
マルクス主義と主体性論争 

 

平子友長（一橋大学社会学研究科） 

 

一．「講座派」マルクス主義の歴史 

 日本のマルクス主義は、西洋近代的社会科学一般を代表する方法・思想とし

て一九二〇年代に日本のアカデミズムに受容された。ついで一九三〇年代に成

立した「講座派」マルクス主義は、当時の日本の社会経済的構造を半封建的地

主制とそれに規定されて軍事的侵略的性格を著しく帯びた独占資本主義という

二つの土台の上に聳え立つ絶対主義的天皇制として把握した。一九三〇年代後

半から一九四五年にかけて、思想弾圧が強化され自由な言論が封殺された時代

状況においてアカデミズムのなかで研究活動を行っていた三〇歳台の若い研究

者たち（丸山眞男、大塚久雄、大河内一男、川島武宜など）は、この「講座派」

理論から決定的影響を受け、「講座派」理論は戦後の近代主義成立の一つの思想

的源泉をなした。また「講座派」理論は、寄生地主制をはじめとして日本社会

に広範に存在する前近代的遺制の問題に注意を促し、日本社会の変革の当面の

課題は、資本賃労働関係を克服する社会主義革命ではなく、農村における前近

代的関係と財閥に代表される前近代的な独占資本主義およびそれらに規定され

た専制的天皇制を克服する民主主義革命であると規定した。これは、農地改革、

財閥解体をはじめとする GHQ による戦後改革にその理論的基礎付けを与える

ものであった。以上の事情により、戦後直後の日本において日本マルクス主義

は社会科学者の間で圧倒的影響力を行使した。しかし日本マルクス主義が大き

な影響力を行使し得た分野は、社会科学（特に経済学、歴史学、法学）であり、

哲学においてはマルクス主義の影響力はそれほど大きいものとはならなかった。

その根本的理由は、哲学においてマルクス主義者たちは社会科学における「講

座派」理論に匹敵する普遍的パラダイムを形成することができなかったことに

ある。哲学においてその役割を果たしたものは、西田幾多郎、田辺元ら京都学

派の哲学であった。マルクス主義哲学を日本の思想世界に定着させるためには、

西田、田辺の哲学をある意味で受容し、それをマルクス主義固有の論理に接合

する努力が不可欠であったが、マルクス主義哲学者の対応は京都学派の哲学者

に対するイデオロギー的批判に終始するものが多かった。 

日本マルクス主義の特殊性は、上記の「講座派」理論に規定されて、社会主

義のための理論としてではなく、直接的には、日本社会の近代化を推進する理

論として形成され、機能したことであった。この点で、日本マルクス主義は近

代主義と「反前近代」という点で共同歩調を取った。しかしマルクス主義本来

の優位性は、資本主義近代の克服という点にあり、「前近代」の克服のために要

請される「市民社会」「民主主義」「自由」などの概念についてはマルクス主義

の知的ストックの中に十分な備えがなかった。マルクスの中に市民社会概念を

発見しようとするいわゆる「市民社会」派マルクス主義（高島善哉、内田義彦、

平田清明、望月清司など）の仕事の意義もここにあった。他方、前近代への批
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判＝近代化論という点では、非マルクス主義的社会諸科学の中に膨大な蓄積が

存在していた。戦後の知的世界の中で、前近代の克服という課題をめぐって、

マルクス主義は近代主義によって次第にヘゲモニーを奪われていった。 

日本マルクス主義の影響力低下を決定的にしたものは、一九五〇年代後半か

ら長期にわたって持続的に進行した高度経済成長であった。高度経済成長によ

ってマルクス主義、近代主義双方が日本の近代化を阻む宿痾と見なしていた農

村における前近代的関係は急速に崩壊し、農村から都市への大量の人口流出と

大企業による企業主義的統合が進行していった。こうした趨勢の中で一九六〇

年代以降、日本においても大衆社会状況が広がり、企業支配や国家統治のあり

かたも類型的には大衆社会的統合に転換しつつあった。一九五七年以降、大衆

社会論争がマルクス主義者を巻き込んで激しく論争されたことは、客観的に進

行している大衆社会化を理論面で反映するものであった。この論争においてマ

ルクス主義者は、大衆社会化の現実を十分受けとめることができず、これをむ

しろ大衆社会論という主としてアメリカ由来のイデオロギーとして把握し、こ

れを批判した。大衆社会の成立によって日本社会は、世界史的に近代資本主義

ではなく、現代資本主義の特徴を支配的契機とする社会に入り込み、一九六〇

年代以降、日本の財界や政府も大衆社会的統合システムを確立する方向に舵を

切っていった。大衆社会が提起する問題は、もはや「講座派」理論の修正適用

（反（アメリカ）帝国主義反（日本）独占資本主義の民主主義革命）では対処

することができない問題であった。これをもって「講座派」に由来する日本マ

ルクス主義は、その歴史的役割を終えた。日本マルクス主義のその後の歴史を

たどることは、次の課題である一。 

 

二．主体性論争の展開 

 大局的には上記のような展開を見た日本マルクス主義の歴史の中で、一九四

七～一九四九年に展開された主体性論争は、特異な位置を占めている。それは、

マルクス主義の理論論争がしばしばマルクス主義諸党派内部の論争に終始する

傾向があったのに対し、この論争が戦後社会における新しい主体性の確立をめ

ぐる論争として、マルクス主義の枠を超えた知識人を巻き込んで行われた論争

であったからである。この論争には、哲学者をはじめとして、社会科学者、文

学者も参加し、戦後直後の論争の中でも幅広い研究者が参加した特筆すべき論

争であった。他方で、この論争を契機としてマルクス主義哲学内部の理論的対

立が、「主体的唯物論」派とこれを批判する正統マルクス主義との対立として形

成されたことの歴史的意義も大きい。 

 

（一）梅本克己 

 主体性論争の口火を切ったのは梅本克己の「人間的自由の限界」（『展望』一

九四七年二月号、梅本 一九七七）であった。梅本によれば、近代市民社会は

一 本稿ではスペースの関係で詳論できなかった日本マルクス主義の歴史については平子（二

〇一六）を参照。 
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市民を政治的に解放したが、それは現実には利己的孤立的個人の解放にすぎな

かったがゆえに、道徳的人格の実現の課題は未達成の課題として残された。現

実的人間のなかに道徳的人格が取り戻される時に初めて人間的解放は完成され

（マルクス『ユダヤ人問題によせて』）、人格的自由は可能となる。梅本は、「人

間的自由の限界」に始まる一連の論文において、人間における道徳的人格的な

自由の可能性の問題を「マルクス的実践」の立場から基礎づけるという課題を

自らに課した。その際、梅本は、西田・田辺哲学が無の概念によってとらえよ

うとした人間的自由成立の主体的根拠の基礎付けを積極的に評価して、これを

人間における倫理的主体性の問題に関するマルクス主義的基礎付けのうちに取

り入れようとした。その際、梅本の切り口の独自性は、マルクス主義の理論と

実践の間には媒介されざる「空隙」が存在するという主張であった。 

  

