよいのであって︑各商品に投下された労働量が再生産
に必要な労働量に一致するという機制もその中で明らかにさ
れ得るものである︒
何故︑それが倒錯視なのかはそもそも労働の凝結を倒錯視
として把えるところに最大の動機があるのだが︑氏は抽象的
人間労働のマルクスの規定に色々な矛盾を発見し︑それを傍
証しようとされる︒
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このようなマルクスの分析に対して︑廣松氏は対話の形で
﹁実在的なものはすべて捨象されてしまっているのだから︑レ
アールには何も残留しない筈だ﹂と質問者に問いかけさせ︑
だから﹃﹁幽霊みたいな対象性﹂と言っているじゃないか﹄と
反応する︒ 同
(書 頁 そ)れがあたかも実体的に存在するかの
ように受け止められるのは﹃社会的実体の結晶﹄だからであ
り︑言い換えれぱ社会関係が商品に物象化しているから︑そ
のような倒錯視が生じると廣松氏は解釈されるわけだ︒
さらに氏はマルクスが一方で抽象的人間労働を純粋に生理
学的な労働力能の支出としながら︑他方で社会的実体の結晶
とする事を矛盾としている︒ 同
(書 頁 )
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では廣松氏が先の引用で・・・・とされた個処を補ってみ
よう︒
﹁労働生産物に残っているものは︑同じまぼろしのよう
な対象性のほかにはなにもなく︑無差別な人間労働の︑すなわ
ちその支出の形態にはかかわりのない人間労働力の支出の︑た
だの凝固物のほかにはなにもない︒
これらのものが表わしているのは︑ただ︑その生産に人間労
働が支出されており︑人間労働が積み上げられているというこ
とだけである︒このようなそれらに共通な社会的実体の結晶と
して︑これらのものは価値 商‑品価値なのである﹂ 国(民文庫版
﹃資本論﹄ 頁 )

﹁人間労働の積み上げ﹂
﹁社会的実体の結晶﹂はどれも抽象的
人間労働の凝固についての説明であり︑言い換えにすぎない︒

生理学的云々も﹁無差別な人間労働の支出﹂
﹁支出の形態に
はかかわりのない人間労働力の支出﹂を指しているのだから
﹁社会的実体の結晶﹂と別物ではないのである︒

マルクスは﹁社会的実体﹂を﹁無差別な人間労働﹂つまり
抽象的人間労働として把えているのである︒
﹁共通な社会的実
体﹂とは商品関係が社会関係であるという把握に基づいて立
言されており︑社会関係として成立させるための共通性︑同
一性を意味している︒やはり抽象的人間労働のことなのであ
る︒

廣松氏は生理学的云々では個人的営為を表象され︑社会的
実体では社会関係全体を表象されて︑そこに矛盾を見出され
ておられるようだが︑それはこの交換関係における二種商品
の等置という事態を分析の前提としていることに無関心だか
らである︒

交換関係はそれ自体社会関係である︒二種商品が等置され︑
そのことによって使用価値 効(用 は)捨象され︑等量の価値物
として把握される︒また︑その根拠として︑双方に投下され
た労働が量的に等しいとされ︑かくして労働の質も捨象され
る︒こうして労働は抽象的な労働として︑同一の人間労働力
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マルクスの文面を素直に読めば﹁無差別な人間労働の凝固﹂
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る︒すなわちこのテーゼを額面通り受けとれば︑原始共産社会
であれ︑未来の共産主義社会であれ︑生産的労働が行なわれる
限り︑当の生産物は単なる使用価値ではなくて︑同時に価値物
でもあるということ︑従って︑それは商品の生産だということ
になる︒これはおかしな話だろう︒
﹂ ﹃(資本論の哲学﹄ 頁︑
以下﹃哲学﹄は同書を指す︒ )

廣松氏が引用されているマルクスの文章は第１章﹁商品﹂
の第二節﹁商品に表わされる労働の二重性﹂の末尾にある︒
マルクスはこの節で商品に含まれている労働が一面では価値
を形成する抽象的人間労働であり︑他面では使用価値 効
(用 )
を形成する具体的有用労働であることを説明しており︑両者
の具体的な内容を展開した後で最後にまとめの形で﹁すべて
の労働は﹂と述べているのであって︑これがその前に﹁商品
に含まれている﹂という言葉を省略したものであることは自
然に理解できるように書かれている︒廣松氏の引用を続ける
と﹁すべての労働は︑他面では︑特殊な︑目的を規定された形
態での人間の労働力の支出であって︑この具体的有用労働とい
う属性において︑それは使用価値を形成するのである︒
﹂ 国(民
文庫版 頁 )

あくまで第二節﹁商品に表わされる労働の二重性﹂の説明
であり︑そのまとめである︒まとめの部分が表題を超越して
労働一般についての論述であるかのように解するのは文脈を
無視した解釈と評さざるを得ない︒ただし労働を商品を形成
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の支出として把握され︑その凝結したものとしての等量の価
値が双方の商品に内在していることになる︒
しかし︑この価値は使用価値を捨象したものとしては目に
見えないし︑つかまえることもできない︒だから幽霊のよう
なと形容されたのである︒かくして価値関係としての社会関
係が 二 種 商品 間 で 成 り立 つ が も
( っと も 関 係 の論 理 は価 値 形
態論で展開されるが ︑
)この社会関係の実体︑即ち社会的実体
は︑今や無差別となり︑同一性に還元された人間労働であり︑
抽象的人間労働である︒だから社会的実体の結晶と純粋に生
理学的な労働力能の支出である抽象的人間労働の結晶とは全
く同じ意味である︒

ｂ︑抽象的人間労働の歴史的相対性

さらに広松氏の指摘を議論が多岐にわたることを恐れず辿
るこ と に しよ う ︒
﹁﹃凡そ労働というものは︑一面では︑生理
学的な意味での人間労働力の支出であって︑この抽象的人間労
働という属性において︑労働は商品価値を形成する︒
﹄という
テーゼだが︑この規定でいけば︑人間の労働というものは社会
的編成の如何にかかわらず価値形成的ということになるだろ
う︒つまり︑労働が人間の生理学的力能の支出である限り︑労
働生産物は必ず価値物という性格を持つ筈だということにな
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する活動に限定して解釈するなら別である︒そうすれぱ廣松
氏のような疑問はそもそも生じないであろう︒

廣松氏はさらに続けて﹁
﹃同じ労働は同じ時間には︑生産力
がいかに変動しようともつねに同じ価値量を生み出すのであ
る﹄と ﹃(資本論﹄ではー筆者 明)言されている︒この立論は︑
抽象的人間的労働という価値形成的な労働というものが︑まさ
に一切の社会的属性を捨象して︑純然たる生理学的力能の支出
という規定で押えられているところから︑そこではじめて可能

になっている主張だと思う﹂ と質問者に問わせ︑これに対し
て﹁同一時間の労働は生産力が変動しようとも依然として同一
量の価値に体現される︑というようなこういう俗流中の俗流的
投下労働価値説は決してマルクスの採るところではない﹂と断
言される︒﹁俗流﹂投下労働価説 私(見によれぱ俗流投下労働
価値説とは労働時間を時計で計れると単純に思い込んでいる
人 々の 考 え を 指 す ︒ 従っ て マ ルク ス も 私 も 俗 流 で はな い ︒ )
に組する私としては氏がマルクスが﹁俗流﹂投下労働価値説
をきっばりと止揚したという論拠を提出する前に︑このマル
クスの論述を弁護しておきたい︒

この論述は使用価値の増大に反比例して価値が減少するこ
とがあり得ることを労働の二面的な性格から説明している個
処であって︑生産力が増大してより多くの使用価値を同じ労
働時間で生産するようになった場合︑一商品当りに投下され
る労働時間は当然少なくてすむから︑一商品の価値も減少す
ることを説明している︒このことは生産性の向上が遅い一次
産品の値上りが︑生産性の向上が速い二次産品の値上がりよ
り相対的に大きいという事実によっても証明される︒これを
悪用して︑独占資本が二次産品の相対的値下がりを独占価格
を設定して抑制することによって独占利潤を獲得するという
現象が生じている︒この価値法則の蹂躙という現象を暴露す
るのも︑このような﹁俗流﹂投下労働価値説で行われている︒

もちろん生産力が変動しても同じ労働時間は同じ価値を生
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共同体においては商品関係がないのだから労働が商品価値
を形成することもまたあり得ない︒しかし生産物の評価︑労
働の配分︑生産物の分配において︑価値法則がどのように作
用するか︑またどのように価値法則を利用すべきかという問
題が残っているという議論もあり︑別稿で詳論したい︒
ともかく廣松氏の引用部分は﹁生産的労働は使用価値生産
的ではあっても︑必ずしも常に価値生産的ではないと述べてい
る条りと矛盾する﹂﹁(哲学﹂ 〜 頁 こ
)とはないのであり︑
氏の文脈の取り違えである︒商品を形成しない労働は使用価
値を形成しても価値を形成することはないというのは同義反
復である︒
58

Ｃ︑労働時間と価値量の関係

57

生理学的云々の抽象的人間労働と矛盾するものと考えて︑
﹁だ
から﹃資本論﹄を書いた時点でのマルクスの真意は︑決して生
理学的に抽象化された労働力能ということでは規定できない
筈だ﹂ ﹃(哲学﹄ 頁 と)されるのである︒

同様に次いで引用される﹃経済学批判要綱﹄の文面につい
ても﹁実体としての社会的労働﹂と﹁生理学的力能としての
抽象的人間労働﹂を矛盾したものとして把え︑
﹁実体としての
社会的労働﹂は﹁関係としての措定﹂であり﹁常識的にいう意
味での 実<体 ″>規定ではない﹂とされる︒﹃(哲学﹄ 〜 頁 )
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み出すというのは︑同一種類の商品の生産力の増大が平均的
に遂行されるという仮定に立った立論である︒つまり平均的
な生産力の増大によってその商品一個あたりの価値は減少す
ることが価値法則なのである︒かく解すれぱ﹁同じ労働は同
じ時間には︑生産力がどんなに変動しようとも︑つねに同じ
価値量を生み出す﹂というマルクスの論述は法則的︑原理的︑
原則的に正当であるだけでなく価値法則の根本である︒

ｄ︑
﹁俗流﹂投下労働価値説批判の論拠
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では廣松氏が﹁俗流﹂投下労働価値説批判の論拠をいかに
しかしマルクスが抽象的人間労働を分析的に折出する際︑
持ち出すかを見ていこう︒
商品交換という社会関係が前提されていたのであって︑その
意味で﹁生理学的力能の支出﹂は抽象化された人間労働の形
容であり︑社会的実体を成している︒交換という社会関係が
先ず氏が引用されるのが︑マルクスがアダム・スミスの支配
前提であるから抽象的人間労働 生
労働価値説を評した下りである︒ある商品の価値はその商品
( 理学的 云 々の は
)﹁社会的
関係﹂によって規定された﹁関係規定﹂と言ってもよい︒
が支配し得る相手商品の労働時間に当たるというアダム・ス
ミスの説は価値の意味を他者に対する支配という相で把えた
廣松氏は﹁価値﹂﹁交換価値﹂﹁商品﹂はみな関係規定であ
絶賛すべき把握なのだが︑マルクスはこれを批判的に把えて
ると強調されるがそれは解り切ったことである︒ただし関係
おり︑抽象的人間労働の等置︑つまり社会的労働 社会的実体
(
)
の等置として︑社会的に規定されていないから不十分だとし
規定はまた︑実体規定でもなければならない︒両者は対立さ
ているのである︒︵
ｆ ところがこの文章に﹁私
せてとらえてはならないのだ︒だからマルクスは﹁フォイエ
MEW.Bd.26.S.46
)
ルバッハ・テーゼ﹂で﹁人間は社会的諸関係の総体﹂である
の労働または私の商品に含まれている労働がすでに社会的に
規定されており︑その性格が本質的に変わっていることをア
と述べているではないか︒しかしこの関係たる人間は生身の
身体として定在していること
ダムは見落している﹂とあるのを把え︑やはり社会的規定を
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も忘れてはならない︒この人間の純粋に生理学的な労働が凝
結して体化し︑抽象的な人間となっているという規定性にお
いて︑労働生産物は価値物であり︑商品なのである︒かくし
て単なる自然物ではなくなり︑社会的実体の結晶としての価
値を対象化し︑商品は社会的関係を︑つまり人間関係を担う
ことができるのである︒
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の商品はこれまでの価値を維持しえない︒しかしこのことか
ら投下労働価値説が否定されるわけでは決してない︒やはり
価値の実体は投下されている︑含まれている労働時間である
し︑たとえ以前のように評価されないとしても︑やはり幾分
かの価値評価を与えられる根拠は抽象的人間労働が凝結して
いるからである︒廣松氏は凝結してしまえば変化できない筈
だから価値量が変化することを認めることは投下労働価値説
を放棄することになると憶断しておられる︒そのような批判
は労働時間を単純に時計で計れると考えているような俗流投
下労働価値説に向けられるべきである︒

ｅ再生産に必要な労働量と価値量

ここで廣松氏がいかにこのマルクスの立論に勇気づけられ
ているかを拝見し︑その内容を吟味することにしよう︒

﹁コメントを挿むまでもなく︑
マルクスが価値の実体として︑
したがってまた︑価値の内在的尺度として﹃労働﹄を云為する
とき︑その労働量は︑現実に投下されて凝結している労働量で
はなくして︑それを現時点で再生産するとした場合︑現時点の
生産性の水準のもとで︑再生産のために社会的に必要とされる
労働の量なのであり︑この﹁社会的実体﹂は決して不易な形而
上学的実体なのではない︒それは︑その内実においては︑一種
の社会的な関係規定なのである﹄ ﹃(哲学﹄ 〜 頁 )
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廣松氏が抽象的人闇労働の凝結に対して論難される中で最
も自信を持って主張されるのはマルクスの次の引用に関して
であろう︒
﹁商品は使用価値としては或る独立なものとして現
われる︒これに反して︑価値としては単に定立されたものと
して︑つまり︑単に︑社会的に必要で︑同等な単純な労働時
間に対するその商品の割合によって規定されているものとし
て現われるだけである︒このようにまったく相対的なもので
あるから︑再生産に必要な労働時間が変わるならば︑たとえ
その商品に現実に含まれている労働時間は変わらないとして
も︑その商品の価値は変化するのである︒ (MEW
． Bd.26.S.154)
このことは﹃資本論﹄の読者ならぱ明解なことである︒
ある商品の価値は抽象的人間労働 社(会的に必要で︑同等な
労働 を
)幾時間分凝結しているかによって決まるが︑同一種類
の商品全体の平均的生産力が変化すれば︑その商品は同一種
類の商品の平均的な労働時間を凝結しているとしか評価され
ないから価値が変動する︒全く当然の事である︒半分の労働
時間で同一種類の商品が生産されるようになれば︑最早︑そ
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廣松氏のこの文面はそのものとしては正しい部分もある︒
確かに現実に投下されている労働量は生産物に表示されてい
るわけではない︒だから再生産に必要な労働量から逆に凝結
している労働量を類推して︑その価値尺度とすることはあな
がち不当ではない︒しかし︑再生産に必要な労働量はあくま
で類推的な価値尺度であって︑価値実体を成しているわけで
はない︒価値実体はあくまで凝結している労働量であって︑
これに取って替わることはできない︒氏の意図は再生産に必
要な労働量を凝結している労働に取って替わらせ︑抽象的人
間労働の凝結を商品の物神性に起因する物象化的倒錯視とし
て卻けることにある︒

過去の労働 そ
(の量︶の謂いであるとすれば︑当の労働量その
ものは固定的な大きさを保つ︒つまり︑例えば十時間の労働が
対象化されているという事実性は︑たとえその後に生産性の変
動があったとしても︑もはや変化の仕様がない︒ そ(こで仮に
同一製品が今日では五時間の労働で生産できるようになった
場合︑旧製品は新製品の二倍分の 労"働量 を含むことになる︒
ここにおいて︑価値の内在的尺度＝実体たる労働 量( な)るもの
を悟性的に固定化して 投"下されてる 労
"働量なりと考えると
き︑かの異時における価値の比較をめぐるアポリアが生ずるこ
とになる ︒)

こうして︑価値の内在的尺度︑かの﹃共通の単位﹄
﹃価値実
体﹄は自己完結的に固定的なものではなく︑まさしく歴史的︑
社会的な諸関係の一結節ともいうべく︑社会的諸関係の 函"数 "
である︒

廣松氏の意図を明瞭にするために長文に亘るが次の文面を
紹介しておこう︒
﹁再生産のために現在的に必要な労働量というこの規定が労
働価値説のプロブレマティックを一変せしめるものであるこ
とは駄目押しするまでもあるまい︒それはリカードを苦悩せし
め︑ベイリーをして古典派批判の一章を設けしめた﹃異時にお
ける価値比較﹄というアポリアの解消という域を越えて︑実は
存在論的了解の推転をもたらす体のものである︒

﹇−この﹁再生産のために社会的に必要な労働量﹂の存在性格︑
これがいわゆる entity
ではありえないこと︑それが特異な存

これに対して︑再生産のために社会的に必要な労働量は︑或
る製品にどれだけの労働が現実に投下されているかという事
実性からフリーである︒たとえ十時間の労働を要した製品であ
ろうとも︑現在の社会的生産性のもとでは︑それが五時間の労
働で再生産されうるならば︑当の製品は五時間分の﹁労働量﹂
の対象化物とみなされる︒

価 値 の 内在 的 尺 度 で あ り 実体 で あ る とこ ろ の 労働 労
(働時
間・労働量 が)︑もし投下され︑対象化されて 凝"固 し"ている
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在性格をもつことまでは容易に理解されよう︒因みに﹃価値尺
ない︒もし両者が交換されたら︑それは等量の労働がこめら
度としての労働時間はイデアールに存在するにすぎないので︑ れているということになり も(ちろん︑一回の偶然的な交換で
価値︵ママ︶比較のマテリーとしては役立たない﹄旨をマルク
はなく︑交換が繰り返えされるうちに法則的︑平均的に一定
スは既に﹃経済学批判要綱﹄ Ｓ． ｆ のなかで書いている﹈
︒
﹂ 割合で交換される場合 ︑
(
)
)その本当の労働時間が暴露されるこ
﹃(哲学﹄ 〜 頁︶
とになる︒
マ(マの個処は﹁価格﹂の誤植である︒
ともかく︑労働も一人よがりの労働時間であってはならず︑
Weil die Arbeitszeit als Wertmaß nur ideal existiert, kann
sie nicht als die Materie der Vergleichung der Preise 社会に通用し︑認められる一人前の労働︑労働時間でなけれ
ばならない︒その意味で﹁社会的に必要で︑同等な単純な労
dienen.)
働時間﹂でなければならないのである︒つまりは﹁社会的実
抽象的人間労働を折出する際︑マルクスは具体的有用労働
体﹂とならなければならない︒
を捨象し︑労働の質的差異をことごとく捨象して同一の労働
抽象的人間労働は世間の風に当って厳しく評価されるので︑
として把える︒ということはあたかも同一の労働力能を有し
た︑つまり同一の生産性を持った人間の労働が両商品を創出
優れて﹁社会的な関係規定﹂である︒だから当然︑生産性の
したかに把えることによって正当な資格で交換し合えると考
向上によって︑旧来の労働力能による労働時間は低い評価を
受けるはめになるが︑平均以上にかかった労働時間は平均的
えたのである︒生産物の交換は生産物の価値評価であり︑結
な労働時間に還元されるのが運命である︒実際に客観的には
局はそこに対象化された労働に対する評価である︒どれだけ
こめられている労働時間は減少したのであるから︒ところが
の労働が費やされたかは︑生産物に凝結した形で表現されて
いるのであり︑生産物を見て判定するしかない︒ところが生
廣松氏にはその間の事情がどうもよくのみこめないらしい︒
氏はもし過去の労働が凝固して固定しているのだったら︑価
産物には当然凝結された労働量の表示はない︒
﹁価値尺度とし
値量もも固定し変化しようがないと信じ込んでいるのである︒
ての労働時間はイデアールに存在するにすぎないので価格比
較のマテリー 材料 にはならない﹂のである︒
(
)
労働紙幣を発行し︑労働時間に応じてそれを各労働者に給
たとえ現実に費やされた労働時間に大きな開きがあっても︑ 付しようという妙案を考えついたブルードンやダリモンらも
そのような固定観念に支配されていた︒というのは例えば十
真実にどれだけの労働がこめられているのかはそれでは解ら
104
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時間の労働に対して﹁十時間﹂という名称入りの紙幣を給付
するとする︒それを受け取った労働者があまり日を置かず十
時間 分 の 生産 物 を 購 入 す れ ば 混 乱 は 少 なく て 済 む 価
( 値と価
格の直接的一致を前提しているのでやはり混乱はあるが ︑
)し
かし︑その労働者が倹約家で貯蓄意欲に燃えて労働紙幣を退
蔵したとする︒また生産性は不断に向上し︑過去において十
時間でつくれたものが現在ではわずか五時間でつくれるよう
になったとすると︑現在の十時間の労働は過去の二十時間の
労働に相当することになるのでこの労働紙幣の価値は倍化す
ることになり︑公平な分配は不可能になる︒
廣松氏はそこで短兵急にだから労働の凝結という前提その
ものが背理なのだと論結しようとされる︒それはさておき︑
プルードンやダリモンが労働紙幣を主張した論理は価値は労
働時間によって規定されており︑この労働時間は体化された
ものであるので固定しているから︑価値変化が生じることを
考慮に入れる必要を認められなかったのである︒ ﹃(経済学批
判要綱﹄
﹁貨幣に関する章﹂特に廣松氏の引用部分の前後を参
照されたい︒ )
プルードンやダリモン︑さらに廣松氏の固定観念の誤まり
はどこにあるのか︒それは投下された労働時間が絶対量とし
て悟性的に把えられていることにある︒マルクスにあっては︑
労働時間は生産物に投下され凝固して︑生産物の価値の実体
となっており︑一定の生産物を創造する労働量がその生産物

の労働時間である︒従って同量の生産物 同(一種類の同一品質
の を)創造した労働量は等量であり︑労働時間も同一である︒
もし時計で測った労働時間によって価値が決定されると考え︑
これに労働紙幣を発行したらどういうことになるか︑プルー
ドンのこの種の提案に︑マルクスが﹃哲学の貧困﹄で断固反
対したのは当然である︒なまけものが得をするのは自明なの
だから︒

社会主義の分配原則は﹁労働に応じて﹂と言われる︒これ
には私個人としては原則的に反対であるが︑それはさておき︑
マルクスがその際︑時計で測った労働時間を念頭に置いてい
ないことは明らかである︒あくまでどれだけの品質の製品を
どれだけ産出したかが労働の内容となり︑分配の基準となる
べきだとマルクスは考えたに違いない︒

このような視点から労働時間を見直すとき︑一人よがりの
労働時間は︑一人よがりの勉強時間と同様︑全く信用できな
いことが解る︒本当に十時間分労働がこめられているかどう
かは決して時計の針と一緒に十時間働いたという事実からは
でてこない︒その職業に専門的に携わっている労働力能の平
均的な十時間分の生産物を実際に創出できて始めて十時間分
働いたと世間では認められるのである︒マルクスが世間と同
様︑労働時間について厳しい見方をしていることは疑えない︒

このように生産物から労働時間を見返えすことで﹁異時に
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おける価値比較のアポリア﹂も解消する︒何故なら︑過去の
十時間分の労働は現在の五時間分の生産物しか創出しえてい
ないのであるから︑その生産物の価値が半減するのは当然で
ある︒その際︑過去の十時間分の労働も︑現在の五時間分の
労働と等置され︑労働時間も半減していると評価されている
のである︒ 実(際は逆に時間の倍化 )
時間概念を検討する際︑時間 を地球の自転運動を基準に考
えることは日々の生活にとって極めて有益ではあるが︑労働
量を計測する際︑この基準は極めて信用できないものである︒
時間を物質の運動量︑変化量として相対的に把え直す作業は
現代物理学によって為されたが︑マルクスは既に世間の常識
を対自化して︑労働時間の検討において相対的な時間論を打
ち出しているのである︒
このように相対的労働時間論は︑投下労働価値説と矛盾し
ないばかりか︑投下労働価値説に依拠しているのである︒も
し労働が凝結するのでなければ︑労働時間を比較することは
正しくできない︒何故なら︑その場合は労働時間は物化して
おらず︑従って生産物は労働時間を代表する資格に欠けるこ
とになり︑どれだけの労働が投下されているか問うことはで
きない︒そこで労働時間は一人よがりな主張を始めることに
なる︒
﹁十時間たしかに自分は働きました︒だから十時間分の
生産物を下さい︒﹂そうなればなまけ者は得をするし︑異時の
価値比較のアポリアにぷつかり︑市場は混乱し︑公平な分配

は行えず︑社会は必ず破綻する︒

また生産物が労働時間を凝結していることによって生産物
が労働時間を代表しないでも︑生産物の再生産に要する労働
時間がどうして割り出されるのか疑問である︒たしかに個々
の生産現場では経験的に幾時間分かは捉めても︑それが社会
的に必要な平均労働時間に対してどれだけの割合になるかは
交換を通して生産物に対する評価を通して評価されるのであ
るから︑やはり生産物に労働が何らかの形で含まれていると
解さなければならない︒市場原理のない共同体的計画経済な
ら別であるが︑市場経済では生産物の交換が労働時間を査定
するのだから︑生産物自身に労働時間が含まれていると解す
しかない︒

廣松氏の指摘された投下労働価値説の欠陥は︑労働時間を
時計で測れると憶い込んでいる俗流投下労働価値説の欠陥で
あり︑マルクス流の投下労働価値説には当てはまらないこと
が了解されたと 思われる︒﹁異時における価値比較の了ポリ
ア﹂も相対的労働時間論によって解消するし︑投下︑凝結を
前提して初めて解明されるのである︒

ではいよいよ後半部分である︒
﹁再生産に必要な労働時間が
変わるならば︑たとえその商品に現実に含まれている労働時間
は変わらないとしても︑その商品の価値は変化する﹂というマ
ルクスの立論自体は︑相対的労働時間論に立った立論と解す
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れば︑投下労働価値説と矛盾するどころか︑労働の投下︑凝
った十時間と新製品を作った五時間は︑生産物から把え返す
結をかえって前提していること再言するまでもなかろう︒
相対的労働時間論からは共に七時半の同一労働時間なのであ
る︒そしてこれが価値実体であり︑価値尺度である︒
ところが廣松氏は︑価値実体︑価値の内在的尺度としての
廣松氏の議論では新製品に含まれた労働時間でさえ価値を
労働を現在の水準で新たに再生産のために社会的に必要な労
規定することはできない︒何故なら廣松氏は﹁再生産﹂の﹁再﹂
働とされ︑これを投下され︑凝結している労働ではないとさ
れる︒つまり生産性の向上によって以前より少ない労働時間
の字に執着しておられるからである︒価値を規定するのはあ
くまでこれから新たにもう一つ作り出すために社会的に必要
しか含んでいない同一商品の出現によって︑内包されている
な労働時間であって︑まだ稼動していない近接未来形の労働
平均的労働時間が減少し︑その為に既存商品の価値が減少す
時間である︒つまりどれだけ労働時間を要したかではなく︑
る事態の説明としてマルクスの立言を解さないわけである︒
どれだけ要するのかが問題だと言われるのである︒
廣松氏の論法でいくと︑再生産のために必要な労働時間が
短縮されると価値量がそのような新製品の出現に影響されて
これから稼動する労働時間が商品交換の際に商品所持者の
減価するのではなく︑唐突にも新たな生産力に基づく再生産
意識に心理的な影響を与えて価格の変動に一定の作用因にな
に必要な労働時間が価値量を規定してしまうことになる︒し
るというのなら素直に納得してもよいが︑現実に流通してい
かしこのような論法は衆人を納得させることはできないだろ
る商品の総労働時間とその商品の数量によって価値を規定し
う︒何故ならたとえ再生産に必要な労働時間が減少しても︑
ないで︑それらを無視して未稼動の労働時間を想定して価値
旧製品が市場に残っている限り︑平均的な労働時間は旧製品
量を規制するという発想は実に大胆な発想の転換であり︑主
と新製品 もちろん同一品質で生産性のみ異なることは前提
体・客体図式を超克し︑近世的な世界了解の地平を越えて進
(
)
の双方を含んだ平均的労働時間となる筈だからである︒例え
んで お ら れ る 廣 松氏 な らで は の非 凡 な 着想 で ある ︒ 従 っ て
我々には容易に納得し難い︒
ば新製品と旧製品の市場に占める割合が半分半分で︑一個あ
たり必要な労働時間は新製品の場合五時間になっており︑旧
氏の任務はこの未稼動の労働時間が一体どのようにして︑
製品は十時間労働を平均的に必要としたと仮定しよう︒その
場合︑両製品とも同一価値量を含んでいることになり︑その
既に完成され市場に流通している諸商品の価値実体となって
価格形成の主要因となるのか︑その仕組を具体的に展開され
労働時間は七時間半であったことになる︒つまり旧製品を作
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ることである︒それが果されない限り投下労働価値説は微動
だにしないだろう︒
廣松氏は再生産に必要な労働時間を分業組織における労働
配分とそれに基づく機能的な生産物分配の視点から機能的に
取り扱われようとされる︒そこでは各商品は再生産にはどれ
だけの労働時間が要りそうだという商品所持君の推量が交換
を遂行し︑それが法則的︑平均的に︑再生産に必要な労働時
間に一致すると仮定されている︒もちろん︑そのように把え
ることもあながち極端な誤謬ではないし︑一定の現象的説明
としての有効性もあるかもしれない︒しかし価値を価格形成
の基準として把え︑現実の経済現象を根本的に科学的に解明
しなければならない場合にそれでは不充分である︒というの
は現実の価格は生産物の需給関係によって変動を規制され︑
その変動の中心点は生産物の総労働時間を生産物の総量で割
った 一 個 当 り の 平 均 的 な 必 要 こ
( れか ら で は な く て 既に 要 し
た 労
)働時間になっているからである︒
つまり再生産に必要な労働時間がどうであれ︑現に手に入
れなければならない商品の価値は既定のものでありそれに従
わなければならない︒これから五時間で作れるものでも市場
に出回っている商品の平均必要労働時問が十時間であれば︑
十時間分の価値に照応した価格で買わざるを得ない︒逆に過
剰に作りすぎたため︑大量生産によって一商品当たりの労働
時間が節約できた生産物を取ってみよう︒この商品の価値は

少なく︑価格も暴落してその価値以下であろう︒しかしここ
では価格については問えない︒過剰な製品の生産は手控えら
れ︑減産されるので︑大量生産の利点は減り︑一商品当たり
の再生産に必要な労働時間は増大し︑価値も増大する︒

しかるに︑この再生産に入る時点の市場に出廻っている商
品の価値は︑減産計画の実施時点で突然︑新たな再生産に必
要な労働時間の水準に引き上げられるのだろうか︒そのよう
な議論の説得力をだれも認めないだろう︒やはり︑市場価値
に変化はないが市場価格を引き上げる投機的な要因になると
考えるのが妥当ではなかろうか︒

ところが廣松氏は恐らくそのような反論に動揺されるとは
思われない︒氏の論理は投下︑凝結を否定して︑社会的な協
働関係からの反照規定として価値を把える以上︑この価値を
規定する再生産に必要な労働時間がどの程度経済現象を左右
するかは柔軟に受け止められておられるだろう︒つまり︑機
能的に重要な要因として再生産に必要な労働時間が把え返さ
れておれば事足りるのであって︑それだけで説明がつき難い
現象には別のファクターを導入すればよいわけである︒

従って我々も投下労働価値説に向けられた氏の論難を相対
的労働時間論によって克服し︑再生産に必要な労働時間を価
値実体に比定される難点を指摘できたのだからこれで満足す
べきだろう︒ただ︑マルクヌの次の引用に関しては︑どうし
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てもコメントしなければならない︒
﹁或る商品に含まれている労働時間とは︑それの生産に必要
な労働時間︑すなわち︑与えられた一般的生産諸条件のもとで︑
同じ商品を新たにもう一個生産するために必要な労働時間で
ある︒
﹂ (MEW.Id.13.S.19
︶
この文章は素直ではない︑何故なら︑
﹁成る商品に含まれてい
る労働時間﹂は既に﹁含まれている﹂のだったら﹁新たにも
う一個生産するために必要な労働時間である﹂筈はない︒従
って文意をどう解釈するかがわかれ道である︒廣松氏は﹁含
まれている﹂というのは﹁含まれていると思われている﹂と
解さなければ何故わざわざこのような矛盾を含んだ立論をし
たのか理解できないと解釈される︒つまり﹁或る商品に含ま
れている と(思われている 労)働時間とは︑ 実
(は含まれている
のではなくて ﹂)と解釈されるわけである︒
マ ル クス の こ の文 章 の前 後 の文 脈 を 読 み 返え し て み る と
﹁新たにひとっ生産するのに必要な労働時間﹂とば再生産Ｌ
と同義であり︑決して﹁新たな﹂という意味は未稼動の労働
時間と既に含まれている労働時間との相違を積極的に表明し
ているわけではないことがわかる︒
﹁交換価値が労働時間によって規定されるということは︑さ
らにある一定の商品︑たとえば一トンの鉄のうちには︑

それがＡの労働であるのかＢの労働であるのかには無関係に︑
いずれも同じ量の労働が対象化されているということ︑あるい
は︑量的質的に一定の使用価値を生産するためには︑それぞれ
の個人が同じ大きさの労働時間を用いるということ︑を前提し
ている︒いいかえれば︑ある商品のうちにふくまれている労働
時間とは︑それの生産に必要な労働時間︑つまりあたえられた
一般的諸条件のもとで︑同じ商品を新たにひとっ生産するのに
必要な労働時間である︑ということが前提されているのであ
る﹂
︵同上︑訳は岩波文庫版 頁 )

この文面の前半は生産物から労働時間を把え返えす相対的
労働時間論が展開されており︑問題の廣松氏の引用部分はあ
くまでその言い換えにすぎない︒従って︑生産物にとって必
要な労働時間を指して︑そこに含まれている︑凝結している
労働時間としているのである︒

つまり︑労働主体にとっての主観的な︑時計で測った労働
時間は真の労働時間ではないことを言い直しているのである︒
そして﹁つまり﹂で接続されている以上︑
﹁あたえられた一般
的諸条件のもとで﹂という意味も︑労働が行われる際の生産
力水準を主に指していると考えられるが︑別段市場に流通し
てい商品の生産力水準との相違が考慮されているわけではな
い︒かえって生産力水準の変化を捨象した議論をするために
﹁あたえられた﹂という表現を用いていると考えられる︒で
なければ﹁新たにもう一っ生産するための必要な労働時間﹂
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28

は価値実体とはなり得ない︒あくまで﹁新たに﹂にこだわる
なら末尾の﹁である﹂を﹁とほぼ一致する﹂という意味に解
せばよい︒
廣松氏の解釈は相対論的な労働時間論に対する無理解に基
づいており︑氏の投下労働価値説批判の論拠になりそうな個
処を文脈を無視して引用し︑自説を補強されているようにも
受け取られかねない︒
抽象的人間労働が実体的に凝結しているとあるのを倒錯視
的な了解に合わせた暫定的な立言であるとする廣松氏の立場
を傍証するために︑廣松氏が指摘された投下労働価値説の問
題点︑並びにマルクス自身が投下労働価値説を脱却している
と思われる立言に関する引用についての議論はここまでにし
よう︒
投下労働価値説を廣松氏の論難から擁護する任務は一応果
しえていると思われるからである︒我々︱我々とは大部分の
常識的な人間たち︑即ち日々の労働で︑自分の労働生産物に
は自分の労働が労働生産物という物になって凝固しており︑
労働生産物にはたしかに自分の労働が投入されており︑保存
されている筈だと思い込んでいる善良な働く人びとを指す︒
︱我々は自分の認識が決して憶い込みではないこと︑廣松哲
学が出現した後でも︑その確信を捨て去る必要は全くないこ
とを再確認してわけばよいのである︒

第 二章 ︑価 値形 態論 をめ ぐっ て ー廣松説の特徴ー

第１節︑商品交換の論理的主体は商品自身かそれとも
商品所持者か

ａ︑価値形態論に商品所持者を登場させる動機

ではもし廣氏の言うように労働が凝結しているのではない
としたら︑どのように商品の価値規定が生じ︑どのようない
きさつで︑抽象的人間労働の凝結という仮言が必要になり︑
いかなる論理構造でこれらが把えられるのか廣松氏の教説か
ら学ぶことにしよう︒

廣松氏は実体主義的な抽象的人間労働の把え方を物象化に
よる倒錯視とされながらも︑それが生じる社会関係において
は︑実体主義的な了解は汎通的になっており︑逆に倒錯的な
相互了解によって社会関係がスムーズに機能することになる
ので︑その意味で積極的に実体主義的に把える認識の存立構
造を解明しようとされる︒
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の中で抽象的人間労働の実体主義的な把え方が生じる由縁を
見出すために︑価値形態論の申に商品所持者を登場させる︒
つまり︑商品交換関係に立つ人間の意識に抽象的人間労働の
凝結という事態が仮現することを見出そうとされるのである︒
凝結は事実ではなく了解なのであるから︑商品という物が即
目的に有する︑或いは関係において主体的に有する論理から
の帰結であってはならない︒あくまで商品交換を行う人間の
行為を拘束する人
間関係︑社会関係の土隷へのイデオロギー的投映として把え
る必要があると考えておられるのだ︒

