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はじめに 

 

弁証法は観念的である、というのが私の師である安井邦夫の根本的な立場のひとつであ

る。弁証法の観念性というのはヘーゲリアンにとって或る意味で当たり前の事柄なのだが、

安井はこのテーゼを先鋭化された形態において受け入れる。 

《弁証法は観念的だ》というテーゼが受け入れられる場合、以下の理路が成り立つ。すな

わち、弁証法なるものが私たちの生において何らかの重要性をもつならば、観念性も何らか

の意味で私たちの生における重要性をもつ、と。このことは、唯物論や自然主義などの観点

からは捉えられないものが人間的生には含まれる、という見方に繋がりうる。要するに、「観

念論」なるものにも意義が認められる、ということだ。この点は、「観念的」や「観念論的」

などの語がもっぱら揶揄として用いられる現在において繰り返し指摘される必要がある。

そして、この点を指摘する際には、安井の思想に触れることがたいへん役に立つ。 

 本稿は、終盤において安井邦夫の観念論に触れるが、そこに至る道程においては彼の書い

た論考「弁証法」（註１）の議論を追っていくことにする。というのもこのテキストにおけ

る「弁証法」についての議論は、安井の観念論を如実に反映しているからである。ちなみに

「弁証法」に関する安井の説明は、戦後長らく主流であったマルクス主義的「弁証法」理解

への批判でもある。すなわち安井の論考の議論の文脈を明示化すれば以下である。マルクス

主義者たちによる唯物論的あるいは自然主義的な「弁証法」理解に抗する形で、安井はいわ

ば観念論的な弁証法こそが本来的なものだと主張する、と。――本稿はこの点を確認するこ

とを目指す。 

 

１．ヘーゲルの弁証法とマルクス主義の弁証法 

 

 弁証法とは何か――これが安井の論考「弁証法」の主要な関心であり、本稿もこの関心を

共有する。周知のように「弁証法」のドイツ語における原語は “Dialektik” であり、この言

葉の語源であるギリシア語の「ディアレクティケー」は〈対話〉などを意味するものである

が、ヘーゲルおよびマルクス以降の文脈において Dialektik は或る種の存在論的原理を意味

する。安井の論考が論じる「弁証法」も――言うまでもないことだったかもしれないが――

この意味のそれである。 

 さて、存在論的原理として弁証法を主題化した一人目がヘーゲルであるが（とはいえヘー



ゲル自身はギリシア哲学が弁証法を発見したと考えている）、この哲学者による「弁証法」

理解を安井は次のようにまとめる。 

 

 一般にヘーゲルの場合、弁証法はロゴス、自然、精神という存在の全領域をつらぬく普遍

的な弁証法として成立しているが、その基礎には、〈真なるものを実体としてのみではな

く、同時に主体としても把握する〉という、いわゆる実体‐主体の存在論が置かれている。

（「弁証法」：127 頁） 

 

実体はたんなる実体ではなく同時に主体である、という「実体」把握（このように把握され

た実体は「実体‐主体（Substanz-Subjekt）」と呼ばれる）は、ヘーゲルをして、アリストテ

レス以来のいわゆる実体性の存在論を乗り越えたと自負せしめたものである。安井は――

『精神現象学』などをそれ自体として（すなわちマルクス主義的バイアスから離れて）読ん

だときに自ずと進まれる道だが――こうした実体‐主体の存在論をヘーゲル弁証法の基礎

に置く。 

 とはいえ実体‐主体については「はたしてそれは何であるのか」とさらに踏み込んで問う

ことが可能である。そしてこの問いに対して安井は《観念性こそが実体‐主体の本質的特徴

である》という観念論的テーゼで応じる。これに対して――「はじめに」でも触れたが――

マルクス主義的哲学者の多くは、実体‐主体に基礎を置いていたはずの弁証法を、唯物論的

に理解する。安井はこうした理解を必ずしも「語るに値しない」と切り捨てるわけではない

のだが、それでも彼はそこに無視できない不足を見出すのである。 

 マルクス主義的弁証法に関する安井の議論は次の文章から始まる。 

 