人間解放の物質的条件を洞察する科学的真理と、そこに解放される人間の

実存的支柱とは、解放の過程にあってもたえず触れ合っているものでなけ

ればならない。･･････多くの場合すぐれた指導者にあっては、この触れ合

い、統一は確保されてきた。理論の上では「省略」され、はげしい実践の過

程にあってはもっとも重要な位置を占めたもの－報いられることを期待せ

ぬ解放への献身とか、利己心を絶対に去るとかいわれたものがそれ〔人間

の実存的支柱〕である。けれどもその統一〔科学的真理と人間の実存的支柱

との統一〕が自覚的に反省され、自己の足場とする理論のうちに正当な場

所を与えられるということは閑却されてきたようである。･･････この空隙

がマルクシズムそのものの立場でみたされぬ限り、それを他のものによっ

てみたそうとする企図はどうしても起こってくる。たとえば新カント派が

試みたカントの道徳法則によるマルクスの補填がそれである。（「唯物論と

人間」、梅本 一九七七:三四～三五） 

 

梅本によれば、「人間解放の物質的条件の洞察」（科学的真理）と「人間の実

存的支柱」（倫理的主体的自由）とを媒介的に統一する課題が、現代哲学に要求

された課題であり、マルクス主義がこの「空隙」を満たすことができない限り、

「それを他のものによってみたそうとする企図」は必然的に起こらざるをえな

い。このマルクス主義における「空隙」をめぐって梅本ら主体性論者と正統派

マルクス主義者との間に激しい論争が展開された。梅本は、「空隙」とされた「人

間の実存的支柱」の内実を田辺元の「無の弁証法」の批判的受容によって充填

することを試みている。 

個人は、根源的に全体への背反の可能性を含み、総じて罪を犯す可能性（根

本悪）をもっている。こうした個人が倫理的主体として生きるということは、

個人が自己否定的に自らのエゴイズムを克服して「全体の目的」に献身するこ

とを意味する。マルクス主義においては、こうした自己否定的献身の対象は労

働者階級であり、労働者階級の解放は同時に全人類の解放を意味していた。こ

のことを自覚する過程に主体の倫理的自由が生かされる道が見いだされるが、
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この過程は同時に「否定的断絶」、「質的飛躍」を含んでおり、ここに「無の弁

証法」が働く瞬間があると、梅本は考えた。 

 哲学における 主体性論争に先行して文学における主体性論争が展開された。

これを主導的に担ったものは『近代文学』に集まった作家たちであった。彼等

は、エゴイズムを抑圧する旧きヒューマニズムを批判しエゴイズムの復権を強

調した。梅本の倫理的主体性が個人のエゴイズム（全体への背反＝罪の可能性）

を克服し、歴史的全体への自己否定的献身を意味するとき、文学と哲学におけ

る主体性論争のヴェクトルは正反対に向かっているように見える。しかし梅本

の倫理的主体性の自覚は、同時に「全体への背反＝罪の可能性」をもつ個の徹

底的自覚を前提として、そこからの「質的飛躍」として全体への献身が説かれ

ているかぎりで、両者の主張は両立可能であると考える。 

 

（二）梅本による田辺哲学の受容と批判 

 梅本の構想するマルクス主義はマルクス主義の理論に内在する「空隙」を「無

の哲学」によって充填する点に独自性があり、マルクス主義と京都学派の哲学

（梅本の場合は特に田辺哲学）との対話の可能性を開くものであった。 

 

種は自らの否定転換を通じて個の死復活を現成せしめ、それによって無の

有的媒介となる。ところでわれわれが生きかつ死ぬ現実の歴史的世界はま

さにこの有的媒介の世界なのであり、そこに発展の論理をつかもうとすれ

ばこの有的媒介の分裂止揚、統一の面においてとらえるほかはないのであ

る。ここに無の哲学とマルクス主義の接触点がある。（「無の論理性と党派

性」、梅本 一九七七:八五～八六） 

 

 「種は自らの否定転換を通じて個の死復活を現成」せしめるというフレイズ

からも明らかなように、梅本の主体性論は、戦後の田辺の『懺悔道としての哲

学』の論理を下敷きにしている。田辺によれば、懺悔とは「懺悔という行によ

り自ら過去を償い、過去の自己に死んで自ら新生すると言う悔改め、あるいは

回心（Conversion）を意味する」（田辺 二〇一〇a 

：一二）。この「悔改め」、「回心」による有限的存在の死復活について田辺は、

戦時中における痛切な自己批判の体験を踏まえて、次のように述べている。 

 

矛盾分裂を徹底的に身に引受けて、その底に自己を放棄し壊滅せしめると

き、かかる自己放棄を通じて現前するところの、愛せられたる革新的現実

としての絶対現実の不可思議なる他力が、自己をその発展の媒介として復

活せしめる。みずからこの他力の復活的愛に感謝し、それに対する報恩と

して、自己を無化し犠牲にして他人に奉仕し、もってその愛の媒介となり、

それに協力するところの自己たるに至って、絶対の無即愛に支えられた実

存として･･････霊的共同における永遠存在となる。その転換のきざしがす

なわち懺悔に外ならない。（田辺 二〇一〇a：四四五～四四六） 
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 われわれ有限的存在が、絶対無の媒介になり、「有即無」という有限者の本来

的なありかたを実現する（往相）ことは､絶対無の働きである「無即愛」に、す

なわちあらゆる相対者を愛において活かしてゆこうとするところの絶対無の働

きに協力するということである。だからわれわれの神への愛は、すなわち隣人

への愛（還相）である。私以外の相対者を神が救おうとするその救いの働きに、

私自身が自己犠牲的に協力することよりほかに神への愛はありえない。田辺は、

「神の愛」、「神への愛」、「隣人愛」をこのように統一的に把握し、これを「愛

の三一性」と呼んでいる。 

 戦後の田辺は、絶対無の働きである「無即愛」によって有限的存在の「有即

無」が成就し、「死復活」をとげた有限的存在が、他の有限的存在の救済に協力

するという論理を拡大し、ここにキリスト教、日本仏教およびマルクス主義を

統合する「第二次宗教改革」を提唱するに到った。 

 

キリスト教もマルクシズムの階級理論にまで B[Besonderheit]の特殊性を具

体化し、自らを、･･････罪悪の自覚にまで徹底し徹底せしめられて、自己否

定の極、無の転換に復活還相せしめられるのでなければならぬ。これがキ

リスト教自身の仏教媒介なのである。斯様にマルクシズムと仏教（特に日

本仏教）とに媒介せられて、キリスト教自らが自己を新にすることができ

る。これがいわゆる第二次宗教改革というべきもの」（田辺 一九六三：三

二三～三二四）なのである。 

 