ｂ︑価値形態に商品所持者が登場する根拠

交換の現場において︑交換を行なうのは商品所有者である
ということは一見自明のことのようである︒廣松氏や宇野氏
でなくても︑マルクスが示した商品語を語り合い︑自ら主体
的に交換を商品自身が行っている図を奇 異に感じられる﹁資
本論﹂読者は多いだろう︒そこでマルクスは商品交換の論理
そのものを明らかにするために︑あたかも商品自身を行為の
主体に見立てているのだと解釈するのは無理からぬことであ
る︒廣松氏にあっては当事主体が商品自身であるとは全く思
ってもみないことで︑そのような論述はマルクスの論述が学
的見地からのものであることを表現しているにすぎないと考
えられておられるようである︒ ﹃
(哲学﹄ 〜 頁 )
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廣松氏はそこで価値形態論の考究に移る︒というのは︑価
値形態論は抽象的人間労働を商品関係の関係の論理の中で展
開しており︑実体主義的な把え方も実はこの商品の相互関係
に根拠を持ち︑従ってこの関係によって実体主義的に凝結し
ているように見えるという氏の物象化的倒錯視論の型にはめ
ることが容易であるように氏には思われるからである︒とこ
ろで︑これに対して﹁資本論商品章﹂第一節︑第二節では抽
象的人間労働が﹁単なる生理学的な労働力能の支出﹂という
もろに実体主義的な規定によって強く把えられており︑関係
の第一義性は立論し難く感じられたのである︒
しかし︑これは廣松氏の誤解である︒第一︑二節において
も商品交換は前提であり︑この前提から︑社会的規定として︑
交換価値︑価値︑抽象的人間労働とその凝結が析出されてい
る︒抽象的人間労働とは︑労働主体がその特個性を捨象され
て同一の労働主体という抽象 抽
(象的人間 に)還元され︑そこ
で具体的有用労働が捨象されて 裁縫・織布といった具体性が
(
労働から漂白されることによって ︑
)単なる純粋な生理学的労
働力能の支出と形容されるようになった労働である︒従って
それは交換によって特個的な労働が︑社会の実体を為す一般
的な労働に抽象されたという意味で︑勝れて﹁社会的実体﹂
として把えられた労働であり︑社会的規定︑関係規定なので
ある︒
それはさておき︑廣松氏は価値形態論によって︑社会関係
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そ して 当 事 主 体 氏
( に と っ ては 勿 論 商品 所 有 者 の
) 視座が
論理展開に含まれているのは︑相対的価値形態と等価形態の
区別と対立がリンネル所有者の視座から構えた学知的規定で
あることからも明瞭であり︑
﹁当事主体の視座ということは論
理構成上の必須の契機をなしている﹂ 同(書 頁 廣
) 松 氏に 言
わせれば︑たしかに当事主体の意識を勘案すれば﹁無用の錯
綜﹂が生じかねないという配慮がマルクスにはあったかもし
れないが︑この手法は﹁しかし︑そこでは商品 リ(ンネルおよ
び上着 が)擬人化され︑当事主体の視座︑視角が後景に退いて
しまうため︑論理の立体的な構造が見えにくくなる﹂ 同(書
頁︶ので困るのである︒

しかし︑商品は単なる物塊である以上︑それが主体的に
交換するというのはおかしいではないか︑商品関係というの

マルクス自身が生存していない以上︑本音を聞くことは
できないが︑叙述そのものからは商品交換の主体は商品自身
であり︑商品所持者は商品の指令で商品を市場に運ばされ︑
所持者の欲望 必(要 に
)よって相手商品を商品にとって偶然的
に選択させられるお膳立て役に過ぎない︒決してリンネル所
持者の視座に立った論述ではなく︑リンネル自身に視座をお
いた論述になっている︒商品語というのも商品の主体的な論
理であり︑商品に内在している価値︑即ち抽象的人間労働の
凝結が語り出すものである︒
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は実は人間関係︑即ち社会関係であって︑これを商品の関係
に仮託しているのではないか︑かく解する方があるいはより
自然であるとも考えられよう︒マルクス自身︑後の物神性論
では︑商品関係は物の関係ではなく︑人間の社会関係であり︑
置き換え 廣(松氏は倒錯視と訳す︶であろと
その quidproduo
叙べているではないか︒だとすればここに至って︑俄然廣松
氏が優位に立つ︒もし抽象的人間労働が実際に凝結している
ならば︑商品は内包的な論理として自己内に関係主体にふさ
わしい論理を持っているのだから︑これが人間関係でしかな
いとか物の関係ではないとかの立論は一切不要のはずである︒
ところが実際にこのような立論をしているだから︑抽象的人
間労働の凝結も仮言であったことになる︒だからマルクスは
労働の二重性を強調したのだと廣松氏は胸を張る︒

具体的有用労働は労働生産物を産出し︑抽象的人間労働は
価値を産出する︒ところが抽象的人間労働は具体的有用労働
と別に存在するわけではない︒しかるに一方は有用物を︑一
方は価値を産出するとはいかなる意味か︑もし単なる具体的
労働の抽象という意味でならフランクリンだって強調してい
るではないか︒マルクスの意図は具体的有用労働で労働生産
物の創出を確認しつつ︑これを社会関係からは価値の生産と
しても把え返さなければならない︑その為に具体的有用労働
は︑価値を形成するという面においてはその具体性を捨象し
て把え返えされることになり︑抽象的人間労働として見直さ
れる︒その点だれしも同意見である︒しかし廣松氏は︑そこ
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従って現に商品所持者が捨象されている価値形態論を展開
したマルクスの問題意識には︑投下労働価値説が前提されて

それは問題のはき違いであって︑今ここで問題なのは交換
をだれがしているかという事実を捨象したところで︑交換を
規制する論理的主体とは何かが問われているのである︒たし
かに商品は人間によって関係させられる︒ではそこで関係さ
せられた諸商品はいかなる関係論理で相互に主体的に関係す
るのか︑又できるのか︑この課題に答えているのが価値形態
論であり︑それ故︑商品所持者は必然的に捨象されるのであ
る︒

しかし市場全体を視圏に入れれば等価交換の法則は貫徹さ
れているのだから︑商品交換を行っている所持者たちはこの
価値法則に従って粉技させられているのであって︑彼らの行
為は結局︑価値法則が自己を実現させる媒介にすぎない︒し
かしそれはあくまで商品所持者たちの主体的な行為の結果に
すぎず︑交換の主体が所持者であるという事実は消去できな
い筈だと反論されるかもしれない︒

で具体的有用労働を事実の側に置き︑抽象的人間労働を機能
従って商品交換の主役は商品所持者というよりむしろ商品
的概念にすぎないと区別される︒これにはだれしも同意見と
自身である︒商品所持者は舞台監督にすぎないのである︒た
いうわけにはいかない︒
しかに単純な偶然的な︑或いは特個的な取引に限ってみれば︑
商品所持者の恣意は商品交換の主体のようにみえるかもしれ
事実概念と機能概念の区別という問題意識から労働の二重
ない︒
性を折出した という廣松氏の指摘はたしかにシャープである︒
だから抽象的人間労働の凝結という表現も機能概念のオリの
中で押えることができることになり︑物神性論でこのオリを
露見させることによって全体が解明されることになる︒
その為に抽象的人間労働の凝結が機能概念でしかないこと
を示すためには︑抽象的人間労働が価値形態論における商品
所持者間の関係において所有者の意識に仮現するものでなけ
ればならない︒かくして廣松氏は商品所持者に視座を置いて
いわゆる﹁四肢的﹂存立構造の中に抽象的人間労働を位置づ
けようとされる︒これについての詳しい検討は後に廻し︑い
わゆる商品所持者を︑価値形態論といかに関連づけるかとい
う問題に私なりの解答を与えておこう︒

ｃ︑商品自身の主体的交換論理
私は最も素直に解釈する︒というのは抽象的人間労働の凝
結を認める以上︑商品は価値を内包しており︑主体的に関係
し得る資格を持っていると思われるからである︒
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いるのである︒というのは︑諸商品が主体的に関係しうる根
拠は商品自身が内在的に有しており︑そこには所持者が干渉
しえないという確信があってはじめて︑所持者の捨象が可能
となるからである︒
リンネルが上着を等価形態に選ぶかどうかは確かにリンネ
ルの意志ではないとも言えよう︒リンネルは靴を選ぶかもし
れないし︑パンを択るかもしれない︒この偶然性には所持者
の意志が媒介されよう︒しかしいずれかの商品を等価形態と
するという事態がこの際問題になり得るのであって︑いずれ
かの商品を等価形態にしているのは所持者ではなくてリンネ
ル自身である︒所持者はむしろリンネル商品によっていずれ
かの商品を等価形態にするためにお膳立てをさせられている
のである︒
仮に所持者の意志なり主張が商品交換を行うとすれば︑彼
らの欲求や自己の所持した商品に対する主観的な評価が対峙
し合って︑その取引は主観的なものになり︑水掛け論になる︒
その結果︑ある種の妥協によって交換がなされることになる
が︑これは偶然的な取引の単なる描写にすぎず︑決してそこ
からは商品の等価交換の論理は導出されず︑そのような交換
の繰り返しによって何故等価交換が法則として貫徹されるの
かは展開できない︒
我々は法則的には等価交換が為されているという現実から

出 発し 等
( 価 交 換 が 法 則 的 に 貫 徹 さ れ て い る こと 自 体 の虚 構
性についての議論は一応措くとして ︑
)個々の不等価交換が所
持者の恣意によって生じているにしても︑法則性に立って論
じる限り︑商品交換は等価交換であり︑交換の論理そのもの
は所持者の恣意からではなく︑商品自身の関係論理を商品自
身から聴き取ることによって把握しなければならないと考え
る︒ こ(の議論は商品所持者についての宇野・久留間論争で既
に論決済みなのではあるが︒ か)くして商品語を商品自身が語
り出すのである︒

商品語を商品自身が語ることを擬人的表現と考え︑商品の
関係論理を所持者の関係論理として把え直そうという廣松氏
の試みには従って同意できない︒大部分 の読者は廣松氏とと
もにここで大変こっけいな思いにかられるかもしれない︒商
品が所持者に命令して自分を市場に連れていかせ︑相手商品
に立ち向わせ︑取引をさせる︒そこでは物が主人となり︑人
が道具として物になっているかに思える︒これこそマルクス
が物神崇拝といった事態そのものではないかと︒マルクスは
物神性論で商品関係は実は人間関係だと叙べているではない
か︑この議論に関する限り︑商品関係を人間関係の視座から
把え返そうとする廣松氏の方が明らかに正当ではないかと思
われるかもしれない︒

しかし︑そのような把握は商品と人間をあくまで別物と思
い込んでいるからであって︑マルクスが商品関係は実は物と
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物の関係ではなくて人間関係なのだという意味を誤解してい
るのである︒
マルクスが物としてイメージするのは自然物であり︑自然
対象性を持った物体である︒商品︑価値は具体的有用性︑自
然対象性を捨象しているので︑そのような自然物ではなく︑
従ってマルクス流には物ではない︒マルクスは商品となった
生産物に社会的な物という表現を与えているが︑その場合彼
の考えている物概念から隔離した物として︑つまり物でなく
なった物として把えているのである︒そのような物はマルク
スにすれば最早本来の物ではなくなっており︑人間の抽象的
な実存たる抽象的人間労働の固まりにすぎず︑それ故価値は
むしろ人間自身の現存在している姿なのである︒
かくしてマルクスは商品関係を物と物との関係としてでな
く︑人間の社会関係として把えている︒従って商品交換の主
体はそのような商品自身 ＝(人間 な)のであって決してそれを
所持する者ではないのである︒
商品の物神性論についてもこのようなマルクスの独特の物
についての把握に基づいて展開されており︑その点を了解し
ておく必要がある︒私見を挿むならば︑マルクスの物に対す
る把握はやはり物と人間を抽象的に対立させる見地に立って
おり︑効用 使
( 用価値 と
)価値の論理的関係が正しく把握され
ておらず︑廣松氏流の解釈につながる弱点を持っている︒こ
の点については後に詳論したい︒

ともかくここでは価値の社会的実体である抽象的人間労働
を持っているのが決して商品所持者ではなくて︑商品そのも
のであるという自明の事実さえ確認しておけばよい︒何故な
ら︑マルクスは商品交換を生産物の交換という形をとった労
働の交換という社会関係として把えているが︑商品所持者は
この労働を代表することはできないからだ︒というのは商品
所持者は商品所持という事実でもって彼がその商品の労働の
主体であるか否かを示すことはできないからである︒これに
対して商品自身は自已の内に労働を含んでいることによって︑
その労働を代表する資格を持っている︒労働の交換の主体は︑
それが商品交換として行われる以上︑商品自身である他ない
のである︒

労働が交換されるためには︑その具体性が捨象されて︑同
一の抽象的人問労働に還元されていることとともに︑その一
定量として自已を提示するために凝結していなければならな
い︒この凝結の場として労働生産物が用いられ︑具体的有用
物としての労働生産物に自已を否定的に対象化するのである︒

否定的ということは次の意味においてである︒抽象的人問
労働は抽象的であり︑単なる純粋な生理学的労働力能の支出
にすぎず︑非感性的な行為として自已を表出させるべきであ
るにもかかわらず︑抽象的であるが故に︑具体の抽象として
しか自已を示し得ないため︑具体的有用労働として︑感性的
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な行為どして中傷的人間労働を行なわざるを得ないことが先
ず自已に対して否定的である︒
次に否定的であるのは価値という抽象に自已を凝結すべき
であるのにもかかわらず︑価値は労働生産物の有用性の捨象
を通してしか自己を示し得ないという抽象性であるため︑抽
象的人間労働は自已を否定して具体的有用労働となって具体
的有用物を産出し︑産出した具体的有用物の否定的契機とな
って︑その有用性の捨象を行ない︑自己を価値に凝結させざ
るを得ないという面倒な関係においてである︒このような抽
象的人間労働の凝結︑体化︑物質化によって商品は価値を有
し︑抽象的人間労働は自已を交換の対象になし得る定在を得
るのである︒
商品に体化された労働が交換される以上︑交換されるのは
現在完了形の労働であり︑決して商品の外部にいる労働者が
これから為そうとしている労働ではない︒近接未来形の労働
は現実に交換しようがないのである︒私的分業における労働
とは労働主体がどれだけの社会的分業の量をこなしているか
実を示す行為である︒ところで近接未来形の労働は未だ実を
示し得ていないのであるから︑実を示していない者に対して
世間の風は冷たいことは廣松氏でなくても皆その体験によっ
て骨身に染み付いている筈だ︒だからこれからもう一個その
商品をつくるにはどれだけの労働時間が必要かということを
その商品が示そうとしているのではなくて︑あくまで自己に

体化した現在完了している労働の実を示しているのである︒
だから私的分業における労働の交換も商品に含まれた現在完
了形の労働の交換であり︑近接未来形の労働の交換ではない︒
商品が取り結ぷ社会関係はそれ故︑近接未来の分業関係では
なく︑現在完了の分業関係であり︑そこでの労働は実の追認
の︑評価の社会関係を担っているのである︒

生産物が商品となるのは︑私的分業社会においてであり︑
もし私的分業社会でなければ生産物は商品という形態をとら
ないことをマルクスは物神性論の個処で強調している︒その
意味ではたしかに商品は私的分業社会を前提している︒そこ
で廣松氏は私的分業の社会的諸関係を説明する機能的概念と
して商品を把え︑生産物そのものは商品ではないから︑商品
は社会関係でしかなく︑社会関係から生産物が商品と見なさ
れているにすぎないのであって︑商品自身を物的な定在︑実
体的な実在と見ることを物象化的倒錯視とされるのである︒

しかしマルクスの立論は資本主義的生産様式の歴史性の認
識に立って︑これを永遠のものと憶い込んでいるブルジョワ
経済学を批判してかく語っているのである︒私的労働に基づ
く分業関係と商品交換は相互に前提し合っているのであって︑
決して一方的に前者が後者を規定しているわけではない︒抽
象的人間労働を体化した商品の相互関係として私的労働に基
づく分業関係は成立しており︑それだからこそこの分業関係
が生産物に内包している価値量を生産に社会的に必要な労働
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二種 商 品間 の 交換 は 貨幣 に よ って 前

はあまりにも強引ではあるまいか︒

第２ 節
提されるか

ａ︑端初商品の性格規定

廣松氏は社会関係全体から商品交換の論理を見るから︑二
種商品間の交換の論理を考究する際にも︑それは貨幣にまで
展開された商品関係の論理に初めから媒介されたものとして
把えられている︒もちろん︑現実に貨幣が汎通している社会
では︑ほとんどの商品交換に貨幣が仲介役を果すことになる︒
その場合︑二種商品交換が貨幣によって前提されているとい
うのは現象的には正しい︒しかし仮に貨幣を媒介しない商品
交換が先在しなかったとしたら︑いかにして貨幣が発生した
のかを説明することは不可能ではなかろうか︒だから二種商
品間の交換は貨幣を前提しないでも展開しうる論理を持たな
ければならないのではなかろうか︒このような素朴な疑問に
も道理はある︒

﹃資本論﹄の端初商品を資本主義的商品として把えるか︑
単に一般的な商品として把えるか︑または歴史的商品として
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量と見なし得るのである︒
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ちなみにマルクスは物神性論においても︑価値論を再措定
する際に﹁新たにもう一つ生産するのに必要な労働時間﹂と
しては把え返えしていない︒未稼動の労働時間と誤認される
ような表現は慎重に避けている︒この点︑廣松氏の物神性論
に対する位置づけとは明らかに矛盾する︒
﹁互いに独立に営まれながらしかも社会的分業の自然発生的
な諸環として全面的に互いに依存しあう私的諸労働が︑絶えず
それらの社会的に均衡のとれた限度に還元されるのは︑私的諸
労働の生産物の偶然的な絶えず変動する交換割合をつうじて︑
それらの生産物の生産に社会的に必要な労働時間が︑たとえば
だれかの頭上に家が倒れてくるときの重力の法則のように︑規
制的な自然法則として強力的に貫かれるからである﹂ 国(民文
庫版﹃資本論﹄ 〜
)
﹁生産物の生産に社会的に必要な労働時間﹂がその生産物の
生産のため要した社会的に平均的に必要であった労働時間を
意味しており︑抽象的人間労働の凝結量を指すことを疑う根
拠も必要もどこにもないのである︒たとえこの﹁科学的認識﹂
をマルクスはブルジョワ経済学の認識として批判的に把えて
いるのだと解釈してみても︑その他に物神性論には︑価値量
が未稼動の労働時間を指していると思われる個処は一切ない
のである︒
﹁必要﹂という言葉が機能的な響きを持っているか
らと言って︑実体的な労働の凝結が仮現であると帰結するの
139
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からである︒つまり︑価値は交換価値の本質であり︑抽象的
人問労働の凝結はこの実体であり︑価値や抽象的人間労働の
凝結なしには交換価値を有するという現象は説明しえないよ
うに論理展開されているからである︒だから一般的商品も歴
史的商品 原
(初的商品か始源的商品とでも名付けた方がよい )
も交換価値を有していたと考える他ない以上︑これらも価値
を内包しており︑この価値も抽象的人間労働の凝結であった
と考える他ないのである︒ただ物々交換の段階は商品種類や
商品量が価値形態を貨幣まで進展させる程充分には発達して
いなかっただけである︒

原 初 的 に は 二 種商 品 間 や 何 種 類 かの 商 品 間 で の 交 換と い
う範囲で商品交換が社会関係として成立していたのであり︑
労働も使用価値を形成する具体的有用労働という面と価値に
凝結する社会的実体としての抽象的人間労働という二重性に
おいて把え返されるのである︒商品流通が未成熟な社会では
等価交換を原理とする価値法則は極めて不充分にしか貫徹さ
れない事例を無数に挙げることはできよう︒ ﹃(哲学﹄ 〜
頁 し
) か し そ れ で も っ て 交 換 が 使 用 価 値 の 捨 象 に 基 づ く共 通
の価値量への還元を意味することや︑交換によって労働が同
一の人間労働へ還元されていることまで否定することはでき
ない︒何故ならそれらのことは交換概念の中に初めから含ま
れているのだから︒

この考察によって﹁資本論﹂の﹁価値形態論﹂を見直すな
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把えるのかという論争は実にこの疑問と深く関わっている︒
もちろん﹃資本論﹄である以上︑歴史的発生過程は検討の対
象に必ずしもする必要はなかろう︒端初が終極の成果によっ
て媒介されているという弁証法的な学的体系を考慮すれば尚
更そうである︒従って端初商品は資本主義的商品であるとい
う把握はあくまで正当である︒しかし︑この端初商品は末だ
貨幣や資本としての自己を開示し得ていない以上︑商品とい
う抽象性に止まっているものとして考察されなければならな
いことも確かである︒
時代によって商品の役割や性格が異なることは充分考えら
れる︒しかし商品という同一の規定を与えられる根拠はどの
時代の商品にも共通している筈であり︑その意味で一般的商
品という呼称にも正当性がある︒
問題は﹃資本論﹄の第一章の第一節〜第三節の商品論がど
こまで適用可能かという点である︒例えば貨幣を前提しない
物々交換の段階の商品は価値を内包していたか︑内包してい
たとしたら︑それはやはり抽象的人間労働の凝結であったの
かという問が立てられなければならない︒それに否定的に答
えるとすれば価値がないのに何故交換しえたのか︑或いは抽
象的人間労働の凝結ではないのにどうして価値でありえたの
かを納得させる必要があろう︒しかしこれは至難の技である︒
というのはマルクスは端初商品を展開するに当って︑使用価
値と交換価値という二つの規定からだけこれを展開している
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らば︑我々は単純な価値形態が貨幣形態によって初めて立論
できる論理を先取りしているという意味に再検討を加える必
同上
単)純な価値形態は展開
要が生じる︒ 同(上 〜 頁 )(
された価値形態の一契機として止揚されるし︑貨幣へ展開す
ることによって初めて交換が全体として可能になるのだから︑
この交換は貨幣に媒介されており︑単純な形態における価値
は貨幣との関係に入って初めて有効になり︑その抽象的人間
労働も貨幣を媒介にして大きく拡がった社会全体の人間労働
を社会的実体として同一の労働と見なしたものの一分肢であ
る︒
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もとよりそのことに異論があるのではない︒その意味では
先取りというのも首肯してよい︒しかし一面ではやはり単純
な価値形態は末だ展開された価値形態になっていないのであ
るから︑それを論ずる際に安易に展開した価値形態や貨幣か
らの論理を拝措することは厳に慎しまなければならない︒単
純な価値形態で論ずる対象はあくまでリンネルー上着という
二種商品間の論理であり︑この二種商品間の関係にわいて︑
既に価値や抽象的人間労働の凝結が語られていなければなら
ない︒上着とリンネルの交換が可能なのは︑同じ単位の表現︑
即ち価値量に通約されているからである︒この等価表現は︑
異種の諸商品の異種の諸労働を共通なものに︑人間労働一般
に還元することを表現している︒マルクスは﹁相対的価値表
現の内実﹂という断片でこれを二種商品間の論理で語ってお
り︑そこでは試験管的には価値は二種商品からでも措定され︑

社会関係も二種商品間関係に限して把えられ︑抽象的人間労
働も二種の労働の抽象として措定することも論理的には可能
である︒このような単純な価値形態のレベルでの交換の可能
性を認めて初めて展開された価値形態のレベルでの交換の可
能性が生じるのである︒

﹃資本論﹄の﹁価値形態論﹂では単純な価値形態におい
て相対的価値形態リンネル商品︑等価形態上着商品が分析さ
れ︑リンネルと上着の位置は入れ替っていないが︑もちろん
上着の視座から等式を見直せば位置は入れ替わり得るもので
あり︑単純な形態でも交換可能であることは白明である︒と
ころが資本主義社会ではこのような交換は滅多に生じないか
ら︑
﹃資本論﹄としては貨幣形態まで展開されないうちに為さ
れる交換の論理は考察の外に置れることになる︒従って資本︑
貨幣に媒介されたものとしては価値や抽象的人間労働も巨大
な商品集成に含まれたものの一分肢であるが︑反面︑未展開
のものとしては二種商品間に成立する価値︑抽象的人間労働
である︒

このように把え返せば︑端初商品は資本主義的商品であり︑
しかも論理的には歴史的 原(初的 商)品との共通性を有するも
のとしても把えなければならない︒かくして初めて︑ヒトの
研究がサルの研究に役立つごとく﹃資本論﹄は資本の発生史︑
貨幣の発生史を解明する鍵を与えるのである︒
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ころに抽象的人間労働及びその主体としての抽象的人間の論
ｂ︑抽象的人間労働は相対的価値形態の段階で措定で
理的な成立を見ておられるが︑その解釈は貨幣︑資本の社会
に対する分析としては正しいけれども︑商品のみの社会を認
きるか
められない以 上誤った解釈である︒相対的価値形態のレベル
では二種商品間で構成される社会関係が前提されている︒し
ではこの問題では廣松氏との見解の相違はどこにあるのだ
かし廣松氏は展開された価値形態における社会しか社会と認
ろうか︒単純な価値形態での価値や抽象的人間労働が︑貨幣
めようとされないのである︒
にまで展開された価値形態における価値や抽象的人間労働と
同じものであるというのは︑単純な価値形態が展開された価
社会という概念から人間の全面的な︑全生産物に互る交わ
値形態の一契機にすぎず︑貨幣から逆に媒介されている以上
り (Verkehr)
の関係を想定するのはごく自然なことであり︑二
正しい認識である︒しかし廣松氏にあっては︑価値︑抽象的
種商品間に限定するのはかえって不自然である︒しかし︑全
人間労働という概念そのものが本来︑単純な価値形態では成
面的な生産物の交わりは︑二種商品間の交わりの発展した姿
であって︑二種商品間の交わりに原基的な形があるのである︒
立し得ないものと して説かれている︒︵﹃哲 学﹄ 〜 頁﹀
^
︿ 〜 頁﹀
原基的な形での社会を認めて初めて発展した社会の論理が展
開可能になるのだ︒
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確かに相対的価値形態は一契機にすぎない以上︑全体にお
いて初めて成立する概念によって自己の論理を展開するのも
あるいは許容されるかもしれない︒それでもそれは貨幣が汎
通している社会において始めて立論し得るのであって︑それ
以前の社会では適用しえない︒だからそれは貨幣社会だけを
非歴史︑静的に取り扱う︑単に論理的な学的体系にすぎない︒
それは繰り返すが決して貨幣のゲネシス 発
( 生史 を
)知る手掛
りを与えないのである︒

総労働というのもしかりである︒氏は一般的等価形態に対
する無数の相対的価値形態の系列︑そこで初めて総労働に対
する抽象が成立するとされるのである︒ ﹃(哲学﹄ 〜 頁 )
しかし︑それは抽象という言葉に対する氏の想い入れがある
のであって︑抽象は差異の捨象による同一性の定立である以
上︑二種労働の具体性の捨象の上に先ず抽象的人間労働の基
本原理が見出されるべきである︒先ず初歩の本源的な極く単
純な形態での抽象から始めて︑次々と展開される抽象性の深
まりを把握すべきで
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廣松氏は全社会の労働が同一の人間の労働と見なされると
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あり︑単純な形態では抽象的とは言えないとするならば︑や
はり展開された形態でも抽象的ではない筈である︒鈴木鴻一
郎氏の﹃価値論論争﹄を以前に読んだ時と同じ感想を廣松氏
に対しても抱いた次第である︒

第３節 価値的諸関係の﹁四肢的﹂存立構造と
関係規定

価値形態論における商品所持者の登場といい︑単純な価値
形態を貨幣まで展開された価値形態から逆措定する手法とい
ａ︑交換において商品所持者が捨象される意味
い︑
﹃資本論﹄を自已の論理で読み直し︑修正する手口は宇野
学派に範を取っておられることは容易に見てとれる︒ただ︑
宇野学派はその点に限定すればマルクスは誤っている旨を素
本章︑第１節・第２節で廣松氏が宇野学派に同調して商品
直に指摘しているのに対して︑廣松氏はよく言えば遠慮深く︑ 所持者を登場させたり︑単純な価値形態に一方的な前提とし
悪く言えば狡 智に丈けて︑叙述の便法として我田引水しよう
て展開された価値形態を置いたりすることに批判を加えてお
いたのは︑それらが廣松氏が抽象的人間労働を氏独自の仕方
とされる︒私の廣松説に対する批判は多くの点で宇野理論に
対するこれまでの
で論ずる際に不可欠な道具立てになっていたからである︒本
批判と共通していることはことわっておく必要もないだろう︒ 節ではこれらの誤った枠組を使って氏がいかに抽象的人間労
働を把握され︑
﹁価値形熊﹂の対自︑対他的四肢構造とやらを
組立てられるかを拝見し︑私見を対置することにしよう︒

マルクスは第一︑二節で二種商品が交換される根拠を分析
し︑そこで価値を︑さらには抽象的人間労働を析出した︒第
三節はそれを承けて︑では商品自身がいかなる仕方で関係し︑
自己の価値を確証し︑抽象的人間労働の凝結物として互いに
労働を交換するのかを展開している︒従ってマルクスにあっ
ては︑価値の内包︑抽象的人間労働の凝結は︑価値形態論を
論ずる際には既に前提されていたものであって︑それがいか
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に商品自身に反省されるかが問題意識であった︒
廣松氏は第一︑二節では抽象的人間労働は単に生理学的
労働力能の支出としてしか︑即ち実体主義的な規定としてし
か積極的には論述されておらず︑社会的な関係規定としては
第三節をまって展開されることになるとされる︒第一︑二節
における﹁社会的実体﹂の結晶という立言は単に伏線にすぎ
ないと見られるわけだ︒
第一︑二節において抽象的人間労働が析出される根拠は
商品交換関係において 即
(ち社会関係としての交換において ︑
)
具体的有用労働が同一の人間労働に還元されて︑社会的に把
え返えされることにある︒そのことによって抽象的人間労働
とされるのだから︑この抽象的人間労働は社会的実体の措定
であり︑また︑抽象的人間労働は社会的実体として把え返え
された労働である︒かくして抽象化された人間労働の共通性
として生理学的労働力能の支出という規定が導出されたので
ある︒従って廣松氏が強調されるような︑実体主義的な規定
を先ず与えておいて︑後に関係規定から把え直しているとい
う把握は重点としては正しいかもしれないが︑第一︑二節が
商品関係を分析的に解明しているのに対して︑第三節が商品
自身に即して関係論理を把え返しているという論理的な考察
次元の差異を考慮されるならばその一面性に気付かれるだろ
う︒

第一︑二節を読めば明らかだが︑抽象的人間労働というの
は交換を前提すれば必然的に導出されるものであって︑マル
クス自身の抽象的思惟への反映である︒ところが廣松氏はこ
れを仮言とされるのだから︑価値・抽象的人間労働は特定の
社会関係において物神崇拝的な意識に生ずる幽霊のようなも
のでなければならず︑価値形態論にお呼びでない商品所持者
をわざわざ登場させてその意識に対自化させようと試みられ
るわけである︒

もっとも︑廣松氏が展開される﹁
︿価値形態﹀の対自対他的
四肢構造﹂の論述自体は実に素晴しい切れ味であって︑いつ
もながら氏の学才には感服させられる次第ではある︒論理展
開の見事さ︑おもしろさに魅惑されてつい無自覚のうちに同
化させられてしまうような魔力を廣松氏は持っておられるよ
うで︑氏が頭脳明晰な学生達に入気を博するのもよく理解で
きる︒

価値形態論における最大の論争点の一つは︑いわゆる﹁廻
り道﹂の論理をいかに解するかであった︒単純な価値形態に
おいて相対的価値形態であるリンネルが上着を自已の等価形
態︑即ち価値鏡とする論理である︒廣松氏はこれについてリ
ンネル生産・所有者Ａ︑リンネル商品ａ︑上着生産・所有者
Ｂ︑上着商品ｂの関係で説明される︒

﹁ところで︑Ａにとって相手Ｂはいかなる存在者であるの
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か？眼前にいるのはもとより自分と同様に具体的な人物であ
る し
.かし︑当血の関係においてＡが関心を寄せているのは︑
上着という物 使(用価値物 な)のであって︑相手Ｂの人格的個性
ではない︒上着の生産︑所有者でありさえすれば︑相手の人格
などどうでもよい︒⁝⁝ 中(略 ︑)この意味では︑Ａにとっては
Ｂは没個性的な人格︑単に上着の生産・所有者というかぎりで
の人物たるにすぎない︒もちろん眼前のＢが具体的な人物であ
ることをやめるわけではない︒正確にいえば︑眼前の具体的な
人物Ｂが︑Ａにとって
単なる上着の生産・所有者と
für
sich
者いう没個性的な謂うなれば das Man
として (B als das Man)
︑
二肢的二重性において眼前する﹂ ﹃(哲学﹄ 頁 )
価値形態論は交換関係における商品に即した︑商品自身の
関係論理であって︑決して商品所持者の関係論理ではないと
いうこと︑つまり交換過程論ではないということは繰り返す
までもない︒宇野学派の欠陥はこの相違に無頓着なことであ
る︒貨幣も価値形態論では価値形態としての貨幣形態であっ
て︑商品自身の価値形態の発展したものであり︑商品自身に
とって必要なものである︒これに対して交換過程論での貨幣
は商 品 所 持者 が 商 品 交換 を 行う際 に 必 要な 貨 幣 商品 で あ る .
貨幣を導出する際に商品所持者の交換行為を媒介した方がよ
く説明できるからといって価値形態に商品所持者を登場させ
るのは価値形態論における貨幣が貨幣形態という発達した価
値形態であることの意味をよくのみ込めていないからである︒
もっともこれは廣松氏の議論ではないが︒

ところでこの廣松氏の論述は︑生産物上着には上着生産者
の個性は捨象されていることを把握している点で評価される
べきである︒ピェール・カルダンの意匠による上着は︑これ
と同品質の無名のデザイナーによる上着よりも商品価値が高
いというのは確かにフェアーではない︒上着そのものの値う
ちは上着の品質によって決まるべきである︒つまり同品質の
上着には等量の労働が凝結していると見なされるべきである︒

しかるにＡとＢという人格的関係によっては︑互いの人
格に左右される危険が生じる︒たとえ関心が商品にだけある
としても交換相手が眼前し︑自已に積極的に働きかけてくる
以上︑
﹁相手の人格などどうでもよい﹂という訳にはいかなく
なる︒ＡはＢの口車に乗せられるかもしれないし︑Ｂの品格
に接して︑ｂの価値を見誤るかもしれない︒Ｂを完全に無視
しえるのはＡではありえないのである︒ａとｂの価値関係を
純粋に問題にするのだったら︑ＡやＢは舞台裏に引っ込んで
もらい︑ａとｂを直接つき合わせて関係させるしかない︒と
ころが廣松氏にとってそもそも価値はａやｂに内在的なもの
ではなく︑ｂの価値はＡに現われる意識であり︑ａの価値は
Ｂに現われる意識である︒ａとｂの直接的関係からは決して
価値は生じないのである︒これに対して私は後で詳しく考察
するが︑価値は価値ありとする価値判断と同一ではない︒あ
る物の価値は人によって様々でありうる︑しかしそれらの判
断した対象は一つであって︑内在的なものである︒価値は対
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物と物の社会的関係は常に人間が媒介している︒しかし
物と物との関係として人間を捨象して把えることも必要であ
り有効である︒車は道の上を走行する︒車と道の関係は物と
物との関係である︒しかしこの関係は人が運転することによ
って助けられている︒人の目は車の目の役割をし︑人の手は
車が道の上を走行するのを保障する︒しかし︑道の上を走行
しているのは車自身であり︑カーブするのも車自身である︒
道が車をカ ブ‑させるのであり︑車の大きさや性能が道幅や道

だとすればやはり所持者の知覚︑判断が不可欠となり︑
それに左右されることになるではないか ︑それ故︑商品所持
者が価値形態論で重要な主体的役割を演じていることは否定
できないのではないかと思われるかもしれない︒たしかに現
実の個々の交換は不等価交換であり商品所持者の知覚︑判断
によって行われている︒しかし法則的に等価交換であるとい
うことは︑商品所持者の知覚︑判断を商品自身が規制し︑支
配しえていることを意味し︑商品自身の知覚︑判断となし得
ていることを意味する︒知覚︑判断をあくまで所持者のもの
に固定してしまうと︑商品所持者が法則的に捨象され︑商品
間の関係として客観的な価値法則が貫徹される事態を論理化
できないのである︒

象の側にあるのであって意識の側にあるのではないと考える︒ のとし︑上着を知覚することになる︒リンネルが上着の価値
を判断する際もやはり所持者の判断を自己の判断にすること
になる︒

もちろん上着やリンネルに意志や意識があるわけではない
から︑直接関係すると言っても商品所持者の交換行為に媒介
されていることは言うまでもない︒しかし 量
x のａ商品とｙ
量のｂ商品を所持者に交換させる根拠はａ商品とｂ商品に共
通に内在しているものであり︑結局は法則的には商品交換は
等価交換として行われている︒そこでは商品所持者が媒介す
ることによって生じる不等価性は相殺されている︒従って商
品所持者の役割はａ商品がｂ商品と等価交換を行うのを手伝
っただけであり︑客観的には交換は商品間の関係であったこ
とになる︒
あくまでも商品交換行為を所持者の行為としか見なし得
ないところに偏見がある︒物は常に受動的でしかなく︑主体
的ではありえないというのは偏見である︒価値を内在してい
る商品の立場に立って︑その主体的な関係行為として価値関
係︑商品交換を把え返して初めて︑客観的に価値法則を定立
し得るのである︒だから商品所持者に交換行為に際して生起
する知覚や判断は︑商品自身の持つ効用や価値に導かれたも
のであり︑それを代弁するものである︒それ故︑商品自身の
関係行為として把え返す際には︑それらは各商品が相手商品
を知覚し︑判断する助手である︒例えばリンネルは相手を上
着として知覚できないがリンネル所持者がリンネルを上着に
関係させることによって︑リンネルは所持者の知覚を我がも
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の硬度などを決定する︒それを媒介する人間はその際車と一
体化し︑車の一部になることによって︑一応捨象されている
のである︒交通事故は人の手や目が車の手や目になりきれな
いことによって発生する︒
ａはｂを効用として把えるが︑この効用は自已の価値を映
す鏡でしかない︒ａとｂは物理的関係にあるのではなくて︑
交換という社会的関係にあるのだから︑ａはｂとの等価関係
において︑先ずｂの価値を感知するのである︒所持者Ａの目
がｂを効用として把え︑ｂの価値を感知しているとしても︑
Ａの目や頭脳はＡのものであるということを 離れ︑ａのもの
となっているということが︑客観的︑法則的には意味がある
のであって︑あくまでＡのものでしかないなら︑ａとｂの価
値関係は措定できない︒
ａはそれ自身抽象的人間労働が凝結された価値物なのだが︑
ｂに等置されていなければそれを自己の内容として未だ自覚
できていない︒ちょうどてんびんの片方に自己が乗っている
だけでもう一方は空であるのと同様である︒価値てんびんに
ｂを乗せて︑ａは平衡を感知する︒その時ａが先ず感知する
のは自己の価値ではなくてｂの価値である︒ちょうどシーソ
に相手が乗った時に感じるのは︑自己の重さではなく相手の
重さであるように︒そして次にｂにつり合う自已の重さを反
照し︑自覚することになる︒もちろん価値てんびんという交
換関係が前提され︑実体的にａ ｂ
,に労働が凝結していること