 ［…］周知のとおりマルクス主義の思潮は今世紀に入り、いわゆる正統派の〈科学主義〉

の方向と〈人間学的マルクシズム〉の方向とに分岐する。（「弁証法」：127 頁） 

 

すなわち、マルクス主義は、エンゲルスを源流としスターリンに代表される科学主義の立場

と、ルカーチやサルトルやメルロ＝ポンティを代表とする「人間学的な」立場に分かれた、

ということである。次節と次々節で私たちはそれぞれの流れに関する安井の説明を確認す

るのであるが、それに先んじてこうした分岐の大きな特色を掴んでおこう。この点について

安井は以下のように言う。 

 

 ［…］一般にエンゲルスひいては正統派の立場は、弁証法を、実体‐主体連関のうち、い

わば実体性の方向へと客体化したものと見ることができる。（それに対して後に見る人間

学的マルクシズムの方向では、ヘーゲルにおける主体の契機がいわば有限化されたかた

ちで継承される）。（弁証法：127 頁） 

 



〈実体‐主体〉に基づいていた弁証法が、正統派においては〈実体〉の側へ、人間学派にお

いては〈主体〉の側へ、いわば極化される、ということである。ここで押さえるべきは、正

統派の科学主義も人間学的マルクス主義もヘーゲルの弁証法をそれとして引き継いではい

ない、と安井が考えている点だ。そして、安井によれば、ヘーゲルの観念論的弁証法こそが

本来的な弁証法なのであるから、20 世紀における弁証法思想のふたつの大きな流れはいず

れも無視できない逸脱を含むと考えられるのである。 

 いずれにせよ、各々の流れの欠点（の安井による説明）は後で見ることにして、まずはそ

れぞれの思潮の内容を確認しよう。 

 

２．正統派ディアマート 

 

 「弁証法的唯物論」と呼ばれる科学主義的な正統的立場は “Dialektischer Materialismus” の

頭文字をとって「ディアマート（Diamat）」と呼ばれることがあるのだが、こうしたディア

マートの立場を説明して安井は次のように言う。すなわち、この立場では、 

 

 ［…］否定、矛盾、否定の否定といった弁証法的な諸規定は今や〈運動を定在様式とする

物質〉を記述するカテゴリーとなり、〈自然〉にしても〈人間社会の歴史〉にしてもひと

つの客体的な過程、ある客体的な運動体として把握される。（弁証法：127-128 頁） 

 

簡単に言い換えれば、ディアマートにおいて弁証法は物質の運動や変化の原理とされる、と

いうことだ。 

 これは具体的にどういうことか――この点は実例を通じて確認されねばならない。例え

ば鰺坂真は「弁証法論理学」と題されたテキスト（註２）においてディアマートを紹介して

いるのだが、彼によればこの立場が主張される動機は《いわゆる「形式論理学」は運動や変

化という現象を把握できない》という事態にある。例えば次のように言われる。 

 

 形式論理学にとって、或る一つの物は存在するかしないかのどちらかであり、その物はそ

れ自身であると同時に別のものであることはできない。肯定と否定とは絶対的に排除し

合う。原因と結果も同様に固定した相互対立をなしている。このような考え方は日常的・

常識的な事柄に関しては妥当するが、その限界を超えて、未知の広い研究の領域に一歩を

踏み出すと、その限界の先では、一面的な、偏狭な、抽象的なものとなり、解決できない

矛盾に迷いこむことになる。なぜかといえば、形式論理的思考は、個々の事物の部分・要

素にとらわれて、それらの連関を忘れており、またそれらの存在にとらわれてそれらの生

成と消滅を忘れ、それらの静止にとらわれてそれらの運動を忘れているからである。（「弁

証法論理学」、147頁） 

 



語られている事柄の正否は措くとして（この点は本稿終盤で取り上げる）、《運動や変化など

の現象が形式論理学の把握を逃れるという事態が弁証法論理学の必要性の根拠だ》と論じ

られている、という点に着目して頂きたい。そして、次に見るように、ここでの「運動」や

「変化」は物質的自然に属す現象として理解されているのである。 

 実に鰺坂は次のように言う。 

 