つぎに梅本が、マルクス主義の立場から田辺哲学とどのように批判的に対決

しようとしたのかを検討してみたい。梅本が田辺哲学批判を直接の主題とした

論文は、「無の論理性と党派性―田辺哲学批判、特に第二次宗教改革の予想のた

めに―」（一九四八年三月）と「絶対弁証法批判―田辺哲学の場合―」（一九四

九年一二月）である。この二論文に依拠しつつ、梅本の田辺哲学理解を検討し

てみたい。梅本によれば、存在の関係は常に「有対有の否定関係」であり、存

在のレベルで「無」が登場することはない。「無」が登場するのは、個体におけ

る主体性が生成する場面である。ここでは、個体における主体性の生成が、個

体の死復活として経験されるために、ここに「無からの生成」として主体性が

自覚されるようになる。 

 

有対有の否定関係が、存在の根源としての無―絶対否定性―に転化するの

はこうした主体性生成における死復活の地盤においてであって、これを客

体的にとらえればどこまでも有の否定関係である。･･･････これ〔無〕が主

体的生成の自覚面でとらえられるときには断絶における否定面が死として

体験されるために、自己生成は無からの生成としてうけとられ、絶対無と

いうものがあり、そのはたらきとして有的世界の否定転換が行われるよう

におもわれてくる。宗教としての仏教はここから生まれてくる」（梅本 一

九七七：八〇）。 
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その自覚の弁証法的過程の結節点にはたえず否定的断絶が含まれる。その

断絶―質的飛躍―が主体的にとらえられるところにいわゆる「無」の瞬間

がある。唯物弁証法とてもその例外ではなく、またこうした「無」をふくま

ぬとしたら弁証法は成り立たない。（梅本 一九七七：五一） 

 

 梅本の田辺批判の要点は、本来、個体における主体性成立の自覚（個体の死

復活）の局面に限定して理解されるべき「無」が田辺哲学においては、本来ど

こまでも有から有への否定的転換にすぎぬ歴史的存在の論理にまで不当に拡大

適用されているという点にあった。梅本は、京都学派の無の哲学において、個

体の主体性成立の場面に限定して非存在論的に理解されるべき「無」が存在論

化されていることを批判した。 

 

無は歴史的現実の否定転換を主体的にとらえるとことに生まれる意識の事

実であるが、存在の根源ではない。･･････ただ唯物論は、その根源を抽象的

個人の主観的方向の背後にではなく、不断の歴史的現実への脱出によって

主体化する。この主体化の過程に無の哲学固有の領域があるとおもわれる

が、しかしそれが唯物論的基礎を遊離する場合、無が結局において宗教的

実体に転化する方向を阻止することはできまいとおもわれる。一方唯物論

の側からすれば、この場面において仕残した領域があり、それを率直に認

めて自からの課題とせぬかぎり･･････観念論の根を断つことはできないの

ではなかろうか。（梅本 一九七七：九三） 

 

 現実の歴史過程においては、対立する諸契機のうち一方の契機が他方の契機

を圧倒し、時にはこれを消滅させる勢いで闘争過程が経過する。歴史の激烈な

闘争過程においては、消滅を余儀なくされる多数の契機が存在するだけでなく、

相闘争しあう諸契機が共倒れになる局面も出現する。しかし歴史過程の到達点

においては、過程において闘争していた諸契機が止揚され新しい統一において

それぞれ存在の場所を与えられる。梅本は、「無の弁証法」が、本来、現実の歴

史過程における「到達点における統一の論理」を「統一への過程の論理」にす

り替えていることを批判した。このようなすり替えによって、歴史過程におい

て相対立しあう諸契機の動態的・闘争的な関係は後景に退き、有限的諸契機は

等しく「絶対無」を媒介するものとして「摂取」され、静態化される。 

 

現実の歴史においては、対立のいずれか一方が歴史的必然をになうことに

よって優勢を示し自分のうちに他を止揚するのであるが、ここ〔田辺哲学〕

ではこうした関係は拒否され、否定は両者の絶対否定であり、この否定転

換において両者が並び立つとされる。･･････現実には、一方項による他方

項の否定止揚を運動過程として、この否定運動―変革―による統一の段階

において、既存の両者が既存の対立を止揚されて並び立つわけであるが、

無の弁証法はこの到達点における統一の論理を、統一への過程の論理にお
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きかえてしまうのである。だからどのように諦観を破る実践的変革が強調

されても、事実として変革を回避する現状肯定の論理になってしまってい

る。（梅本 一九七七：一一二～一一三） 

 

 梅本が批判するように、田辺の「絶対批判」の弁証法はいかに「実践的変革

が強調」されようとも、本質的には「変革を回避する現状肯定の論理」になっ

てしまっている。このことは、田辺の「闘争」概念からもうかがうことができ

る。 

 

闘争は、一方では闘争において反対者とどこまでも闘うのであります

が、･･････自ら闘いながら同時に他を生かすのです。だからして闘いの相

手方というものを･･････あるべき方向に転換させて、自分と同じように絶

対者の方向へ向かって協力させるように努めるということになるのであり

ます。闘いは愛のため、生かすがためのものであります。あるいはむしろ神

の愛の実現に協力せしむるために闘うのです。（田辺 二〇一〇b:七六） 

 

 梅本の田辺批判は、つきつめれば、田辺が歴史哲学を「絶対無」による「愛」

の実現として宗教哲学化していることに対する批判に帰着する。田辺は「歴史

の意味」を次のように規定する。 

 

無の転換点として行的に永遠の現在を信証する個人の自己が、すなわち実

存の主体であるから、実存はかえって無に根底附けられ無の現成たるもの

に他ならない。･･････〔実存は〕相共存協力して相互教化的に秩序的平等の

社会を実現する。･･････それは人間協力宥和の兄弟世界であって、それを

建設しそれを生きる歓喜が人間存在の意味でなければならぬ。これに与ら

しめる無の絶対は愛であり大悲である。無が愛であり、絶対転換の大非が

大悲であることの行証こそ、正に神国の建設であり、浄土への往生決定で

ある。歴史の意味はそれを貫き〔実存による〕行証において神の国が実現せ

らるるにある。（田辺 二〇一〇a：四三三～四三四） 

 

 絶対無の大悲＝愛による歴史の救済＝「人間協力宥和の兄弟世界」の実現の

論理は、親鸞の『教行信証』を典拠とする次のような独特な「二重の往相＝還

相論」として具体化される。 

 

自力は、他力に媒介せられて救済に入り絶対無の媒介としての空有に転ぜ

られると同時に（往相）、更に絶対が他の相対立する相対を救済する媒介と

なり、それはその限りで絶対に協力しなければならぬ（還相）。･･････絶対

の相対に対する救済は、その救済の対象たる相対と、その相対に対する先

進相対との、二重の相対を媒介として行われる、といわなければなら

ぬ。･･････救済の対象たる相対と同種の行をなすのは、絶対そのものでは
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なく、･･････相対的に還相する相対者であるから、両相対者を包摂する種