が前提されている︒それらを前提した上での自覚の論理が展
開されているのである︒

ａはこのようにｂという有用物の具体的性格を捨象し︑か
くして平板で単に価値を写すだけの鏡にしてしまうのである︒
ｂはたしかに上着という有用物である︒しかしこの有用物は
そのままａの価値鏡である︒ａにとってｂが上着という有用
物である必要があるのは価値が有用物の有用性の捨象におい
て成立する抽象概念であるからで︑もしｂが単に価値である
だけなら︑ａはその有用性を捨象することができず︑従って
ｂを価値として措定できないからである︒

ｂ︑商品における人称性の捨象と抽象的人間労働

廣松氏は︑Ｂを抽象的人間として措定するのはＡであるか
のように立論されるが︑即自的にｂがＢの労働を止揚して凝
結していること自体がＢの人称性の捨象なのである︒もちろ
んｂ自体の有用性においては人称性は捨 象されても労働の具
体性は捨象されておらず︑その意味では︑上着は裁縫によっ
て造られ︑裁縫労働の主体たるＢの具体性も又︑保存されて
いる︒Ｂは差し当り上着製作者という次限での抽象的人間で
しかない︒しかし︑価値関係によってｂは単なる価値鏡とさ
れることによって︑ｂの有用性とともに︑その労働の具体性
も捨象されるから︑Ｂの人格も完全に抽象化され抽象的人間
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ておこう︒

Ｃ︑抽象的人間と抽象的人間労働の実在性

廣松氏の論理の核心はＡ ︿Ａ﹀︑Ｂ ︿Ｂ﹀とされる
時︑Ａは必ずしも︿Ａ﹀と同一のものではなくて︑Ａの方は
生身の人間という実体であり︑
︿Ａ﹀の方は社会関係の函数的
な一契機としての︿Ａ﹀である︒Ａがレアールであるのに対
して︿Ａ﹀イデアールであるというところにある︒イデアー
ルと言ってもいわゆる観念が真実在であるという意味ではな
く︑Ａという実在が︿Ａ﹀とみなされる︑あるいは︑Ａが特
定の関係の中で︿Ａ﹀としての意味を持 ち︑役割を果すとい
う程の意味である︒

als

Ａが行うレアールな労働︑これが具体的有用労働である︒
そして抽象的人間としての︿Ａ﹀が行う労働︑これが抽象的
人間労働である︒しかし︿Ａ﹀がイデアールである以上︑抽
象的人間労働もイデアールであり︑レアールな具体的有用労
働と別物ではない︒Ａが行う具体的有用労働をあたかも︿Ａ﹀
が抽象的人間労働を行っているかに見なされるにすぎない︒
つまり社会関係からイデアールには抽象的人間労働として受
け取られるだけである︒

als

このようにレアールとイデアールの表裏関係において﹁存
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にされるのである︒従って抽象的人間労働はこのような抽象
的人間の労働である︒廣松氏も抽象的人間労働を抽象的人間
の労働として把握されておられる︒抽象的人間労働は単に論
理的な抽象にすぎないのではなく︑現実の生きた抽象を繰り
返す中で︑人間が抽象的人間として存在せざるを得ない事態
を労働に反映しているものなのである︒この事態を追求して
いる廣松氏は高く評価されてしかるべきである︒ ﹃(哲学﹄第
七節 )
残念な事に廣松氏は抽象的人間の労働という視点を持ちな
がらも︑これを実体的に凝結するものとは見なそうとはされ
ない︒抽象的人間がＡ ︿Ａ﹀︑Ｂ ︿Ｂ﹀としてとして措
定されながら︑その労働が生産物に価値性格を付与する事態
をあくまで仮現としての枠にとどめようとされている︒
als

als

又︑廣松氏にあってはＡ ︿Ａ﹀
︑Ｂ ︿Ｂ﹀︑つまり抽象
的人間としての︿Ａ﹀︑あるいは︿Ｂ﹀︑それらのものとして
のＡ︑Ｂという把握は二種商品間の価値関係から導出される
ものではなくて︑全社会的な規模での抽象であり︑社会的関
係規定から把え返され︑抽象化された︿Ａ﹀︑︿Ｂ﹀である︒
そこでは私的労働による分業関係の生産物への反照という面
ばかりが強調され︑二種商品間で成立する︑相互支配と自己
喪失の論理を︑抽象的人間労働の論理構造の中で浮彫にさせ
ることができない︒ここで本論からはずれるが廣松氏による
抽象的人間やその労働の実在性の否認に根本的な批判を加え
als

als

在と意味﹂を一たん区別して︑合成し︑事物を意味成体 レ(ア
ール︑イデアールの合成体 と)して一般的に把えるのが廣松哲
学の特徴の一つである︒ ﹃(世界の共同主観的存在構造﹄での
議論を参照されたい︒ 例
)えば文字は物としてはインクのシミ
にすぎないが︑特定の文化圏において文字としての役割を果
たす︒文字においてレア ル
‑なのはインクのシミであり︑文字
は社会関係によって規定し直されたインクのシミ以上のもの︑
レアールなインノクのシミ︑以上のものとしてイデアールな
ものである︒かくして文字としてのインクのシミはレアール︑
イデアールな意味成体である︒机として木材︑上着としての
布︑夫としての男の身体︑海としての水の集まり︑哲学者と
しての廣松氏︑この世に存在するものすべてがこのような意
味成体と見なされる︒
この廣松哲学の立場からすれば︑抽象的人間労働と︑その
凝結を実体的に把えることなど士台できない相談である︒実
体的規定 そのものの規定︑レアールな規定 と
(
)︑関係規定 氏
(
によればイデアールな規定 は
)硬貨の表と裏のようなもので︑
関係的規定は決して実体的規定ではないし︑実体的規定も関
係規定として把え直されるとき既に別の規定になっているか
らである︒
ともかく廣松氏は私的労働に基づく分業社会における労働
主体を抽象的人間として把える︒これについては私も同意見
である︒そしてこの抽象的人間が行う労働だから抽象的人間

労働であると見なされる︒これも正しい︒だから私は抽象的
人間が実在していると考えるわけである︒ところが廣松哲学
が干渉する︒

︽抽象的人間と言っても生身の人間の関係規定である事をお
忘れなく︑具体的人間が社会関係に拘束されてイデアールに
そう見なされているだけなのですよ︒抽象的人間労働にして
もしかり︑決して具体的有用労働と別物ではありません︒現
にあるのは具体的有用労働だけです︒抽象的人間労働という
のはそれが社会の分業関係を反映して︑同一の人間労働と見
なされていることからイデアールにそう把えられるだけです
よ︒
︾

ああレアールな廣松氏の前頭葉は折角抽象的人間︑抽象的
人間労働をリアリスティックに把握しようとしていたのに︑
イデアールな哲学者︿廣松氏﹀がイデア︱ルな注文をつけて
邪魔をするのである︒

しかし廣松氏が単なる身体としてだけレアールで︑マルク
ス解釈に画期的な業績を挙げられ︑今や廣松哲学の開祖とし
てその名も高い哲学者廣松氏は︑哲学者としては社会的にそ
う見なされ︑レア ル‑な身体がイデアールな哲学者として粉技
しているなどと廣松氏の愛読者は考えているのだろうか︒哲
学者廣松氏の実在は今や哲学界︑思想界では動かし難い事実
であり︑氏の物質的実在は氏の身体に止まらず︑氏の名著と
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なって日本全国の店頭や知識人の書棚を占有し︑次第に新し
ならば︑質料のリアリタスはイデアールなリアリタスであり︑
い思潮にまで成長しようとしていることを顕示しているでは
その実在性に対する確信は形而上学的であり︑観念的である︒
ないか︒
氏によればレアールな規定性が暫定的であり︑規定性一般︑
我々にとって廣松氏の実在はスラリとした長身の紳士然と
意味一般がイデア ル
‑な存在性格である以上︑このようなレア
した体つきや柔らかい人当たりの優しい物腰にあるのではな
ール︑イデアールな意味成体として物の定在そのものが実は
くて︑哲学者廣松氏の方である︒廣松氏にお目にかかったこ
暫定的な了解であったことになる︒そこで氏は物が第一義的
とのない読者にとっては廣松氏の実在は廣松氏の著書の方で
な存在ではなく︑関係 こ(と が)第一義的な存在であり︑物は
あり︑氏の身体はかえってイデアールに表象されているにす
関係の函数的な項を自存化し︑実体化したものにすぎないと
ぎない︒もちろん廣松氏は﹃資本論の哲学﹄を廣松氏のレア
いう事的世界観に連らなるのである︒
︱ルな姿とは見なされない︒かえって﹃資本論の哲学﹄は廣
これまでの論義で用語自身に対する広松氏と我々との把握
松氏のレア︱ルな身体を社会的に拘束してイデアールな哲学
者にしている一契機にすぎない︒この契機たる本も実はレア
の仕方における越えがたい溝を感じとられた読者も多いこと
ールには紙と活字のかたまりにすぎないのであって︑社会的
と予想される︒我々は質料をレアールなもの︑形相をイデア
︱ルなもの︑というように決して分けてとらえない︒だから
な役割から本とイデアールにみられているだけである︒紙の
机がたとえ木でできていようがスチールでできていようが︑
実在性 実際にあるもの も実は暫定的であり︑本のリアリタ
(
)
スであるという意味においてであるにすぎない︒紙もレアー
机自体をレアールな規定性として把える︒もちろん机が関係
ルには繊維質であってそれが紙として使用されて︑イデアー
規定であることを否定するつもりは毛頭ない︒その机は物と
ルに紙とみなされ扱われているだけである︒
しては木ではないかなどという発想自体︑物は関係規定では
ないという前提によるのであって︑なぜ物が︑レアールな物
このようにあらゆる規定性において把えられる定在は︑あ
が︑関係規定であってはならないのか納得しがたいのである︒
らゆる規定性が関係規定であることを免れない以上︑イデア
‑
ルな存在であって︑純粋にレアールな定在というものはあり
我々は又︑木が机として見なされているとは考えない︒木
えない︒あえて求めるとすれば質料そのものということにな
材は木材として存在している限り︑決して机ではないのであ
ろう︒しかし質科そのものはいかなる規定性も身に受けない
って︑机を構成している木材は机の素材にすぎず机自身では
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ない︒
机を木材として見ている限り︑机という物は対象ではない
のだから︑意識にとってレアールなのは木材だけである︒机
を対象にする意識にとっては机がレアールなのであり︑木材
は従属的な存在なので素材にすぎない︒机のレアールな性格
は人間との関係において机が人間に読書をさせたり︑書き物
をさせたりするという実践的な有用性において示されている
のである︒
人間がその前に座り︑読み書きする以上︑机は堅固な平板
と数本の脚で出来ていなければならず︑このような特色を持
った物を机と呼んでいる︒従って机がレアールであることは
机を使用している人間によって日々たしかめられている︒な
ぜこの段階でレアールであることを確認できないのか不思議
である︒机は木材︑スチールといった素材への反省によって
レアールであることを確かめられるわけではない︑木材やス
チールのレアール性自体が問い返えされ︑この問は悪無限的
に続けられることは︑廣松氏が先刻御承知である︒我々はパ
ントマイムをやっているのではないから︑我々の実践で机が
レアールな定在であることを確証しているのである︒
文 字 がレ ア ー ルに は イン ク のシ ミ で あ る とい う こ と も ︑
我々は認めない︒インクのシミは文字ではないのであって︑
もし私が今書いている文字をインクのシミと見なす人がいる

とすれば︑その人は日本語をよく知らないか︑遠くから見て
いてインクのシミのように見えるのか︑私の字が悪筆すぎる
かのいずれかである︒文字が素材としてはインクのシミであ
るとしても︑文字と成ったインクのシミでなければ文字とし
ては読めないことは自明である︒インクのシミがインクのシ
ミである限りではそれは文字ではないか︑文字であっても文
字として読まれていないかのいずれかである︒

インクのシミは文字という物の素材となってはじめて︑文
字を構成するのであって︑文字がインクのシミとして反省さ
れるのは素材への反省にすぎない︒文字のレアールな性格が
素材への反省によって基礎づけられると考えるのは︑廣松氏
の術中に陥ることになる︒文字がレアールであるのは人間と
の関係においてであり︑人間に対して視覚的に音や意味を伝
達するという実践においてである︒

もちろん︑机や文字にしても反省的意識の意味づけの後に
知覚される物である︒しかしそのことから机が木材の意味で
あり︑文字がインクのシミの意味であるということにはなら
ない︑机の木性は実は木材ではなく︑木性は机の素材である
ことを捨象すれば既にイデアールなものとなる︒机でもなけ
れば他のものでもない木製品の木性はイデアールに想定され
るにすぎず︑木材という定在はは未だ木製品になっていない
前の物であって︑製材所や材木商︑あるいは家具工場にある
木製品の材料である︒
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インクのシミも文字の素材にすぎない以上︑インクのシミ
としては文字とは見なされない︒文字とみなされた以上︑最
早インクのシミではありえない︒文字とみなされない場含に
限ってインクのシミなのである︒だからあくまでインクのシ
ミはインクのシミ以上のものではありえないのである︒
我々が物を意味成体 所(与と所知の統一 と)して把えること
に反対し︑ 廣
(松氏にとってもこれは暫定的である︒ 机)や文
字を人間との実践的関係によってレアールなものとして措定
する時︑その実在性は感覚的なものであって︑かえって人間
の意識相の実在性にすぎぬと反論が予想される︒
しかしこの反論自体︑感覚を事物間の相互関係の反映とし
て把えていないことによって成立するのであって︑各対象間
のレベルでの対立物の統一︑相互浸透を相互的な実在性の確
証とみなす唯物論にあっては︑物どうしが自己の実在性を根
拠に他者の実在性を措定し合い︑他者の実在性に根拠づけら
れ規制されて︑自己の実在を維持しているのである︒感覚の
次限に限定すれば錯覚によって対象の位置や形状その他の取
り違えがおこり得るが︑人間の自己活動としての実践のレベ
ルで相互関係を措定すればこの確証行為そのものが検証され
ることになり︑対象の実在性も信頼できるものになる︒
従って我々の見解では廣松氏とレアールな契機とイデアー

ルな契機が反 対である︒かえって形相的契機の方がレアール
であり︑質料的契機の方がイデアールであると我々は把える︒
なぜなら質料は質料である限り︑それは何ものでもあり得な
いのであるから︑その実在性はイデアールに想定され︑前提
されているにすぎない︒机は素材への反省によってそれが木
でできているかスチールでできているか明るみになるのであ
って︑木︑スチールという形相として質料が把え返されては
じめてこの質料の実在性が検証される︒反省以前的には素材
の実在性は机の実在からの推論にすぎないのである︒だから
唯物論はこの推論の必然性に立脚する世 界観であると言い得
る︒

廣松 氏 の 議論 に立 って も レ ア ル
‑ な 質 料 は 常に イ デ アー ル
な関係規定として把え返されることによって存立しており︑
純粋にレアールなものは形而上学としてしりぞけられている
のであるから︑イデアールなものしか実在せず︑逆にイデア
ールなものこそレアール 実(在的 で)あることになりはしない
か︒物と事の関係にしても物は事の契機にすぎない以上︑こ
の世に存在するものはすべて事であり︑従って事こそが存在
する 運
( 動 している 物
)なのであり︑事が物であるとは言えな
いか︒物は自存的であり︑恒常的に自己同一的であることを
錯視とするなら︑物は事と成って︑事を起していなければな
らず︑このような事に成ってはじめて物に成っているのであ
る︒従って事こそは物である︒
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その意味でなら我々の物的世界観は決して事的世界観を排
棄しているのではない︒我々も物は事であると把えている︒
しかし事となった物は物でなくなる訳ではなく︑事こそが物
の姿であると把えているのである︒しかるに廣松氏は事を物
として把えないで︑物を相対的に自存的︑自己同一的に仮現
するものとして事に対する説明の機能的概念︑倒錯視とされ
る︒結局︑物を事から切り離し︑抽象的に対立させることに
よって︑物を第一義的存在である事ではないから倒錯視と見
なし︑そのような物によって世界を構成する物的世界観をし
りぞけられるのである︒しかし物の関係として事が措定され
ない限り︑事的世界観は事態の解釈学に陥いり︑事そのもの
の関係づけ︑発展を正しく説明できないだろう︒関係づけそ
のものが事を物として把え返すところに出発するのだから︒
人間は実は生身の身体としてだけレアールなのではない︒
逆に身体としてだけ実在すろと把えるのは一面的である︒身
体は自然との代謝において実在しているし︑自然から身体の
実在だけを切 り離して認めることはイデアールな作業であり︑
身体が本当にレアールに存在しているかどうかは自然との対
象関係で実証が必要である︒個人の身体が実在するには︑そ
の個人が自ら構成する社会の実在によって前提されており︑
社会が実在しないのに個人だけがレアールであるわけにはい
かない︒社会にしてもそれを構成する個人の実在が前提され
ており︑そこではじめてレアールである︒また︑個人は単に
身体としてのみ社会を構成するのではなく︑社会の一分肢と

しては社会的役割を担って︑社会的な実在でなければならず︑
社会人として実在しなければならない︒

私的労働に基づく社会においては︑人間は社会人としては︑
私的労働生産物︑即ち商品を創出する労働主体であることを
要請され︑彼の労働は社会的実体として立派に一人前の人間
としてどれだけの労働をこなしたかを評価されることになる︒
このような一人前の人間としてどの人間も同じものとみなさ
れるところから抽象的人間となる︒この評価は商品交換の場
で行われるわけだから︑労働量は従って生産物に対象化され
ていなければならない︒ともかく人間はこの杜会ではこのよ
うな抽象的人間として現存しており︑抽象的人間でなければ
現存しえないのである︒

具体的人間はこのような抽象的人間が自己を抽象的人間と
して現存させるためにとる姿であって︑その具体性はとりか
えがきくものである︒寿司屋になろうが︑旋盤工になろうが︑
哲学者になろうが︑抽象的人間としては自已を一人前の社会
人として認めてもらえるならばどれでもいいのである︒だか
らレアールなのは寿司屋であり旋盤工であり︑哲学者なので
あって︑抽象的人間なのではないと把えるは事態を逆にみて
いるのである︒先ず抽象的人間として実在しなければならな
いから︑即ちレアールでなければならないから︑彼は自己の
リアリタス 実
( 在物 た
)ることの維持のために〜屋︑〜工︑〜
者になるのである︒抽象的人間がレア︱ルであり︑実在する
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関係である限り︑それは物と物との関係であり︑物の関係
に対する第一義性は前提である︒しかし物が物として実在す
るためには︑他の物と関係し得る規定性を自己のうちに持っ
ていなければならないのである︒事︑事態を関係として措定
するや否や︑第一義的実在は物に逆転する︒事︑事態の第一
義性に固執するならば事︑事態を関係として措定することは
できない筈である︒物と裏の抽象的区別に執着する限り︑こ
のアポリァは解消しない︒

から︑その実在する姿として彼は身体的存在としてヒトであ
り︑〜屋として職業人なのである︒
廣松氏にすれば抽象的人間は〜屋に対してイデアールで
あり︑〜屋は身体的存在に対してイデアールである︒しかし︑
もし廣松氏が特異な学才を発揮する哲学者としてレアールで
なかったら︑廣松氏のレアールな存在はどこにあるのか︑単
に食物を消化し排泄する廣松氏の身体のレアール性など世人
の注目するところではない︒ 氏(の容貌のハンサムなことは私
の羨望の的ではあるが︒
︶廣松氏のレアールな存在はむしろ関
係規定としてあるのである︒教師は生徒に対する関係規定だ
からイデアールな規定とはなにか︑生徒にとって教師の身体
は教師そのものではないか︒ある人が単に五体としてレアー
ルで教師としてはイデアールというのは詭弁にすぎない︒五
体は実は教師がレアールに存在していることを証しているで
はないか︒教師でも何でもない五体などは実は医学の実験材
料としてレアールであるにすぎない︒しかもその際でも実験
材料という関係規定においてはじめてレアールなのである︒

かくして︑我々は抽象的人間は私的労働に基づく社会関係
によって規定されて存在している社会人として把えられた人
間であるのだから︑実在しており︑つまりレアールな存在で
あり︑その労働を指すのだから抽象的人間労働も又︑レアー
ルに実在していると考える︒この社会では抽象的人間労働と
して評価されないならば具体的有用労働はレアールな存在で

例えば木綿の布地は人間との関係において︑ワイシャツに
なり︑レアールに存在するものになる︒しかしそのことはワ
イシャツが関係になって物でなくなることを決して意味しな
い︒この関係においてワィシャツは人間に外的で対象的な物
になっており︑それを着る人間にも人間としての実在性を与
えているのである︒何も着ない人間は浴場なり︑その他特殊
な自然物によって実在性を与えられない限り︑実在しえない
ことは自明である︒

我々は関係規定こそがレアールな規定であるという視点に
立たなければならない︒しかし︑それは関係のみが実在し︑
物は実在しない︑或いは関係が第一義性的実在であり︑物は
その契機として第二義的実在であることを言わんとするので
はない︒それならば全くミィラ取りがミィラになる例え︑や
ぷ蛇である︒

91

はなくなってしまう︒抽象的人間労働でない裁縫︑織布は社
会的実体としての実在性を失ない︑単にイデアールに考えら
れるだけのものである︒
むろん抽象的人間労働もその実を示すためには具体的有用
労働の姿をとらなければならない︒このように労働の両性格
は個々に取り上げればどちらもイデアールであるが︑同一労
働の両契機として互いに実在性を支えあっているのである︒
抽象的人間も︑抽象的人間労働も単なる論理的抽象ではなく︑
人間が私的労働に基づく分業社会で先ず取得すべき資格であ
り︑労働の性格である︒例えば日本国民としての様々な権利︑
義務を享受するためには日本国籍を持たなければならないと
か︑車を運転するためにはどんな車を運転するかにかかわら
ず︑先ず運転免許を取得しなければならないとかと類比され
うる︒

ｄ︑商品関係に包摂された分業関係
現に抽象的人間労働がレアールに存在しているからこそ︑
それが生産物に特有の価値性格を与えて︑商品交換が生じる
のである︒もし生産物が抽象的人間労働によって生み出され
たものでなく︑従ってそれを凝結していなければ商品とはな
らず︑交換も生じない︒商品交換が全物資の流通を支配して
いる社会では︑生産物は先ず商品でなければならず︑商品で

はない生産物はかえってレアールな存在性を持たない︒

しかし商品は交換される以上︑その資格として価値物でな
ければならず︑そのためには有用物の有用性を捨象したもの
でなければならない︒商品は有用物として自己を他の商品に
示し︑その有用性を捨象したものでなければならない︒商品
は有用物として自己を他の商品に示し︑その有用性を捨象し
て価値に還元してもらわなければならない︒この関係が価値
形態である︒

リンネルは上着と関係することによって上着に価値を認め︑
それと等値関係にある自己の価値を自覚し︑自己を商品とし
て認識する︒ここに価値や抽象的人間労働や商品が関係規定
であることが明確となるが︑そのことによってリンネルは商
品としての実在性を確証するのである︒もしリンネルや上着
が単に有用物であるだけなら︑それは互いに関係することは
出来ない︑上着やリンネルは互いに引き合うことも反撥し合
うこともないし︑対象的に関わり合うことなど出来ないから
である︒

ところが私的労働に基づく分業関係のもとで︑それぞれ一
人前の労働として立派に認められた社会的労働を実体として
含んでいる場合は事情が異なる︒それらはそれぞれ抽象的人
間労働を体化して代表する物となり︑それぞれ自己がどれだ
けの体化物であるかを競い合うことになる︒かくして価値関
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係を取り結ぶことになり︑関係することができるのである︒

als

Ａ ︿ Ａ﹀ と Ｂ ︿ Ｂ ﹀ が 直接 生 産 者 で あ り ︑ 商品所有
者でもある関係を想定してみよう︒ａ ︿ａ﹀とｂ ︿ｂ﹀
が相互に交換し合ったとする︒この交換で分業関係が価値関
als
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死んでおり︑生きているのは商品自身である︒社会関係は商
品としての人間関係である︒ところが廣松氏にあっては商品
自身の関係と思われるのは実は生産者相互の分業関係だと把
えられており︑あくまで商品に即した価値関係は仮現なので
ある︒

廣松氏は商品生産者︿Ａ﹀としてのＡ氏をＡ ︿Ａ﹀と表
し︑商品︿ａ﹀としてのａをａ ︿ａ﹀と表す︒同様に商品
生産者︿Ｂ﹀としてのＢ氏や商品︿ｂ﹀としてのｂもＢ ︿ Ｂ﹀
やｂ ︿ｂ﹀として表現している︒そして商品交換関係をＡ
︿Ａ﹀とＢ ︿Ｂ﹀とが︑ａ ︿ａ﹀とｂ ︿ｂ﹀を交換
しあう関係として価値形態の四肢的構造を把えａ ︿ａ﹀と
︿ｂ﹀の直接的交換と見られるのは︑実は Ａ ︿Ａ﹀
ｂ
とＢ ︿ Ｂ﹀の分業関係すぎないと考えておられるからであ
る︒ａ ︿ａ﹀の中にＡ ︿Ａ﹀が止掲されてしまっている
という事態を︑また元に返えしてしまったから︑そのように
考えられたのである ︒しかしＡ ︿Ａ﹀とＢ ︿ Ｂ﹀の関
係として分業関係が成立するのは商品交換社会ではないので
ある︒商品相互の関係の中に分業関係は止揚されており︑あ
くまでａ ︿ａ﹀とｂ ︿ｂ﹀の関係として把えなければな
らないのである︒
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ここで関係し合っているのはたしかにリンネルであり上着
であるが︑それは商品としてのリンネル︑上着であって︑リ
ンネル︑上着という具体性︑有用性は抽象されて価値に還え
るためにとる仮の姿にすぎない︒あくまで価値てんびんに乗
っているのは体化された社会的実体︑即ち抽象的人間労働の
凝結量である︒ということは抽象的人間がどれだけの労働を
社会的責任において果したかが評価されているのであり︑物
と物との関係ではなく人間と人間との関係であるとはその意
味である︒だから価値は生産物に物質化された人間である︒
商品はその本質においてこのように人間なのであり︑商品関
係は人間関係である︒
抽象的人間はその労働によって価値としての自己を示し︑
社会の評価を受け︑社会的に存在を認容され︑価値に見合う
社会からの分配を享けなければならない︒それ故︑価値関係
とは社会分業をどれだけ担ったか互いに承認し合う関係であ
り︑そのことによって相互に支配し合い︑支え合う関係であ
る︒従って廣松氏が価値を特定の分業関係の反照としての関
係規定として説かれているのは正しいのである︒しかし生産
者相互の直接的な関係ではなく︑あくまで商品となった︑生
産者を離れた関係なのであり︑この価値関係に生産者は止揚
されており︑顔を出すことはできず︑価値形態に余計な首を
つっこんではいけないのである︒商品関係では既に生産者は
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ｂ
︿ｂ﹀を交換の論理的主体として把え︑Ａ ︿Ａ﹀と
Ｂ ︿ Ｂ﹀をこのお膳立てとし把えてはじめて価値形態論を
把握できることになる︒
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個々の実際の交換に定位するのではなく︑商品交換の全体
を法則的に解明し︑そこに貫らぬく価値法則の解明に焦点を
当て︑商品関係を価値関係として把え返し︑交換の論理的主
体を浮び上がらせているのが価値形態論である︒この観点か
らは︑交換の主体は︿ａ﹀とｂ ︿ｂ﹀であリ︑その労働も
︿ｂ ﹀ に 体 化 さ れ た もの で ある ︒だから
ａ ︿ａ﹀とｂ
それは無人称な抽象的人間労働なのである︒人間だけが能動
的で物は受動的であるという固定観念を払拭して︑交換にお
いても物と物との能動的な論理関係を見究めることが︑価値
形態を明るみにするのである︒
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ここで問題なのは分業関係であってａ ︿ａ﹀とｂ ︿ｂ﹀
の中に内在している非人称の労働が相互に自己の量を主張し︑
評価される︒こうして現在完了の労働が物としてその位置を
交代することで商品が場所を入れ替わり︑そのことによって
所有主体が替えられ︑有用物が新たな所有者によって消費さ
れる︒この最終的な消費が人間労働力の再生産を帰結し︑商
品の再生産を喚び起こすのである︒この全体が分業関係であ
り︑従って分業関係は商品関係の中に包摂されているのであ
る︒だから︑分業関係を取り結ぶ労働は︑ａ
︿ａ﹀︑ｂ
︿ｂ﹀に包摂されている現在完了の労働であり︑裁縫として︑
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係として成立したのであるから︑Ａ ︿Ａ﹀とＢ ︿Ｂ﹀は
この分業関係に従わざるを得ず︑間接的に分業関係に組み込
︿ Ａ ﹀と Ｂ
︿ Ｂ ﹀ の関係 を 直接
まれ た の であ る ︒ Ａ
的な分業関係とみなすと︑ａ ︿ａ﹀とｂ ︿ｂ﹀の商品関
係は成立する余地がないのだ︒
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ところでこの分業関係でＡはｂを享受し︑ Ｂはａを享受す
るから︑Ａ ︿Ａ﹀とＢ ︿Ｂ﹀が分業関係の主体となって
いるとする反論も予想される︒しかしこの享受は︑Ａ ︿Ａ﹀
やＢ ︿Ｂ﹀が生産主体であったからではなく︑専ら所有関
係に関わっているのである︒だから︑ａ ︿ａ﹀やｂ ︿ｂ﹀
をだれが生産したかは交換の場面では忘れられているのだ︒
同一の抽象的人間の労働とみなされているのである︒それゆ
え分業関係はあくまで無人称となった労働の分業関係であり︑
それ が Ａ ︿ Ａ ﹀ とＢ ︿ Ｂ﹀ の 分 業 関係 で あると いうこ
とは間接的に立言できるにすぎない︒
als

Ａ ︿Ａ ﹀ と Ｂ ︿ Ｂ﹀ が ａ ︿ ａ﹀ とｂ ︿ｂ﹀ をそ
れぞれ所有主体として交換する以上︑この交換の当事者がＡ
︿Ａ﹀とＢ ︿ Ｂ﹀であるということは否定しがたい事
実関係には違いない︒しかしａ ︿ａ﹀とｂ ︿ｂ﹀の関係
は価値関係である以上︑この交換は法則的にはａ ︿ａ﹀と
︿ Ａ ﹀ 並びに Ｂ
ｂ ︿ ｂ﹀ の 間 の論 理 的 関 係 であ り ︑Ａ
︿ Ｂ﹀はこの交換の後景であるに止まり︑内在的な価値法
則を左右することはできないのである︒従ってａ ︿ａ﹀と
als

als

als

als

als

als

als

織布として行なわれた抽象的人間労働である︒

第三章 ﹁価値﹂とは何か︑その存在性格

第１節 商品の﹁価値﹂とその判断

私は抽象的人間労働の実体性を証明することによって廣松
説を崩そうとしてきた︒しかしそれも︑それが凝結した﹁価
値﹂がそもそも実体性を持たなければ議論は総て水泡に帰す
ることになる︒価値は評価によって存在が承認されるもので
あって︑目に見えるような自然物の形姿ではない︒価値が目
に見えるのはそれが既に評価されたものである場合だけであ
る︒ 価
(値が見えるかどうかは後 に詳論したい︒ そ
)こで価値
は評価によって形成されるものであり︑評価対象自体に先在
的に内在しているものではないという主観的価値論と︑評価
される以上︑評価される対象にそれに対応する性格が内在し
ている筈だという客観的価値論の対立が生じる︒

廣松氏によれば︑経済的価値は市場において形成されるか
ら︑人々が共同で形成するものであり︑いわゆる間主観的に
一致したものである︒人々はそれが一定の価値で客観的に通
用するところから︑その価値が客観的に内在しているかに思
念する︒しかしそのことが実際に価値が内在していることの
証明には実はならない筈で︑そう考えることが客観的な妥当
性を持つにすぎない︒では間主観的に価値判断が一致する根
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拠は何か︑廣松氏はこのように論述を進め︑
﹁いかなる価値判
断が間主観的に一致して存立するかは︑歴史的︑社会的な具体
的諸条件によって定まる︒それは個々の判断主観と客体との一
対一対応の関係で定まるのではなく︑総社会的な諸条件の屈折
的媒介によって定まるのであって︑この意味で︑それは総社会
的な諸関係の一結節というべきである﹂ ﹃(哲学﹄ 頁 と)結論
する︒
この議論は一応もっともな議論である︒価値評価する人々
の意識を対象として分析すれば︑たしかに氏の立論は説得力
がある︒実際︑価格形成するのは人々の交換の繰り返しであ
って︑その都度︑評価しているのは人々の意識であり︑これ
らが間主観的に一致して決定されていき︑人々はそれを客観
的に妥当すると認め︑かくしてそれがその商品に内在する価
値と一致すると思念する︒しかし︑それは決して価値内在の
証明とはならない︒というのは単にそれは人々がそう考えて
一致したにすぎないし︑それを強制したのは必ずしも当該の
商品だけでなく︑社会的な諸条件によって媒介されたもので
ある︒
これに対して我々はでは何故︑その商品が総社会的な諸関
係の一結節となり得たのか︑それは社会的実体としての抽象
的人間労働を凝結しているからではないか︒その凝結してい
る姿が生産物に現われているものとみなしてはじめて人々は
それを価値評価するのだし︑間主観的な一致が生じる必然性

があるのではないか︒だからこそマルクスは抽象的人間労働
の凝結が価値の実体だと言っているのではないか︒と反論で
きる︒

しかし︑廣松氏は価値評価の主体を人々に認めるのだった
ら︑その原因を当該の商品とそこに凝結している労働との一
対一対応に帰するのは不当であり︑人々が取り結びそこから
拘束されている総社会的な諸関連から把え直すべきであり︑
あくまで人々の機能的関連から把え直すべきであると反論さ
れるだろう︒その際︑氏が念頭におかれているのは︑既に論
じた︿もう一つ再生産に必要な労働時間がその商品の価値を決
定する︒
﹀というさわりである︒それについての再論は不必要
だが︑価値はたとえ内在しているとしても︑それを表示して
いるわけではないから︑どうして人々を間主観的な一致に導
くことができるのか論証が必要であろう︒

先ず商品は具体的有用物の姿をとるから︑同一品質の同一
種類の商品の価値は同じであり︑それは同一の人間労働の同
一量の凝結であるとみなされる︒これは既述したように︑主
観的な労働時間が実はこれだけの労働時間であったことを平
均的な必要労働時間で示しているのであり︑決して異なる労
働時間を同一労働時間とみなしているわけではない︒みかけ
の労働時間が実の労働時間に還元されているのである︒

次に異種類の有用物が等置される場合の価値評価の問題に
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だから︑間主観的に一致した人々の価値評価としての価格
は︑常にその商品に内在する価値と一致しているのではなく︑
一致するように法則的に上下させられるのである︒間主観的
に一致しているのは価値そのものではなくて︑価値の間主観
的な評価であり︑価値判断にすぎず︑判断される当の価値は
商品の側に内在しているのである︒客観的妥当性︑客体に内
在しているように間主観的に思念されているもの等を廣松氏
は価値と考えておられるが︑それは実は価格であって価値で
はない︒あくまで価値と思われているものにすぎない︒価格
には売手が主張する定価︑売り手と買い手間で協約される売
価︑市場で間主観的に一致する相場 市(場価格 等)があり︑こ
れらは日々︑刻々変動するが︑価値自身も変動しており︑変
動しているかどうかが価値と価格の区別ではない︒廣松氏の
議論では価値と価格の区別はきわめてあいまいにならざるを
得ない︒

である︒

もし二十エルレのリンネルの本当の労働時間が上着一着の
それより多いのに等価とみなされたとすれば︑リンネル生産
者はリンネル生産に不利を感じる︒というのはリンネル生産
者は自己の労働時間をリンネルにだけ費やしているのだから︑
他の必需品をつくる労働を他人にまかせなければならず︑リ
ンネルが労働時間を少なく評価されれば︑他人以上に長時間
働かなければならないはめになる︒そのような不利から逃れ
るためにはリンネルをより高く売るか︑リンネル生産を他の
商品の生産に切り替えるか︑リンネル生産の時間を凝縮して
上着との等労働時間に近づけるかしなければならない︒この
ように等労働時間へ近づける努力がリンネル生産者の側から
なされることになる︒

しかしそれでは価値は形而上学的な実体ではないか︑そん
な価値などどこにもないではないか︑見せれるものなら見せ
て欲しいものだと反論されるだろう︒そのうえ既述した議論︑
価値が抽象的人間労働の凝結であるならば固定している筈で
あり︑変動するのはおかしいとか︑価値が不等価の際︑等価
にしようとする努力は生産者が行うのならば︑それこそ生産
者の間の機能的な関係であることを意味するにすぎず︑別段︑

移ろう︒人々は二十エルレのリンネルは一着の上着と等価だ
と評価が一致したとする︒この評価の一致は果して二十エル
レのリンネルの労働時間と上着一着の労働時間が一致してい
ることを証明しうるのかが問題である︒