 そもそも物質的世界つまり客観的実在の世界のあり方が運動ということと切り離すこと

はできない。「運動は物質の存在の仕方である」（エンゲルス『反デューリング論』）とい

われるとおりである。ここで運動というのは、たんに空間における位置の移動だけではな

く、事物・現象のすべての変化を意味する。物体の力学的運動ばかりではなく、素粒子の

相互作用、分子の化学的な反応過程、地質・地層の変動［…］そして社会の歴史的変化に

いたるまで、ここでいう物質的実在的運動である。物質はいかなる形態をとろうとも運動

一般と切り離しては考えられないということであり、つまり運動のない世界はありえな

いということである。（「弁証法論理学」、150-151 頁） 

 

要するに、鰺坂の「正統派」ディアマートの説明においては、運動や変化などの現象は物質

的実在としての自然に属すものとされる。そして彼は、こうした現象を司る原理として、「反

対物の対立」や「否定の否定」などを挙げる（155 頁、167頁）。 

 さて、安井の論考の議論へ立ち戻り、エンゲルスやスターリンによるディアマートの内容

を確認しよう。安井曰く、 

 

 ［…］エンゲルスは弁証法的な過程を記述するものとして〈相互連関〉、〈対立〉、〈運動〉、

〈持続〉といった規定をあげ、さらには弁証法の原則として〈量から質への転換ならびに

その逆〉、〈対立物の相互浸透〉、〈否定の否定〉という三法則をかかげる［…］。（「弁証法」、

128 頁） 

 

とはいえ――安井が強調するように――こうした正統派の立場は歴史的に改訂や敷衍を被

り、 

 

 たとえばスターリンにおいては（『弁証法的唯物論と史的唯物論について』1938）、〈自然

と社会の諸現象における普遍的な相互連関〉、〈運動と発展〉、〈量的な変化の質的な変化へ

の移行〉、〈対立物の闘争としての発展〉という四つの規定が採用され、〈否定の否定〉は

いわば宥和をあらわす規定として排除されることになる。（128頁） 

 

エンゲルスにおいてもスターリンにおいても、弁証法は〈物質的自然における変化や運動を

司る原理〉を明らかにするものと、あるいはそうした原理自体と理解されている。こうした



エンゲルスやスターリンにおける「弁証法」把握は、端的に言って、〈科学としての弁証法〉

と特徴づけられる。すなわち彼らは〈量から質への移行〉などを物質的自然のより深い原理

と見なしており、《近代的な自然探究が「科学」と呼ばれるのと同じ意味で弁証法もまた「科

学」である》と考えるのである。 

 以上がディアマートの説明であるが、この立場が標榜する「客観的科学性」が人間の主体

性をめぐって無視できない問題を引き起こしうることはよく知られている。この点は安井

のテキストでも示唆されており、以下にように言われる。ディアマートにおいては、 

 

 一方に自然と人間社会の〈客観的弁証法〉を据え、他方にそれを模写‐反映する思考の〈主

観的弁証法〉を置くという周知の構図――現在のディアマート存在論をも支配している

基本的な枠組が成立する。つまり、客体の過程は主体の契機に無関心であり、主体は客体

の弁証法的な過程に（本質的には）介入しえないことになる。（128頁） 

 

ここで示唆される問題を具体化すれば次である。プロレタリア革命が生じるのが客観的自

然の必然的な流れの結果だ（すなわち生産関係における矛盾がプロレタリア革命を必然的

に帰結する）とすれば、はたして革命における主体的行為はいかなる意味をもつのか、と。

これは終戦後しばらくして和辻の弟子のマルクス主義者・梅本克己が提起した問題であり、

「主体性論争」と呼ばれる討議を引き起こしたところの問題である。次節で紹介される人間

学的マルクス主義は、〈革命における主体の意味〉という、正統派ディアマートがアポリア

に陥りそうな問題を切り抜けようとして生まれた立場だと解釈されることもできる。 

 

３．人間学的マルクス主義 

 

 実体‐主体の存在論を実体の側へ客体化するディアマートに対し、人間学的マルクス主

義はそれを主体の側へ主体化する（と安井は理解する）。こうした見方が生じる淵源として、

安井曰く、 

 