の共通なる基底において、両者が対立的に媒介せられるのである。･･････

救済の対象たるものは、他方救済の協力者たる者に対し、後進として指導

強化を受ける限り先進者の還相を媒介とするのであって、自らは往相的に

救われて後、更に他の後進相対者の指導教化に還相するといわなければな

らぬ。･･････往相と還相とは単に前後の定まった順序を有するのみならず、

逆に還相において往相が証せられるという交互関係が存し、･･････この点

から見れば相対は平等にして交互的なること兄弟におけると同じ

い。･･････絶対媒介の立場では一切が転換的交互的であるから、先後を保

ちつつしかも同時に平等たるのである。･･････単なる先後でもなく単なる

平等でもない兄弟的関係が世界の歴史的構造を具体的にあらわすのではな

いであろうか。（田辺 二〇一〇a：四一一～四一四） 

 

 こうして田辺は、倫理と歴史を超越的絶対者の「還相」によって可能となる

先進的主体と後進的主体との間に成立する「兄弟的教化」の過程として把握し

た。戦後の田辺は、この「兄弟的教化」の原理を資本主義的民主主義と社会主

義的平等との対立を総合する新しい社会構想として打ち出していった。 

 

私は還相の概念を以てこの兄弟的教化の原理とすることにより、新しき社

会原理を意味せしめることができはしないかと思う。すなわち民衆は資本

主義的市民社会の自由と社会主義の平等とを総合する兄弟性（友愛）を以

て相結ばれるべきものであるといいたいのである。（田辺 二〇一〇a：四一

六） 

 

 田辺は「還相の思想は宗教の立場から保証を与える所があるので、特に満足

を感ずるのである」（『懺悔道としての哲学』田辺 二〇一〇a：四一九）と述べ

ているが、このことはそのまま田辺の歴史・社会・政治哲学の致命的弱点とな

る。田辺の哲学は、それが「真宗の教義に指導せられることに依って、他力の

哲学として発展」（同所）しえたがゆえに、この「真宗の教義」を共有しえない

ものにとって、とりわけ神学ないし宗教哲学からは距離を置いて歴史・社会・

政治過程を内在的かつザッハリヒに理解したいと望む者にとって、とうてい受

容することができない哲学になってしまったからである。田辺の「還相の思想」

が、人類滅亡の危機の瀬戸際まで行きかけた戦後の冷戦構造に対してほとんど

影響力を持つことができなかった理由もここにあったように思う。 

  

（三）主体性論争の帰趨 

 梅本によって開始された主体性論争は、マルクス主義内部での論争を引き起

こしたばかりでなく、マルクス主義の立場を取らない知識人の間でも活発な論

争を引き起こした。主体性論争への参加者は、おおまかに以下の四グループに

分かれる。（１）主体性概念の徹底的対象化を主張し、この概念の科学的基礎づ
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けを主張するいわゆる科学主義の立場で、清水幾太郎、宮城音弥らによって代

表される立場である。(２)梅本らによる主体性概念の提起の積極的意義を認め、

これを自らのよって立つ方法論ないし世界観によって再解釈する立場で、丸山

眞男、真下信一らによって代表される立場である。(３)文学における主体性論争

は、『近代文学』に依拠する作家・評論家によって主張され、エゴイズムと実感

の肯定として展開された。 (４)最後に、梅本の主体性概念の提起を哲学上の「修

正主義」として批判するいわゆる正統派マルクス主義の立場で、松村一人らに

よって主張された二。 

 実践を支える主体的契機、価値や目的は存在の状態から連続的に生みだされ

るものであり、社会科学的に対象化することができると考える点で、科学主義

の立場（清水幾太郎、宮城音弥）と正統派マルクス主義（松村一人、古在由重）

とは共通の立場を取り、ここから主体性論に対する反論を展開した。両者には、

社会科学と大衆の生活意識の結合に対するオプティミズムが存在し、これが主

体性論者によって提起された問題に対する理解を妨げる主要因をなしていた。 

 他方、主体性論者の主張は、主体性概念がなぜ提起されなければならないの

かという点については明確な主張が見られるものの、この主体性の論理構造の

問題、科学的に対象化しうる主体性と対象化しえない主体性との関係、科学と

哲学と世界観との関係などについては十分な説明を与えることはできなかった。 

 主体性論争が、ジャーナリズムを賑わせていた時期は、わずか三年、一九四

七～四九年であった。主体性論争は、敗戦後の民主化過程の中で「民主革命を

推進する主体がいかにして形成されるか」というきわめて実践的な問題意識に

基づいて提起され、論争された。梅本ら主体性論者は、直接的には、知識人の

自立性と倫理的自由の根拠を問うことを通して、問題を歴史における人間の主

体性の問題というより普遍的なレベルで提起した。このことの意義は大きい。 

またこの問題が、マルクス主義と非マルクス主義の立場に立つ哲学者および

二 松村一人は、正統派マルクス主義の立場から梅本の主体性論に対して全面的批判を加え

た。松村の批判は、第一に、倫理的主体性を基礎づける梅本の人間規定が「根源的な利己

を含みながら、しかもその否定においてのみ自己の本来性を獲得する社会存在としての人

間」という抽象的普遍的規定に置かれており、「人間とは現実には一定の生産関係のうちに

ある人間、階級社会においては階級的人間であることを忘れている」（松村 一九四九：四

二）という点にあった。松村は、すべての倫理が本質的に特定階級の倫理であることを主

張しつつ、梅本の構想する倫理的主体性にはこのような階級的観点が欠如していることを

批判する。第二に、労働者階級の階級的倫理にとっては、梅本が個人の主体性獲得に際し

て見たような「無の論理」によって媒介された個の「死復活」というような断絶は存在し

ないということであった。「マルクス主義の主体的側面は、労働者階級の利益であり、その

解放の必要であり、共同の闘争のうちに形成されていく階級意識、連帯の意識である」（松

村 一九四九：五三）。階級的に形成された人間は、その社会的存在に規定されて、搾取の

もとになやみ、より幸福な社会への意欲をもち、その変革をはばむ搾取者とその権力への

反抗をもち、利害を同じくする者への連帯の感情、献身をもつと主張される。マルクス主

義の「主体性」とは、「労働者階級という主体の階級利害という主体性」に他ならない。階

級的倫理の立場からすれば、社会的存在と倫理とは切れ目無く連続している。その限り、

松村にとって、マルクス主義の中に「無の哲学」によって充填されなければならぬ「空

隙」は存在しない。「「空隙」は、マルクス主義にあるのではなくて、マルクス主義に「空

隙」を感じる者にある」（松村 一九四九：八一）。 
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社会科学者の間に開放的な意見交換の空間を作り出したことも重要である。同