逆に上着の生産者は有利を感じ︑より多くのリンネルと取
り替えようとし︑それに対してリンネルは売り惜しみをする
から︑結局︑等労働時間に落ち着くことになる︒むろん︑リ
ンネルの労働時間が上着より少なくて済む場合も︑同様に等
労働にしようとする力が働くのであるから︑たとえ商品に労
働時間が表示されていなくても︑等価交換へ市場を導く力が︑
商品に内包されている労働時間である価値には備っているの

97

凝結していることの証明にはならないとかのそれこそ水掛け
論になりかねない反論が次々出て来るに違いない︒
凝結していることの論証は既に行っている︒労働は対象化
され︑凝固するということは第一章で論証したし︑抽象的人
間労働のレアールな存在も第二章で議論されている︒生産者
間の機能的な関係は︑労働量が商品の量的比として顕示され︑
商品が体化して表出してこそ可能なのであるから︑凝結は前
提である︒価値内在は論決済みであって︑それがいかに人々
に判断されるかが問題であった︒残された問題は﹁価値﹂と
は何か︑またその存在性格はいかなるものかという議論であ
る︒

第２節 関係規定としての価値

﹁価値﹂とは何か︑この言葉は日本語および中国語では﹁価
︵あたい︶﹂
﹁値︵ね︶
﹂の合成によって出来ている以上︑語源
﹂も
的には﹁価格﹂と同義と孝えられる︒ラテン語の﹁ axios
そのような意味であったと考えられる︒ 岩波講座﹃哲学︱価
(
﹂はラテン語の﹁ valere
︵ 強 い︶
﹂
値﹄ 頁 し
) かし﹁ value
から来た言葉であり︑支配力の大きさを意味するところから
支配労働価値的なニュアンスや重要性を意味する言葉となつ
たと考えられる︒
﹁ Wert
﹂については御教示を仰ぎたい︒

これらから察するに価値は経済的にはある商品が他の商品
のどれだけに当たるかを指示していると考えられる︒その意
味では確かに関係規定である︒廣松氏にすれぱ︑関係規定で
あるから内在していることはありえないことになるが︑私か
らみれば関係規定であるが故に内在的な規定︑あるいはその
ものの規定でなければならないと考える︒

語源的に価値は交換価値であるが︑価値は交換価値を示す
根拠として商品に内在しているものとして把え返され︑その
実体として凝結した労働量が措定されている︒それが古典経
済学の成果である︒関係の根拠は関係するものに内在してい
るものとして求められなればならないのである︒
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廣松氏は重量について﹁当該の物体と地球との間の引力︑
厳密に言えば︑宇宙の全物体との間の万有引力という関係的
な規定性であり︑自存的な実体ではない︒﹂
︵ 頁︶と述べて
いる︒しかしだからと言ってもし諸物に質量が内在していな
ければ引力が生じないわけで︑重量関係は内在している質量
の相対的表現であることは認めないわけにはいかない︒
価値関係においても同断で︑ 二十エルレのリンネルが一着
の上着と等価である以上︑双方には共通のものが内在してい
なければならず︑これが価値である︒この等価関係はたしか
に厳密に言えばリンネル︑上着間で決定されるものではなく︑
全社会的な生産諸関係の諸事情を反映したものである︒しか
し︑絶対的な意味で自存的な実体ではないということは︑相
対的な意味でそうであるということを決して排除できるもの
ではない︒物体の重量はその物体と地球との質量比で算定し
うるのであり︑宇宙の全物体を捨象してもかまわないし︑捨
象してはじめて算出可能なのである︒
二種商品間の交換が総社会的な商品の総体的関係に前提さ
れていても︑価値関係の原基的なアトミックな関係をそこか
ら抽出し︑その複合として社会的諸関連を展開することなし
に︑社会関係を正しく把えることはできない︒
もっとも経済的価値の意味を﹁抽象的人間労働の凝結物﹂
と解するのは誤りである︒
﹁抽象的人間労働の凝結﹂はあくま

で価値の実体であり︑価値の意味ではない︒意味としては価
値はある物がどれだけの他のものに相当するかを示しており︑
ある物の価値はそれに相当する他のものの量によって示され
る︒しかしそれは価値が内在していることを示しているので
ある︒

関係規定が事物に内在しうるか否かは実は水掛け論に終る︒
世界観的な了解の次元をはっきり異にしているからである︒
物体的世界観からみれば関係はあくまで物と物との関係であ
り︑物は関係規定の総和を自己の内的規定にすることによっ
て対象的な実在となっている︒事的世界観からみれば物は事
態の契機を物象化的倒錯視によって実体化︑自存化したもの
にすぎないから︑関係規定が内的規定とみなされること自体︑
物象化的倒錯視の特色なのである︒

例えば石をつかんで固いと感じる︒では固さはどこにある
のか︒固さは手の感覚であり︑感覚に属するという感覚論は
それなりの説得力を持っている︒しかし固さは手と石の関係
において生じる感覚である以上︑手と石の関係であると考え
ることもできる︒また︑固いという限り︑手と石の密度の相
異に対する知覚であり︑相対的に手が石より密度が薄いとこ
ろから固く感じる以上︑より固いのは石の側であり︑固さは
石の密度の手による相対的表現だと考えることができる︒そ
の意味では固さは石に内属している︒感覚主義︑関係主義 事(
的世界観 ︑
)唯物論の世界観の相異がこれらの見解の相違とな
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って現われているのである︒

第３節 美の客観的実在性について
類似した議論が﹃文化評論﹄の誌上で十年程前に展開され
たことがあった︒﹁美の客観的実在性﹂に関する論争である︒
美は主観にあるのか対象にあるのかという議論である︒現在
手許には当時のものはないので︑本格的にその論争を総括で
きないが︑永井潔氏を批判する形で私見を叙述しておきたい︒
ただし本書の一部として展開するのはあくまで関係規定が内
的規定でもあることの論証のためである︒
その際︑最も活躍されたのが永井潔氏である︒氏の説は﹃芸
術論ノート﹄ 新(日本出版 に)まとめられている︒彼はある物
を美しいと感じさせるものが内在している筈であり︑だから
美は客観的に実在するという単純素朴な考えを批判する︒そ
のような考えは﹁人間は美しいと感ずる︑ゆえに美は客観的
に存在する﹂と言うことと同じであって美的感情を対象の性
格に押しつける議論であると批判されるのである︒
永井氏は美は感情であり︑愛や憎しみと同じであるから︑
美の客観的実在 美
( が対象に内在すること は)﹁愛は客観的に
存在する﹂というのと同じように馬鹿げていると考えておら
れる︒しかし永井氏のこの感情一般に還元する議論は非常に

乱暴な混同である︒何故なら︑愛や憎しみは主観の対象に対
する態度に伴っており︑あくまで主観の心の様態を示してい
る︒愛しているのは主観であり対象ではない︒ところが美し
いのは主観ではなく対象なのである︒

美的感情はあくまで対象を美しいと感じることである︒た
しかに美しいと感じるのは感情であり︑それは主観的な心の
働きである︒だから美をあくまで主観的なものと解し︑対象
に内在しないとすれば﹁バラは美しい﹂のではなく﹁バラは
美しいと感じさせる﹂と言うべきであって︑万人が言葉の使
用を誤っていることになる︒永井氏はたしかにそう考えられ
ておられるようである︒もちろん言葉の誤用も万人が共有す
ればそれなりの意志疎通になりうるのだから別段構わないの
かもしれない︒

永井氏に対してバラは主観に美しいと感じさせる形象を備
えていればこそ美的感情を喚起した筈だから︑この形象はバ
ラに内在する美的実体の筈で︑やはり美はバラのうちに客観
的に実在していると言えるではないかという反論が可能であ
る︒ところが永井氏にすればこの形象は実は対象に内在する
形象ではなくて︑主観が実践的に造り上げてきた形象的思惟
であり︑例えば﹁平たい﹂
﹁正三角形﹂﹁対称性﹂等々という
形象的観念であり︑対象がこれらの形象的思惟を触発し︑美
的感情が喚起されるのだから︑形象的思惟のうちに美的感情
の心理的実質が存すると考えられておられるのである︒
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﹁美という概念は美的感情が対象 ＝(認識 に
)与える心理的な
実質として理解される時にのみ︑正しい実際的な効用を持つで
あろう︒美は美的感情と同義語的に使用されなければ実際的で
はない︒︱︱︱ 中略 美が美的感情を生むのではなく︑美的感
(
)
情がある種の形象を美と思いこむのだ︒
﹃美的なるもの﹄とは
美的感情を満足させるもの以外ではない﹂ ﹃(前掲書﹄ 頁 )
もちろん氏のこのような美の概念規定が︑美の客観的実在
論を論破しうるものではないことは明らかである︒たしかに
形象の観念は実践の末︑人間が平たいものや対称的なものを
造形しえたときにやっと獲得したものであって︑この造形に
よって得た満足感が美的感情を生み出したという歴史的経緯
が仮に実証しえたとしても︑形象的観念に照応する自然的形
象は客観的に実在しているのである︒
たとえ人問の造形物であったとしても︑自然の中に造形さ
れたものであり︑やはり客観的実在であり︑対象になってい
る︒それを美と感じる限り︑やはり︑美は対象に内在してい
るとしか言えない︑美は対象の性格規定であるのに︑美的感
情という主観の心理と同一視するところに混乱のもとがある
のである︒
そこで彼は人間だけが美を感じるという事実に依拠する通
俗的な議論も併用している︒

﹁美を物質的実在とみなせば︑何ともつじつまのあわぬ奇妙
なことがたくさん起きてくる︒人間に関係のない︑人間の外に︑
人間に意識されない﹁美﹂などという実在を想定することは︑
私には馬鹿ばかしい無意味に感じられるのである︒人間のいな
いところで美があらわれたなどということは過去にも一度も
なかったし︑未来にもありえないだろうと私は思う︒犬や猫が
美を感じているとは思えない︒それは美が客観的に実在し︑人
間のみでなく犬や猫にも平等に作用をなげかけているのに︑た
だ犬や猫がそれを知覚しないだけだといえるだろうか︒﹂ 同(
頁 )

犬や猫に美的感覚がない以上︑美が犬や猫に感知されない
のは当然であり︑犬が色盲だからと言って︑光に色彩がない
ことにはならない︒色彩は光の波長を実体として持っており︑
色彩感覚は光の波長を区別する感覚である︒色彩は感覚であ
るから客観的な実在ではないと言える人もいる︒しかし︑対
象を赤︑青として措定する限り︑赤︑青は感覚による対象の
性格づけ︑区別であり︑対象について言われている︒

光を出す︑或いは光を反射する当の対象は光そのものでは
ないとか︑受光する感覚器や︑光を伝える媒質等々によって
異った色に見えるとかの諸条件は︑色が客体に備っていると
いうことについて疑念を生じさせている︒しかし特定の諸条
件においてある物がある色に見えること︑これが対象につい

101

102

111

ての色別であり︑対象の色による措定であること︑対象は自
己をその色に見させる何らかの性質を備えて︑見る側に対し
ていることは否定できない︒色を感じるということは対象の
この性質を見ているのであって︑対象が主観に対してこの性
質を示すことを︑特定の環境において見ているのである︒
特定の振動数の音は犬には聞えるが人間には聞えないこと
もありうる︒永井氏の議論ではそのような音も客観的に実在
しないことになってしまう︒音についても音である限り︑聴
覚であって︑客観的実在である空気の振動は音ではないと唱
える人もいるだろう︒しかし我々が聞いているのは特定の空
気の振動であり︑空気の振動を音として知覚しているのであ
る︒
たしかに幻覚や幻聴︑夢における知覚等を根拠に︑知覚を
感覚中枢における生理的作用に還元し︑対象としての客観的
実在についての知覚ではないと解することも可能である︒し
かし人間が知覚によって客体を知覚し︑客体との相互作用を
行うことによって生きていることは否定しえない︒知覚を身
体の実践的活動として把える限り︑知覚が対象についての︑
客観的実在についての知覚であること︑仮にそうでない場合
があっても︑対象との関係において成立する知覚はそうであ
ることは否定しえない︒
人間だけが美を感受しうるという場合の人間は美的感受性

を持った感覚主体として把え返されなければならない︒宇宙
人 正(確には異星人 は
)地球人のような哺乳動物ではないだろ
うし︑それが人間と呼ばれるのは知性的生物であるからであ
る︒このような異星人が美的感受性を持つことは充分考えら
れるし︑優秀なロボットにも美的感受性が生じる可能性があ
る︒

美は優れて関係規定であって︑美的なものが客観的に実在
すれば︑あらゆる主観に美と感じられるものではなく︑逆に
美的感受性さえあれば︑いかなる客観的実在も美しいと感じ
られるものでもない︒また︑あらゆる美的実在が美的感受性
のすべてに美と感じられるものでもない ︒対象的な関係を離
れて議論すること自体無意味なのである︒

美は感情という次限で把えれば︑確かに主観的なものであ
り︑美は美的感情であるというのはその限りで説得力がある︒
また︑対象と主観の関係の仕方とみなせば︑美は関係である
とも言えよう︒しかし美的感情を喚起する対象の作用に視点
を移せば︑対象の側に美的実体が内在していると考えること
は少しも不自然ではない︒要するに世界観的な了解の相異に
根ざしたものであって︑世界観そのものの当否が議論される
べきなのである︒

美をあくまで美的感情と考えられるならば︑美的感情は対
象に美が内在すると思い込む物象化的倒錯視と考えなけれぱ
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ならない︒例えば︑円は円でありて決して美ではないが︑円
を美と感じる人が円を美と思い込んでそうみなしているだけ
であると︑しかし︑このような議論は円に美を感じる人に円
に美が実在しているという主張︑円は美であるという主張を
取り下げさせるのに何の役にも立たないだろう︒何故なら︑
その人には円が美しいのであり︑美しいのは自己の感情では
なくて︑あくまで円であるからだ︒美の起源や︑美意識の生
じる場所等々の議論は決して美の客観的実在性の素朴な確信
を崩せるものではない︒
これは直接︑永井氏の議論ではないが︑美の客観的実在性
に対する批判は次の形でも現われている︒即ち︑美が客観的
に実在するという意味は︑客観的に美として妥当するという
意味である︒その意味でなら︑美には客観的な規準があり︑
人々は社会的に汎通している規準に拘束されて美を意識する
以上︑美は客観的に実在すると言ってよい︒しかし決して美
的実体が即ち美なのではなく︑美として歴史的︑社会的に妥
当しているのであるという批判である︒
この議論は︑同じ対象を見ても︑歴史的︑社会的関係によ
って美意識は異なるし︑個人問の差もある︒しかし歴史的︑
社会的なイデオロギ︱的環境によって美意識が形成されるの
だから︑美的評価は一定の歴史的︑社会的基準があるという
事実に根ざしていて有力である︒美意識をイデオロギーとし
て把えるこの視点の一定の有効性は否定しえない︒特にこの

議論は美意識の個人差による美の客観的実在性への懐疑をカ
バーしうる点で説得力を持っている︒

Ａはバラを美しいと感じ︑Ｂはバラを醜いと感じることは
可能である︒そのことはバラがそのものとして美しいのでは
なく︑だからあくまでバラは一定の形象 芳
(香・感触も総合し
て で)あるに止まり︑即目的に美ではないことを示している︒
この形象はたしかにＡにとっては美的形象であり︑Ｂにとっ
ては美的形象ではない︒とすれば形象に美的性格を付与する
のはあくまでＡの美意識であり︑従って美は主観的なもので
ある︒しかし︑バラに対する美的評価は社会的に汎通的なも
のであるから︑バラが美しいと感じるＡの美意識には客観的
な妥当性がある︒多数のものがパラに美的形象を承認するこ
とによって︑バラは美的形象であるという思念が妥当性を持
ち︑バラ自身が美であることが社会的に承認されている︒そ
の意味ではたしかに﹁バラは美しい︒
﹂或いは﹁バラが美しい︒﹂
のである︒このような客観的妥当性による美の客観的実在性
の承認の構造は︑廣松氏の物象化的倒錯視による価値の事物
への内在の論理と同じである︒

このようなイデオロギーとしての美意識の把握にもとづく
美の客観的実在に対する批判に対しても︑反論は可能である︒
たとえ美意識が社会的︑歴史的な関係によって規制された意
識であっても︑それはそのような意識であることの説明にす
ぎず︑やはり美意識が対象的な意識であることは少しも否定
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に基づくのであり︑対象 客(体としての に
)美が内属するとい
う立論自身が倒錯視的な妥当性しか持ちえないことになって
いる︒我々は言うところの共同主観的な意識を共通的意識の
レベルで把えており︑Ａの美意識と社会的美意識の同一性は
特定の社会関係における諸個人の意識の共通性であると考え
るから︑Ａの意識の個別性は確保しうると考える︒また︑主・
客図式を倒錯視ではないと考える我々は︑Ａと美的対象の特
個的対象関係をあく
まで堅持する︒この点に関する廣松哲学との本格的対決はこ
こでの課題ではない︒

Ａがこのバラを美しいと感じ︑Ｂが醜いと感じたという
ことは美的感覚の優劣を決めるものではない︒このバラに美
を感じるＡの美的感覚は大変凡庸であって︑このバラの醜さ
を喝破するＢの美的感覚の方がはるかに鋭いのかもしれない︒
しかしバラの形象はＡにとってはやはり美的形象であり︑し
かも客観的に︑対象的に実在する美的形象である︒

ところでＡは美意識でこのバラを美と感じ たが︑Ｂは感じ
ない︑ということは実はバラが単なる形象であり︑Ａが勝手
に自己の美意識からこの形象を美的形象としたのではないか︑
あくまで美を付与したのはＡの感覚ではないかという疑念が
生じる︒客観的な対象は同一である場合︑Ｂはこのバラを写
実的に観察して︑シミや汚れ︑しおれを見抜き醜いと感じた
かもしれないし︑Ａは想像力を補って美的形象に仕立てあげ
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されていないのだから︑美的対象が美であること︑或いは美
を内在することは少しも否定できない︒また︑同一の美的対
象がＡに働きかければ美的感情を︑Ｂに働きかければ反対の
感情を引き起したとしても︑Ａに関する限り︑美であること
はたしかだから︑その美は美的対象の側にあると言える︒Ｂ
にはその感受性が欠けているだけである︒
美が対象と意識との個別的な関係において成立するもので
あるという事実は︑美意識がいかに社会的な規準に左右され
るか︑また︑社会的な規準に媒介されるかという舞台装置を
背景に持っていたとしても︑否定しえない事実である︒なぜ
なら︑このバラとこの人との特個的な関係において美を感知
するからである︒バラであるこの花に触発されて︑バラは美
しいという教養が想い起こされ︑この教養に刺激されて美的
感情が生起したという評論家的な説明はＡがこの花に美を見
い出したという事実を︑美しいのはバラであって︑バラに関
する教養的な美的形象の観念ではないという事実を否定しう
るものではないからだ︒もちろんＡの意識ａをＡ ︿Ａ﹀の
意識ａ ︿ａ﹀として把える廣松氏の哲学では︑Ａは社会人
として︿Ａ﹀であり︑その意識も社会的意識として︿ａ﹀と
しての個別的意識にすぎず︑Ａに内在する個別的意識とは区
別がつかず︑社会的意識がａとして表出されているにすぎな
いと考える︒
als

廣松哲学においては主・客図式そのものが物象化的倒錯視

als

れ︑立派に創出することに成功し︑共感を与え続けている︒
これらは対象の内にあって︑我々は対象のうちにそれらを見
出し︑﹁これこそが美﹂であると感嘆しているのである︒

ところが永井氏は﹁合目的な構成の表象が美しいというこ
とと︑合目的構成を美と命名することとは別のことである︒ミ
ニスカートが美しいと感じたからといって︑美とはミニスカー
トである︑などといえるはずがない︒
﹂ (頁 と
)言われる︒

美とはミニスカートであると美を定義する人は恐らくいな
いが︑ミニスカートに美があると感じる人は多いし︑ミニス
カートをはいた女性を美しいと感じる人や︑ミニスカートを
はいた女性の中に美を発見する人は多いのである︒たしかに
美的実体が美であるのだが︑それは非対象的な即自的な性格
において美であるのではなく︑あくまで美的感党を触発する
限りで︑対象的な︑対他的な性格において美なのである︒美
的実体が美であると言うと︑形象は形象であって美ではない
という反論がすぐに返って来るが︑これは即自的性格と対象
的性格の区別を見忘れているからなのである︒美的実体はナ
ルシストではない︒美を感じる者に対して美なのである︒

客観的妥当説を含めて美の主観性に固執する議論は︑美を
主観のうちにある美的世界とみなしており︑形象が主観の中
で美的形象に転化して美意識を構成するという構図になって
いる︒だからあくまで対象は美的世界の外にあって外的に刺
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たかもしれない︒その場合︑Ａはバラの形象に美的性格を付
与したと言えるだろう︒しかしこのバラを美しいと思い込ん
でいる限り︑その美の要素がバラにあることには違いないの
だから︑美しいのはバラの方である︒
つまり︑このバラはＡの描く美的形象の素材︑一部︑構
成要素として役立っている以上︑美的実在を形成しているの
である︒同様にＡ︑Ｂが写実的にみていてなおかつＡ︑Ｂの
見解が岐れる場合は︑このバラはそれ自身でＡにとっては美
的形象であり︑Ｂにとってはそうではない︒しかしＢにとっ
てそうでないということはＡにとってそうであることを否定
する根拠にはならないから︑Ａとの対象関係においてこのバ
ラが美的形象であることは︑だれも否定できない︒美が特個
的な対象関係において成立する関係規定であることを見忘れ
るから︑混乱が生じるのである︒美は︑受動的な感覚によっ
て生じる意識である以上︑対象に美的性格を主観から付与す
るというのは背理であり︑幻想や想像力の次限で問題になる
だけである︒
ところで永井氏は﹁美の他在を信じてその本質をつきとめ
ようとした歴史上の人々は︑理論家であろうと芸術家であろ
うとことごとく失敗した︒
﹂ 同( 頁 と
)述べている︒万人に共
通する美の規準を求めようとすれぱ必然的に失敗することは
私も否定しない︒しかし美の実体は調和︑均斉︑和含︑流動︑
乱調︑均衡︑比例︑幽玄︑もののあわれ︑等々として見出さ
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激を与えるにすぎず︑美はあくまで主観内の美的世界での出
来事なのである︒だからこのバラを美しいと感じるのは︑こ
のバラが主観内でのバラについての美的形象観念に一致した
場合であり︑美しいのはこのバラではなく︑バラについての
美的形象観念であるということになる︒
もし︑主観がある美的形象観念を持っていなければ外的対
象は働きかけることはできず︑従って美的感情は生じない︒
主観の美的形象観念は社会的︑歴史的環境から存在被拘束性
によって与えられ︑陶冶され︑訓練され︑形成されたもので
ある︒こう考える永井氏によれば︑従って美的世界は間主観
的な被造物であって︑美の客観的妥当性の根拠はその形成過
程にある人々はバラが美であると感じるように訓練されてき
たから︑バラに美が内在すると思い込むのであって︑実際は
バラは主観の美的世界に与える外的刺激にすぎない︒永井氏
は主観内の意識は総て客体の反映でなければならないという
反映論の教条主義解釈を批判して︑美は客観的実在ではない
とされる︒
主観が個人的主観であろうと︑共同主観的に形成されたも
のであろうと主観であることは否定しえない︒美的形象観念
があって美が感受されるという議論は︑実は形象観念があっ
て形象が知覚されるというのと同じ議論である︒もちろん形
象観念が共同主観的な形成物であることは言うまでもない︒
我々は様々な形象観念を持っており︑対象の形象を形象観念

によって把えている︒もし形象観念が訓練され豊富でなけれ
ぱ対象の形象を的確に把えることは困難である︒しかしこの
形象観念は先天的なものでなく︑後天的に培われたものであ
り︑対象との実践的関係によって対象から学びとり︑教養化
されたものである︒従って形象観念が客観世界の形象の反映
であることは否定できない︒

自然物が形象を構成していることは︑視覚に映ずる自然物
が様々な形象をしていることからわかる︒太陽や月が丸いと
か︑水滴が球形であるとか︑湖面が平面であるとか︑これら
は形象はあくまで自然物の形象であり︑対象の形象である︒
人間が造形した形象もやはり自然物として客体化して実在し
ている︒もし自然に形象がないならば我々は観念の中だけで
形象をつくり上げることは不可能であった筈である︒

ある形象を美しいと感じるのも︑美的形象観念が主観にあ
って︑それに照応するものが対象として見出されるからと決
めつけるのは誤っている︒平面が美しいのは湖面が美を感じ
させたり︑磨かれた石器が美を感じさせたりしたからであっ
て︑平面を美的形象とするから湖面が美しいのではなく︑湖
面が美しいから︑平面をその実体として美的形象として見出
したのである︒

彫刻家が自已の観念の中に美的形象を構成していても︑そ
れが本当に美的形象なのかどうかは自然物として対象化した
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造形物の形象が美を感じさせてはじめてわかることである︒
だから美的形象はあくまで客観的な実在であり︑美しいのは
客観的に実在する火的形象であって︑又的形象観念ではない︒
美意識は洗練されるものであり︑一種の教養である︒しか
し美に対するこの感受性はあくまで対象の中に美的形象を見
出す能力であって︑対象に美的形象がないのに美を見出せる
ものではない︒バラに美がないのに多数の人間がパラを見て
美を感じる訓練を行える筈はないのである︒
美意識が人間の対象に対する心理であり︑美の起源は人間
の形象に対する心理の分析によってのみ解明され得るという
事情そのものは決して︑美が対象の側に実在することを否定
するに足る証拠にはならない︒美が主観的内面的︑感情的性
格を持つということは美意識としては自明である︒美の実在
性について問題なのは︑
何 故 対 象 が 美 と感 じ ら
れるかではなくて︑何が︑
対 象 の 中 に あ る何 が 美
と し て 措 定 さ れて い る
のかである︒
美意識 の起
源 そ の 他 に つ いて は 稿
を 改 め て 論 じ るこ と に
し︑
価値の問題に戻るこ
とにする︒

第４節 事物と関係の関係について

価値や美 美(を真・善などとともに価値に包摂することの当
否はここでは問わない︒ここで価値とは経済的価値︑特に商
品の本質としての価値である︒
︶が自然的質料ではなく︑事物
の対象的性格であるという事情からその客観的実在性を否定
したり︑主観にとっての客観性 対
( 象性 に
)すぎず︑対象に内
属しているように思念されるものにすぎないと考え︑結局は
主観的︑或いは共同主観的なものであるとみなすことは︑関
係規定に対する不当な解釈である︒

現代唯物論は事物を対立物の統一として把える︒それは神
のごとき純粋に独立した自体的存在者を認めはしない︒事物
は互いに関係し合い︑前提し合っている︒しかし︑そのこと
は関係を存在の第一義的性格として把えることを決して意味
しない︒また︑現代唯物論は個物を総体的な連関の系の中に
位置づけ︑個物を諸関係の総体として把える︒しかしだから
といって︑個物に対する諸関係の存在の第一義性を説く教説
でもない︒

事物は関係する主体としては︑主体としての相対的独立性
を持っている︒対立物の闘争︑対立物の相互浸透︑対立物の
統一という唯物論の把握は事物を関係する主体として︑主体
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物質の階層性においては︑事物は事物の関係として措定さ
れ︑関係は総体としては事物である︒かくしてあらゆる事物
は自已を構成する諸事物の総体的な連関からなり︑また︑あ
らゆる事物は総体的な連関を取り結んでより大なる事物を構
成する︒かくしてマクロ的にもミクロ的にも悪無限的な物質
の階層性を構成する︒この物質の階層性の思想を形而上学と
するなら︑弁証法的唯物論も一個の形而上学であることを認
めざるを得ない︒

性に力点を置いており︑その点︑事物を事態の諸契機の物象
化的倒錯視による実体化として把え︑事物の主体性を視圏に
入れない事的世界観とは好対照を成している︒従って唯物論
における事物の相対的独立性は独立性が仮現であるという意
味での相対性ではないのである︒たしかにこの独立性は諸関
係によって前提され︑支えられた独立性であり︑諸関係の変
化によって独立性は侵され︑崩壌する性格のものであり︑関
係の優越はその意味では首肯されうる︒
しかし主体に即して把え返せば︑関係は自己の存立のため
の諸条件にすぎず︑諸前提にすぎない︒逆に自己の存立によ
って主体的に諸関係を自己のものとして取り結んでいるので
あり︑諸関係はかかる主体的な諸事物の相互関係であるにす
ぎず︑連関であるにすぎない︒その意味では︑主体的な諸事
物は諸関係の前提であり︑関係に対する事物の優越性も承認
されなければならない︒関係の第一義性と共に事物の第一義
性も共に承認するところに弁証法的唯物論の特色があるので
あって︑いずれかの優越性のみに偏寄ると︑客観主義的偏向︑
主観主義的偏向を生じることになる︒

廣松哲学はレアール︑イデアールの意味成体の分析におい
てこの物質の階層性を取り扱い克服しようとしている︒あら
ゆる物は質料としてはレアールであるとみなされるが︑それ
が規定されるとイデアールな意味を持ち諸関係の函数的︑機
能的な役割を演じる︒しかるにレァールな質科と見なされて

は関係規定を内的本質としなければならず︑関係が実在する
ためには事物の内的本質として現出しなければならない︒ま
た︑事物の内的規定はすべて関係規定でもあるが︑関係は事
物として主体的に把え返えされてはじめて関係するものとな
りえる︒関係はあくまで事物の関係であって︑そのことは関
係という立言そのものの内に既に主張されている︒その意味
では唯物論︵ゆいぶつろん︶は唯物論︵ただものろん︶であ
る︒しかし事物は正に規定性において措定されうるものとし
ては関係として把えられる︒このことから帰結されるのが物
質の階層性である︒

弁証法的唯物論は事物と関係を決して固定的に抽象的に対
立させて把えたりはしない︒それらは相互に移行しうるもの
であり︑事物は内的矛盾としては対立物の統一としての関係
であり︑外的矛盾としてはこの関係が事物として主体となり︑
客体的事物と相対している︒事物が実在するためには︑それ
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日々実証していることであり︑これを事態的に解釈し直した
いるものも実はイデアールな関係規定であり︑レアール・イ
ところで︑諸物の主体的な関係論理を没主体的な︑極端に客
デアールな意味成体である︒例えば本はイデアールな関係規
観主義的な︑或いは恣意的なものにしてしまうだけである︒
定であり︑レアールには紙と活字である︒紙もイデアールな
我々が物体的な世界観を持たざるを得ないのは我々が身体と
関係規定であってレアールには繊維質である︒繊維質もイデ
して物体であるからで︑環境世界と物と物との関係として対
アールな関係規定であってレアールには蛋白質である︒この
峙しているからに他ならない︒物質の階層性もそこからの必
ように位階的な関係を一応認めている︒
然的な推論である︒唯物論は人聞が自己を物として自覚する
しかしこのような物質の階層性は物を第一義的存在として
ところに発する世界観であり︑観念論はそのはかなさに対す
把えない事的世界観にとっては暫定的な定言であって︑物を
る自覚から発する世界観である︒廣松哲学の画期点な意義は
実体化することから生じる倒錯視であるとされる︒
自已の物としての自覚を超克しえていることであり︑決して
我々凡人がなまはんかに追従できるような代物ではないので
廣松氏にとって真に第一義的存在であるのは諸関係の総体︑ ある︒
連関自体であって︑事態そのものである︒物はこの事態解釈
の機能的︑函数的な項の実体化であり︑倒錯視的な了解にす
ぎない︒従って物質の無限の階層性も物の実体化という倒錯
視による論理的な要請にすぎない︒
もちろん物質の階層性の思想が実証的に追跡しうる物質の
階層はマクロ的には星雲宇宙であり︑ミクロ的には素粒子及
び基礎粒子程度であり︑それ以上は推論にすぎない︒それぞ
れの限界においては場の理論その他で事態的に把える必要が
あるし︑事態的な把握はあらゆる場面で一定の有効性を持っ
ている︒とはいえ︑我々自身が身体として物体であること︑
我々が実践的に関係し合っている事物もまた︑物体的存在と
して相互に対立し︑作用し合っていること こ,のことは我々が
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客(体的な 実
)在である︒従ってその効用は有用物が発揮する
のであって有用物に内属している︒例えばカミソリの切れ味
第５節 効用としての労働生産物の本質
は人間がそれを使用することによって発揮されるものであっ
ても︑あくまでカミソリの能力である︒床屋はそれを素人よ
人 間 実 在 し う る ため に は 諸 個人 が 自 然的 諸 事 物 他
りもより多く引き出す能力を持つにすぎない︒
( 人も含
めて と
)総体的な関係を取り結ぷことが必要であり︑この総体
的な関連が社会である︒かくして杜会も総体としては一つの
ところで森信成氏は安部隆一氏の﹁使用価値＝物﹂説を批
事物である︒人間社会という総体のもとで諸事物は社会的諸
判して︑使用価値は人間にとって存在するにすぎないから物
関係を自己の本質的規定として持つことになる︒従って諸事
﹂ 〜
ではないとされる︒ 森
(信成著﹃史的唯物論の根本問題﹄
物は︑自然的な属性とともに社会的属性を自己のうちに持ち
頁 例
.
)えば机は物でなく木やスチールが物であるとされる︒
互いに関係することになる︒労働生産物が私的労働の分業関
これはレーニンが物質を﹁思惟から客観的に自立して存在し
係のもとで持つ独特の社会的性格もこのような社会的属性の
ているもの﹂と規定したのを﹁人間から客観的に自立してい
るもの﹂と改釈したものである︒事物はすべて相互に前提し
一つである︒
合い︑対立し合っているのであり︑人間が創造した物はもち
ろん人間に属する物としての規定性を自己の本質にしている︒
そうでなければ人間が創造したものとは言えないだろう︒と
はいえ︑それは人間との関係において立派に対象的に存立し
ている物である︒そのことは人間が日々これを使用している
ことによって確証されている︒人間にとっては木やスチール
が対象的な物なのではなくて︑机が物なのである︒机にとっ
ても人間は自己を使用している物であり︑人間に勉強するよ
うに仕向けているのである︒

労働生産物は私的労働の分業関係のもとになければ人間に
とっての有用物であるにとどまる︒机︑上着︑自動車 パ
. ン︑
本等々は人間の有用物である︒これらの有用物はその効用を
自己の本質にしている︒これらは人間を離れて観念的に実在
しているのではなく︑人間との関係において︑人間にとって
の効用として実在している︒その意味では有用物は本質にお
いて人間に属している︒人間に対する対象的性格のみを自己
の本質規定にしているからである︒しかしこれら有用物は人
間の効用であるに
しても︑あくまで身体から外的に存在し︑そのことによって
人間に対して対象的な存在となっている︒それゆえ客観的な
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第６節 商品は人間の抽象的な現存である
では労働生産物は私的労働の分業関係においてどのような
ものとなるのか︒人間はそこでは自己の労働生産物を他人の
労働生産物と交換することによって︑必要なものを入手しな
ければならない︒その際︑彼は自分が分業関係の中でどれだ
けの労働を分担したか︑ひとりよがりに主張し︑それを根拠
に他人の労働生産物を勝手に自分のものとするわけにはいか
ないのだ︒当然自己の労働生産物によって自己の労働量を示
さなければならない︒だから労働生産物は労働量を示す唯一
の手段である︒
たしかにある社会において必要な有用物の量は決まってい
るし︑それに要する労働量は生産力水準によって決定されて
いるから︑労働生産物は同一の人間労働の産物とみなすこと
によって特定の労働量を示すことができる︒とはいえ︑生産
物自身は労働量を表示できないので︑生産物間の交換比率の
形で労働量を示すことになる︒
このようにして労働生産物は自己に内包する労働量を代表
するものとなり︑交換行為によって法則的に価値が実現する︒
その際︑マルクスによれば︑交換比率のもとになる価値は︑
あくまで同一の人間労働とみなされた社会的実体としての抽

象的人間労働の凝結であり︑物理的な対象性ではない︒

価値は自己を抽象的な人間の労働量として示しているので
あり︑その意味で価値は人間自身が自己の現存を示している
ものである︑従って労働生産物は価値としては人間の幾時間
かの労働という抽象的現存に還帰しているのである︒つまり
労働主体は自已の価値を労働生産物のうちに対象化して示し
ているわけであって︑労働生産物を自己自身の抽象的現存と
して取り戻しているわけである︒

労働生産物は具体的な効用であり︑人間に対する自然的対
象物である︒それは人間の生命発現が豊かになればなるだけ
多くの種類に岐れて豊富になっている︒しかし︑交換におい
てはそれは単に同一の人間労働の抽象的な発現に還元されて
評価されるから︑人間の労働の抽象的な姿を示すだけのもの
となる︒商品としては人間がどれだけの労働を抽象的に行っ
ているのかを示すにすぎない︒その意味では無差別であり︑
同一である︒そこで物ではなく人間が問題になっているとマ
ルクスは把え︑本質においては物と物との関係ではなく︑人
間と人間の関係であるとみなしているわけである︒しかし︑
この人間は実は物となった人間である︒

商品は本質において価値であり︑それは実体としては抽象
的人間労働の凝結である︒各人の労働を同一の人間労働に抽
象したもの︑ただ量としてのみ把えられた労働︑社会的な平
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均労働時間として表わされる労働が抽象的人間労働であるか
ら︑その凝結は人間の現存である労働の抽象的な一定量であ
り︑その意味で抽象的な人間の現存である︒だから商品は実
体としては正に人間の抽象的現存である︒ここから商品は人
間であると言うことができる︒しかし︑商品は人間であって
物でないというわけではない︒そうではなくて︑人間は自己
の抽象的な現存を商品として示しているのであって︑人間は
自己を一定量の商品にすることによって︑抽象的な現存を示
し︑社会に先ず商品としての自己の抽象的な現存を認めさせ
ているのである︒従って商品は物となった人間なのである︒