 ［…］自然は本来人間の実践的活動の場［…］つまり自然は本来〈社会的カテゴリー〉で

あり、人間の歴史によって媒介されている。他方、歴史もまたたんなる客観的弁証法にし

たがう客体的な連関ではなく、その過程には主体の契機が――単に反映する主観ではな

く、実践的主体の構造が――織り込まれている。こうしてここに狭義の自然弁証法、さら

には単なる客体の弁証法をもはなれて〈歴史と主体の弁証法〉が成立するが、いわゆる〈人

間学的マルクシズム〉の系譜はこの方向に定位する思潮にほかならない。（129 頁） 

 

要点は、歴史や主体は、自然の運動とは区別された、独自の運動を為す、ということだろ。

こうした理路においては、《唯物論的見方は人間の主体性を棄損する》という問題意識のも



とで、主体を主体として救うような「弁証法」理解が模索され、〈自然と客体の弁証法〉と

の対比における〈歴史と主体の弁証法〉が提示される。かかる人間学的マルクス主義は、曰

く、「初期マルクスの〈実践的唯物論〉の思想に根をもち、とくに G・ルカーチの『歴史と

階級意識』（1922）によって確立された方向」であるとされる（129頁）。この思潮において

最も有名な思想家はサルトルであろう。 

 たったいま述べたように、ルカーチは人間の主体性を救うような「弁証法」理解を提示す

るのであるが、彼の立場についての安井の説明は分かりやすい（と少なくとも私は感じる）。

以下、その全文を引く。 

 

 まずルカーチであるが、右の歴史と主体の連関は、かれの〈歴史における主体＝客体〉と

いう概念のうちに最も典型的にあらわれている。つまり、本来生きた具体的総体性として

ある人間関係は資本主義社会では〈物象化〉され、社会的歴史的総体は、その対象性の形

式のうちにあって、固定化され、断片化している。そしてとくにプロレタリアートはそれ

自体一個の商品であるものとして物象化の極にあるが、その際、かれは、自己のそうした

物象化を自覚している。したがって、プロレタリアートの自己認識は、物象化された社会

の本質を客観的に認識することと一つに重なり、歴史はかれのうちでいわば自己意識に

到達する。つまりプロレタリアートは〈歴史過程の同一的な主体＝客体〉であって、〈意

識性にまで高まった発展傾向である真の現実性〉を意味する。そして「そこでは意識はそ

れに対立する対象についての意識ではなく、対象の自己意識であるから、意識化の活動は

その客体の対象性形態を変えること」を意味し、意識化はそのまま〈実践的移行点〉とな

る。（129-130 頁） 

 

ルカーチの議論は《いかにしてプロレタリアは共産主義革命の主体たりうるのか》という問

い（すなわち自然的必然を重視し主体性に場を認めない正統派ディアマートが答えをもた

ないかもしれない問い）への回答を与えるものである。以下、私なりに敷衍したい。 

 資本主義社会においては、存在者全般が商品化され物象化されている。すなわち、資本主

義下では、物象こそが（そしてそれのみが）客体である。こうした状況において、欺瞞なき

自己意識を得られる存在が、プロレタリアートである。なぜなら彼女ら／彼ら自身が労働力

として商品化され物象化されているからである。その結果、プロレタリアートにおいては、

主体と客体が一致する（引用における「主体＝客体」という等式表現はこれを意味する）。

それゆえプロレタリア革命における客体的世界の運動は、同時に、プロレタリアートの主体

的運動である。逆にプロレタリアートの主体的行為は、それ自体、客体世界の変化である。

要点を書けば次。すなわち、客体と主体が一致することによって、客体における必然的な流

れ（マルクス主義は基本的に必然性を重視するのだが）の中に主体的契機が芽生えるのだ、

と。ルカーチにおいては、客体的世界の反映としての主観のみならず、客体的世界に属しそ

こに変化を与えうる主体が成立している。 



 ルカーチは、客体的世界における運動や変化を必然的なものと見るマルクス主義の基本

路線を維持したうえで、客体的世界の中に主体が成立する可能性を工夫した――と解釈で

きるかもしれない。これに対してサルトルは、主体を救う理路において、マルクス主義的決

定論から距離をとる。サルトルの立場の安井の説明は以下である。 

 