時に、主体性論争の提起者である梅本の構想では、マルクス主義と無の哲学と

の対話、無の哲学によるマルクス主義の豊富化がめざされていた。この試みは、

正統派マルクス主義（その中心は松村一人）から激しい非難の対象となり、論

争の過程で梅本自身が松村らの批判を部分的に受け入れて、「労働者階級の階級

的党派性」の観点から理論を整合化させる方向を取ったことによって、梅本自

身によっても十分展開されないままに終わってしまった。報告者は、主体性論

争の中に京都学派の哲学とマルクス主義哲学との生産的な学問的交流の端緒を

見出すと共に、この論争の終熄の中にそれ以降続く両者の不幸な疎隔状況の始

まりを見出している。その意味で主体性論争は、戦後マルクス主義にとって一

つの歴史的分岐点であった。   
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馬克思主義與主體性論争 

 

平子友長（一橋大学社会学研究科） 

 

一．「講座派」マルクス主義の歴史 

 日本のマルクス主義は、西洋近代的社会科学一般を代表する方法・思想として一九二〇

年代に日本のアカデミズムに受容された。ついで一九三〇年代に成立した「講座派」マル

クス主義は、当時の日本の社会経済的構造を半封建的地主制とそれに規定されて軍事的侵

略的性格を著しく帯びた独占資本主義という二つの土台の上に聳え立つ絶対主義的天皇制

として把握した。一九三〇年代後半から一九四五年にかけて、思想弾圧が強化され自由な

言論が封殺された時代状況においてアカデミズムのなかで研究活動を行っていた三〇歳台

の若い研究者たち（丸山眞男、大塚久雄、大河内一男、川島武宜など）は、この「講座派」

理論から決定的影響を受け、「講座派」理論は戦後の近代主義成立の一つの思想的源泉をな

した。また「講座派」理論は、寄生地主制をはじめとして日本社会に広範に存在する前近

代的遺制の問題に注意を促し、日本社会の変革の当面の課題は、資本賃労働関係を克服す

る社会主義革命ではなく、農村における前近代的関係と財閥に代表される前近代的な独占

資本主義およびそれらに規定された専制的天皇制を克服する民主主義革命であると規定し

た。これは、農地改革、財閥解体をはじめとする GHQ による戦後改革にその理論的基礎付

けを与えるものであった。以上の事情により、戦後直後の日本において日本マルクス主義

は社会科学者の間で圧倒的影響力を行使した。しかし日本マルクス主義が大きな影響力を

行使し得た分野は、社会科学（特に経済学、歴史学、法学）であり、哲学においてはマル

クス主義の影響力はそれほど大きいものとはならなかった。その根本的理由は、哲学にお

いてマルクス主義者たちは社会科学における「講座派」理論に匹敵する普遍的パラダイム

を形成することができなかったことにある。哲学においてその役割を果たしたものは、西

田幾多郎、田辺元ら京都学派の哲学であった。マルクス主義哲学を日本の思想世界に定着

させるためには、西田、田辺の哲学をある意味で受容し、それをマルクス主義固有の論理

に接合する努力が不可欠であったが、マルクス主義哲学者の対応は京都学派の哲学者に対

するイデオロギー的批判に終始するものが多かった。 

日本マルクス主義の特殊性は、上記の「講座派」理論に規定されて、社会主義のための

理論としてではなく、直接的には、日本社会の近代化を推進する理論として形成され、機

能したことであった。この点で、日本マルクス主義は近代主義と「反前近代」という点で

共同歩調を取った。しかしマルクス主義本来の優位性は、資本主義近代の克服という点に

あり、「前近代」の克服のために要請される「市民社会」「民主主義」「自由」などの概念に

ついてはマルクス主義の知的ストックの中に十分な備えがなかった。マルクスの中に市民

社会概念を発見しようとするいわゆる「市民社会」派マルクス主義（高島善哉、内田義彦、

平田清明、望月清司など）の仕事の意義もここにあった。他方、前近代への批判＝近代化

論という点では、非マルクス主義的社会諸科学の中に膨大な蓄積が存在していた。戦後の

知的世界の中で、前近代の克服という課題をめぐって、マルクス主義は近代主義によって

次第にヘゲモニーを奪われていった。 

日本マルクス主義の影響力低下を決定的にしたものは、一九五〇年代後半から長期にわ
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たって持続的に進行した高度経済成長であった。高度経済成長によってマルクス主義、近

代主義双方が日本の近代化を阻む宿痾と見なしていた農村における前近代的関係は急速に

崩壊し、農村から都市への大量の人口流出と大企業による企業主義的統合が進行していっ

た。こうした趨勢の中で一九六〇年代以降、日本においても大衆社会状況が広がり、企業

支配や国家統治のありかたも類型的には大衆社会的統合に転換しつつあった。一九五七年

以降、大衆社会論争がマルクス主義者を巻き込んで激しく論争されたことは、客観的に進

行している大衆社会化を理論面で反映するものであった。この論争においてマルクス主義

者は、大衆社会化の現実を十分受けとめることができず、これをむしろ大衆社会論という

主としてアメリカ由来のイデオロギーとして把握し、これを批判した。大衆社会の成立に

よって日本社会は、世界史的に近代資本主義ではなく、現代資本主義の特徴を支配的契機

とする社会に入り込み、一九六〇年代以降、日本の財界や政府も大衆社会的統合システム

を確立する方向に舵を切っていった。大衆社会が提起する問題は、もはや「講座派」理論

の修正適用（反（アメリカ）帝国主義反（日本）独占資本主義の民主主義革命）では対処

することができない問題であった。これをもって「講座派」に由来する日本マルクス主義

は、その歴史的役割を終えた。日本マルクス主義のその後の歴史をたどることは、次の課

題である一。 

 

二．主體性論争的展開 

 大局的には上記のような展開を見た日本馬克思主義的歴史之中，於一九四七～一九四九

年間展開的主體性論争，具有特殊位置。因為，相對於馬克思主義的理論論争始終有馬克思

主義諸黨派内鬥的傾向，這個論争則是發生在戰後社會，針對確立新主體性的論争，而且是

馬克思主義範疇以外的知識人也一起被捲入的論争。這個論争，除了哲學家，社會科學家、

文學家們也都共襄盛舉，在戰後不久的論争之中，光就各領域研究者參與的這一點，便值得

大書特書。另外，以這個論争為契機，馬克思主義哲學内部的理論對立，即「主體唯物論」

派以及其批判者的正統馬克思主義，兩者之間對立態勢的形成，也具有重要的歴史意義。 

 