第７節 抽象的人間としての商品

商品生産社会においては︑人間は自己を商品として示し︑そ
のことによって先ず商品として認められなけれぱならない︒
そうでなければ︑彼は何物 何(者 と)しても認められないので
ある︒いかなる風体をもって︑いかなる威厳をもって︑いか
なる体格をもって︑いかなる心情をもって自己を示しても︑
そのことによって人間は商品社会において独立した人格とな
ることはできない︒彼はたとえどんな種類の効用でもよいか
ら︑ともかく商品として自己を先ず示さなけれぱならない︒
私はリンネルである︒私は労賃である︒私はサービスである︒
ともかく人間は商品とならなければものともされないのであ
る︒かくして商品は人間であり︑人間は一人前のものとして
は商品なのである︒

もちろん商品であるという抽象的な現存のレベルでは各個
人の人称性は消去されている︒従って各商品は人間としては
だれであるかは必ずしも示す必要がない︒実際︑複雑な分業
体制のもとでは各商品はだれによって作られたかは示すこと
はできないし︑無名の多数の人間の共同作品である︒これを
肯定的に把えるならぱ︑各商品の無人称性は商品が品質にお
いてのみ優劣をつけるべきであるという公正さの保証でもあ
る︒とはいえ各労働力の発現の現場においては各人の労働が
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どれだけ商品の品質を左右し︑価値を産出しているかはある
程度知ることができるし︑各人の労働は商品のでき栄えによ
って評価される︒ところが商品となってしまえばそれはだれ
が産出したかには最早無関心である︒従って︑人間労働もそ
れに対応して︑何を産出したかではなくて︑どれだけ労働時
間を凝縮して凝結したかだけが問題である︒それ故このよう
な人間労働力は商品の種類には無関心な流動的な労働力であ
る︒労働のこのような流動性は人間を同一の人間労働の主体
として把握するのを容易にする︒これが商品としての人間の
無人称性である︒
このような人間一般︑抽象的人間への各個人の還元によっ
て︑各個人は無人称で無差別な商品としての現存を与えられ︑
そのことによって社会人としての資格を得る︒社会人はそれ
ぞれ個別の特殊な効用しか産出していない︒にもかかわらず︑
かかる個別性︑特殊性は捨象され︑単なる抽象的な社会的実
体としてのみ彼の産出物は承認されている︒そこであらゆる
種類の効用に対して︑抽象的な社会的実体としては同一であ
るとみなすことによって︑社会的実体の量に照応して︑これ
らを自己のものとする権利を有することになる︒彼らは自分
では全く手を下していない労働生産物をあたかも自已の生産
物であるかのようにみなしている︒彼らは自分の衣食住を自
分の甲斐性で手に入れており︑他人のお陰で手に入れたとは
思っていない︒衣食住を他人が生産したという事実は捨象さ
れているわけである︒

彼らは他人と自己の区別を捨象し︑同一の抽象的人間に自
己を還元しているのである︒各個人がこのような抽象的存在
者であることによって︑どの商品に対しても同等の抽象的な
権利を有するものとなる︒かくして自由な商品流通の論理が
展開されうるのである︒

商品の本質としての価値は︑抽象的人問が自己を労働生産
物の形姿において示しているものであって︑労働生産物とな
った抽象的人間の現存そのものである︒従ってそれは純粋に
人間関係であるとともに︑労働生産物の物的関係でもある︒
ここでは︑人間と物の抽象的対立及び区別は見事に止揚され
ているのである︒
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第８節 身体および生産物としての︿商品＝人間﹀
我々は人間と言えば人間の身体を思い浮べ︑労働生産物や
商品はあくまで人間の生産物であり︑人間そのもののではな
いと憶い込み勝ちである︒しかし人間の身体そのものは医学
の対象でしかない︒ビーバーが壮大なダムを建造し︑自然を
改造して︑巨大なテリトリーを形成しているのを観察して︑
はじめてビーバーが何であるかを知ることができるように︑
人間も︑その文化と切り離して︑身体だけで人間の何たるか
を知ることはできない︒ビーバーのダムをビーパーの歯の鋭
さに還元でき ないように︑人間の文化を人間の脳随の容量や
手の形に還元することはできないのである︒
ビーバーとはビーバーが生産したダムであり︑その中の快
適な家屋であり︑彼らのほほえましい家族生活であり︑それ
らの総体である︒人間とは目白台の豪邸であり下町の文化住
宅であり︑巨大な石油コンビナートであり︑家内工場であり︑
広大な小麦畑であり︑狭い水田であり︑摩天楼であり︑人民
公社であり︑難民であり︑核兵器であり︑スモン病である︒
人間とは何かはまさに人間が産出している広義の労働生産物
がそれを示しているのである︒従って人間の抽象的規定を得
ようとするのなら︑労働生産物の抽象的規定を捉えなければ
ならない︒私的労働の分業体制においてはそれは商品に他な

らないのである︒かくして人間は商品であり︑商品は人間の
現存である︒そして人間は先ず商品の本質として︑即ち価値
として抽象的に存在し︑常に商品に内在することによって︑
自己を価値として示さなければならない︒

価値の存在性格は従って商品として現存在し︑しかも商品
に内在する人間の抽象的性格である︒それは決して商品に商
品ではない︑商品の他者としての人間をみることではなくて︑
商品としての人間をみることなのである︒

もちろん︑身体として人間に固執する限り︑商品は人間に
外在的であると言える︒しかしその場合でも︑人間の身体は
実は商品性を持っているのである︒人間の身体は奴隷でない
限り売買されえないという意味においてはたしかに断じて商
品ではない︒しかし︑単に抽象的に身体は自己の自立性を主
張することはできない︒身体は自己を常に身体的な力能とし
て発現させなければならない︒

ところでこの力能の発現が社会的に商品価値を認められな
い限り︑一人前の社会人としては無能力者であり甲斐性無し
である︒知力にしろ︑技術にしろ︑物理的な力量にしろ︑身
体の諸能力は価値として発現され︑商品化されなければなら
ない︒その意味で身体は能力としては商品となり得るもので
あり︑商品となってはじめて一人前である︒その意味では身
体としての人間も又︑商品である︒
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しかし︑身体がこのように直接的に商品であることは賃労
働者によって初めて対自化されることである︒賃労働者でな
ければ身体自身を一定時間売りに出すことはないから︑自己
が価値であることは自己の生産する商品において自己の身体
から外在化して示すしかない︒賃労働者にあっては︑身体は
能力として商品価値を認められ︑発現の以前に買いとられ︑
資本家の支配に委ねられる︒そのことによって賃労働者とし
ての労働力商品の価値はその労働力が産出する価値量との直
接的なつながりを失ない︑これが搾取の源泉になる︒そのこ
とは人間が賃労働者となって初めて商品化したことを意味す
るものではなく︑賃労働者の存在によって︑人間の商品性が
直接的な形で初めて対白化されたことを意味するにすぎない
のである︒
価値はたしかに人問の性格であり︑人間が白己の力を社会的
な力として規定しているものである︒人間は相互に価値とし
て措定しあうことによって︑自己を他人の支配に委ね︑他人
を自己の支配下置くのであり︑価値は従って他人に対する支
配労働量を意味することはアダム・スミスが既に示している︒
しかし︑この人間は単に人間の身体のみに限定されるのでは
なくて︑人問社会は巨大な商品集成であり︑人間社会の細胞
形態は商品であるのだから︑価値は︑身体にも労働生産物に
も内在しているのである︒

第９節 社会的な物的支配カとしての価値

価値が意味としては支配労働量であるということと︑実体
としては抽象的人間労働の凝結量であるということとは決し
て二元的なものではない︒商品としての 人間が︑他人の労働
を商品として支配するためには︑自己自身が社会的実体とし
ての抽象的人間労働の凝結量として商品のうちに内在しなけ
れば な ら な い こ とを 意 味す る にす ぎ な い︒ マ ルク ス が ア ダ
ム・スミスを評して︑価値が支配労働量であるということは
交換価値の概念にすぎないといったのはその意味である︒こ
こでは機能的な関係としての相互支配が︑その根拠として相
互支配されうる労働量の内在を前提していることを確認して
おけばよい︒

人間を抽象的人間として︑抽象的人間を商品として︑商
品としての人間の本質を価値として把え返すことによって︑
我々は人間の存在性格を抽象的には︑他人に対する物的支配
配力として把え直したことになる︒かくして人間関係は相互
支配に基づく利己的関係となり︑市民社会の実相が如実とな
るのである︒私的労働の分業社会では︑諸個人は単に一種類
の効用しか産出できず︑彼らの衣食住はほとんどすべて他人
の労働生産物を支配することによってまかなわなけれぱなら
ない︒そのためには何よりも先ず︑彼は他人に対する抽象的
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支配力として社会に通用する価値でなければならない︒そし
る︒
﹃資本論の人間観の限界﹄と改題して﹃やすいゆたか著作
て価値としての自己を価値物としての労働生産物によつて示
集第一巻﹄に収録している︒
︶
さなければならない︒このような関係が人間の抽象的規定を
先ずもって価値とするところのものである︒しかし︑読者の
人間が先ず価値であるということは︑抽象的に︿他人に対
中には人間が価値を有するというならまだしも︑人間が価値
する物的・社会的な支配力﹀でなけれぱならないという意味
であると規定するのは納得しがたい向きがあるかもしれない︒ にすぎない︒そこで人間は自己の価値価倣を労働生産物とい
う物の形で示すために︑自己の身体から出て対象的な自然の
人間についての概念規定は無数に与えられてきた︒いわく
中に自己の価値の塔を打ち樹てる労働をすることになる︒と
﹁考える葦﹂
﹁労働するもの﹂
﹁道具を使う動物﹂
﹁社会的動物﹂ はいえ彼が生産者でなければ自己の価値を別の仕方で示すこ
﹁有限者﹂
﹁実存する者﹂﹁言語を使う動物﹂ ．なにしろ人
とになる︒ある者は略奪によって︑ある者は政治的手腕によ
間に概念規定を与えること自身︑人間学という学問を形成す
って︑ある者は詐取によって︑ある者は家事や育児を受け持
るぐらいである︒もちろんどの規定もそれなりの根拠がある︒ つことによってそれを果すことになる︒しかし非生産者の創
出する価値は︑比喩的には生産者の労力との同一視によって
抽象的人間労働の凝結とみなすことができるだろうが︑生産
物の価値として交換の対象にならない事情を考えれば︑経済
学的考察の対象からひとまず除外しておくべきであろう︒
ここで私は人間は本質として価値であり︑それ故商品であ
るというのだから︑商品性があたかも永遠の本質であるかの
ように把えられ︑結局︑ブルジョワ経済学の赤裸々な立場表
明とも受け取られかねない︒そうではなくて︑私は人間は商
品としての存在構造を持つことによって初めて動物と完全な
意味で自已を区別する存在となりえたのであり︑又︑商品性
の克服こそが人間が人間としてかかえた問題を真に解決し︑
新たな人間へと自已を超克する鍵であることを本気で説いて
いるにすぎない︒しかしこの問題はここで詳論するべきでは
なかろう︒人間学としての商品論の本格的な展開は近著﹃人
間学的商品論﹄で果したい︒
︵これは﹃人間観の転換ーマルク
ス物神性論批判ー﹄青弓社︑一九八五年刊で一部果たしてい
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節 抽象的人間労働の論理構造

価値が価値であることを︑価値物としての実を示すことな
しに繰言している段階では︑価値は単なる抽象物にすぎず︑
末だ何ものでもない観念的な存在である︒価値はこの観念的
抽象にとどまっていては何物も得ることはできないから︑自
己の抽象性を否定して具体物としての自己に目覚めなければ
ならない︒かくして抽象的人間は具体的人間に︑観念的存在
は自然的対象的な身体に目覚めることになる︒彼ば自己の身
体的能力を発揮することによって自然的対象に働きかけ︑具
体的有用労働を行う︒他人の必要を充足させる何物かを創出
することによって自分がいかに他人にとって必要な存在であ
るかを示すのである︒
し か し 単に 有 用 物 を 造 り 出し た か ら と い っ て そ
. れに 対 す
る見返りがすんなりともたらされ︑自己の必要が充足される
ような甘い世間ではない︒この有用物は他人が産出した有用
物を支配しうる力を︑即ち価値を内在していなければならな
い︒しかも自已の必要を充足するだけの有用物を支配しうる
だけの価値を内在しなければならないのである︒ここにおい
ても︑価値の意味は商品の他商品に対する物的支配力である︒
このような物的支配力を形成する労働として︑即ち価値形成
的労働として具体的有用労働は行なわれなければならなかっ

たのである︒

このような価値形成的労働はどの商品も価値を示すために
造られているという事情によって︑労働の具体性には一切無
関心であり︑また︑どの価値も生産者でなく商品が示すとい
う事情によって︑だれの被造物であるかにも一切無関心であ
る︒従って同一の人間の抽象的労働であるとみなされる︒そ
れ故労働王体としての価値が自已を示す労働は抽象的人間労
働として現存する︒とはいえ抽象的人間労働が抽象的である
ためには具体的労働の抽象である他ないから︑抽象的人間労
働は具体的有用労働として行わなければならない︒そのため
やむを得ず労働主体は価値である自已を否定して具体的な身
体的能力となったのである︒

しかも抽象的人間労働は直接自已を自然物として凝結させ
ることはできない︒というのは価値は有用物が商品としても
つ社会的な力︑他の商品に対する支配力であり有用物に内在
する力としてはじめて経済学的考察の対象になるからである︒
つまり価値であるためには先ず有用物でなければならないの
である︒従って抽象的人間労働は具体的有用労働として具体
物を形成する︒具体物の形成そのものにおいては労働の抽象
性は否定されている︒できるだけ品質のよい︑効用の大なる
有用物をつくることが問題なのである︒

し か し 生 産 物 は商 品 と し て は 再 び具 体 性 が捨 象 さ れ抽 象
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的な価値に還元される︒そこでは︑どんな︑どれだけの効用
かは顧みられない︒ただ同一の効用は社会的な平均的必要労
働時間で生産されたものとして把え返され︑すべての商品は
その中にどれだけの抽象的人間労働が凝結しているかだけで
評価される︒労働の評価は従ってどれだけ巧みに効用を産出
したのかではなくて︑一定時間内でどれだけ多くの労働を行
ったか︑労働の凝縮度が評価されるだけである︒
抽象的人間労働が具体物の形成にあたって行った自己否定
は実はみせかけであって︑具体的有用物の否定的契機となる
ための自己否定であったにすぎない︒なぜなら抽象的人間労
働は主体である価値が自己を価値として示すための営為であ
り︑有用物を自己否定的に産出したのは︑実は有用物の有用
性を非本質的なものとして捨象し︑価値としての自已に還帰
するためにすぎない︒そのことによって人間が他人に対する
物的支配力を示すために︑自己を商品の持っ他の商品に対す
る物的支配力に対象化しようとしたのである︒従って労働生
産物は︑商品社会の関係においてはもっぱら価値物として取
り扱われ︑価値物として本質的に存在するのである︒
価値が労働主体の本質であり︑商品としての労働生産物の
本質でもあるという関係は自已還帰である︒というのは主体
としての価値は自己を︑即ち社会的な物的支配力としての自
己を︑商品の社会的な物的支配力として示したのであり︑こ
の関係においては主体としての価値は商品の価値以外の何物

でもなくなっているからである︒つまり主体が対象の中に自
己の現存の圏を形成したのである︒労働主体の価値というも
のはそれが産出した商品の価値である︒そしてその実体は彼
が一人前の社会人として行った抽象的人間労働量︑即ち総労
働時間に占める彼の労働時間の割合︑彼の分業への公認され
た貢献度である︒

なお﹁抽象的人間労働の論理構造﹂は既に十年程前の修士
論文﹁労働概念の考察﹂の一部分で詳しく展開したものを関
西哲学会の個人研究発表用に印刷したものに詳しい︒
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章 価値の実体性

価値が他商品に対する社会的な物的支配力を意味し︑実体
としては総労働に対する商品に凝結された抽象的人間労働の
量的割合である以上︑価値は個別的な商品が自立的に自分だ
けで示しうるものでないことは自明である︒そこで他商品と
の価値関係に入り︑価値形態をとることによって︑他商品に
自己の価値を映し出さなけれぱならない︒価値や抽象的人間
労働が優れて関係規定であるのは︑このためである︒
論理的順序を考えると︑商品が価値を有し︑抽象的人間労
働が凝結していることが価値関係︑価値形態の前提である︒
とはいえ︑価値関係なしに価値内在は証明されない︒そこで
廣松氏は価値関係を第一義的に考え︑価値関係から︑生産物
が商品とみなされ︑そこに価値が内在しているように扱われ
て︑労働の凝結が立言されるとされる︒しかし価値関係が何
故生じるのかを検討すれば︑商品の価値内在を仮定せざるを
得ない︒
廣松氏は観念的に私的労働に基づく分業社会の機能的概念
として汎通しうる限りにおいて︑価値観念の有効性のみを認
めておられるが︑そもそも私的労働の分業関係は私的所有を
前提として持っており︑私的所有は実は商品交換を前提して
いる︒従って私的労働はあくまで商品をつくる労働の言い換

えにすぎない︒氏は私的労働という用語を使う際︑いかなる
労働として表象されるのか具体的に展開されるべきである︒
私的労働に基づく分業社会は︑商品生産と商品交換に基づく
商品 人
(間とその労働生産物 間)の交わりの形態以外の何物で
もない︒決して私的労働という概念から商品関係を演緯した
り︑私的労働の概念から私的労働に基づく分業社会の機能的
な関係を展開できるわけではないのである︒

廣松氏にあっては︑規定性はあくまで共同主観的な形象で
あり︑関係を示すだけであって︑その物ではない︒人間は身
体であって︑商品及び価値ではないし︑リンネル商品はリン
ネルであって商品ではない︒労働は具体的有用労働であって︑
抽象的人間労働などどこにもないのである︒みな関係として
そうみられているだけであって︑その物としてそうではない
のである︒ただそうみられていることによって︑そのように
取り扱われ︑妥当性を持っているから︑関係規定がその物の
実体的規定であるかのようにみなされているだけである︒こ
のように物と関係を故意に抽象的に分離したままに止めてお
いて︑物は結局規定されたものでしかないから︑すべて関係
に還元しようという策略にのってはならない︒

あらゆる規定が関係規定であるということは我々も賛成な
のである︒しかしだから関係が第一義的存在だとして︑物の
実体性を関係に還元し︑仮現とされることに我々はどうして
も承服できないのである︒私がある人と友人関係にあったと
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する︒しかし友人関係によって︑双方の実体性は仮現とされ
るだろうか︑逆に友人関係によって私も私の友人も双方の実
体性はたしかなものになる筈である︒我々は様々な人間関係
や対物関係によって自已の存立を確俣しているのだから︒関
係なしで存立しうるものなど何もないのだから︑あらゆる規
定は関係において成立しうるものであるし︑ある物の規定が
実は関係規定だと解ったところで︑その規定がその物の実体
的規定でなくなることは決してない︒また︑そのことは規定
が共同主観的に発見されたかどうかということによって︑そ
の物の規定が実体的であることに決して影響を蒙むるもので
もな︒いということである︒
例えば鉛筆が素材としては木と黒鉛で造られていることが
解り︑人間との関係においてだけ鉛筆として共同主観的に措
定されていると解ったところで︑鉛筆は人間との関係におい
ては立派に鉛筆として実在し︑字を書く道具として実体的に
存続し続けることに何ら変りはないのである︒廣松氏がいく
ら実体概念についての古典的︑スコラ的な意味についての教
養が深いからといって︑鉛筆が鉛筆としての実体を持ってい
ることを決して現代的な意味では否定し得ない筈である︒
廣松氏があくまで完全に自存的なものという意味で実体概
念を使われるなら︑そんな物はどこにもないから︑この世に
実体的なものはないし︑従って物そのものも実体ではない︒
たしかに事的世界観に立てば︑そのような実体概念を使って

物の実体性を否認しつくし︑事に還元する方法をとられるの
は当然かもしれない︒しかし我々は関係を物の関係として︑
事を物の様態及び運動状態︑対立物の闘争及ぴ統一としての
事態として把えているのだから︑実体概念もこのような物の
把握に相応したものになっている︒

現代的な意味においては︑実体は事物の本質の根拠である
とともに︑本質を構成している実質として汎通している用語
である︒机が使用者の体に合った大きさで︑堅固な平板と四
本以上の脚を持っておれば︑机は机としての実体を持ってい
るのであり︑実体的に存在しているのである︒また︑鉛筆で
書かれた文字は書いた道具が鉛筆としての実体性を持つこと︑
鉛筆が実体的に存在していることを証明している︒日々行わ
れている商品交換行為は商品の実体性の証明になっている︒
商品が商品としての実体を持っているかどうかは交換されう
るかどうかで判断されるのであって︑実際に交換された商品
は商品としての実体性を持っていたのである︒

そして商品交換が価値法則に適っているという事実が︑
価値の実在を証明しているのである︒価値が商品の本質であ
る以上︑これを商品の本質たらしめている価値の根拠が価値
実体である︒それを古典経済学は労働一般として把え︑マル
クスはさらに抽象的人間労働として把え返した︒マルクスが
その際優れて関係規定として分析したという理解は廣松氏の
卓見であって︑大いに賛成である︒しかし関係規定であるこ
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もちろん価値は物的規定と同様に視覚にもたらされるもの
ではない︒机が価値であるのは交換されうる限りにおいてで

我々は机についての物的形象観念を持っており︑机があり
そうな場所においてこの観念に一致する形象に出合うと︑そ
の対象を机として直感する︒この場合︑見えているのは机の
形象であって︑木及びスチールという素材ではない︒素材は
机を検証する際にはじめて見えてくるものである︒しかも︑
この机は関係規定である︒従って関係規定が見えるものであ
ることは確かである︒

とは︑実は抽象的人間労働が価値の実体的な根拠であるとい
よって︑形象を区別し︑形象に対する対応を区別するように
うことを支えているのであって︑抽象的人間労働が単に共同
なる︒しかし︑形象が物として把えられるのは言語の習得に
主観的に思念されたものにすぎないことを意味するものでも︑ よってであり︑言語の習得には不充分なものであっても︑規
凝結という立言が暫定的であるということにもならないので
定内容についての共同主観的な了解が前提されている︒言語
ある︒
の使用は物と形象との一対一対応を形成し︑それによってあ
る形象はある物の形象としてみられることになる︒形象の知
覚がそのまま物の知覚であり︑その間に反省の時間をほとん
ど要しないのはそのためである︒このように知覚は形象観念
や言語による形象と物の一致によって物を形象として知覚す
るのである︒形象も物の形象からの抽象に昂まることによっ
てはじめて明確に意識されるのであるから︑形象の知覚と物
の知覚を区別するのはあまり意味のあることとは言えない︒
言語とそれに対応する物的形象観念なしでは我々は明瞭な知
覚像を形成することは困難である︒
廣松氏は商品︑価値︑抽象的人間労働が単に関係規定だけ
でなく︑実体的な規定でもあるのなら︑それを見せろと言わ
れるに違いない︒感覚的に見えるものは形象︑濃淡︑色相︑
大小︑遠近︑明暗等であって︑各個物は反省を介して見てい
ると考えることもできよう︒形象や色相なども共同主観的な
形成物である形象観念や色彩感覚によって見ているとも言え
る︒従って特定の個物を見る際に︑見えているのは形状にす
ぎず︑内的規定性ではないという受け取り方も成立しうる︒
例えば鉛筆が見えているのではなく︑
ぐらいの細長い六
cm
角柱が見えているだけで︑それが鉛筆であるというのは知覚
像に対する判断であって︑知覚そのものではないという考え
である︒

この考えは︑知覚の発達を考察すれば説得力が無いことが
分かる︒赤子の視覚︑特に誕生直後の視覚は︑明暗以外には
見えないが︑次第に生活実践によって物の形象が把握される
ようになる︒とはいえ︑はじめは視覚像の地中に同一濃淡部
の移動︑或いは同一色相部の移動等が識別される程度であり︑
いわば形象以前的な知覚である︒それが生活体験の豊富化に
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あり︑机が交換されうるものであるという知見があってはじ
めて︑机は価値であるとみなされる︒ところで商品社会では
机は商品価値を有することは既知のことであり︑それは新製
品であれ中古品であれ︑多少なりとも認められるものである︒
だとすれば机は価値物であり︑机をみることはそのまま価値
を見ることになる︒もちろん︑どれだけの価値量であるかま
で見たければ︑それが他商品とどれだけの比率で交換されう
るかを見なければならない︒しかし︑商品社会はほとんどの
生産物を商品化しているのであるから︑任意の労働生産物 労
(
働力を含めて を)見ることが即ち価値を見ることである︒
我々は美を見るとき︑美しい物を見ることによって美を見
ているのであって︑美しいものを見ても美を看取できない人
はあわれである︒価値を知る人間は商品を見ることによって
商品を価値としてみれる人間である︒
商品は視覚に映ずる像としては効用であり価値ではない︑
価値は不可視なものであるという立場に固執するのは実は誤
っている︒効用が価値を持っていることが分っておれば︑そ
のような効用として価値は目に映じているのであり︑効用は
価値の形姿である︒
抽象的人間労働も当然ながら目に見えるものである︒その
凝結した姿は商品となっており︑商品をみることが即ち︑抽
象的人間労働を現在完了の形でみることであろ︒三万円分に

当たる抽象的人間労働を見たければ︑この腕時計を見れば凝
結した形で見ることができる︒実際に稼動している状態で是
非とも見たいと望むなら︑時計工場に行けばよい︒そこでは
抽象的人間労働なのに︑それが具体的有用労働という形で行
われているから︑よく見える筈である︒

目にしているものはすべて具体物であり︑抽象的規定や関
係規定でないと考えるのは憶見である︒というのは具体物は
抽象的規定や関係規定であることによってはじめて本当に見
えるからである︒廣松氏は価値として存在しているのはリン
ネルそのものではなくて︑上着との関係であると言われるだ
ろう︒しかし目に見えているのはリンネルであり︑上着であ
るのだから︑やはり上着との関係にあるリンネルが︑リンネ
ルが価値として見えているのである︒

廣松氏にすれば︑社会の全体的な関係からリンネル・上着
の価値関係が存立するようにみられ︑これが主観︑客観的に
見る見方によってリンネル︑上着に価値が内包されているよ
うにみなされているのだということになろう ︒しかし個々の
商品関係が基礎になって︑商品集成の社会が形成されており︑
リンネル︑上着の価値関係は社会の前提である︒リンネル・
上着が価値関係に立つ根拠はそれを第一義的に商品として規
定している事情である︒つまり効用としての具体的規定を与
えられる以前に︑社会的な物的支配力でまずなければならな
いという事情である︒
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もちろん商品が商品であるためには具体的効用でなければ
ならない︒しかし効用は商品が商品であるための条件である︒
従って商品における本質的契機は価値であり︑効用はこの価
値関係の中で価値がとる形姿にすぎない︒
人間は他人の労働を支配するために︑自己の社会的支配力
を物として提示しなければならず︑社会に通用する一人前の
抽象的人間労働を物として示すことによって労働量を客観的
な物として示すのである︒この事情から︑そのような物は先
ず商品であって︑社会的な物的支配力としての価値物であり︑
効用はそれがとる具体的形姿にすぎない︒商品は物的支配力
を示しうるためにはそれだけの根拠を自己の内に内包してい
なければならず︑それが抽象的人問労働の凝結量である︒仮
にこの内包が仮現にすぎないなら︑何故︑社会的な物的支配
力を示し得るのか不可解である︒だから︑価値は価値関係に
おいて成立するにしても︑それぞれの商品が価値物である︒
もちろん︑価値は自然的質料として商品体の一部分を構成
するような意味での存在ではない︒かと言ってリンネルや上
着が価値ではなく︑そう共同主観的にみなされるといった性
格の存在でもない︒たしかに価値は共同主観的に承認される
ことによって実現するとしても︑やはり商品体としてのリン
ネル︑上着が価値であることには変りはない︒マルクスは価
値をあくまで商品体に凝結された抽象的人間労働と考え︑商

品体そのもの︑即ちリンネル︑上着は価値ではないと考えて
いたようである︒彼の商品の物神性論にはそのような見方が
現われている︒しかしひとたび凝結された労働は商品体に化
成したのであり︑価値が商品体と別物であるという論理には
無理がある︒抽象的人間労働はたとえ凝結してもあくまで人
間であり︑商品体は物であるから︑物と人間が別物である限
り︑商品体と価値は区別されなければならないという固定観
念︑即ち︑物と人間の抽象的区別への固執が災いしているの
である︒では価値はいかなる存在性格なのか︒
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存在性格としての価値

価値の存在性格を論ずる以前に︑価値が一つの存在性格で
あることに注目すべきである︒リンネル・上着は社会的な物
的支配力としての価値を有するものであり︑従ってリンネル︑
上着は価値としての存在であり︑価値はリンネル︑上着の存
在性格である︒価値が自然的質料か観念的主観的なものか︑
共同主観的なものかという問自身に問題があるのだ︒
存在するものには︑それが実体を持つかどうかを度外視す
れば︑物質的なものもあれば︑観念的なものもあり︑感情的
なものもあるだろう︒たとえば神は物質的な存在ではないが︑
観念として存在している︒丸い四角形は観念としても表象で
きないが︑言葉としてだけなら存在できる︒そして︑存在す
るものがいかなる存在者の連関を形成し︑その中でどのよう
な役割を担い︑どのような契機となって他の存在者に影響を
与えるかによって︑その存在性格が決まってくる︒例えば美
はバラという花であってもよいし︑やさしさという感情であ
ってもよいだろう︒
価値自身︑神︑真蓋美︑愛︑効用︑交換価値などを有する
様々な存在するものにこの呼び名が与えられているのも︑価
値が存在性格であることを示しているのである︒自然物質の
存在性格にも触媒︑還元剤︑電導体︑絶縁体等々が挙げられ

る︒このように存在性格として把えれば︑リンネル︑上着が
そのものとしては価値ではないという議論そのものが的を得
たものでないことが明瞭になる︒

ただそれでは価値が商品に含まれている︑内包されている
と言うのも的を得ていないのではないかという疑問が生じる
かもしれない︒たしかに含まれているとか︑内包されている
という立言自身︑全体に対する部分の形成を連想されるとす
れば正確な表現ではないだろう︒しかし或る商品体がどれだ
けの社会的な物的支配力を持つかが考察の対象なのだから︑
その商品体が持っている価値量をその商品体に含まれている
価値量と把握することは︑あながち比喩的表現とは言えない
だろう︒

労働生産物が価値としての存在性格を持つということは︑
労働生産物が人間の社会的支配力の現存となっていることで
ある︒かくして労働生産物は商品としては人間としての性格
を持っているのである︒従って︑価値としての存在性格は労
働生産物にとって︑自己が商品社会の中で現存するための第
一義的な前提であり︑決して単に一つの属性でしかないので
はない︒だから商品社会としての人間社会の構成物である限
りにおいて︑すべての構成物は︑第一義的には価値存在でな
ければならないのである︒かくしてはじめて価値の存在性格
を次のごとく規定することができる︒
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価値とは私的な社会的支配力としての労働主体とその労働
生産物の存在性格である︒労働主体も生産物も価値存在とし
てともに︿商品＝人間﹀である︒従って価値は︿人間＝商品﹀
として実在するものであり︑その根本的︑第一義的な規定性
である︒これに対して価値意識は価値の自己意識であって価
値とは区別されなければならない︒主観的︑或いは共同主観
的に形成されるのは価値意識であって価値自身ではない︒
価値は意識としては価値意識によって措定されるが︑決し
て自己自身にそのまま忠実に措定されるのではない︒何故な
ら︑商品としての人間は必ずしも自己の本質としての商品価
値を肯定的にのみ把えているとは限らず︑かえって自已を否
定的に把え返し︑価値を価値なきものとして否認することさ
えあえてできるからである︒というのは人間は経済的価値追
求の悪無限やはかなさをいやという程体験させられているか
らで︑かえって真無限としての神や︑かけがえのない愛情関
係︑真善美などを真の価値として措定し︑経済的価値を低位
の価値︑真の価値のための手段︑或いは必要悪︑さらには偽
価値として措定する者もいるからである︒
このように価値は一見︑主観的︑恣意的なもの︑或いは共
同主観的形成物として汎通するが︑かかる価値判断を下す主
体としての人間の存在性格が価値なのであり︑人間は価値存

在としては商品なのである︒したがってあらゆる価値意識は
経済的価値を士台にして︑それを直接あるいは間接に反映し
ており︑それに対して肯定的あるいは否定的対抗的に価値を
措定するのである︒

価値概念を抽象的に規定する際︑このような士台と上部構
造の複雑な反映関係を無視して︑無理やりに一般的意味を導
出すると欲求充足手段とか︑効用とかになるようである︒と
ころがこれでは物的な社会的支配力という経済的価値にも︑
精神的諸価値の深遠な意味にも棹さすことはできない︒価値
は元来︑経済的価値を意味していたと考えられるが︑精神的
価値は経済的価値における価値の意味 交(換価値︑他の効用に
対する支配力 を)否定して︑新たな価値の意味を形成している
のである︒二義的なものを一義に統一したところで二義性が
見失われてかえって価値が何であるかは理解できなくなるだ
けである︒この価値の二義性の構造を価値存在としての人間
自身の分析を通して明らかにすべきなのである︒この仕事は
﹃人間学的商品論﹄︵﹃資本論の人間観の限界﹄参照︶に譲る
ことにしよう︒従って本稿では一応経済的価値だけを取り扱
うことにする︒
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美と価値の存在性格の比較

美と価値は関係規定であり︑存在性格であるという点では
同じであるが︑美が対象と意識との関係で対象の側がとる存
在性格であるのに対して︑価値は生産物と生産物の社会的関
係における双方の側の存在性格である︒
価値を措定するのは価値判断であり︑その点だけ考慮すれ
ば美と同様である︒意識にとっての効用を持つものは総て価
値存在であると言い得るが︑これは価値に対する主観的判断
であり︑精神的価値判断や効用判断としては妥当性を持って
も︑こと経済的価値においては事情が異なる︒
経済的な価値判断は価値が自己を実現するための媒介であ
り︑それが措定するものは価値と思われるものにすぎず︑価
値そのものではない︒価値そのものは生産物相互の関係にお
いて既存するものであり︑共同主観的な価値判断によって形
成されるものは価格でしかなく︑価値に近似的なものにすぎ
ない︒しかし価格は法則的には価値と一致するので︑価値は
価格として白己を実現するし︑また︑価格としてしか自己を
実現することはできない︒そ似意味では価値は価値判断によ
って措定されると言い得る︒とはいえ価値判断の根拠として
の価値そのものは判断の前から既存し︑意識から自立的に存

在していることも見忘れてはならない︒

かくして意識から自立的なものとしての価値は︑生産物相
互の関係が私的分業社会のもとでとる社会関係を反映して︑
抽象的人間労働の凝結量の量的比となるわけである︒抽象的
人間労働は各人の個別の人間労働が一人前の人間労働として︑
同一の人間労働に還元されたものである︒それ故︑価値は実
体としてこのような社会的に承認された社会的実体を根拠に
持つわけで︑ここに価値が安定し 不
(変ではないが ︑
)市場が
形成されることになるのである︒

美があくまで特個的な美意識と対象的な対応関係にとどま
っている以上︑いかなるものを美的実体とするかは恣意的で
あることができる︒その際︑社会的根拠は絶対的要件ではな
い︒それでも美的実体に関する認識は共同主観的に形成され
るものである以上︑美的実体にも社会的に承認されたものが
有力となり︑美意識を強く刺激することになる︒ただ︑やは
り美意識と対象の関係の特個性は美の創造的契機として重要
である︒それは凡庸な美の限界を突破して新たな美的世界を
形成し︑共同主観的な美に反作用するものであるからだ︒そ
の点︑価値意識と価値対象の特個的な関係を捨象するところ
に成立する価値とは対照的である︒

価値はあくまで抽象的な人間存在であり︑その実体は抽象
的な人間の現存としての抽象的人問労働である︒抽象的人間
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第四章︑
﹁商品﹂の物神的性格をめぐって

第１節 商品の物神性とは何か
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労働が抽象的人間としての自己を表わしたものこれが商品で
ある︒だから︑抽象的人間とは商品としての身体であり生産
物である︒このように解するとき商品︑価値︑抽象的人間労
働の実体性についての廣松氏的な疑問はすべて氷解する筈で
ある︒
廣松渉 の墓

商品の価値関係は商品間の関係であり︑その意味で物と物
との関係である︒ところがマルクスは商品の物神的性格を検
討する際︑
﹁諸物の関係という幻影的な形態をとるものは︑た
だ人間自身の特定の社会的関係でしかない︒
﹂﹃(資本論﹄ 頁
国民文庫版 と)宣言している︒というのは商品の価値関係︑価
値対象性は﹁労働生産物の物理的な関係とは絶対になんの関
係もない︒﹂ 同(書 頁 か
)らである︒マルクスにとっては物理
的関係 も
(ちろん化学的︑生物的関係も含まれるだろう︒ を)
結ぷものが物なのである︒ところが労働生産物の関係として
の価値関係は︑そのような自然的関係ではないからこれは﹁諸
物の関係﹂ではなく﹁人間自身の社会的関係﹂でしかないと
いうことになる︒
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マルクスにとって物とはこのような自然的属性を示すもの
であるから︑自然物としての労働生産物が効用としての自然
的属性を示す他に︑商品としては︑超感覚的な価値性格を示
すことを︑
﹁神秘的﹂であると受け止めるのである︒目に見え
るのは自然物の形姿であり︑価値はその存在性格である︒従
って価値は生産物の形姿をとって現われている限りでは目に
見える感覚的なものであると言ってよい︒しかしマルクスは
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後に詳論するように︑労働生産物そのものは使用価値であっ
て価値ではないと把え︑商品としての労働生産物の本質を価
値とする︒価値はあくまで使用価値の捨象によって措定され
るために︿労働生産物＝使用価値＝事物﹀という視点によっ
て︑価値は内向し︑そのことによって自然的形姿に蔽われて
超感覚的なものになる︒しかし︑ここでは価値は自己の使用
価値体によって自己を表出できないという意味で超感覚的で
あると把えておけばよい︒労働生産物が自然物であるのなら︑
感覚的なものである筈なのにどうして超感覚的な性格を持つ
のか︑これは不思議ではないかと考えるのである︒こうして
マルクスは労働生産物に超感覚的な性格が付着する原因を︑
それを産出する労働の社会的性格に求め︑特定の社会関係に
おいて︑労働生産物が人間の私的労働に基づく分業関係を反
映する仕組を解き明そうとする︒