 ［…］サルトルの場合であるが、かれの『弁証法的理性の批判』も〈自然の弁証法〉をし

りぞけ、〈総体性〉のカテゴリーを〈歴史的存在とそれについての思考〉にのみ固有な規

定と見る。しかしその際、そうした歴史の弁証法はさらにその〈人間学的基礎〉にまで送

還され、歴史の弁証法は〈個人の実践〉へと還元される。（「弁証法」、131 頁） 

 

すなわち、第一に、自然の運動は弁証法的ではなく、歴史の運動こそが弁証法的である、と

はいえ、第二に、歴史の弁証法はその基礎を個人の実践の弁証法にもつ。本節の文脈におい

て重要な点を強調すれば、サルトルにおいては議論が主体から出発する、ということである

（それゆえ客体的世界の内部に主体の場を見出すという課題は生じない）。 

 では〈個人の実践の弁証法〉とはどのようなものだろうか。サルトルは――周知のように

フッサールやハイデガーの思想を踏まえて――それを「現象学的‐実存論的」に規定する。

安井曰く、サルトルの立場においては、 

 

 ［…］実存は世界内に〈状況づけられ〉ながらも未来に向かって状況を乗り越えるという

〈投企〉の構造をもつが、実践はそうした投企、〈状況ののりこえ〉として理解される。

言いかえれば実践は〈……に向って自己の外部にある〉こととして〈欲求〉の構造をもち、

そこにはまた〈自己を否定しようとする欠如〉――つまり〈否定の否定〉の連関がみとめ

られる。（「弁証法」、131頁） 

 

実存（すなわち人間の現実存在のあり方）は〈状況ののりこえ〉として弁証法的である（な

ぜなら〈状況ののりこえ〉は〈否定の否定〉の連関をもつので）――こうした点が現象学的

な探究から判明するということだ。そして、実存的個人がそなえるこうした弁証法的あり方

を基礎として、歴史もまた弁証法的たるに至る、ということである。 

 

４．観念論の重要性 

 

 以上、正統派ディアマートと人間学的マルクス主義における「弁証法」理解をそれぞれ見

てきたが、前者に関して言えば《安井はそのどこに問題を見出すのか》は容易に予想できる

かもしれない。実に、正統派の客体主義あるいは科学主義は主体性の契機を軽視するので、

その結果、弁証法が本来もっていた重要な側面（これは実体‐主体の存在論に根差すのだが）

を喪失するに至っている。他方で、人間学的マルクス主義の問題点としては、安井は以下の



ように書く。 

 

 ［…］ヘーゲルの実体‐主体の弁証法は一面人間学的マルクス主義の思潮のなかで継承さ

れ、一連の〈歴史と主体の弁証法〉として展開される。しかしその際――それはこの思潮

の方向として当然のことではあるが――自覚的主体をはじめ様々な人間学的な概念は、

存在論的には自然主義、ないしは唯物論の立場から解釈される。（「弁証法」、138頁） 

 

人間学派もマルクス主義である以上、それは唯物論の立場をとり、さまざまな弁証法的規定

を唯物論の観点から解釈する（これはサルトルにおいても、少なくともタテマエとしては、

そうである）。だが、安井によれば、唯物論は弁証法の精神を重要な点で損なうのである。

以下、この点についての彼の説明を確認しよう。 

 まず次の問いから始めたい。伝統的には歴史や実存や対話などが弁証法のモデルとされ

てきたが、はたしてこれらを「弁証法的」とする共通構造は何であろうか。 

安井は、この問いに答えて、「それは〈自覚的構造〉だ」とする（「弁証法」、137頁）。と

はいえ「自覚的構造」とは何だろうか。それは「対自的構造」とも呼ぶことができ、安井に

よれば、〈否定〉や〈自己超越〉や〈総体性〉などの弁証法的規定はすべてこの構造から派

生するのである。すなわち、 

 