（一）梅本克己 

 主體性論争的開端，來自梅本克己的「人類自由的界限」（『展望』一九四七年二月号、梅

本 一九七七）。根據梅本的說法，近代市民社會雖然將市民從政治面上解放，但實際上只是

解放了利己且孤立的個人而已，因此，還有道德人格實踐的課題尚未達成，有待努力。在講

求現實的人類之中，當道德人格得到了回復之際，人類的解放才得以完成（マルクス『ユダ

ヤ人問題によせて』）、人格自由也才成為可能。梅本在「人類自由的界限」為首的一系列論

文中，將人類的道德人格的自由的可能性問題，以「馬克思式實踐」的立場作為其自身思考

這個課題的依據。此時，梅本積極評價西田・田邊哲學以無的概念試圖奠定人類自由之所以

成立的主體依據的基礎，並欲將此運用在與人類倫理的主體性問題相關的馬克思主義的基礎

依據上。此時，梅本的切口的獨自性，在於主張馬克思主義理論與實踐之間不得不成為媒介

的「空隙」的存在。 

  

                                                        
一 本稿ではスペースの関係で詳論できなかった日本マルクス主義の歴史については平子

（二〇一六）を参照。 
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人間解放の物質的条件を洞察する科学的真理と、そこに解放される人間の実存的支柱

とは、解放の過程にあってもたえず触れ合っているものでなければならない。･･････

多くの場合すぐれた指導者にあっては、この触れ合い、統一は確保されてきた。理論

の上では「省略」され、はげしい実践の過程にあってはもっとも重要な位置を占めた

もの－報いられることを期待せぬ解放への献身とか、利己心を絶対に去るとかいわれ

たものがそれ〔人間の実存的支柱〕である。けれどもその統一〔科学的真理と人間の

実存的支柱との統一〕が自覚的に反省され、自己の足場とする理論のうちに正当な場

所を与えられるということは閑却されてきたようである。･･････この空隙がマルクシ

ズムそのものの立場でみたされぬ限り、それを他のものによってみたそうとする企図

はどうしても起こってくる。たとえば新カント派が試みたカントの道徳法則によるマ

ルクスの補填がそれである。（「唯物論と人間」、梅本 一九七七:三四～三五） 

 

梅本認為，將「人類解放的物質條件的洞察」（科學真理）和「人類實存的支柱」（倫理主

體的自由）予以媒介性的統一，是現代哲學的課題，而當馬克思主義無法將這個「空隙」填

滿時，就必然會出現「用其他主義來填看看的嘗試」。針對這個馬克思主義的「空隙」，梅本

等主體性論者和正統派馬克思主義者之間展開了激烈的論争。梅本試圖將被視為「空隙」的

「人類實存的支柱」的實質內容，利用對田邊元的「無的辯證法」的批判性接受來加以填補。 

個人在本能上具有背棄全體的可能性，一般來說具有犯罪的可能性（根本惡）。這樣的個人

之所以可以作為倫理主體存活下去，意味著個人自我否定般地克服了自私的利己主義，為「全

體的目的」而獻身。對馬克思主義而言，這種自我否定般獻身的對象是勞動階級，勞動階級

的解放，同時意味了全人類的解放。在自覺這件事的過程中活用主體的倫理自由的方法得以

被發現，這個過程同時包含「否定性斷絕」、「質性飛躍」，而梅本認為此處便有「無的辯證法」

奏效的瞬間。 

 哲学における 主体性論争に先行して文学における主体性論争が展開された。これを主

導的に担ったものは『近代文学』に集まった作家たちであった。彼等は、エゴイズムを抑

圧する旧きヒューマニズムを批判しエゴイズムの復権を強調した。梅本の倫理的主体性が

個人のエゴイズム（全体への背反＝罪の可能性）を克服し、歴史的全体への自己否定的献

身を意味するとき、文学と哲学における主体性論争のヴェクトルは正反対に向かっている

ように見える。しかし梅本の倫理的主体性の自覚は、同時に「全体への背反＝罪の可能性」

をもつ個の徹底的自覚を前提として、そこからの「質的飛躍」として全体への献身が説か

れているかぎりで、両者の主張は両立可能であると考える。 

 

（二）梅本的田邊哲學的受容與批判 

 梅本所構思的馬克思主義，其獨自性在於將內藏於馬克思主義的理論中的「空隙」，以「無

的哲學」來填補的這個論點，因其開啟了馬克思主義和京都學派哲學（梅本的話，尤其是田

邊哲學）對話的可能性。 

 

種透過自我的否定轉換，使個的死復活得以現成，因此成為無之有的媒介。而我們生存

或死亡的現實的歴史世界，正是這個有的媒介的世界，但若要掌握從中發展的論理，只

能從這個有的媒介的分裂止揚、統一的方面著手。此處有無的哲學與馬克思主義的接觸

點。（「無の論理性と党派性」、梅本 一九七七:八五～八六） 
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 如同「種透過自我的否定轉換，使個的死復活得以現成」這句話所示，梅本的主體性論，

是以戰後的田邊的論理『懺悔道的哲學』為基底。據田邊所言，所謂的懺悔，是「透過懺悔

的行為來彌補自己的過去，正如從前種種譬如昨日死，以後種種譬如今日生的悔改或回心

（Conversion）之意」（田辺 二〇一〇a：一二）。 

關於透過這個「悔改」、「回心」的有限存在的死復活，田邊根據在戰時的痛切的自我批判

的體驗，如此敘述： 

 

徹底接受矛盾分裂，在其底下自我放棄、毀滅之際，透過這樣的自我放棄所現前的，是

愛這個革新現實的絕對現實的不可思議的他力，將自我作為其發展的媒介而使之復活。

由衷感謝這個他力復活之愛，並為了知恩圖報，將自我虛無化來犠牲自己、奉獻他人，

據此成為這個愛的媒介，終至成為從旁協助的自我，並以受到絕對的無即愛支持的實存

･･････成為靈共同體的永遠存在。其轉換的先兆，除了懺悔，別無其他。（田辺 二〇一

〇a：四四五～四四六） 

 

 我們這些有限存在，成為了絕對無的媒介。而實現所謂「有即無」的有限者的本來樣貌（往

相），便是對絕對無的功用的「無即愛」，亦即，置所有的相對者於愛之中的、對絕對無發揮

其功用的協助。因此，我們對神之愛，即是對隣人之愛（還相）。神對於我以外的相對者的救

贖，針對這個救贖的功用，我本身唯有不惜犠牲自己、全力協助之外，不可能有其他的對神

之愛。田邊如此將之整理歸納為「神之愛」、「對神之愛」、「隣人愛」，並稱之為「愛的三一性」。 

 透過絕對無的功用的「無即愛」，有限存在的「有即無」得以成就，達成「死復活」的有限

存在，協助其他有限存在的救贖。戰後的田邊再將這樣的論理加以擴大，終至提唱統合基督

教、日本佛教以及馬克思主義的「第二次宗教改革」。 

 

キリスト教もマルクシズムの階級理論にまで B[Besonderheit]の特殊性を具体化し、

自らを、･･････罪悪の自覚にまで徹底し徹底せしめられて、自己否定の極、無の転換

に復活還相せしめられるのでなければならぬ。これがキリスト教自身の仏教媒介なの

である。斯様にマルクシズムと仏教（特に日本仏教）とに媒介せられて、キリスト教

自らが自己を新にすることができる。これがいわゆる第二次宗教改革というべきもの」

（田辺 一九六三：三二三～三二四）なのである。 

 