以上のマルクス理解には廣松氏ははなはだ不満足の筈であ
る︒というのは私の理解では労働生産物が価値を内包した商
品であることは少しも傷つけられないからである︒何故なら︑
諸商品は私的分業関係を反映し︑自己のものとする限りでは
立派に商品として価値でもあるからである︒ただ労働牛産物
としてだけ見られる限りで︑つまりそれが特定の社会関係を
反省させることなく︑先験的に固定観念で習慣的に価値とみ
なされ︑何故価値であるかを見失わせる限りで商品の物神性
が問題になる︒商品の社会的背景を了解して︑労働生産物が
何故商品となり価値性格を持っのかが解れば︑労働生産物が

ところで労働生産物がそのものとして超感覚的な性格を持
っているように思われ︑価値関係が単なる労働生産物相互の
関係として現われるのは︑商品関係がリンネルと上着︑小麦
と机といった労働生産物間の︑つまり具体物相互の交換とし
てしか見えないからである︒このように商品交換は物と物と
の関係として現われ︑それが私的労働間の分業関係であると
いうことを隠している︒そこで単なる労働生産物であるリン
ネル︑上着︑机等がそれ以上のもの︑つまり価値対象性を持
つようにみなされるのである︒マルクスはこれを商品の物神
性と呼ぶ︒リンネル︑上着︑机はそのものとしてはただのリ
ンネル︑上着︑机でしかないのに︑そのものとしても価値で
あるかのように見えるからである︒

関係を自己の関係として引き受ける限りにおいてである︒

この問題意識は明らかにブルジョワ経済学に対する批判か
ら出発している︒何故ならブルジョワ経済学は労働生産物が
価値性格を持つのは︑労働或いは労働一般を対象化している
からだと考える︒ところで︑労働生産物は常に労働を対象化
したものであるから︑労働生産物が価値性格を持つのはごく
自然なことで︑超歴史的なものであると考えてしまう︒たし
かに労働生産物は常に労働を対象化したものである︒しかし︑
労働生産物が価値対象性を示し︑商品となるのは特殊な社会
関係のもとでである︒だから各商品体が価値を持つのは労働
生産物であるからではない︒それらが私的労働に基づく分業

128

商品であり︑価値存在であることは事実として承認されるの
である︒秘密が解かれればそれは秘密ではなく︑何ら神秘的
ではない︒ただしマルクスは商品としてはその本質は価値で
あり︑これは使用価値を捨象しているから︑労働生産物＝使
用価値という見方から︑労働生産物は価値ではないという区
別に固執しているようにも見受けられる︒とは言え︑このも
のが労働牛産物であり︑商品として価値を本質とするもので
もあると把えていることは疑えない︒
廣松氏にすれば︑マルクスは﹁諸物の関係﹂ではなく﹁人
間自身の特定の社会関係でしかない︒
﹂と明言しているのであ
るから︑労働生産物が商品として価値存在であることや︑そ
れが抽象的人間労働を凝結していることは特定の社会関係か
らそのように見えるにすぎないことである︒これはマルクス
自身によって疑問の余地なく示されているということになる︒
この問題はマルクスが﹁諸物の関係﹂と立言するとき︑この
﹁物﹂という意味をどう受け止めるべきかという点にかかっ
ている︒この問題を解くためにも﹁第四節﹂を最初から検討
していこう︒

第２節 商品が繰り広げる奇怪な幻想

マルクスは第四節の冒頭で︑先ず﹁商品が使用価値である
限りでは︑⁝⁝少しも神秘的ではない︒﹂その理由として﹁使
用価値﹂が感覚的なものであることをあげる ︒ところが商品
としては︑机は﹁感覚的であるとともに超感覚的であるもの
になってしまう︒
﹂ことを挙げ︑﹁他のすべての商品に対して
頭で立っている﹂と述べ︑
﹁奇怪な妄想を繰り広げる︒
﹂ とし
ている︒

この﹁奇怪な妄想﹂という立言から︑机という商品が価値
を持っていないのに価値物であるように振舞うとか︑価値関
係自体が商品体としての机から超越したもの︑例えば手品の
種が舞台のどこかに隠されているとかいうような意味で机に
対して超越的であるように説かれているかに解することは早
計である︒

あくまで机は効用としては感覚的なものなのにどうして超
感覚的なものでもあるのか︑これが難問であって︑ブルジョ
ワ経済学者たちに︑役に立つから価値があるとか︑相対的に
貴重だから価値があるとか︑労働 社
(会的実体としての抽象的
人問労働まで反省されていない︒ の
)生産物だから価値である
とか言う奇怪な幻想を惹き起している︒その妄想たるや卓踊
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言は積極的な肯定的な意味を持つ︒この付言を落すと︑商品
術よりはるかに奇怪だということをマルクスは述べているの
関係は単なる人間関係とされてしまい︑労働の等置が必ず商
である︒
品関係を生じるかのような錯視に陥いる︒この点を注意して
いるのである︒
廣松氏はこの冒頭文を補強するために﹃経済学批判﹄から
次の条りを援用する︒
スミスやリカードもたしかに商品関係が労働関係を隠して
﹁交換価値を措定する労働を特徴づけるのは人と人との社会
いるということを発見し︑商品関係を労働関係として把えた︒
的関連が︑謂うなれぱ転倒して物と物との社会的関係として現
しかし彼らは単純に等置してしまったために労働関係が物と
物との関係として現われること︑物と物との関係の下に労働
われることである︒一つの使用価値が他の使用価値に対して交
換価値として関連づけられるかぎりにおいてのみ︑人々の労働
関係が隠されることの積極的な意義を把えることもできなか
は同等で一般的な労働として互いに関連づけられるのである︒ ったし︑商品関係が特殊な歴史的な社会関係であることも見
それゆえ︑交換価値とは人と人との間の一関係であると言うの
抜くことができなかった︒
は正しいとしても︑物的な外被の下に隠された関係だという付
次に廣松氏は﹁諸商品の交換価値というものは︑実際には
言を要する︒
﹂﹃哲学﹄ 頁 ﹃経済学批判﹄岩波文庫版 頁
(
)(
)
同等で一般的な労働としての個々人の労働相互の関連にほか
ならず︑労働の特殊社会的な形態の対象的表現にほかならな
い︒
﹂ ﹃(哲学﹄ 頁﹃批判﹄ 頁 と
)いう文言を引用する︒
廣松氏は交換価値自身が商品に備っているのではなく︑この
相互関連から︑商品に労働の一定量が内在しているように思
われるだけであって︑それが交換価値として取り扱われるだ
けであると言いたいのであろう︒特殊社会的な労働の関連が
あって︑それが諸商品の関連として把えられ︑対象化される︒
従って交換価値は労働の関連の機能的表現であると解するの
である︒
31

この条りでマルクスは人と人との社会関連が物と物との
社会関連に転倒することを強調しており︑人と人との社会関
連が物と物との社会関連として見誤まれていることを強調し
ているのではない︒人と人との関係は物と物との関係として
しか商品社会では現われないのである︒だからこの関係は等
量の労働が直接交換される関係ではなくて︑使用価値どいう
物どうしの交換であり︑使用価値体に含まれた労働が︑交換
によって等量と評定される関係である︒だから人と人との関
係とほ言え︑一たん物となった︑物としての外被によって客
観的になり︑妥当性を持った人と人との関係である︒この付

199

199

32
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しかし労働の特殊社会的な関連が先ずあるのではない︒商
品の関連によって︑労働の特殊社会的な関連が生じるのであ
る︒我々は商品の関連を分析しはじめて︑商品の関連が実は
労働の特殊社会的な関連を形成していることを知ることがで
きる︒商品の関連が実は労働の特殊社会的な形態の対象的表
現であることが解ったところで︑労働の特殊社会的な形態に
商品を解消したり︑還元したりできるものではない︒何故な
ら︑そのような労働の特殊社会的な形態は再び商品関係とし
て措定される他ないからである︒関係を第一義的存在としよ
うとする廣松氏の試みは︑それが関係であることによって再
び第二義的存在に貶められざるを得ない弱点を持っているの
である︒
更に廣松氏は次の文章を引用する︒
﹁一ポンドの鉄と一ポン
ドの金とが︑物理的・化学的な諸性質を異にするにもかかわら
ず︑同一の量の重さを表わすのと同様に︑同一の労働時間を含
んでいる二つの商品の使用価値は同一の交換価値を表わす︒と
いう次第で︑交換価値というものはあたかも使用価値 物( の)も
つ社会的な自然規定性であるかのように︑事物としての使用価
値に属する一つの規定性であるかのように現象する︒
﹂ 同(書同
頁 )
ここでマルクスが商品としての机や腕時計が三万円の交換
価値を持っていないと言っているのではない︒机や腕時計が
三万円で売買される以上︑それだけの交換価値を持っもので

あることはだれしも否定できない︒そうではなくて︑机とか
腕時計とかの使用価値 効(用 と)は全く無関係に︑机や腕時計
がどれだけの社会的実体としての抽象的人間労働を凝結して
いるかだけが︑価値を法則的に決定しているのであって︑あ
たかも机や腕時計という使用価値体が取り引きされているか
に見える交換の現場を目撃していると︑机や腕時計の使用価
値 効(用 が)交換価値を持っているかにみえること︑このこと
を錯視として指摘しているのである︒

机や腕時計は商品としては第一義的に机や腕時計という具
体的な効用であるのではない︒何よりも先ず抽象的な価値物
である︒効用は価値が他在において現われるための場にすぎ
ない︒ところで価値は自己を価値としては具体的な姿で見る
ことができないから︑他の商品の効用を鏡として自己を見よ
うとする︒これが相対的価値表現である︒

机は腕時計に自己の価値を見るが︑腕時計の姿を通して見
ているのは︑実は腕時計という効用ではなくて︑その自然対
象性を捨象した抽象的な価値であり︑自己自身の価値が腕時
計という価値鏡に写った姿である︒だから使用価値体の交換
として外見上みられているが︑その実は価値関係である︒そ
れ故︑使用価値の属性として価値があるのではなく︑使用価
値 効
(用 は
) 実は 価 値 のと る 仮 り の 姿 で あっ て ︑ 使用 価 値 効
(
用 か)らは価値は導出できないのである︒その上︑効用の属性
として価値を把えようとすると効用間の需給関係のもとに価
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値は解消され︑需給関係そのものの法則がいかに生じるかは
措定できなくなるのである︒
﹁⁝⁝社会的生産関係が対象の形態をとり︑そのため︑労働
における人と人との関係がむしろ事物相互の関係および事物
の人に対する関係として現われること︑このことをありふれた
自明のことのように思わせるのは︑もっぱら日常生活の習慣で
ある︒
﹂これは先の引用の続きである︒
マルクスが﹁社会的物﹂或いは﹁社会的事物﹂ということ
わりなしに単に﹁事物﹂と立言する際には︑自然的事物を指
している場合が多い︒とくに人と事物を峻別しようという考
えが働いているのかもしれない︒
商品においては︑使用価値を事物としてとらえ︑価値とし
ての商品そのものは社会的な物として把えられるという区別
がマルクスにはある︒このように人と物との抽象的区別にこ
だわることにははなはだ低抗を感じる次第であるが︑それは
後に詳論するとして本論に戻ろう︒ここで﹁労働における人
と人との関係﹂とは労働価値説に基づく価値関係を指してお
り︑
﹁事物相互の関係﹂とは事物を商品としてみれば当然価値
関係であるが︑
﹁神秘化﹂として把えられているところをみる
と︑事物は使用価値を意味しており︑机と腕時計という使用
価値が価値を属性として持つかに思われることを指している
ようである︒そのことは後続の文章からも察することができ

る︒

さらに続く引用︑
﹁商品においてこの神秘化はまだしも甚だ
単純である︒⁝⁝より高次の生産諸関係にあっては︑この単純
性の仮象が消失する︒重金主義の幻想はすべて︑貨幣は一つの
社会関係を︑但し︑一定の属性をそなえて自然物という形態で
現わすのだということを看取しなかったことに由来する︒
﹂

重金主義は金という使用価値に価値があると幻想するイデ
オロギーである︒しかし金という使用価値は︑実は金という
商品が一般的等価物として他の商品に対して立つ際に︑他の
商品価値たちが自分たちを価値として措定するための価値鏡
にすぎないのである︒このことが看取できないところに重金
主義の錯視があるのである︒ここでもマルクスの論旨は使用
価値の属性が価値なのではなく︑価値関係としての社会関係
が金を一般的等価物とすることによって貨幣表現を自然物の
形で得るということである︒

引用は更らに続く﹁重金主義の幻想を嘲る今日の経済学者
たちにあっても︑彼らがより高次の経済学的範疇︑例えば︿資
本﹀を扱う段になると︑たちまち同じ幻想に足もとをすくわれ
る︒彼らがやっとこさ事物としてつかまえたと思ったものが社
会関係として現われ︑そして彼らが社会関係として固定しおお
せたものが︑今度は事物として彼らを愚弄する場合に︑彼ら今
日の経済学者たちの淳朴な驚嘆の告白のうちにそれが顕われ
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る︒
﹂ 同(書同頁
MEW.Bd.13.S.21f)

価値増殖する商品としての資本は再び使用価値と価値の二
重性を持ち︑それぞれの使用価値が価値を属性として持って
いるかに思われたり︑価値を産出するかに思われる︒これが
資本の物神性である︒マルクスはここで事物という言葉で使
用価値を表象し︑社会関係という言葉で価値関係を意味して
いる︒しかも価値関係は社会関係として把えられているので︑
人と人との労働における関係として把え直されていると考え
てよいだろう︒
廣松氏の立場からはこの長文の引用は︑使用価値は事物で
あり︑価値︑商品︑貨幣︑資本は社会関係であること︑特定
の社会関係において使用価値としての事物が価値︑商品︑貨
幣︑資本であると物神化的に倒錯視されていることを明確に
説明しているとみなされる︒しかし我々はこの長文を商品︑
貨幣︑資本の二重性 使
(用価値︿効用﹀及び価値 の
)物神性論
による説明と受け取る︒
社会的な物としての商品︑貨幣︑資本はマルクスによれば︑
事物としては使用価値であり︑社会関係としては価値である︒
ところで価値は使用価値の捨象であるから︑使用価値を価値
表現の素材︑価値鏡としなければならない︒しかし価値は使
用価値から決まるのではなく︑価値実体は抽象的人間労働の
凝結である︒それ故︑価値は実は労働における人と人との関

係であったのであり︑それが物と物との関係として表現され
ているにすぎない︒これが物象化であり︑使用価値をそのま
ま価値とみなすのが物神性的倒錯視である︒この腕時計を商
品とし︑その本質を価値とすることによって社会関係に還元
したところでこの腕時計は物在であることをやめるわけでは
なく︑価値もこれに凝結している労働もこの物から離れてい
くわけではない︒だから社会関係はこの物の外にあるもので
はなく︑この物が取り結んで自己のものにしている関係であ
り︑内的規定である︒マルクスはこの物は商品としては第一
義的に社会的実体である抽象的人間労働を凝結した価値であ
り︑この価値はこの物がいかなる使用価値かということとは
無関係であり︑従って使用価値の属性ではない︒このことを
強調しているのである︒

しかしながらこの物とこの物の使用価値を区別するのは不
可能ではないかという疑念が生じるのは当然である︒このセ
ーターの使用価値はもちろんセーターとして規定される︒労
働生産物は一般に人間に対する対象性︑人間との関係におけ
る外面的本質をその本質的規定とするのであって︑自然的事
物としては効用 使(用価値 が
)本質である︒マルクスが事物を
使用価値と同じ意味で使用しているのはそのためである︒と
ころで使用価値は価値ではないのだから︑事物としても︑こ
の物としても価値ではないことになりはしないか︒とすれば
この物は商品ではなく︑商品とみなすのは物象化的倒錯だと
マルクスも把えているのではないか︒こう解釈するのが廣松
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氏の立場である︒
しかしマルクスが社会的物としての商品の存在性格を社会
的関係からは価値として︑人間に対する自然的対象性からは
使用価値として把えていることはたしかであり︑両者ともこ
の物の存在性格である︒それならば使用価値を事物として措
定しないで︑自然的属性︑自然的対象性等と規定すべきであ
る︒たしかにその通りであって︑
︿使用価値＝事物﹀はその通
りであっても︿事物＝使用価値﹀とすると︑この物は商品と
して︑つまり社会的事物として措定し得なくなる筈である︒
マルクスは商品を社会的物として一方で措定し︑使用価値を
事物として把えている︒これは矛盾しているし︑混乱してい
る︒もし廣松氏のような解釈家が存命中にいたらマルクスは
︿事物＝使用価値﹀という用語法を改めたであろう︒
それでも︑この自然物︑つまり使用価値が︑この腕時計が
商品であることが否定できない以上︑価値は使用価値の属性
であり︑存在性格であることは否定できないのではないか︒
このような疑問にも道理がある︒マルクスは価値は使用価値
の自然的属性ではないということを強調しているのであり︒
使用価値が労働生産物であり︑商品となるものであること︑
従って社会的な存在性格として価値存在になることまで積極
的に否定できないと思われる︒しかし︑マルクスの問題意識
は価値を使用価値の捨象によって措定するところにあったか
ら︑価値が措定された時にはそれが使用価値であったことは

忘れられており︑その為に使用価値の属性として価値を理解
することには強い抵抗感があったと思われる︒そして後に詳
述するように使用価値は超歴史なものであるのに対して︑価
値は歴史的なものである︑従って使用価値そのものは価値で
はないという論理が固執される︒このような観点から価値を
使用価値の属性として把えることを極力排そうとし︑いわゆ
る物神性論が形成されたのである︒
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第３節 労働生産物と価値の内在

廣松氏はマルクスが価値を単純に︑安易に使用価値の属性
とみなしてはならないことを指摘した文章を把えて価値を商
品に内属していると把えることに対する批判として把え︑価
値は社会関係であって︑対象的関係の双方の側にそなわって
いるように仮現しているにすぎないとされる︒
﹁ところが商品
次元の物神性は却って気付かれにくい︒現に人々は︑商品体
はそれ自身で﹁内在的交換価債﹂を蔵しており︑商品それ自
身が﹁価値﹂という対象性をそなえているものと私念してい
ないか ﹂
頁 も)ちろん︑それ自身でという言葉
? ﹃(哲学﹄ 200
を商品関係︑価値関係抜きでという意味でとるなら︑だれも
そのような私念を抱いていないだろう︒しかし商品関係のも
とでなら︑商品体に価値が内在していないと私念する人はむ
しろまれである︒
廣松氏の根本的な発想を推察すればこうである︒商品形態
をとらなければ内在していないものが︑商品形態をとれば内
在すると考えるのは奇怪な妄想である︒商品形態をとると価
値対象性を示すのは︑特定の社会関係が労働生産物に投映し
て価値を映し出すからであって︑言わぱ労働生産物は価値の
スクリーンのようなものである︒

私は商品としての机と︑商品でない机を同じものとは考え
ない︒無論︑机としては同じものであることは認める︒しか
し商品としての机は︑机という自然物である以前に価値であ
り︑人間の社会的支配力が机として現存しているものである︒
人間に対して机という効用でだけ関わっているものとはわけ
がちがうのである︒

マルクスはブルジョワ経済学が価値を使用価値の自然的属
性と考え︑それによって商品関係を超歴史的なものとみなす
見解を徹底して批判するために︑使用価値＝事物の超歴史性︑
価値の歴史性を浮き彫りにさせる議論を展開した︒その限り
で︑机の非商品的形態と商品形態の同一性は強調されてよい︒
しかし価値物としての机と単なる効用としての机を同一視す
ることによって価値が机に内在しえないように解するとなる
と明らかに行き過ぎである︒

これは原始社会の人間も︑市民社会 商(品交換社会 の)人間
も︑将来の共同社会の人間も人間としては同じであるという
議論と同断である︒人間として同じだということはもちろん
正しいが︑それは自明であって︑なんら人間についての意味
のある知見ではない︒原始社会の人間と市民社会の人間と︑
将来の共同社会の人間の違いを明らかにすることにこそ意味
があるのである︒

労働生産物も原始社会では人間の非有機的身体 器
(官︑生体
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ところで一口に市民社会と言っても︑商品性の原理が貫徹
されるのは資本主義社会をまたなければならず︑それに至る
までは︑労働生産物の商品性はいろんな変様や否定を蒙り︑
不充分にしか現われなかった︒しかし私的所有が商品交換に
よって生じ︑私的所有の本質が商品性にあることが論理的に
見抜けるとすれば︑私的所有の展開過程としての市民社会の
歴史全体はやはり商品交換社会の歴史として見直されるべき

とし て は 同じ で は ない が 人 間の身 体 の 一部 に な って い る ︒
物はそれが価値の現存在として商品であること︑即ち人間に
)
として人間自身から未分化なものであった︒この本源的な所
還帰していることに根本的な存在性格があるのである︒それ
有原理をマルクスは﹃先行する諸形態﹄で詳論している︒ 拙
故︑労働生産物があくまで効用であり︑自然対象性であるこ
(
稿﹁所有の二つの意味﹂日本哲学会機関誌﹃哲学﹄ 号所収
とに固執しては本質的な契機を見失うことになる︒
参照 商品の発生によって︑人間は自然から︑労働生産物から
)
自己を切断して主体となり︑主客分裂を行ってはじめて︑事
将来の共同社会では労働生産物は商品ではなくなる︒生産
物は客観的な事物となり︑人間の目的との関係で用在となっ
が共同社会の総体的な結びつきのもとで行なわれ︑共同社会
た︒人間は事物の他在を否定して自己の支配のもとに置き︑
の分肢としての構成員は共向で計画的に生産し共同的に消費
自己の現存の圏として︑事物に対する所有 私的所有 を形成
するからであって︑そこでは私的労働やそれに基づく交換は
(
)
する︒かくして事物は人間の現存在として把えられるが︑事
消滅するからである︒だから労働生産物は商品のように価値
物としての他在の形態は止揚されなければならず︑効用は捨
として他人を支配するための手段ではなくなり︑相互に支え
象されて価値となる︒この価値は自已の他在の形式としての
合うための相互の生命発現となり︑他者による享受は自己の
効用を自己でないものとするために︑他者に譲渡することに
能力の確証になる︒このように人類史は︑主客未分化な原始
なる︒この譲渡は自己の価値の実証であるから他者の所有す
状態︑商品交換の発生によって生じた主客分裂に基づく商品
る事物との交換でなければならない︒このように労働生産物
交換社会即ち市民社会︑それに将来の共同社会の三段階に区
は商品である︒以上はへーゲルの﹃法の哲学﹄の所有の抽象
分される︒それぞれの人間の存在性格は根本的に異なり︑そ
的規定の私なりの要約でもある︒
れによって労働生産物の存在性格も異なるのである︒
労働生産物は人間相互の他者性︑人間と自然的事物︑とく
に労働生産物の人間に対する他者性とその観念的揚棄︑他者
間の交わりとしての交換等々を市民社会で運命づけられてお
り︑原始社会のそれとは存在性格がまるで異っている︒むし
ろ労働生産物の効用としての契機は止揚されるべきものとし
て従属的な契機であり︑価値としての契機すなわち主体との
自己同一の契機こそが本質的な契機である︒だから労働生産
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理学的能力 の
)支出﹂﹁労働量﹂というのも同じ意味である︒
これらを抽象的人問労働と考えることも論理的には可能であ
るが︑商品交換︑価値関係を前提にしない抽象的人間労働は
単なる論理的抽象にすぎず︑未だ労働一般から概念的に区別
されたものとは言えない︒
﹁相互のための労働﹂としての﹁労
働の社会的形態﹂も協業或いは分業を意味するにすぎない︒
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なのである︒しかしこの視点からの歴史哲学の展開は別稿に
譲るしかあるまい︒ここで重要なのは市民社会における人間
身(体とその生産物 の
)存在性格が価値であること︑かくして
市民社会の人間は商品であるということである︒
このように把握すれば︑労働生産物が価値を持ち︑商品と
して現われるのは市民社会においては決して仮現ではないこ
とがわかる︒労働生産物が価値としてみえるのは商品関係を
労働生産物が映し出すからであるというのはそれ自体として
は正しい︒しかし商品関係を構成しているのは︑実は商品と
なったこれらの労働生産物なのであり︑労働生産物を差し引
いた人間の身体ではないのである︒そのことは商品関係が身
体問の直接的関係でないことからも帰結されるし︑人間自身
が人間の身体に限定しては把握できないことからも帰結され
るのである︒
廣松氏はマルクスが﹁商品の神秘的な性格は商品の使用価
値から﹂も﹁価値量の規定の根底にあるもの﹂
﹁ 生(理学的能力 )
の支出の継続時問﹂
﹁労働量﹂
︑
﹁相互のための労働﹂としての
﹁労働の社会的な形態﹂からも出てこないと立言したのを︑
価値が商品に自体的なもの内在的なものではないことの説明
と受け止められているようである︒ ﹃(哲学﹄ 〜 頁 し)か
し︑マルクスの意図は労働一般の対象化を価値形成とみなす
ブルジョワ的な古典経済学を批判するところにある︒
﹁価値量
の規定の根底にあるもの﹂は対象化された労働を指し︑﹁ 生
(
201

第４節 人間関係の商品関係への物象化
次にマルクスはこの謎めいた労働生産物の性格を﹁商品形
態そのものから﹂生じるものとして説明する︒商品形態におい
ては﹁いろいろな人間労働の同等性はいろいろな労働生産物の
同等な価値対象性という物的形態を受け取り︑その継続時間に
よる人間労働力の支出の尺度は労働生産物の価値量という形
態を受けとり︑最後に︑生産者たちの労働の前述の社会的規定
がそのなかで実証されるところの彼らの諸関係は︑いろいろな
労働生産物の社会的関係という形態を受け取る︒
﹂ ﹃(資本論﹄
国民文庫版 頁 )
この文章ではマルクスは労働一般の対象化が﹁価値実体﹂
﹁価値量﹂
﹁価値形態﹂を生じる原因ではなくて︑あくまで商
品形態のもとでの労働の対象化が価値実体﹂﹁価値量﹂
﹁ 価値
形態﹂を生じる原因であることを説明しているのである︒
古典経済学は労働の対象化が商品形態を生じさせると考え
た︒古典経済学では労働量がそのまま価値量であり︑労働の
社会関係がそのまま価値関係であるとみなされる︒ことはそ
れ程単純ではないのである︒五時間の労働が五時間の労働と
等置されるのは︑労働生産物が五時間の労働によって創出さ
れたというひとりよがりな主張によってではない︒労働生産
物が商品形態をとることによってはじめて︑それが客観的に

世間に通用する五時間の労働であったかどうかが検証され︑
同等の価値対象性を得ることができるのである︒だから商品
形態こそが人間の労働を物化し︑労働に社会的性格を物的形
態によって与えることができるのである︒このような認識を
受けて︑問題の﹁物象化﹂および﹁物神崇拝﹂についてのマ
ルクスの説明が展開されることになる︒

﹁だから︑商品形態の秘密はただ単に次のことのうちにあ
るわけである︒すなわち︑商品形態は人間にたいして人間自
身の労働の社会的性格を労働生産物そのものの対象的性格と
して反映させ︑これらの物の社会的な自然属性として反映さ
せ︑したがってまた︑総労働にたいする生産者たちの社会的
関係をも諸対象の彼らの外に存在する社会的関係として反映
させるということである︒
﹂ 同
頁 )
(上書 135

マルクスがここで秘密といっているのは︑労働生産物が効
用 使(用価値 と
)しては決して価値関係を取り結ぶものとはな
り得ず︑又︑労働一般の対象化されたものとしてもなり得な
いにもかかわらず︑商品形態をとると労働生産物が人間の社
会的関係を代表し︑労働の価値性格を代表することができる
ことを︑商品形態の持つ特有の神秘としてとらえているので
ある︒
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第５節 ﹁倒錯視﹂とは何か
﹁このような置き換え Quidproduo
によって﹂と続くが廣松
氏は﹁置き換え﹂とは訳さず﹁倒錯視﹂と訳される︒ Quidproduo
が﹁取り違え﹂や﹁錯視﹂の意味も持っているらしいので廣
松氏の訳は誤訳とは決めつけられない︒人間労働の社会的性
格や ︑ 人 間 の 社 会 的関 係 を 反映 す る の は 商 品 の 効用 使
( 用価
値 で
)はなくて︑価値の方である︒マルクスにすれば労働生産
物は事物としては効用 使(用価値 で)あるから︑これは価値で
はない︒しかし価値は抽象的な性格であって︑労働生産物の
効用︵使用価値 の)捨象によってのみ見出される︒従って価値
は︑眼前する労働生産物 自(然的事物としては効用としてしか
みえない の)対象的性格とみなされる︒
その意味では価値は価値でないものに取り違えられること
になる︒だからここでは決して価値が商品の対象的性格でな
いとか︑商品関係が価値関係でないとかが立言されているの
ではない︒また︑労働生産物もそれが第一義的に価値存在で
あると把えられていれば︑即ち商品として把えられていれば︑
労働生産物が価値を対象的性格として持ったり︑価値関係を
取り結ぶものであることまで取り違えとされているわけでは
ないのである︒ただマルクスは︑商品となった労働生産物を︑
その商品の従属的契機︑即ち使用価値として把え返すため︑
労働生産物が価値として把えられることも取り違えとしてし

まうのだ︒

ではいかにして人間関係が商品関係として現われるのか︑
商品関係は実は労働生産物の関係ではなくて人間の関係であ
ることをマルクスは言いたいのではないかという反論はもっ
ともである︒しかし商品となった労働生産物は最早︑労働生
産物そのものではない︒それは既に人間の労働の社会的性格︑
即ち他人の労働に対する支配労働量として自己を規定してい
るのである︒それは人間の他人に対する支配力として価値に
なっている︒人間とは商品社会においては相互支配力として
第一義的に存在しているものであるから︑労働生産物も商品
としてはそのような価値存在として既に人間そのものなので
ある︒

マルクスが労働生産物や商品を人間そのものとして把える
ことができず︑かえって価値を人間と把える 価(値関係は実は
人間関係である のは︑抽象的人間労働の凝結を人間の現存と
)
して把え︑即ち商品の本質としての価値を商品 商
(品となった
労 働生 産 物 と身 体 の
) 存 在 性 格 と し て 明 確 に 把握 し な かっ た
からである︒だから商品の本質は人間であるのに︑商品その
ものは人間でないという奇妙な論理になっている︒

何故︑労働生産物が人間の労働の社会的性格や社関係を代
表することができるのかは︑労働生産物が商品形態をとるこ
とによって︑実は人間そのものに還帰しているからに他なら
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はないということがわかるのは価値法則の貫徹を見抜く学問
的な営為にによってである︒従ってこのような倒錯視によっ
て労働生産物が商品になる︒だからこの時の労働生産物は末
だ価値存在であることの反省以前であって効用そのままであ
る︒

実は商品の価値関係は効用が取り結んでいるのではなくて︑
商品に内属する︑より正確に言えば商品の第一義的存在性格
である価値が取り結ぶものである︒しかし眼前するものとし
ては商品は効用であり︑商品関係は効用関係として仮現して
いる︒物を眼前するもの︑自然的物理的対象性に限定して把
えていると︑商品間の関係は物と物との関係であって︑人間
間の関係ではないかのように見える︒しかし︑効用は実は価
値が現われ出るためにとる仮りの姿であって︑商品は第一義
的には価値であり効用は衣裳にすぎない︒この価値は実は労
働生産物が人間の現存在であることを意味しているのである
から︑物と物との関係として現われているものは︑価値関係
としては人間関係であったのである︒この関係が人間関係を
物と物との関係に﹁置き換え﹂る関係である︒それは価値法
則が交換を支配している事実の認識によって発見の手がかり
を与えられるのである︒

しかるに︑この置き換えでは価値が人間の現存在であるこ
と︑価値関係が人間関係であることは蔽われている︒そこで︑
価値はあたかも人間でない自然物としての労働生産物の対象
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ない︒労働生産物はあくまで労働生産物としては自然物であ
り︑使用価値だということに固執していては︑決して労働生
産物が価値物として商品となることは説明できない︒そのこ
とは人間はあくまで人間の五体であつて︑労働生産物でない
ことに固執していては何故︑労働生産物に自己の社会的性格
を代表させることができるのかが解明できないのと同様であ
る︒
再確認しておくと︑倒錯視は効用 使(用価値 と
)しての労働
生産物がそのまま人間の労働の社会的性格を自己の対象的性
格としたり︑社会的関係を効用としての労働生産物の社会的
関係として取り結ぶかに取り違えることである︒
﹁このような置き換え Quidproduo
によって︑労働生産物は商
品になり︑感覚的であると同時に超感覚的である物︑または社
会的な物になるのである︒﹂
︵同上書 頁︶
労働生産物は商品形態をとる限り︑その第一義的な存在性
格は価値であり︑効用ではない︒しかし︑この机やこの腕時
計ははじめからこれこれの価値であると手前勝手に主張する
ことはできず︑先ず机や︑腕時計として立派な効用であるこ
とによって市場に登場してくる︒このように効用に先ず商品
という形態が与えられ︑あたかも﹁価値実体﹂や﹁価値量﹂
をこの効用が代表し︑価値関係を効用が取り結んでいるよう
にみえるのである︒このような仮象は商品交換にはどうして
も必要である︒この仮象が仮象であって︑実は効用が価値で

135

的性格であるかに思われるのである︒労働生産物を人間の現
存在として把握してはじめて︑この関係が人間関係であるこ
とがわかるのである︒ところがマルクスは価値の実体を抽象
的人間労働の凝結として把えることによって︑価値関係を人
間関係であることまでは把えたが︑労働生産物を人間として
把えていないために︑価値関係が労働生産物の関係として置
き換えられる論理が︑単なる反映︑置き換え︑倒錯視で終っ
ている︒労働生産物の第一義的存在性格を人間に還帰した価
値として把えておいてはじめて︑労働生産物が使用価値を捨
象した価値を本質とする商品になりうる論理が明確になるの
である︒原始社会と市民社会とでは労働生産物に変わりがな
いことに固執することが彼の誤りなのである︒
こうして商品は﹁社会的な物﹂である︒物理的な関係でな
く︑社会的な関係を取り結んで相互に支配し合う物的関係で
あるのだから社会的な物なのである︒このことは商品として
労働生産物の第一義存在性格が効用でなく価値であることを
意味してわり︑商品が人間として人間関係を取り結ぶことを
意味している︒商品は商品社会の細胞形態なのであり︑この
商品社会は実は特定の人間社会なのであるから︑人間社会の
細胞としての人間は商品なのであり︑商品も人間なのである︒
人間に人間の身体を商品に身体以外の自然物を表象すると
いう固定観念が災いする︒この固定観念は実は人間を物とし
て把えることに対する根源的なタブーから来ている︒身体も

それ以外の自然物も共に自然物であり︑双方とも自然対象性
とともに︑それらが社会的に取り結ぶ関係によって社会的な
物としての存在性格を示すことに変わりはない︒労働生産物
が効用でしかなく自然対象性でしかないことにいつまでもこ
だわり︑社会的な物として振まうことに奇異の念を抱き続け
ること自体︑固定観念に災いされているのである︒
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文脈において効用間の関係として価値関係が幻想される事態
を指していることは明白である︒ところが廣松氏にとっては︑
この文面は商品間関係として幻想されるのは実は人問関係の
投映なのだから従って商品関係は実は物的関係ではない︒そ
れ故︑労働生産物が商品としてみられたり︑価値を含むかに
みられることは幻想である︒商品なり価値なりは人間の社会
関係を示すための機能的な術語にすぎないのである︒この認
識は廣松氏にはあまりに自明であり︑わざわざ注釈を加える
までもない程である︒

商品関係が実は人間関係だとわかっても︑商品関係をやめ
られないし︑労働生産物が商品でなくなるわけではない︒人
間関係は商品関係を離れて存在しない︒商品関係として存在
するのである︒人間の労働は直接分業関係を取り結んで全体
分のいくらだからこの商品の価値はいくらと決定されるわけ
にはいかない︒集団や個人の労働が生産物に一たん凝結し︑
生産物相互の関係となってはじめて労働量も検証され︑私的
労働における分業体制が形成されるのである︒

経済学的には商品に内在した人問の関係のみが問題なので
あって︑人間関係はあくまで商品関係でなければならない︒
むろんこの商品も労働生産物として定在し︑労働生産物が商
品なのであって︑商品のように見えるわけでは決してない︒
それ故人間関係は生産物の相互関係として商品関係なのであ
る︒だからマルクスが﹁諸物の関係という幻影的な形態をと
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第６節 ﹁社会的な物﹂としての商品
マルクス自身︑
﹁物的関係﹂というと既に自然物の間の物理
的な関係のみを表象し︑社会的な物としての商品の価値関係
をそれと区別して人問関係として把え︑あたかも物的関係が
物理的関係のみを指し︑人間関係︑社会関係を指すことがな
いかのような言葉づかいの中に人間を物としてとらえたくな
いという偏狭なヒューマニズムを露見させている︒人間の社
会関係も人間が物である以上物的関係には違いなく︑物もそ
こに凝結している抽象的人間労働の凝結としての価値を本質
とする以上︑物自身が人間であり︑物的関係は人間関係︑社
会関係に違いない︒ただ物理的法則ではなく経済法則に左右
される物的関係＝人間関係であるにすぎない︒このようなマ
ルクスヘの批判的視点を保持しつつ︑次の文章を検討しよう︒
﹁物が視神経に与える光の印象は⁝⁝物理的な物と物との
間の一つの物理的な関係である︒これに反して︑商品形態や
この形態が現われるところの諸労働生産物の価値関係は︑労
働生産物の物理的な性質やそこから生じる物的な関係とは絶
対になんの関係もない︒ここで人間にとって諸物の関係とい
う幻影的な形態をとるものは︑ただ人間自身の特定の社会関
係でしかない︒
﹂
︵同 上 書 〜 頁 ︶
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上記の批判的視点を持っていれば︑この﹁諸物の関係﹂が
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るものは︑ただ人間自身の特定の社会関係でしかない︒﹂とい
う時︑効用間の関係のようにみえる価値関係は人間の社会関
係であると述べているだけである︒この人間の社会関係も価
値関係である以上︑商品としての生産物に対象化され凝結し
ている社会的実体として抽象的人間労働の関係なのである︒
だから人間の社会関係は諸物の関係として現われなければな
らない︒しかしマルクスはこの文脈では諸物を自然物として
の効用の意味に使っている︑商品としての︑社会的な物とし
ての諸物の関係という把握が﹁人間自身の特定の社会関係﹂
では明確ではない︒つまり一方的に諸物の関係を人間の関係
に引き戻しているために︑人間関係とし
ての労働の関係は諸物の関係ではないかのような誤解が生じ
やすくなっている︒生産物の関係でないような人間関係は経
済学の対象外である︒