 たとえば〈否定〉は、自己意識の対自構造に根ざす根源的な〈自己区別〉の契機に対応す

る規定であり、〈総体性〉もまた、そうした自己区別を介しての自己内還帰（〈自己外化に

おける自己知〉）という構造にかかわる概念にほかならない。（「弁証法」、138 頁） 

 

第一に注目すべき点は、〈自己に関わりゆく〉という或る意味でパラドクシカルな関係に焦

点が置かれている、というところだ（なぜ「パラドクシカル」かと言うと、狭義の関係は〈或

るものと、他のものとの関係〉であり、自己と自己の間にあるのはむしろ同一性あるいは直

接性だからである）。そして、安井によれば、こうした「自己関係（self-reference）」にもと

づいて弁証法的な〈否定〉や〈総体性〉が成立する（ちなみに、ここでの自己はいわば実体

としての自己として理解されてはおらず、むしろ〈自己が自己に関わる〉という関係におい

てはじめて成立するものが「自己」と呼ばれている）。 

 このように、安井によれば、弁証法の根本構造は自覚的構造あるいは対自的構造なのであ

るが、《なぜそうなるのか》に対しても彼はひとつの答えを有している。それは、自覚や対

自が「イデールな統一（ideelle Einheit）」を具えるからである。曰く、 

 

 ［…］一般に自覚的構造が弁証法の本質的なモデルとされるのは、まさにそれがイデール

（観念的）な構造をもつからにほかならない。（「弁証法」、138頁） 

 



思うに、「イデール」と呼ばれるものは或る意味で構造を超えているので引用の表現は（少

なくとも私にとっては）不正確さを具えるが、そこは措くとして、ここでは「自覚」や「対

自」という構造の背後に「イデールな」すなわち観念的な何かが置かれているという点に注

目されたい。ところで「イデールな」とカタカナ書きする理由は――安井から直接聞いたの

だが――ドイツ語の哲学用語 “ideell“ と “ideal” の違いにあり、どちらも同根の単語だが、

後者は（例えばカント的な意味で）「理念的」や「理想的」を意味し、前者こそが「観念的」

を指すからである。 

 安井は弁証法の根源のこうした理解をヘーゲルのテキストから引き出している。例えば

ヘーゲルは次のように書く。 

 

 自我はそのうちに様々な表象や思考の集合を含むが、そうした無限に多様な内容は、それ

らが自我のうちにあるかぎり、全く非実在的なものにとどまっている。言いかえれば、そ

れらは自我の観念的な統一のうちに――つまり、自我の自己自身における純粋で全く透

明な反照としての観念的な統一のうちに――いわば凝集されている。そして、こうした構

造がつまり、概念がその区別された諸規定をイデールな統一のうちに含む仕方なのであ

る。（「弁証法」、138 頁） 

 