其次是檢討梅本從馬克思主義的立場，如何批判田邊哲學並與之對決。梅本直接以田邊哲

學批判為主題的論文，是「無的論理性與黨派性―田邊哲學批判，尤以第二次宗教改革的預

測為目的―」（一九四八年三月）和「絕對辯證法批判―以田邊哲學為例―」（一九四九年一

二月）。在此，將以這兩篇論文來檢討梅本對田邊哲學的理解。根據梅本的論述，存在的關係

經常是「有對有的否定關係」，「無」從未以存在的層級登場。「無」之登場，是在個體的主體

性誕生之時。在此，個體主體性的誕生，因為是個體作為死復活的經驗，作為「從無的誕生」，

主體性自此有了覺醒。 

 

有対有の否定関係が、存在の根源としての無―絶対否定性―に転化するのはこうした

主体性生成における死復活の地盤においてであって、これを客体的にとらえればどこ
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までも有の否定関係である。･･･････これ〔無〕が主体的生成の自覚面でとらえられる

ときには断絶における否定面が死として体験されるために、自己生成は無からの生成

としてうけとられ、絶対無というものがあり、そのはたらきとして有的世界の否定転

換が行われるようにおもわれてくる。宗教としての仏教はここから生まれてくる」（梅

本 一九七七：八〇）。 

 

その自覚の弁証法的過程の結節点にはたえず否定的断絶が含まれる。その断絶―質的

飛躍―が主体的にとらえられるところにいわゆる「無」の瞬間がある。唯物弁証法と

てもその例外ではなく、またこうした「無」をふくまぬとしたら弁証法は成り立たな

い。（梅本 一九七七：五一） 

 

 梅本的田邊批判的要點，在於「無」本應限於個體的主體性誕生的自覺（個體的死復活）

的場合才能受到理解，但卻在田邊哲學中，被不當擴大適用於本來只是從有到有的否定性轉

換的歴史存在的論理中。梅本批判的是，在京都學派的無的哲學中，應該只限於個體的主體

性誕生的情況、以非存在論予以理解的「無」，卻遭到存在論化。 

 

無は歴史的現実の否定転換を主体的にとらえるとことに生まれる意識の事実であるが、

存在の根源ではない。･･････ただ唯物論は、その根源を抽象的個人の主観的方向の背

後にではなく、不断の歴史的現実への脱出によって主体化する。この主体化の過程に

無の哲学固有の領域があるとおもわれるが、しかしそれが唯物論的基礎を遊離する場

合、無が結局において宗教的実体に転化する方向を阻止することはできまいとおもわ

れる。一方唯物論の側からすれば、この場面において仕残した領域があり、それを率

直に認めて自からの課題とせぬかぎり･･････観念論の根を断つことはできないのでは

なかろうか。（梅本 一九七七：九三） 

 

 現實上的歴史過程中，引發對立的諸契機之中，有時會有其中一個的契機壓倒其他契機，

並順勢贏得勝利的闘争過程。在歴史的激烈闘争過程中，不只存在著慘遭消滅命運的多數契

機，互相闘争的諸契機同歸於盡的局面也會發生。然而，在歴史過程的到達點上，過程中互

相闘争的諸契機遭揚棄，並在新的統一之中分別被賦予其應有的存在位置。梅本批判的是，

「無的辯證法」將原本在現實歴史過程的「到達點上的統一的論點」偷偷換成了「通往統一

過程的論點」。透過這種偷換，在歴史過程中互相對立的諸契機的動態・闘争的關係退到後面，

有限性諸契機等於是以「絕對無」為媒介被「攝取」及靜態化。 

 

現実の歴史においては、対立のいずれか一方が歴史的必然をになうことによって優勢

を示し自分のうちに他を止揚するのであるが、ここ〔田辺哲学〕ではこうした関係は

拒否され、否定は両者の絶対否定であり、この否定転換において両者が並び立つとさ

れる。･･････現実には、一方項による他方項の否定止揚を運動過程として、この否定

運動―変革―による統一の段階において、既存の両者が既存の対立を止揚されて並び

立つわけであるが、無の弁証法はこの到達点における統一の論理を、統一への過程の

論理におきかえてしまうのである。だからどのように諦観を破る実践的変革が強調さ

れても、事実として変革を回避する現状肯定の論理になってしまっている。（梅本 一

5

馬克思主義與主體性論争（中譯）



九七七：一一二～一一三） 

 

 如同梅本的批判，田邊「絕對批判」的辯證法不管如何「強調實踐的變革」，本質上仍是「回

避變革、現狀肯定的論點」。這一點，從田邊的「闘争」概念也可窺知。 

 

所謂闘争，一種是在闘争中，和反對者戰闘到底，另一種是･･････自己一邊戰闘，同時

一邊設法使對方存活，為此而致力於將戰闘的對方･･････往應去的方向誘導，也就是說

讓對方和自己一樣，往絕對者的方向前進，並使之為其助力。闘爭是為了愛，為了存活。

或者甚至可以說是為了協助神之愛的實現而闘爭。（田辺 二〇一〇b:七六） 

 

 梅本的田邊批判，簡言之，結果是對田邊透過「絕對無」將歴史哲學作為「愛」之實現的

宗教哲學化的批判。田邊如此定義「歴史的意義」： 

 

作為無的轉換點，在教行上信証永遠的現在的個人的自我，因為是實存的主體，實存反

而只是被無附在根基的、無的現成而已。･･････〔實存是〕實現共存互助、相互教化、

井然有序的平等社會。･･････那是人類互助祥和的手足世界，建設它、存活它的歡喜，

必須是人類存在的意義不可。在此所被賦予的無的絕對是愛，是大悲。無即愛，絕對轉

換的大非即大悲的行証，才是神國的建設，才是前往浄土的往生決定。歴史的意義，是

將之貫徹〔藉由實存〕在行証下的神之國的實現。（田辺 二〇一〇a：四三三～四三四） 

 

 透過絕對無的大悲＝愛的歴史的救贖＝「人類互助祥和的手足世界」的實現的論點，是以

親鸞的『教行信証』為典據、被具體化為獨特的「雙重的往相＝還相論」： 

 

自力受到他力的媒介而進入救贖，轉變成作為絕對無的媒介的空有（往相），與此同時，

絕對更成為救贖其他互相對立的相對的媒介，此時必須協助絕對（還相）。･･････絕對對

於相對的救贖，必須是其救贖的對象相對，以及對其相對的先進相對的，這種以雙重的

相對為媒介來進行才對。但･･････與救贖的對象相對完成同樣教行的，並非絕對本身，

･･････而是相對還相的相對者，在含攝兩個相對者的種的共通基底下，兩者被對立性地

媒介。･･････成為救贖的對象者，也針對成為協助救贖的協力者，作為後進盡量接受指

導強化來媒介先進者的還相，自己被以往相形式救贖之後，更要對其他的後進相對者的

指導教化還相不可。･･････往相和還相之間，並不僅是具有規定前後的順序而已，反而

存在著在還相中證實往相的交互關係，･･････從這一點來看，相對既是平等也是交互的，

形同手足。･･････在絕對媒介的立場上，因為一切是轉換和交互的，所以既是保持先後

的，也同時是平等的。這種･･････既非只是先後，也非只是平等的手足關係，可謂具體

呈現了世界歴史的構造。（田辺 二〇一〇a：四一一～四一四） 

 