第７節 ﹁商品世界の物神崇拝﹂論とその問題点

﹁宗教的世界の夢幻境﹂では﹁人間の頭の産物が︑それ自身
の生命を与えられてそれら自身の間でも人間と間でも関係を
結ぷ独立した姿に見える︒同様に商品世界では人間の手の生産
物がそう見える︒これを私は物神崇拝と呼ぶのであるが︑それ
は労働生産物が商品として生産されるやいなやこれに付着す
るものであり︑したがって商品生産と不可分なものである︒
﹂
同(上書 頁 )

ここでマルクスは﹁商品世界では人間の手の生産物﹂が﹁そ
れ自身の生命を与えられてそれら自身の間でも人間との間で
も関係を結ぶ独立した姿に見える﹂ことに留目している︒労
働生産物は人間が創出したものであって︑人間によって使わ
れるものである︒だからいかに人間から独立した関係を持つ
ように見え︑また︑人間に対して独立して︑ある場合には人
間を生産物が支配するように見えても︑それは実は人間の社
会関係の屈折した表現であるに違いない︒人間からの独立性
は仮現であり︑あくまで独立的なものと思い込むのは物神崇
拝である︒

イギリスでダッライト運動という機械打ち壊し騒ぎが起っ
たのは︑労働者たちが機械に支配され︑機械が自分たちを苦
しめる元凶だと考えたからである︒しかし機械がなくなるこ
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とは労働者にとって露頭に迷うことでしかなく︑資本家の蒙
むる打撃は部分的であり︑一時的なものにすぎない︒階級関
係そのものの止揚にはならないのである︒
現代では核兵器が人類を滅亡の淵に追いつめている︒しか
し核兵器は現代が科学技術の最高水準を用いての総力戦の時
代であることを示しており︑核兵器の廃絶は実は国家間対立
の緊張が根本的に解消しない限り不可能であるし︑仮に核兵
器が廃絶されたとしても︑別のさらに強力な兵器がそれにと
って代わるだけである︒もっともかといって︑栗本慎一郎の
ように核兵器廃絶運動をナンセンスと考えるのは暴論である
が︒
機械や核兵器は実は人間とは別物なのではなくて︑人間の
化身であり︑他者に対する支配力なのである︒だから機械や
核兵器を人間からの物の独立︑人間に対する物の支配と把え
るのは幻想であって︑機械は資本家の非有機的身体であり︑
核兵器は国家権力の肉化︑物質化したものであると把握すべ
きである︒
だから労働生産物どうしの関係である商品関係も実は価値
関係であり︑社会的実体としての抽象的人間労働の量的関係
なのである︒それは人間の抽象的現存である抽象的人問労働
の間の関係であり︑人間の社会関係に他ならない︒ただし︑
それは最早︑身体としてだけ把えられた人間の社会関係では

なく︑労働生産物となつた人間の社会関係なのである︒もし
人間を身体としてのみ把えるならば︑労働生産物は人間の五
体ではないのだから︑その関係はあくまで人間から独立した
関係と思われてしまう︒労働生産物も結局は人間の現存であ
り︑その相互関人間の社会関係の一つであることを洞察すれ
ぱ︑人間か らの独立性も仮現であったことが理解できるので
ある︒

もちろん︑労働生産物どうしの自然的関係や︑人間に対す
る自然的対象性を注視すれぱ︑労働生産物は︑身体の外部に
立ち︑自然的関係を身体から独立して取り結ぶ主体として認
知されうる︒しかし労働生産物の商品としての対象性は価値
対象性であり︑商品関係は価値関係である︒しかも商品であ
る労働生産物の第一義的存在性格は価値であるのだから︑商
品関係としての労働生産物の相互関係や人間に対する関係に
おける独立性は仮現なのである︒

問 題 は マ ル クス が こ の 労 働 生 産 物 の 人 間 から の 独 立性 の
仮現を﹁物神崇拝﹂と表現しているが︑そのことの是 である︒
物神崇拝は物を神として︑或いは神的なものと して崇拝する
ことである︒物自体は物である限り︑神で はありえないにも
かかわらず神として崇拝される︒﹁呪 物信仰﹂と訳し改えて
も 物が 霊 力 を宿 す と 憶い 込 む こと で あ る か ら 同 じ こ とで あ
る︒だからそれは幻想であり︑非合理的な信仰として批難さ
れている︒商品に関して言えば︑労働生産物はあくまで自然
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価値が効用の捨象においてはじめて措定されるという事情
は︑決して商品が労働生産物であることの捨象によって成立
することを意味しない筈である︒労働生産物の存在性格とし
て効用も価値もある︒一方で効用はその自然的属性であり︑
他方価値は社会的属性である︒価値は労働生産物が商品社会
において存在資格を得るための優先的な存在性格であり︑効
用はそのために価値が取らざるを得ない仮りの姿にすぎない︒
価値はこの効用の具体性を捨象したところで労働生産物が抽
象的な価値として把え返されたものである︒それ故労働生産
物が商品となっても︑労働生産物でなくなる必要はない︒む
しろ抽象的人間労働の凝結物としての抽象化された労働生産
物は︑商品の実体性の根拠である︒労働生産物を使用価値と
してだけ把えるマルクスの論理は︑商品の実体性を仮現とす

物である︑にもかかわらず商品形態では価値になる︒そこで
は効用︵＝使用価値︶ が価値とみなされる︒だから物神崇拝
私としては商品となった労働生産物は第一義的には価値存
呪物信仰 であ るというわけだ︒
在であるから︑これが人間の現存であり︑人間関係を取り結
(
)
ぶこと自体は少しも錯視ではないと考える︒たしかに物が人
ところが商品社会では︑労働生産物の第一義的存在性格と
間となると考えるとこれは物神崇拝と同様の論理を持つこと
して価値が あるのだから︑労働生産物が価値であること自体
になる︒私はそのような批判をむしろ喜こんで甘受したい︒
は決して幻想ではない筈である︒もし商品に抽象的人間労働
なぜなら︑物が人間であることを幻想と考えるのは︑物と人
が実際に凝結しており︑価値も内在しており︑しかも商品が
を抽象的に区別し︑その区別に固執しているからであって︑
労働生産物であるならば︑労働生産物を価値物とみなすこと
価値となった労働生産物は人間労働を自己の本質としている
には錯視はない筈である︒ところが﹁物神崇拝﹂﹁(呪物信仰﹂ ) 以上︑立派に人間になっていることを見抜いていないからで
という言葉にははっきりと批判的な響きが感じられる︒マル
ある︒ 拙
﹃立命館文学﹄所収参照 )
(稿﹁物と人間﹂
クスは労働生産物は価値ではなく︑効用にすぎないと考えて
いるわけであって︑商品となってはじめて価値物となると考
えているようである︒商品となった労働生産物は最早︑労働
生産物であることは捨象され︑忘れられており︑この忘却に
よってはじめて価値存在になると考えているようである︒こ
のように労働生産物 ＝
(効用 と)価値は絶対矛盾的に把えられ
ている︒
ところが商品はやはり労働生産物であり︑価値も労働生産
物に凝結した労働量であるのだから︑労働生産物 ＝(効用 の
)
存在性格として価値が措定されざるを得ない︒従って労働生
産物と価値は絶対矛盾的自己同一の論理構造を持つと梯氏は
西田哲学を援用してマルクスの論理を見抜かれたのは見事で
ある︒ 梯
(明秀著﹃へーゲル哲学と資本論﹄参照 )
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る廣松氏を勇気づけるだけである︒
ところで﹁物神崇拝﹂という表現から︑価値が労働生産物
の存在性格でなく︑抽象的人間労働の凝結もだから﹁物神崇
拝﹂に基づく幻想だとしたら︑価値は労働生産物から離れ︑
逆に外的に労働生産物を規制し︑機能的︑函数的に社会関係
の中に位置づける量的比となる︒つまり社会関係は労働生産
物とは別に存在し︑この社会関係が機能的に労働生産物を取
り扱うための機能的概念として商品・価値・抽象的人間労働
という言葉が使用されていると廣松氏は解釈してわられる︒
廣松氏にすれぱ︑労働生産物も人間との対象関係や様々な
自然的対象関係などの関係︑事態に還元されるものであり︑
その意味で労働生産物に内在するとされる価値も関係に還元
され︑社会関係の投映にすぎないわけである︒
しかるに社会関係なるものがあるためには人間の身体や生
産物を包摂する様々な人間的自然がなければならない︒関係
の第一義性を説かれても︑たかだかそれらを構成する諸物を
あくまで関係の契機にとどめよと云う要求にすぎない︒諸契
機をあくまで契機であり自体的でなく実体的なものでないと
叫んだところで︑それぞれの契機が契機たりえ︑それによっ
て社会関係というどでかい生々しい現実を構成するだけのも
のであるためには︑それ自身余程しっかりした存在根拠を自
己自身に持たなければならない︒結局︑社会関係は諸物の関

係として把え返されざるを得ないのではなかろうか︒実際に
商品として交換されているものに対して︑これは関係から商
品と思われているだけで︑そのものとしては労働生産物であ
り︑価値が内在しているように思われているだけですよ︑と
いくら叫んだところで︑それが立派に商品として価値物とし
て通用するからには︑その物に社会関係を投映するだけの立
派な根拠がある筈であり︑その根拠を価値と云ってるのだか
ら価値は内在的だという主張と水掛け論になるだけである︒

マルクスは労働生産物が商品であることを検討する際︑先
ず第一・二節で社会的実体としての抽象的人間労働の凝結が
価値であることを論証し︑それを前提として価値量・価値形
態を展開した︒そうすることで労働生産物が商品形態をとり︑
価値関係を取り結ぶ事態を人間労働の相互関係として把え返
すことに成功したと考えたのである︒だから価値関係は実は
人間関係だと確信した︒しかし労働は労働生産物に凝結し︑
価値はその存在性格になってしまっているから︑今更︑価値
や抽象的人間労働を労働生産物から引き揚げることはできな
い相談であり︑あくまで生産物に内在した人間の現存であり︑
人間関係である他ない︒そうすると労働生産物は人間になっ
てしまいこれは困るとマルクスは思った︒そこで労働生産物
は使用価値であると把え︑価値はその捨象によって成立する
から︑この捨象によって物と人間の等置を避けようとしたの
である︒かくして価値は商品に内在はしても物 ＝(使用価値 )
ではない︑という論理で労働の凝結を前提とする投下労働価
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値説と︑価値は生産物の属性ではないという議論を調和しよ
うとしたのである︒
廣松氏は投下労働価値説と物神性論の矛盾を厳しく批判的
に把えた︑その点は高く評価すべきであろう︒ところが氏は
物神性論の中の弱点を改めるのではなく︑逆に商品の価値内
在まで仮現とすることによって投下労働価値説を根底的に否
定し︑それに基づく叙述をすべて物象化的倒錯視に陥ってい
る読者への叙述の便法としてしまったのである︒
しかしマルクスはただ︿労働生産物自身が価値なのではな
く︑そこに凝結している人間労働の抽象的な姿が価値対象性
を示す実体なのだ﹀と言いたかっただけである︒廣松氏は抽
象的人問労働の凝結を実体的に把えることからくる矛盾をい
くつか挙げられているが︑それについては逐一反論しておい
た︒従ってここで問題にすべきなのは︑この価値実体の存在
の場所である︒
労働そのものはたしかに身体的活動であるが︑それが価値
であるためには生産物に凝結したものでなければならない︒
だから凝結し物化したものとしてはそれは労働生産物でなけ
ればならない筈である︒それ故価値は労働生産物の抽象的性
格である︒抽象的であるという意味においては効用︵＝使用
価値 は
)捨象されているが︑労働生産物であることまでは捨象
されていない︒従って価値関係を人間労働の間の関係とする

ならば︑それは労働生産物となった人間労働の間の関係であ
り︑物と物の関係としての人と人との関係である︒だから︑
これを物象化として把え︑物のくせに人として振るまうので
物神だと把えるとしても︑だから倒錯視とすることはできな
いのである︒

マルクスは価値関係を効用関係ではなく人間労働の関係で
あると把え︑効用関係と思われていることを倒錯視と考えた︑
これは正しい︒しかし人間関係であるから物と物の関係では
ない筈なのに物と物の関係になっていることを物神崇拝とし
た︑ここに物を人として把えることができない弱点があるの
である︒

しかし︑物と物の関係として人間労働の関係が定立される
根拠を抽象的人間労働の凝結が価値の実体であるという命題
に持っている以上︑マルクスの投下労働価値説は物神性論に
おいても貫徹されているのであって︑その確信は少しも揺い
でいない︒とは言え︑物と物の関係を人と人の関係の倒錯視
と把えれば︑価値は物に内包されず︑従って抽象的人間労働
も物に凝結していることにはならない筈だという廣松氏の解
釈はマルクス批判としては核心を衝いたものである︒

ただ残念なことに廣松氏はこれを論拠に抽象的人間労働の
凝結の否定へと進まれる︒ところが抽象的人間労働の凝結こ
そはマルクス商品論︑価値論の大前提であり要諦であって︑
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マルクスによれば︑あくまでも資本というのは関係規定に
すぎない︒事物を固定資本と流動資本に振り分け︑生産過程
を構成するのは人間であって︑事物そのものではない︒だか
ら事物そのものがあたかもその自然的属性によって生産の社
会的諸連関をつくり上げるかに考えるのは物神崇拝である︒

しめられた 包
この否定は実はマルクス経済学の全面的否定を帰結せざるを
(摂された︿大月書店版﹀ も
)のとして︑事物の
得ないものである︒
自然的属性として考察しようとするのは︑同様に粗笨な観念
論でもあり︑まさに物神崇拝である︒この物神崇拝は︑社会
的諸連関を事物に内在的な規定性とみなして事物に所属させ
第８節 自然的規定と社会的規定
のせいにし こ
(
)うすることによって︑事物を神秘化してしま
う︒
﹂
労働生産物そのものは原始社会でも市民社会でも︑また将
(Grundrisse,Dietz Ausgabe,S.579)
来の共同社会でも労働生産物であることに変わりがない︒だ
事物の自然的属性として社会的諸連関を把えることを事物
から︑労働生産物が商品であるということ︑また商品になる
ということは労働生産物という規定からだけ導出できるもの
に内在的な規定性として諸連関を措定することとマルクスは
ではない︒そこでマルクスは労働生産物 使用価値としての
考え︑これを事物の神秘化︑物神崇拝と把えている︒この場
(
)
はそのものとして価値ではないと考え︑そこに含まれ︑凝結
合の事物もやはり使用価値である︒
している抽象的人間労働が価値であると考えた︒そうすると
価値は労働生産物︵＝事物︶に内属する規定性ではなくなっ
ある事物が固定資本であるか流動資本であるかは︑生産過
てしまう︒事物に凝結していながら事物に内的な規定でない
程でその事物が果たす役割によって決まるものであり︑固定
とするのは一見矛盾しているが︑事物を効用︵＝使用価値︶
資本︑流動資本が事物の自然的属性であるわけではない︒事
と把えるマルクスにあってみれば︑使用価値の捨象が価値で
物そのものをはじめから︑固定資本︑流動資本と考えること
ある以上︑この事物は抽象的人間労働の凝結に還元され止揚
はできない︒
されてしまって事物性を喪っているのである︒
廣松氏は﹃経済学批判要綱﹄での﹁固定資本と流動資本﹂
に関するマルクスの見解を取上げ︑マルクスがいかに事物の
内的規定として社会的規定を把えることに反対したかを紹介
される︒
﹁経済学者たちの粗笨な唯物論︑人間の社会的生産諸
関係ならびに物象が受けとる諸規定性を当の諸関係に下属せ
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その上︑資本として取り扱われる以上︑自己増殖する価値
であり︑固定資本と流動資本の相違はそこに投下されだ労働
量が徐々に生産物に転入するか︑一ぺんに転入するかの相違
でしかなく︑あくまで凝結した労働の関連を言表しているに
すぎない︒その意味では事物は固定資本でもなければ流動資
本でもない︒そもそも資本ではないのである︒事物は生産過
程で徐々に或いは一ぺんに消滅するが︑資本は融解し流動状
態に戻って新たな生産物に凝結していく抽象的人間労働を実
体としている︒資本とはあくまで価値であり凝結した労働量
なのである︒マルクスは資本にもやはり抽象的人間労働の凝
結を前提しているのであり︑廣松氏の解釈はやはり的を得て
いない︒ともかくマルクスはこうして資本を事物の内的規定
と考えないことになる︒
ところで私はマルクス流にはまさに粗笨な観念論者︑粗笨
な唯物論者︑物神崇拝者である︒生産を構成しているのは原
材料であり︑機械であり︑その他の工場施設であり︑人間の
労働力である︒それらはその自然属性によって生産を構成し︑
生産物を産出している︒製鉄において鉄鉱石の自然属性は︑
鉄の原料であるということにある︒溶鉱炉の自然属性は鉄を
溶かす炉であるということにある︒このように自然物の相互
関係として生産関係がなければそれは自然的関係となりえず
生産物を産出することはできない︒生産関係に包摂された諸
規定性をそれぞれの事物の自然的属性︑内的規定として把え
てはじめて生産過程を正しく作動させることができるのであ

る︒

価値増殖過程として生産過程を把え返せば原材料は流動資
本であり︑機械及び工場施設は固定資本であり︑これらは不
変資本である︒これに労働力が可変資本として稼動して︑価
値増殖過程として生産過程が活動する︒仮に鉄鉱石という事
物が資本でなければ︑資本は凝結した抽象的人間労働なのだ
から︑鉄鉱石に凝結した労働は価値とは言えず︑鉄に転入す
ることはできなくなる︒もちろんマルク スは鉄鉱石に凝結し
ているのは採鉱という具体的有用労働であって︑抽象的人間
労働は価値に凝結していると考えている︒しかし少なくとも
鉄鉱石という具体性を捨象したこの労働生産物には抽象的人
間労働は凝結していなければならない︒そうでなければ価値
を持たないものを集めて価値増殖を行なうというとんでもな
い背理になる︒

だからマルクスは事物の効用 ＝
( 使用価値 に
)価値を内属さ
せるのは物神崇拝であると言うに止めるべきであった︒事物
＝(労働生産物 が
)価値を有し︑労働力の稼動と結びついて全
体として価値増殖を行っているというのはまぎれもない事実
であって︑これが事実でなければ資本制的生産も事実でなく
なる︒原材料︑機械︑諸施設労働力は生産諸関連において︑
社会的な物として諸連関を構成し︑そこで社会的規定性を自
己の自然的属性に相応して受け取り︑内的規定としているの
である︒鉄鉱石は鉄分を高度に含むが故に︑鉄の原料となり
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製鉄工業を担っており︑これが価値増殖過程である限りで︑
社会的規定として流動資本として関係する主体である︒価値
増殖過程としての生産過程を立派に担っている以上︑鉄鉱石
はあくまで鉄分を含む鉱物にすぎず︑資本というのは人間の
手前勝手な規 定でしかないと言ってもそれは大して意味のあ
る立言ではない︒鉄鉱石は採鉱の際に抽象的人間労働をたっ
ぷり凝結したのであるから価値物として商品になり製鉄資本
に買い取られたものであり︑製鉄の過程で立派に原料となり
価値増殖のための流動資本となっているのである︒抽象的人
間労働を体化していること︑価値を含んででいること︑この
ことの立言︑主張こそが意味があるのである︒
マルクスのこのような把え方は︑自然物としての事物と人
間の現存としての労働をあくまで別物として把える把え方で
ある︒機械は自然物としてはあくまで自然物であり︑人間の
労働の凝結したものとしてはあくまで資本であり︑資本であ
る以上︑それは事物ではない︒価値増殖過程はあくまでこの
資本の関連であって︑自然的過程と混同してはならない︒混
同すれば価値増殖過程は自然過程となり︑物神崇拝となる︒
つまり︑永遠に価値増殖過程は止揚されなくなってしまうと
考えたのである︒ところが︑価値増殖過程は現実には自然的
過程として実現される他ないから︑実は同一過程の表裏の違
いでしかない︒梯氏言うところの絶対矛盾的自己同一である︒
同じ自然的過程が資本制的生産様式では価値増殖過程とも

なり︑共同体的生産様式では単なる効用生産過程でしかない
ということはいかに解すべきなのか︒価値増殖過程は自然的
過程が人間の労働量の視点から把え直されたものであるとい
うこと︑この認識には異議はないだろう︒資本制的生産様式︑
商品生産はこのような人間の労働量の視点からの把え直しを
法則的に要請している生産様式である︒ということは自然的
過程を人間の労働の凝結過程として把えるように我々に迫っ
ているのである︒

自然的過程が価値増殖過程として機能する社会的諸関連に
あっては︑その中ではこの自然的過程をあくまで自然的過程
としてだけ把えていたのでは︑どうにも経済的諸関連はつか
みようがないのである︒これは現実であって︑この現実を無
視することはできない︒だから我々はマルクスのように事物
は資本ではないという視点にいつまでも止っていることはで
きない筈である︒たとえ事物が資本でなくなり︑商品でなく
なり︑価値存在でなくなる社会が以前に或いは将来にあると
しても︑その時はその時であって︑現実においては事物は資
本として把えなくてはならない筈である︒自然過程は不変で
あり︑社会過程は可変であるという教条を振り回して︑人間
と自然をあくまで別物と考えるところに混乱のもとがあるの
である︒

人間も自然も一体であって︑共に変化していく︑人間が共
同体的結合のもとにある時は︑自然過程は単に効用生産過程

150

でしかなかったが︑商品生産社会となって価値生産過程とし
ての性格を示すようになり︑資本制社会となってそれは価値
増殖過程となった︒将来︑新しい共同体社会になれば︑自然
過程は価値増殖過程であるという性格を止揚することになる
だろう︒このように把えるのが一番自然ではなかろうか︒
生産物が商品として人間にとって外的存在者として現われ︑
その価値が盲目的な法則によって規定され︑それに人間が翻
弄されていると考えられていたものを︑実はその商品の価値
は人間の労働量によって規定されていると見抜いた古典経済
学の業績は偉大である︒そのことによって人間に外的に対立
している商品関係は逆転して︑人間の労働の諸関係として把
え直されることが可能となった︒労働の生産物は最早単なる
自然物ではなく︑人間の労働量の凝結物として把え直された
のである︒かくして我々は労働の生産物を人間の現存する姿
として︑人間自身として把え直すべきである︒労働の生産物
は商品になることによって︑かえって人間に還帰しているの
である︒
もちろん諸個人の意志から独立し︑価値関係を取り結び︑
諸個人を翻弄するという商品の本性はこうした認識によって
解消するものではない以上︑諸個人にとってあくまで商品は
外的であり︑対立物である︒しかし︑このような経済法則の
盲目的支配︑そのもとでの諸階級の対立︑大多数の人民の窮
乏化という現実的矛盾にもかかわらず︑価値の源泉が労働で

あるという認識は︑労働生産物が実は人間の現存している姿
であるという認識を照らし出すものである︒

労働の生産物は商品としては一定量の労働の凝結物である︒
自然的生産過程を労働量の視点から把え返す商品社会の経済
法則のもとでは︑労働の凝結物であるという性格が自然物で
あることの自然的規定性に先行する︒それ故︑労働の生産物
は特定の自然物であるまえに抽象的人間の現存として商品で
あり︑社会的な規定が自然的な規定に優先するのである︒こ
のことは人間と自然︑人間と事物をあくまで別物と考えると
正しく理解できない︒それこそ絶対矛盾的自己同一となるの
である︒梯氏的解釈はマルクスの弱点をそのまま見事に論理
化したという点で︑梯氏こそマルクスの唯一の正統な継承者
である︒
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第五章 名探偵廣松氏の見事な推理
ーマルクスの叙述の便法についてー
﹃資本論の哲学﹄で最も注目に価し︑最も感服させられる
のは何と言っても︑廣松氏の名探偵ぶりであって︑氏の頭脳
の明晰さは実に驚嘆させられるばかりである︒
廣松氏はマルクスが投下労働価値説に立って叙述している
内容はすべて暫定的な立言であり︑読者の常識に合わせたも
のであって︑叙述を展開していくうちに︑それが矛盾してい
ることに気付かせ︑再び規定し直されていると言うのである︒
我々何千万人に及ぶ﹃資本論﹄読者はすべてうかつにも投
下労働価値説に立ったマルクスの叙述をそのままマルクス自
身の見解と信じ込んできたのであるから︑もし廣松氏の推理
が正しいとすれば︑これは画期的であり︑マルクスの真意を
汲み取れなかった我々は実に情けない読者であったことにな
る︒それにしても︑読者の水準もよく弁えず︑手の込んだ叙
述の便法を行ったマルクスを何と評すべきであろう︒もちろ
ん私としては投下労働価値説を真理として受け止めているの
で︑仮に廣松氏の推理が正しいとしても︑その時はマルクス
を廣松主義者として批判するつもりである︒
私は既に本書において︑廣松氏が投下労働価値説を批判し

た論点については総て反論を加えておいたし︑それを繰り返
す必要はここではない︒また︑マルクスが物神性論で展開し
た論理が︑廣松氏流解釈のつけこむすきを与えており︑その
点の修正が必要であることは認めるが︑マルクスの意図とし
ては物神性論にも投下労働価値説が根拠になっている︒その
ことについても既に触れておいた︒

もしマルクスが投下労働価値説を脱却していたとすれぱ︑
マルクス自身投下労働価値説による叙述を行うことはなかっ
た筈である︒廣松氏によればそれは一つには価値の実体論的
規定を形態論的規定に先行させる必要があったことに起因す
る︒廣松氏はマルクスのベイリー批判に着目しており︑諸商
品の価値を諸商品に向けられた評価の相対的︑名目的な量に
還元するベイリーの価値ノミナリズムに対置して︑諸商品の
価値を当該商品を再生産するに必要な労働けとして把えるマ
ルクスの立場を賞揚される︒その際︑廣松氏によれば︑この
再生産に必要な労働量は当該商品に投下された現在完了の労
働ではなくて︑近接未来的な労働である︒従って廣松氏は︑
その意味では労働価値説を採っておられるが︑決して投下労
働価値説ではない︒つまり︑人間が特定の社会的諸関係にお
いて分業に携わる際︑その生産物を価値評価して配分する基
準として必要労働量が有効であり︑その必要労働量を当該商
品の価値量として取り扱うということになる︒このような把
え方に対する批判は既に行っているので再論の必要はない︒
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廣松氏は必要労働量を当該商品が代表する必然性︑氏流に
は人間たちが当該商品に必要労働量を社会関係を媒介して反
映するプロセスについての科学的解明は一切捨象されている︒
そのために氏の論議は投下労働量に必要労働量を故意に対立
させて︑投下労働価値説を論難しているという印象を受ける
のは私一人ではあるまい︒それはさておき︑必要労働として
当該商品の価値量を措定するためには︑当該商品が必要労働
量を代表していることをひとまず前提してかからねばならな
いとマルクスが考えたと廣松氏は解釈されているようである︒
しかも廣松氏の解釈では︑マルクスは叙述を必要労働量が
いかにして諸商品に反映するのか︑その仕組みを社会関係や
生産過程から説き起こすことは出来ない︒何故なら︑そのよ
うな関係は既に商品の生産に関わる関係であり︑その際︑商
品は前提されていろから︑商品の説明が先になされていなけ
ればならないからである︒ところで商品を生産過程に先立っ
て叙述する際には︑必要労働量というのは再生産過程での労
働量であるので︑この用語を先取り的に使用するのはできな
い相談である︒だからマルクスは商品の価値を単に諸商品の
評価の相対的な関係から把えるベイリー流の相対的価値論を
しりぞけるためには︑不易の実体的なものによってひとまず
価値を措定しておかなければならないと考えたそうである︒
その為︑価値は古典経済学流に商品に投下された労働量とし
て叙述されることになったというのである︒

元々︑労働は総社会的労働の一分肢でしかあり得ず︑社会
的に規定されたものである︒ところがこのような社会的関係
はひとまず捨象されている以上︑この労働は具体的な個々の
商品に仮りに投下されたこととされている労働でしかない︒
しかるに具体的な使用価値を産出する労働を価値の実体とし
たのでは︑何故︑生産物が価値規定を受け商品となるのかは
導出できない︒そこで﹁単なる生理学的な意味での労働力能
の支出﹂として抽象的人間労働をひとまず具体的有用労働か
ら区別する必要が生じる︒

こうして価値が商品間の関係として︑更には社会関係の反
映規定として成立する価値形態論に先がけて︑ひとまず﹁単
なる生理学的意味での労働力能の支出﹂として実体論的に措
定しておき︑これが価値形態論の展開をまって︑﹁社会的実体﹂
として再措定されることになる︒だから廣松氏は﹁生理学的﹂
意味での規定と﹁社会的実体﹂という意味での規定を矛盾し
たものとして把えようとされ︑かなりの紙幅をさかれている︒
このことについても詳しく反論しておいた︒ともかくこれに
よって抽象的人間労働とその凝結としての価値が社会的規定
として見直され︑価値実体は再生産に必要な労働量が商品に
反映したものを抽象的人間労働の凝結として仮言したもので
あったことが了解されることになっている︒

ところでマルクスは商品の二要因や労働の二重性を説く際
抽象的人問労働を﹁社会的実体の結晶﹂として把え︑また単
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純労働に還元して︑社会的平均的必要労働時間等を措定して
いるが︑これらは既に社会関係を前提している︒だからこれ
らは廣松氏によれば価値形態論ではじめて展開される筈の総
社会的労働や社会関係を前提しており︑相互前提になってい
るというのだ︒我々にすれば商品そのものが関係規定である
以上︑実体的に価値を措定する場合も社会的実体として︑総
社会的労働を前提せざるを得ないのは当然と考える︒生理学
的云為は抽象的人間労働の抽象的性格の形容でしかない︒こ
のことについて廣松氏は相互前提では困まるから︑相互前提
になっている規定よりも
﹁生理学的云為﹂の規定を押し出しているのだとされる︒そ
して廣松氏は価値形態論を商品所持者の交換論理として把え
ることによって︑抽象的人間労働を︑社会関係︑私的分業関
係から商品の価値量を措定するための機能的用語として把え
返すことになる︒商品所持者が商品を交換する際︑同一労働
量が当該商品の双方に体化されているかにみなすことによっ
て等価値であるとみなされる関係として価値形態をとらえる
のである︒その際︑抽象的人間労働が実際に凝結しているか
どうかは既に前提ではなく︑そのように仮現することが重要
なのである︒
では何故マルクスは価値形態を商品所持者を捨象して商品
自体の価値関係として展開したのか︑私の解釈では︑価値が
抽象的人間労働の実体的な凝結として既に措定されている以
上︑価値関係は商品に凝結している抽象的人間労働の相互関

係である他なく︑商品所持者は首を突っこめない筈だからで
ある︒このように抽象的人間労働の凝結を前提にして価値形
態論が展開されているという観点から廣松氏に対する批判を
行っておいた︒

氏によれば商品所持者が価値を措定する論理としての価値
形態論を反省して物神性論では積極的に労働生産物は価値を
含んでおらず︑従って抽象的人間労働の体化︑凝結というの
は仮言であったことが明確にされている︒だから価値は人間
労働の私的分業関係の反映であり︑再生産に必要な労働量が
当該商品に社会関係から被媒介的に投映したものにすぎず︑
労働が投下されて価値に凝結し︑これを労働生産物が自己の
内に含んでいて︑労働生産物そのものが価値物であり︑商品
であるというのは物神崇拝であるということになる︒もちろ
ん商品社会ではこのような物神崇拝的倒錯視が汎通していて︑
あたかも労働生産物に労働が凝結し︑商品として自ら価値関
係を取り結び︑社会関係を形成しているかに見えるが︑実は
これは特定の社会における人間間の社会関係にすぎず︑人間
関係が物と物との関係として仮現している幻想であると︑こ
のように広松氏は理解されるわけである︒

マルクスが物神性論で強調していることは労働生産物とい
う事物 ＝
( 使用価値 で
)はなくそこに凝結している人間労働が
価値であるということである︒内的規定でないという意味も
商品の内的規定でないと言うのではなくて事物 ＝(使用価値 )
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の内的規定でないと言うにすぎない︒たしかにマルクスの物
神性論だけを抽出すれば廣松氏の解釈は成り立つが︑それは
物神性論までの叙述と著しく矛盾する︒そこで廣松氏は暫定
的立言とその修正というパターンで商品論の論理展開を把え
直されたのである︒

結びにかえて
廣松渉著﹃資本論の哲学﹄について批判すべき点はすべて
批判を完了した︒一書に対して十万字に及ぶ批判は膨大にす
ぎるかもしれない︒しかしマルクス経済学の根幹に触れた議
論であり︑しかも世界観的な了解の仕方に樟さす議論でもあ
る以上︑単に氏の叙述の矛盾点や欠陥︑誤認等に対するチェ
ックに止めることはできず︑積極的に私の自説を対置しての
全面的対決の体裁をとらざるを得なかったわけである︒しか
し本書の批判は未だ廣松哲学全般に対する批判への序曲にす
ぎない︒廣松氏の全業績に対する綿密な検討と氏の主著﹃世
界の共同主観的存立構造﹄
﹃事的世界観への前哨﹄及び現在氏
が代表作にすべく取り組んでおられる﹃存在と意味﹄に対す
る本格的な批判を今後行っていかなければならない︒
廣松哲学に対してマッハ主義の再来︑現代観念論諸学派の
混合物等々のレッテル貼りだけで形式的な批判を行って事足

れとする傾向が伝統的な弁証法的唯物論の側にあるならば︑
極めて不幸なことである︒まともに採り上げて批判すること
自体廣松哲学に対して市民権を付与する結果になるという危
惧があるのかもしれない︒しかし弁証法的唯物論にとって︑
廣松哲学は現代観念論の諸潮流が事的世界観という形で面目
を一新して︑世界観的次元で最も根底的な攻勢を弁証法的唯
物論に対してかけて来ているものである︒我々は弁証法的唯
物論とはそもそも何であるのかを問い直しつつこの攻勢を受
けて立たなけれ ばならない ︒︵このいささか 硬直した姿勢は
世紀に入った現在︑
修正されるべきである︒
現在では私は︑
21
﹁哲学の大樹﹂という立場である︒つまり弁証法的唯物論も
相対化して︑様々な哲学が合い補い合って︑厳しい相互批判
を前提にした対話によって︑巨大な哲学の大樹を形成してい
るという立場にたっている︒
︶

時代はまさに転換期である︒二十世紀は既に押しつまり︑
二十一世紀に向って︑新時代を担うべき新しい思潮が次々と
沸き起こり︑格闘を演じつつ淘汰されなければならない︒弁
証法的唯物論もこの格闘の炉の中で流動化し再生される必要
があろう︒既に政治思想の分野ではマルクス・レーニン主義
という用語すら死語化しつつあり︑プロレタリア独裁という
観念でマルクス主義を象徴させることもできない︒哲学思想
においても弁証法的唯物論はその内外から問いかけの前に大
いに動揺を見せるに違いない︒
﹁物から事へ﹂という廣松氏の
スローガンはその際無視できない意義を持つことになろう︒
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私が廣松哲学との対決を極めて重大なものと考えるのはその
為である︒
﹃資本論の哲学﹄の批判を通して私が得た最大の収穫は物
神性論に対する再検証であった︒廣松氏が最大限に依拠した
マルクスの︿事物の価値内在の否定﹀の命題に対する批判的
検討を通して︑私は﹁人間＝商品﹂論の立場を更に確固とす
ることができたのである︒この点に関してマルクスを全面的
に擁護する立場からの批判が頂ければ幸いである︒
なお本書の叙述は批判論文であるにもかかわらず︑廣松氏
の叙述を直接引用し︑逐一これを批判するという体裁をあま
り採っていないという欠陥が指摘されるかもしれない︒その
ため︑氏の見解に対する私の浅薄な理解が露呈し︑後で冷汗
をかくことが多いかもしれない︒氏に対する誤解が読者に悪
影響を与えるとしたら︑ひとえに非才の為せる業であり︑御
寛恕を願うしかない︒ただ氏の叙述の引用があまりに冗長に
すぎると紙幅が膨大となり︑読者にとって苦痛ともなりかね
ない事情も勘案してのことである︒もちろん賢明な読者は私
の氏に対する理解をそのまま信じ込むことはなかろうし︑氏
の﹃資本論の哲学﹄を熟読されるに違いない︒そのことによ
って氏に対する理解が助長されるとすれば︑本書は廣松氏自
身にとっても有益である︒
もちろん本書の意義は廣松説に対する批判ということに加

えて︑自説を廣松説との対決の中で練磨し︑豊富にするとい
うことであって︑そのことの方により大なる意義を認められ
る読者がありとすればこれ以上の幸福はない︒そのような有
難い読者には近く上梓を企図している﹃人間学的商品論﹄に
御期待を乞う次第である︒ただし浅学非才に加えて︑研究者
としての社会的地位を認められていない私の出版計画であっ
てみれば︑それがいつ実現の栄誉に与れるか天のみぞ知ると
ころではある︒