私はヘーゲルの専門家でないので断言を避けるが、《ひょっとしたらここはヘーゲリアンが

あまり重視しない箇所なのではないだろうか》と感じている（その理由はここで観念の「非

実在性（非物性）」が強調されているからであるが、この点も措くことにしたい）。とはいえ、

いずれにせよ、安井はヘーゲルのこのパッセージを重視し、そこに弁証法の根源を見る。す

なわち、「イデールな（観念的な）統一」なるものが弁証法の最も根本的な原理だ、という

ことである。 

 とはいえ「イデールな統一」とは何か。これは先の引用においてヘーゲルも説明している

が、それはすなわち〈自我の自己自身における純粋で全く透明な反照〉である。実に――こ

こはすでに私自身の解釈に足を踏み入れているが――「イデールである」とはこの意味で

「透明である」ことである。「実在性（Realität）」を具える「物（res, Ding）」は、真の意味で

透明ではありえず、多かれ少なかれ遮蔽的である。結果、諸物は決して互いに浸透すること

がなく、諸物がひとつの何かに統一されることはない。他方で、「イデールな」境域におい

ては透明性が場を司っているので、そこに存する諸概念が互いに浸透し合う。その結果、複

数の概念がひとつの自我として統一されるのである。 

 要点を繰り返せば、「イデール」とは、ある種の非実在性であり、物の無さであり、この

意味の「無」である。そしてこうした非実在性（すなわち透明性）が諸存在の相互浸透の場

を開き、そうした場において統一的自我が成立する。逆から言えば、「イデールな」次元が

なかったとしたら、諸事象はすべてバラバラであったことになり、自我のような統一体は存

在しなかった、ということだ。 



 「イデールな」透明性を具えた、諸事象の相互浸透の可能な場において、自覚や対自とい

う弁証法的構造は可能になる――これが安井の立場である。実際、「対自（Für-sich）」とい

う自己貫通的関係は、自己が透明でなければ可能でないだろう。別の言い方をすれば、（自

分の物質的身体を見ようとすれば気づくように）自己が透明でなければ自己をくまなく見

ることは可能でないので、真の意味の自己関係は自己の透明性を前提するのである。 

 さて、安井によれば、唯物論は、その存在論上のレパートリーの限界ゆえに、以上述べた

ような〈透明性〉としての観念性を把握することができない。ここに《唯物論は弁証法の精

神を重要な点で損なう》という安井のテーゼの根拠がある。安井の「弁証法」理解がどれほ

どの有効性をもつのかは何らかの機会に検討されねばならないが、いずれにせよ、弁証法を

安井流に捉えたときには、正統派ディアマートも人間学的マルクス主義も弁証法の基礎た

る〈透明性〉に目を向けていないという点で欠陥をもっていると言える。たしかに安井自身

はこの点を断言せず、例えば 

 

 要するに〈弁証法的統一〉は本質的に〈自覚におけるイデールな統一〉をモデルに考えら

れており、その意味では弁証法は必然的に〈イデアリスムス〉の立場に相即している。い

わゆる〈弁証法の合理的核心〉をどこに求めるかについては様々な立場がありうるが、弁

証法の本質を考えるとき、われわれは今一度こうした基礎的な次元にまで遡行して反省、

再考する必要がある。（「弁証法」、138-139 頁） 

 

と述べるに留めているが、それでも安井の意図は明確である。すなわち彼は次のように主張

している。弁証法はこれまで唯物論的に理解されてきたが、むしろ観念論的な理解こそが本

来的なものではないか、と。 

鰺坂や正統派ディアマートは「弁証法」なるものが提示される動機として〈運動や変化を

理解する〉という目的を挙げたが（第 2節参照）、この点に関しても安井は意見を異にする。

これまでの叙述から引き出せるように、安井においては、《自我が統一されていること》や

《自我が自らを対象化すること》などの連関を理解するために「弁証法」なるものが要請さ

れている。言い換えれば、自我の統一や自己対象化は、物質の連関を根拠として理解するこ

とができず、むしろその他の連関でもって理解されねばならない、と考えられているという

ことである。 

 

 最後に、安井自身の立場を超えて、観念論的な弁証法に関して私自身が考えていることを

述べておこう。 

 安井によれば、観念的なものは透明性としての非実在性を本質としているのだが、こうし

た非実在性のためにイデールな境地はいわば「無の場」を拓く。この考え方から西田幾多郎

のいわゆる「場所の弁証法」を想起するひともいるだろう。かく言う私のそのひとりである。

安井自身は――個人的に話をした経験から推察するに――悟性的な議論を組み立てること



をほとんど行わなかった（できなかった？）西田をあまり高く評価していなかったが、それ

でも、提示している主張に関してはふたりの間に何かしらの共通点がある。これについては

引き続き考察していきたい。 

 武市建人や松村一人や許萬元などといった代表的な弁証法研究家の立場と比較すると、

安井の立場は多かれ少なかれ「異端的な」である（ひとによっては、安井はヘーゲルをフィ

ヒテで読んでいる、と責めるかもしれない）。とはいえ、本稿で紹介した《唯物論は弁証法

の精神を重要な点で損なう》という安井の立場は少なくとも現在の私にとって説得的であ

るので、今度は逆に、武市や松村や許のテキストを読み込んで《唯物論的な弁証法がどれほ

どの射程をもつのか》を検討したくなっている。これについては、稿をあらためて、ぼちぼ

ち取り組んでいきたい。 
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