最後に本書の出版にあたって︑経済哲学研究会の仲間の暖
かい支援と励ましに厚く謝意を表したい︒特に発行人を引き
受けて頂いた藤田友治氏には大変御尽力を頂いた︒本書は藤
田氏の御尽力と茨木教材社の良心的な仕事によって支えられ
ているところ大である︒改めてここに謝意を表する次第であ
る︒
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第三篇 廣松渉・物象化論における﹁物﹂
把握批判
この論稿は一九八一年発行の﹃季報唯物論研究３﹄に掲載さ
れたものである︒

目次
１廣松説の素描⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
２事態函数の項としての﹁物﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝
３主体＝実体としての﹁物﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
４存在と意識の関わり⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
５﹁物﹂の認識と個人の成立⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
６主・客図式と﹁物﹂の認識⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
まとめにかえて⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

１廣松説の素描

世界を構成している実体︑要素を物質的なものと把えるか︑
精神的なものと把えるかが唯物論と観念論を分けると言われ
ている︒廣松氏は︑そのいずれもが主観・客観を二元的に対
立させる近世的世界了解に基づくとして︑端的に両者を超克
しようとされる︒
︵﹃マルクス主義の地平﹄︑勁草書房︑一九六
九年 )

意識から客観的に自立しているかに思える物質は︑実はそ
れ自体で存在しているわけではない︒存在は意識された存在
でしかないのである︒物質の属性と考えられているのは︑感
覚的諸要素にすぎない︒質量︑密度も属性と思念されるのは︑
主・客を包む事態の連関を客体に一方的に固定し︑物に帰属
させたからである︒時間・空間は物質の容器ではなく︑諸事
態の連関の形式を示す機能的・函数的な概念である︒ ﹃(事的
世界観の前哨﹄勁草書房一九七五年 )

主観的な意識も自存しない︒常に何かの意識であり︑何か
を離れて実体＝主体としての主観が自立しているのではない︒
廣松氏は主・客図式を批判した上で︑氏独特の四肢的な認識
構造を明らかにされる︒対象ば︑インクのシミが文字︑木材
が机︑身体が教師と言った具合に︑
﹁それ以上の或るもの﹂
﹁そ
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れ以外の或るもの﹂として意味づけられて認識される︒つま
り︑対象は︑意味と素材の結合体﹁意味成体﹂として二肢構
造で把えられる︒
認識主観も二肢的に把え返えされる︒意味は社会的な協働
関係に基づいた共同主観的形成物である︒だから意味を付与
するのは︑社会的な存在被拘束性に即してであり︑社会的に
妥当する仕方に即している︒従って個人は人としての普遍性
において行為し︑認識する︒つまり︑社会的連関での役柄を
個人が演ずることになる︒哲学者としての廣松氏︑大工とし
ての何々氏等の二肢的な構造になる︒こうして都合四肢的な
構造が認められる︒ ﹃(世界の共同主観的存在構造﹄勁草書房
年 )
1972
この四肢構造を通して︑世界は函数的な事態として構成さ
れる︒この事態は主観に対峙する客観ではない︒客観として
主観に対峙している事態は物象化して把えられた事態に他な
らない︒
世界は人間をもその函数的な運関の項として包摂する︒連
関の結節としての項も︑それ自体函数的な事態である︒それ
ぞれの項も諸連関の結節でしかないから︑それを把握するに
は諸連関の総体︑宇宙の全体を把握しなければならない︒従
って︑ある事態を把握するのは︑体系的︑弁証法的でなけれ
ばならない︒そこで廣松氏は主・客図式の止揚としての事︑

事態を原始函数として世界を体系的に構成する立場をとられ
る︒
︵
﹃弁証法の論理﹄青土社一九八〇年︶

２事態函数の項としての﹁物﹂

廣松説は﹁物﹂を諸関係の結節として把える︒物は形而上
学的な実体ではないことは我々も認める︒廣松氏は︑事態を
主・客図式によって物象化することで﹁ 物﹂が把えられると
きれるが︑その事も認めてよい︒ただし︑我々は事態を物象
化することが必ずしも倒錯ではないと考える︒

廣松氏は︑四肢構造を認識論と存在論の同一性に立脚して
把えるので︑存在の要素に人間の意識を組み込まれる︒存在
は意識された存在であり︑事態は意識において成立する︒か
くして︑主・客の二元的対立は超克される︒
︵
﹃論 理 ﹄
︶

事態が人間の意識を介して成立するなら︑人間に先行する
自然史は︑事的世界観では存在の資格を失なう︒廣松氏は︑
時間は物の存在性格であって事は非時空的であるとされる︒
だから︑時空は事態を物象化的に錯認する時に措定されるの
である︒人間に先行する自然史などどこにもないと言うので
ある︒ ﹃
(もの・こと・ことば﹄勁草書房︑一九七九年 )

我々も﹁物は事態である﹂という命題を受け容れる︒世界
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は︑様々に生起する事態の連関でしかない︒しかし︑事態が
されるのである︒
連関し展開しているならば︑この連関には連関する項が必要
事態は︑対立物の相互関係︑連関であって︑対立物の中に
である︒項もそれ自体では事態であるが︑項としての結節性
人間が介在しなければ︑人間にとっての事態とはなり得ない︒
がなければカオスでしかない︒廣松氏は︑従って︑事態は函
人間が連関の項になっている場合にだけ事態は人間的である︒
数であるとされ︑項は函数的な項であるとされる︒
だから人間に先行する自然や︑未知の自然物が引き起してい
る事態が存在したし︑現存していると推論するのが当然であ
函教としての事態は︑意味を持った連関であり︑それぞれ
る︒事態が函数的に存在し︑意味を持つということが人間的
の項は意味を担った定在である︒その項目自体が意味連関と
であるのではない︒反対に︑事態が意味連関であるから︑人
しての事態関数であるとされる︒だから悪無限に陥るかと思
われるが︑事態自身が意識に媒介されて成立するのでその心
間はその意味を把捉できるのである︒
配はない︒
我々とて事態を函数的に考察することに反対する者ではない︒
事態を函数として把え︑関係︑連関を項としての物に対し
しかし︑この函数は実在的な連関であり︑単に考えられた函
て第一義的だと踏まえた上で︑項自体が事態であるとされる
敷ではない︒各項も実在的に把えられなければならない︒諸
廣松氏の立場は︑結局︑物を事態に解消する議論である︒氏
事態の連関は諸実在の連関でなければならない︒個々の事態
の立論に従えば︑物は事態を物象化して把えることによりて
は全体的な事態の契機であり︑現相であるにしても︑逆に︑
成立するのであり︑事態を函数として展開することによって
全体的な事態も個々の事態の連関でしかない︒
世界は事態によって構成できるし︑それが真の学的な方法︑
﹁資本論﹂の方法であることになる︒廣松氏の﹃資本論の哲
学﹄ 現
(代評論社︶によれば︑商品・貨幣・資本は物ではない︑
社会的な関係である︒マルクス﹃資本論﹄は人間社会を事態
連関として叙述しており︑生産物の連関とみなされているの
は事態の物象化的倒錯視によるのだということをマルクスは
暴露していると廣松氏は解釈されるのである︒
︵拙著﹃廣松渉
﹁資本論の哲学﹂批判﹄経済哲学研究会刊︑一九八〇年︶
事態が連関︑或いは関係であるという点に固執し︑連関そ
のもの︑関係そのものの第一義性に固執すると︑それが物の
連関︑関係に他ならない事︑又︑物の連関や︑事態の統合と
して函数化された事態はそれ自身物であることが見失われる︒
関係や連関は︑物の関係や連関である限り︑時空的存在であ
る︒廣松氏は︑事態を人間的意識にどうしても媒介させよう
とされるため︑事態を単なる関係そのもの︑非時空的存在と
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素粒子が認識主観との事態連関の中で把捉されるというこ
とは︑認識にとって素粒子の主観との事態連関が不可欠であ
ることを意味するにすぎない︒素粒子を認織するための連関
が創造される以前にも素粒子はあった筈だし︑我々が素粒子
を知ると知らないに関係なく︑素粒子は世界を構成している
筈である︒廣松氏には認識論と存在論の同一性に固執する傾
向が見受けられると言わねばならない︒
︵
﹃論 理 ﹄
︶認識論と存
在論の同一性は︑廣松氏の場合︑世界を事︑事態によって構
成しようという意想と深く関わっている︒

マルクスは資本制的生産様式を物と物の関連としてでなく︑ の物象化的倒錯視と考えられるのである︒もちろん︑氏は我々
物に媒介された人間の社会関係︑資本を産出する人間の営為
が︑物を事態の統合︑諸性質の統合と見なし︑形而上学的実
の連関として把えようとした︒物の社会的規定は︑人間の社
体としての物を認めない立場に立っていることを理解してお
会連関が物に外的に投映した規定であり︑物自身に内属して
られる︒ ﹃(もの・こと・ことば﹄参照︶要するに︑物を実体
いると考えるのは物神崇拝に陥っているとマルクスは考えた
＝主体として世界を構成すれば︑人間の意識に媒介されない
のである︒だから︑むしろ︑マルクスは社会連関を人間の営
物の実在性を推論せざるを得ず︑結局︑実在としての物に意
為からだけ構成し︑物の営為とは把えていない︒物と人間の
識は不可欠ではなくなり︑主・客図式の超克は不可能となる
抽象的︑外的対立が固執されている︒主・客図式を超克して
ことを懸念されているのである︒
いるとしたら︑物に属すか︑人間に属すかと言うような社会
規定についての議論の立て方は乗り超えられていた筈である︒
我々も︑素粒子でさえ︑観側装置によって媒介されて把
えられ︑それ故︑自体的存在者ではなく︑事態として把捉さ
れることを知っている︒だから素粒子は事態を説明するため
３主体＝実体としての﹁物﹂
の機能的・函数的概念である︑しかし︑素粒子によって事態
が構成され︑世界が構成きれているという推論は決して不当
な推論とは思われない︒
物は︑たしかに形而上学的実体として自存するものではな
い︒従って︑物の諸性質 諸(属性 は)対象性でしかない︒つま
り︑対立物との連関において措定される︒この連関が事態と
して現われる︒この連関＝事態を離れて物が在るわけではな
く︑この連関＝事態が対立物の統一として物である︒このよ
うに︑物が事態として把え返えされたとしても︑物が物でな
くなるわけではない︒それ故︑事態を物として把える事が倒
錯視であるわけでもないのである︒

廣松氏は︑物と言えば︑自存的実体でしか あり得ないと懸
念きれる︒だから︑あえて︑事態と物を峻別され︑物を事態

160

ミクロ︑マクロを問わず︑世界が事態でしかないとすれ
ば︑物は︑事態を主・客図式によって二項化し︑物を主観の
対極に立てたり︑事態を物と物に分極したりすることによっ
てのみ成立する︒だから︑主観抜きに物は絶対に存立しえな
い構図になる︒
ところで︑事態が物と見なされるのは︑主・客図式に基づ
く︒これは︑主体が客体に対して物として対峙するところに
原因するのである︒人間の場合︑個人が身体的主体として自
己を意識している場合に主・客図式が認識図式になる︒物と
物の対象的関係を認識すろのは︑人間であるが︑それは︑人
間が身体として一個の物であるからである︒人間以外の物は︑
物と物との対象的関係に立ち︑相互に前提し合い︑措定し合
っているが︑この関係を認織することは人間の意識に依らざ
るを得ない︒だから物と物の関係があるということとそれを
認識するということは別である︒
物と物の対象的関係︑これは主体︱客体関係である︒客体
は主体を超越した他の物として主体によって措定されている︒
しかし︑主体は諸客体を措定することによってのみ主体であ
るから︑主体は逆に客体によって措定されている︒同時に客
体は主体であり︑主体は客体である︒主体は客体の措定によ
って措定されるという意味では諸規定の統合︑対立物の統一
であり︑客体も︑諸規定の統合︑対立物の統一として主体＝

実 体 の 構 造 にお い て 把握 さ れ なけ れ ば なら な い ︒ 船
( 山信 一
﹃人間学的唯物論の立場と体系﹄未来社一九七一年︶

身体にしても︑物質代謝を考慮すれば同一物ではないとい
う議論がある︒廣松氏は近世的な物的世界像にアニミズム的
世界像︑生態論的世界像を対置されており︑生物体を物とし
て把えるのは近世的な想い入れによるとされている︒廣松氏
にはニュートン力学的物体観念に基づいて形而上学的実体と
して物体を把えられるから︑生物体は物体としての物の概念
に適しくないことになる︒

形而上学的実体としての物を否定すれば︑物は生成消滅す
る無常な存在であるから︑むしろ︑質料的不変性は物の概念
に適わしくない︒物は対象関係を取り結ぶ主体として︑関係
主体であるところに︑世界を構成する実体としての契機が認
められる︒その意味では︑常に代謝関係によって他者から措
定されることによって同一性を保つ生物体の方が物の概念に
適合していると言える︒

世界を構成し︑現象として生起し︑事態を惹き起している
当のものを実体と名付けるとしたら︑実体は主体でなければ
ならない︒もちろん︑それが世界と別に存在したり︑現象や
事態と別に存在する形而上学的実体である必要はない︒しか
し︑連関や事態そのものを第一義的存在と考えると︑連関や
事態そのものは形式や表象にすぎないから決して主体＝実体
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ではありえない︒そして︑それらを構成する成素も第二義的
存在と把えられ︑説明のための機能的・函数的概念と把えら
れると︑決して主体＝実体ではありえない︒従って︑廣松氏
は︑要素主義的・実体主義的世界観を端的に超克されること
になる︒
現象︑事態及び連関が単なる形式ではなく︑実質即ち質料
であり︑しかも︑それらが主体として世界を構成する実体と
して把えられる時︑それらは物として把えられていることに
なる︒だから︑物は現象としての諸規定の統合であり︑諸事
態の統合︑連関として事態にすぎないが︑世界を構成する主
体＝実体としての要素的な事態である︒そしてこの要素的な
事態︑事態函数の項としての事態は︑対立物を措定すること
によって措定される実体として主体的な事態である︒
措定や規定を人間の意識の営為に限定することはできない︒
認織という形式の措定や規定以前に︑対象関係は︑物理的︑
化学的︑有機的に措定し合っている︒認識はこれを対自的に
したものである︒だから措定し︑規定する主体＝実体は︑あ
くまで物なのである︒例えば鹿を餌食として措定するのはラ
イオンである︒人間はこのライオンの措定を措定するのであ
る︒
世界を現象や事態として把える事に誤まりがあるのではな
い︒ただし︑現象や事態は世界の言い換えにすぎない︒それ

らが何によって構成されているかが問題なのである︒廣松氏
の立場は所与としての世界を事態函数として記述すわば足り
るという立場に帰着する︒その際︑世界＝事態函数の項︑成
素を実体化する必要はないとされる︑しかし︑我々は︑物と
して現存し︑対立物を措定し︑対立物から措定きれて現存し
ている︒我々は個体と種の維侍のために実践的に世界と関わ
り︑世界を構成している︒その我々が︑世界を我々と我々が
措定し︑我々を措定している諸物によって構成しないわけに
はいかない︒そうしないことは︑我々の現存から離れること
にはならないか︒

個物が主体＝実体であるというと︑個物の領域や規定は思
惟が決定するとか︑函数的な項にすぎないとか︑個物の実体
性についての様々な反論が予想される︒しかし︑対象的な関
係が様々なレベルで実在し︑これが事態を構成している以上︑
その両極は︑相互に前提し合い措定し合う主体＝実体である︒
個物は︑諸対立物との間に各種の対象的関係を取り結ぶ︒言
い換えれば︑いくつかの対象性が統合される関係にある時︑
この統合が個物である︒

個物は諸対立物から措定されるが︑それは対象性として措
定される︒同時に︑個物は諸対立物を対 象性として措定して
いる︒個物は自己が示す諸対象性の統合以外に別の実体を持
つものではないが︑諸対象性の統合である限りで︑諸対立物
から実体性を承認され︑そのことによって︑諸対立物の根拠
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になっている︒この関係を︑関係を第一義的存在と見なすこ
とによって諸物を関係の単なる契機であり実体ではないとす
ると︑関係自身が︑単なる実体になってしまう︒関係は関係
する諸主体の関わりの中に存在するのであって︑関係する諸
主体が関係の根拠である︒そう把えてはじめて︑関係は形式
でしかない状態を脱することができる︒かく把え返された内
容を持つ関係は︑再び関係する主体即ち物として定在するこ
とになる︒
関係の項に対する第一義性︑事態の物に村する第一義性の
主張は︑悟性の偏狭に起因している︒関係はより大なる閥係
に対して項であり︑項によって構成される︒関係とは関係す
る当体の関わり方︑存在性格︑規定性以外の何者でもない︒
関係の実体的根拠は常に︑関係する当体のうちに求められる︑
他方︑項は関係によって前提され︑関係のうちに止揚されて
むり︑自己の規定性の根拠を関係のうちに持っている︒だか
ら関係と関係する主体は相互に前提し合い︑移行し合う︒
事態は物の関係︑様態︑運動以外の何かではありえない︒
物も事態の統合として︑統合的な事態にすぎない︒事態自身
が事態の統合として把えられた時︑事態は物として把えられ
ている︒だから︑関係や事態が先か︑項や物が先かという議
論の立て方自身が一面的なのである︒

４存在と意識の関わり

存在と意識を二元的に把え︑存在を客観に据え︑意識を主
観に据えて︑主・客図式によって認識を問題にすれば︑意識
は意識にとって現われる存在のみ︑即ち現象のみを相手にす
ることが出来︑従って存在自体︑物自体は把握できないとい
う構図になる︒

現象しない本質︑対象性でない物の属性等は︑自体的存在
を仮定することになる︒又︑意識も︑存在に対峙して主観と
して把えれば︑自立的︑自存的に把えられるが︑意識は︑対
象と意識主体を取り巻いている諸連関が現相している姿であ
る︒

廣松氏は︑存在を意識された存在︑意識を存在の現相と
して把える事によって︑存在と意織の二元論を超克される︒
そして︑存在は個々の個物として現われるにしても︑それは
諾連関を物象化的に倒錯したものにすぎない︑又︑意識も個々
人の意識として現われるにしても︑共同主観的な作用である
と把え返される︒

我々も︑存在が対象性として現象するものでしかない事を
認めないわけではない︒ただし︑対象性として現象するのは
決して人間の意識に対してのみではなく︑対立物間の相互浸
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透に普遍的に見られると推論する︒
だから︑世界が人間に対して存在する面を我々が垣間見る
だけであって︑大部分の存在は︑我々の許に現われない︒我々
が不可知論をしりぞけるのは︑決して知が無限︑無制約なも
のであることを主張するからではない︒知は︑我々と対立物
との本質的な連関によって︑措定され︑実践的に確証し得る
性格を持っていることを主張するからである︒
物は︑我々が認識する対象としては︑我々に示される諸性
質の統合である︒そして︑我々との連関においてそのように
定在している︒そのような物として物は可知なのである︒も
ちろん︑物自体という議論を立てれば︑ミクロ的には汲みつ
くせないし︑突然不可思議な力を発揮するかもしれない︒し
かし︑ミクロ的な考察は︑物の構成︑素材の考察であり︑よ
り下位の物︑別の物の考察である︒その物は素材の研究によ
ってより理解を深められるとしても︑その物自体の対象性に
よってその物を規定する他ない︒又︑物が何か異なる対象性
を発揮して︑その面が主要な性質となれば︑別物に変質した
ことになる︒だから︑物を対象性の統合として把える限りに
おいて物は不可知ではない︒
人間の意識︑人間に現前する事態は︑全宇宙的連関の現
相である︒その事は︑全宇宙的連関が人間の意識に媒介され
て成立するという面を持つ︑しかし︑その局面を過大評価し

て︑すべての現象︑事態が人間の意識に媒介されていること
を強調すれば︑人問存在が宇宙の中で芥子粒程の存在であり︑
その連関が極めて限局されており︑意識に現相する連関︑事
態が︑全宇宙連関のぽんの一局面にすぎないという事実を歪
めることになる︒

全宇宙連関は︑無限の階層を成す物質の運動連関であって︑
現象・事態は諸物質の様態︑連関として成立している︒人間
もその中に組み込まれた物質であって︑その諸性質︑諸能力
の範囲で︑諸物と連関し︑ひいては全宇宙連関の構成に参加
している︒このようを限界性を踏えた上で︑意識は︑人間に
関わる諸物の連関としての事態であり︑意識された存在とし
ての事物の現象︑現存在である︒

人間の諸物との関わりが︑物質的であり︑実践的である限
りで︑意識は諸物の連関を自己の内容にするから︑意識は単
なる混沌ではなく︑諸物の意識︑連関の意識として論理的で
あり︑思考となる︒従って︑思考は諸物の連関が自己を意識
の形式において対自化したものである︒それは単に人間の身
体が思考しているのではなく︑諸物が人間の身体を媒介して︑
自覚に達しているのである︒人間の側から把えれば︑自己を
思考によって諸物の主体へと昂めているのであり︑諸物の中
に自己を定立しているのである︒かくして人間は自己を自然
の中に︑人間的自然として定立する︒存在と思惟の同一性︑
意識と事態の同一性︑主体と客体の同一性は︑人間と人間以
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外の諸物の実践的連関によって︑始めて成立するのであり︑
まさに︑実践的連関を必要とする諸物との対立関係︑相互前
提関係を前提している︒もし︑諸物の対立︑相互前提がなけ
れば︑諸物を他者として把え︑その他者性を止揚する実践は
成立しえない︒実践的連関があって︑諸物を区別するという
のは認識の成立についての議論である︒認識の成立をもたら
す実践的連関自身はやはり諸物の対立︑相互前提に根拠を持
っている︒だから︑唯物論を︑実践的唯物論として把える際︑
物質や諸物の根拠に実践を置くという議論は警戒を要する︒
︵もっともこれは廣松氏の議論ではない︒ )

５﹁物﹂の認識と個人の成立
人間が自己を身体的にも人格的にも独立した個人と把えな
い限り︑事態を物に分解し︑物から構成するということはあ
りえない︒社会をアトミックな個人によって構成されている
と観ずる時に︑この意識が世界観に投映して︑世界を要素主
義的に︑アトミックに把えることになる︒廣松氏はこの事情
に勘案して︑物的世界像は︑近世的世界了解であるとされる
のである︒
︵﹃地平﹄﹃前哨﹄参照︶
廣松氏はアトミックな個人の成熟を近世に置かれる︒たし
かに︑商品生産の普遍化を俟って︑村落共同体から個人が自
立したという経緯が見られる︒しかし︑より本源的には︑個

人は商品交換における対他関係に媒介きれて成立すると把え
るべきである︒そうすれば原始共同体のプナルァ婚期まで遡
源可能な筈である︒

世以前は︑個人が未成熟であったという議論はそのものと
しては肯ずける︒しかし︑ここで問題にすべきは︑物を認識
する主体としての個人︑或いは主観の成立である︒廣松氏は︑
原始社会では生態論的世界像︑古代・中世ではアニミズム的
世界像を立てられ︑近世的な物体的世界像と明確に区別され
る︒その際︑氏が想定される物︑物体は︑ニュートンカ学的
な物体概念から把えられる︒これに照応しないから︑近世以
前の世界像は物体的ではなかったとされる︒

ニュートン的な力学的物体観は︑力学的関係を生物的︑化
学的関係の基礎に置くために︑様々な生物的︑化学的諸属性
を捨象して抽象的な物体観を提示した︒従って古代アトミズ
ムと共通する面を持っている︒しかし︑この物体観も︑物体
観の抽象的形態であり︑一つの物体観である︒これを根拠に
それ以前の物体観が物体観でなかったということにはならな
い︒ ﹃
(前哨﹄ )

生物体も霊魂具有体も︑アトム的︑力学的物体ではないに
しても︑やはり物体には違いない︒だから生態論的世界像や
アニミズム的 世界像が物体的世界像の一種でなかったとは断
定できない︒
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万物を元素やアルケーに還元して︑その運動によって説明
したり︑形相・質料から説明したり︑理気二元論で説明した
りしても︑それが万物の生成流転の説明である限りは物体的
世界像を端的に超克した議論ではない︒万物の実在そのもの
が全くの虚妄であり幻想であって︑世界が物以外の何かから
構成されていると考えない限り︑物体的世界像を否定し去っ
た議論とは言えない︒
古代・中世において︑個人家父長制的な制約︑共同体的制
約が強く︑自我が強く規制されていたことは事実であるが︑
だからと言って自我が成立していなかったとか︑個人が未成
立であったことにはならない︒むしろ︑家族や共同体を背負
って立つ︿個人＝自我﹀が形成されていたと見なければなら
ない︒この個人＝自我は常に家父長制約︑共同体的束縛の中
で葛藤しており︑この葛藤を前提にして道徳的意識の昂揚が
みられたのである︒
アリストテレスが﹁人間はポリス的動物である︒﹂と説い
たのは既に諸個人の成立︑諸個人間の利害対立︑個人とポリ
スの対立を前提し︑その止揚を図るためである︒アリストテ
レスは個物一個人を実体的に把えている︒しかし︑この個人
は決して孤立しているのではなく︑ポリスに前提されており︑
自己の存在の根拠をポリスに持っている︒商品社会の原理が
貫徹しつつあり︑利己主義の横行がみられ︑ポリス的共同体

は崩壌しつつあった︒だからこそ︑個人は自已のポリス的根
拠に目覚めなければならない︒アリストテレスはこの想いを
託してかく語ったのである︒

だから︑自我の成立による個人の成立は︑交換の発生にま
で遡って考察しなければならない︒自我は他者によって媒介
きれる︒自他間の入間関係は︑原始的な血縁的共同体の原理
からは出てこない︒そこでは真の他者は 存在せず︑個人は共
同体的な身体の器官として︑共同体に埋没していた︒最初の
他者との出会いは交換による異縁の共同体との接触であった︒
ここに自我が成立した︒最初は共同体全体が一個の自我を形
成していたが︑やがて自他の区別は家族間︑個人問に及び︑
共同体が分解していった︒

動物的知覚は︑事態を事態として受容し︑感覚的︑生理的
にのみ事態に反応する︒事態は生理の状態であり︑それとは
別に自己は措定されていない︒だから主・客未分化である︒
自他の区別は︑事態を事物に分解し︑事物の運動及び連関と
して措定する契機である︒だから︑自他の区別が人間的認識
を成立させる契機になる︒

他人の出現は︑同時に他人の物の出現であり︑自已の物の
出現でもある︒又︑他人の物が自已の物にをり︑自己の物が
他人の物になることを意味する︒かくして︑対立物を区別し︑
事態を物象化して把える訓練がなされる︒事態が物の運動︑
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物を認織する主体としての個人は︑従って交換を媒介して
成立した私人＝市民であって︑もちろん︑私人の論理は近代
市民社会に至ってはじめて十全に貫徹されるにしても︑交換
の成立︑展開と相即して成立するのである︒

運関として語られる時︑主・述構造を持った言語が成立する︒

物に対応し︑述語が事物を説明する形式に現われている︒

﹁雪が白い事﹂
﹁兎が走る事﹂はたしかに事であるが︑その

廣松氏は﹃もの︑こと︑ことば﹄で﹁雪が白い事﹂は白く
ないとされ︑事と物の位相の相異を打ち出されている︒たし
かに﹁兎が走る﹂事は走るではない︒だから節における主語
と︑文全体における主語は異っている︒節が主語となるのだ
から︑事︑事態が主語である︒その場合の述語は事︑事態が︑
示す諸性質︑諸様相︑諸影響である︒﹁雪が白い事は美しい﹂
﹁兎が走るのは速い︺この場合﹁雪が白 い物は美しい﹂とは
言えないから︑事は物ではないとされる︒しかし︑
﹁雪が白い﹂
は﹁白い雪﹂という物を事で表現し
ているにすぎないし︑
﹁白い雪﹂は﹁雪が白い﹂という事を物
象化しているにすぎない︒だから表現や把え方に相異があっ
ても︑対象としては物と事態は同一である︒問題は事態を物
象化して把える事が倒錯視であるか否かである︒

事と物は相対的な区別でしかない︑水素と酸素が結合して
いる事が持続すれば水という物として把えられるし︑逆に事
は瞬間的な物である︒例えば︑建物が燃える事は火事である︒
火事は様々な影響を与える主体として物である︒火は事であ
り︑水は物であると断り切ることはできない︒火も様々な属
性を持った物であり︑水も一定条件下での水素と酸素が引き
起している事︑事態である︒

６主・客図式と﹁物﹂の認識
言語は︑その成立において﹁物﹂把握を前提している︒つ
まり︑言語は事態を物の様相︑運動︑連関として把え返えす︒
その際︑物は主語であり︑様相︑運動︑連関は物の属性とし
て述語を成す︒主語が事である場でも︑事は節を形成し︑そ
の主語は物である︒
廣松氏は言語は︑事態を物象化するが︑事も表現すること
を強調される︒又︑
﹁牛が大きい﹂という文は﹁これは﹂牛で
ある﹂﹁これは大きい︑﹂という言説を前提しているとして︑
事態の統合であることを示される︒
︵﹃論理﹄
﹃もの⁝⁝﹄参照︶
言葉は記号にすぎないから︑事物の内容︵様相︑属性 を)表
現しない︒だから︑事物は述語が内容を表現する︒言語は事
物を事態として記述するのであるなら︑言語が事態の表現で
あるというのは同義反復である︒言語の物象化は︑主語が事
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表現では﹁兎﹂が主語として措定されており︑
﹁白い﹂
﹁走る﹂
は述語として主語を説明している︒だから︑事は︑事物の様
相︑運動︑連関としてのみ把握しえる︒ところが廣松氏は︑
これらり言表を﹁それは雪である︒
﹂﹁それは白い︺という事
態の統合に還元する述語論理で説明される︒
﹁それ﹂は物を指
すか事態＝表象を指すかが問題である︒
﹁雪﹂が主語に置れる
のは︑
﹁雪﹂が物象化されているからではないのか︒単に表象
とすれば﹁雪﹂も﹁白い﹂も︑
﹁兎﹂も﹁走る﹂も︑どれが主
語に来るかに必然性はない︒人間の表象は既に物象化されて
おり︑﹁白い﹂も﹁走る﹂も常にその主体が想定されている︒
表象は物の表象でしかないのである︒
我々は︑事態がいかなる事態か知るという事を︑常に︑事
態を物の様相︑運動︑連関として把握する事に他ならないと
了解している︒だから︑事態がいかなる物の様相であるか知
りえない時︑事態を知ったとは考えない︒それ故︑物は知の
唯一の形式なのである︒物が事態に還元されうる事︑物はマ
テリーの一様相︑存在形式として把握されうる事は︑事態や
マテリーが物である事を妨げるものではないし︑物でしかな
い事を否定できる事も意味しない︒何故なら︑事態やマテリ
ーは物としてしか知りえないからである︒
たしかに︑物の認識は主・客図式によって成立している︒
そこで主・客図式を超克すれば知の形式が変化し︑世界を事
として認識できるというのが廣松氏の発想を成している︒し

かし果して︑主・客図式の超克が︑物を形而上学的実体とし
て把える立場への批判にとどまらず︑物自体の弁証法的把握
をも乗り超え得るものかは疑問である︒

表象を事態として︑情況としてしか把えられず︑それを他
者として認識することができない動物的知覚にあっては︑主
体・客体の対立関係︑相互前提関係は自覚されない︒事態は︑
事態でしかなく対立物の関係ではない︒事態は対応すべき生
理状態にすぎず︑この対応は種・個の蓄積された体験に基づ
くものである︒

事態＝表象を他者として措定する人間的認識によってはじ
めて︑事態は主体︑客体の対立関係︑相互前提関係になる︒
かくして︑事態は︑客体が主体に対して現われる姿として意
識される︒諸表象︑諸事態は︑自己の対立物へと統合されな
ければならない︒何故なら︑交換による対他的関係の成立に
よって︑自己の区別︑諸物の区別が生じ︑表象＝事態が︑自
己にあらざる物の世界へと変じたからである︒

人と人︑人と物︑物と物の区別︑対立は決して︑事態の倒
錯視によるのではなく︑実在的な関係である︒この区別が関
係に前提されているにしても︑関係自身 が区別に前提されて
いる︒動物は知覚や対応の仕方において︑主・客対立を生体
内の事態のうちに止揚しているから︑主・客未分化な行動様
式をとるが︑即自的には主体的︑実践的であって︑対立物と
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の対抗︑同化・異化の関係を取り結んでいる︒生体が個物で
あり︑自己保存し︑生体外の諸物と自己を区別し︑これと対
他的な代謝関係にあることは否定しえない︒
もちろん︑対他関係が相関的︑相対的であって︑自然関数
の項でしかないとしても︑やはり︑生体の原理は同化・異化
の代謝関係︑自己保存にある以上︑生体の実在性は︑個物の
実体性にあると言わざるを得ない︒人間の認識はこの個物の
実体性を自覚し︑諸事態を諸個物の関係として把え返えすの
である︒

いから︑事態として境われている物が何であるかを知る事が
大切である︒物は一定の環境における主体との対象関係の中
で︑表象としての事態を惹き起す当体として措定される︒か
くして︑事態は物の性質︑属性と見なされる︒もちろん︑一
定の環境という限定がついており︑これが変れば性質が変化
するような当体として措定される︒

そもそも色彩は光の目に対する刺激であって︑球の属性で
はありえないと考えるのは穏当とは言えない︒白でも赤でも
灰でもない球︑一般に色彩を持たない球は見えないから︑目
に対する対象性は持たない︒従って︑少なくとも人間に対す
る実在性は軽減される︒同様に軟硬も︑皮膚に対する刺激に
すぎないから︑柔かい皮膚には硬いし︑硬い皮膚には柔かい
から球の属性ではないとすれば︑球は全く実在性を人間に示
すことはできない︒だから︑世界は感覚の束によって構成さ
れているという議論が成立する︒

例えば日中は白く見えていた球が︑夕焼と共に赤く見え︑
日暮れと共に次第に灰色を濃くするとすれば︑この球の色は
日中は白︑赤色光の許では赤︑暗くなれば灰色である︒我々
は通常︑自然光に慣れているから︑この球を﹁白い球﹂と規
定するが︑それを絶対的規定と考えれば形而上学に陥いる︒
白色︑赤色︑灰色は︑特定の環境下でのこの球の属性である︒

しかし︑表象は非常に限局された表象＝事態でしかない︒
森羅万象を把握しようと思えば︑表象から表象へ︑事態から
事態へと展開しなければならず︑一表象︑一事態の底に隠さ
れている無数の表象＝事態が姿を現わさなければならない︒
所詮︑一表象は一表象にすぎない︒

人間の生体に感覚の束として知覚される当体を措定するこ

事態は︑表象としては人間の知覚によって把えられた表象
にすぎないから︑一方的に知覚内容を物に帰属させるのは誤
まりであると廣松氏は考えられる︒もちろん形象や諸属性は︑
対象と知覚︑そして両者を取り巻く環境によって形成されて
いるのである︒だから︑一つの事態は極端には全宇宙連関の
一様相にすぎないということができるであろう︒

我々は︑事態を事態として措定しても︑事態は把握されな
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とが認識なのである︑だから︑一定の環境において一定の諸
性質を示す物として感覚表象を惹き起した当体は規定されう
る︒諸性質には既に認織主体や諸環境が前提され︑物はそれ
らに前提されて諸性質を持つ物として措定されている︒換言
すれば︑それらによって物は実体性を付与されている︒
ある物を実体として措定することによって︑主体及び諸物
は︑ある物にある規定を与える物としてある物から措定し返
えされる︒だから︑ある物が措定されていることが同時に︑
ある物を措定する物が措定きれることを意味する︒こうして
諸物は対立物の統一として相互前提関係にある︒
だから︑事態をある事物の性質とみなすことは︑同時にそ
の事物をかかる性質として受容している主観の性質︑及びそ
の事物をその性質として主観に映じさせている諸環境の性質
を規定することになる︒
普遍妥当的な意識は︑ある物が通常規定きれている主観的︑
客観的諸条件を捨象して﹁白い玉﹂という規定を与え︑この
規定に真理性を与える︒この規定の真理性が諸条件によって
制約されている事を忘れる時︑物が形而上学的に固定して把
えられることになる︒それ故︑我々は物をそれを成立させて
いる諸物の連関の結節︑諸事態の統合として把える︒
しかし︑連関が結節し︑事態が統合されなければ︑連関は

連関でなく︑事態は混沌でしかない︒しかも結節し︑統合す
る諸物や諸事態は逆に結節︑統合によって前提され︑措定さ
れている︒従って︑結節︑統合自体が︑諸物を結節し統合す
る主体＝実体である︒これを我々は物と名付ける︒

そこで物の性質︑属性は︑主体＝実体として対立物を措定
する仕方︑対立物によって措定される仕方︑即ち︑対立物へ
の関わり方である︒従って︑関係規定であるが故に︑実体の
属性ではあり得ないという廣松氏の議論 ﹃
( 哲学﹄ は
)首肯で
きない︒

まとめにかえて

物を事態函数の結節として把え返えし︑形而上学的な物把
握を批判しようとされる廣松氏の問題意識には︑我々と共通
したものがみられる︒しかし︑物を事態とされるならば︑事
態は再び物として措定されるべきではなかったか︒形而上学
的実体としての物の止揚は︑弁証法的な物把握の出発点であ
る筈である︒

廣松氏は︑事態を事態から構成することによって︑世界
の弁証法的な体系構成が可能とされる︒しかし︑関係する主
体＝実体として把えられない事態そのものにとどまる限り︑
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それはいかなる事態でもありえない︒何故なら︑事態は︑物
の様相︑連関としてのみ存立しえるし︑知りえるからである︒
それに︑我々人間が主体＝実体として存在している限り︑身
体に対して超越した主体＝実体を措定せざるを得ないからで
ある︒しかもそれらは互いに無関心であり得ず︑相互に対立
し合い︑前提し合っている︒このような関係として世界は対
立物の統一として連関を成している︒
主・客図式の超克も︑決して頭から端的に超克してしまう
のではなく︑対立物の措定を媒介にして︑対立物の中に自已
を措定するという弁証法的な超克でなければならない︒
一(九八一年九月十八日 )
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