 像這樣，田邊將倫理和歴史藉由超越的絕對者的「還相」，作為先進主體與後進主體之間成

立的「手足教化」的過程來把握。戰後的田邊利用這個「手足教化」的原理，提出了統合資

本主義的民主主義與社會主義的平等之間對立的新社會構想。 

 

我認為應該可以以還相的概念作為這個手足教化的原理，並使之具有新社會原理的意義。
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亦即，希望民衆以統和資本主義的市民社會的自由和社會主義的平等的手足情誼（友愛）

來互相扶持。（田辺 二〇一〇a：四一六） 

 

 田邊曾說：「還相思想擁有宗教給予的保證，因此特別感到滿足」（『懺悔道としての哲学』

田辺 二〇一〇a：四一九），但這卻成了田邊的歴史・社會・政治哲學的致命弱點。因為田

邊的哲學是「依賴真宗教義的指導，以作為他力哲學而得到發展」（同所），所以對於不可能

共有這個「真宗教義」的人而言，尤其是對與神學或宗教哲學保持距離、希望以内在或實質

觀點來理解歴史・社會・政治過程的人而言，是一個完全無法接受的哲學。田邊的「還相思

想」之所以在戰後的冷戰構造下、人類瀕臨滅亡危機之時，幾乎無法發揮其任何影響力，原

因亦在此。 

  

（三）主體性論争的結局 

 由梅本開啟的主體性論争，不僅引發了在馬克思主義内部的論争，也在不採取馬克思主義

立場的知識人之間，得到了熱烈討論。主体性論争への参加者は、おおまかに以下の四グル

ープに分かれる。（１）主体性概念の徹底的対象化を主張し、この概念の科学的基礎づけを

主張するいわゆる科学主義の立場で、清水幾太郎、宮城音弥らによって代表される立場で

ある。(２)梅本らによる主体性概念の提起の積極的意義を認め、これを自らのよって立つ

方法論ないし世界観によって再解釈する立場で、丸山眞男、真下信一らによって代表され

る立場である。(３)文学における主体性論争は、『近代文学』に依拠する作家・評論家によ

って主張され、エゴイズムと実感の肯定として展開された。 (４)最後に、梅本の主体性概

念の提起を哲学上の「修正主義」として批判するいわゆる正統派マルクス主義の立場で、

松村一人らによって主張された二。 

 実践を支える主体的契機、価値や目的は存在の状態から連続的に生みだされるものであ

り、社会科学的に対象化することができると考える点で、科学主義の立場（清水幾太郎、

                                                        
二 松村一人は、正統派マルクス主義の立場から梅本の主体性論に対して全面的批判を加

えた。松村の批判は、第一に、倫理的主体性を基礎づける梅本の人間規定が「根源的な利

己を含みながら、しかもその否定においてのみ自己の本来性を獲得する社会存在としての

人間」という抽象的普遍的規定に置かれており、「人間とは現実には一定の生産関係のう

ちにある人間、階級社会においては階級的人間であることを忘れている」（松村 一九四

九：四二）という点にあった。松村は、すべての倫理が本質的に特定階級の倫理であるこ

とを主張しつつ、梅本の構想する倫理的主体性にはこのような階級的観点が欠如している

ことを批判する。第二に、労働者階級の階級的倫理にとっては、梅本が個人の主体性獲得

に際して見たような「無の論理」によって媒介された個の「死復活」というような断絶は

存在しないということであった。「マルクス主義の主体的側面は、労働者階級の利益であ

り、その解放の必要であり、共同の闘争のうちに形成されていく階級意識、連帯の意識で

ある」（松村 一九四九：五三）。階級的に形成された人間は、その社会的存在に規定され

て、搾取のもとになやみ、より幸福な社会への意欲をもち、その変革をはばむ搾取者とそ

の権力への反抗をもち、利害を同じくする者への連帯の感情、献身をもつと主張される。

マルクス主義の「主体性」とは、「労働者階級という主体の階級利害という主体性」に他

ならない。階級的倫理の立場からすれば、社会的存在と倫理とは切れ目無く連続してい

る。その限り、松村にとって、マルクス主義の中に「無の哲学」によって充填されなけれ

ばならぬ「空隙」は存在しない。「「空隙」は、マルクス主義にあるのではなくて、マルク

ス主義に「空隙」を感じる者にある」（松村 一九四九：八一）。 
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宮城音弥）と正統派マルクス主義（松村一人、古在由重）とは共通の立場を取り、ここか

ら主体性論に対する反論を展開した。両者には、社会科学と大衆の生活意識の結合に対す

るオプティミズムが存在し、これが主体性論者によって提起された問題に対する理解を妨

げる主要因をなしていた。 

 他方、主体性論者の主張は、主体性概念がなぜ提起されなければならないのかという点

については明確な主張が見られるものの、この主体性の論理構造の問題、科学的に対象化

しうる主体性と対象化しえない主体性との関係、科学と哲学と世界観との関係などについ

ては十分な説明を与えることはできなかった。 

 主體性論争受到媒體關注的時期，僅僅三年，即一九四七～四九年。主體性論争在敗戰後

的民主化過程中，於「推動民主革命的主體如何形成」等等極具實踐性的問題意識之下，被

提出及議論。梅本等主體性論者，透過直接質疑知識人的自立性和倫理自由的根據，讓問題

不侷限於歴史的人類主體性，而使之提升至普遍性的高度。這點具有重大的意義。 

另外，這個問題在站在馬克思主義和非馬克思主義立場的哲學者及社會科學者之間，提供

了開放性的意見交換的空間，這也很重要。而且，主體性論争的提出者梅本的構思，目的在

於馬克思主義和無的哲學之間的對話，透過無的哲學，想讓馬克思主義更為豐富。這個嘗試，

成為被正統派馬克思主義（核心成員是松村一人）激烈責難的目標，論争的過程中，梅本本

身接受松村等人的部分批判，從「勞動階級的階級黨派性」的觀點，採取將理論予以整合化

的方向，也因此梅本自己的論點未能得到充分的展開而結束。發表者察覺到主體性論争開啟

了京都學派哲學和馬克思主義哲學之間具生産性和學術性的交流，但也同時察覺到這個論争

的終結，卻是之後兩者持續保持疏離的不幸狀況的開始。在此意義下，主體性論争對戰後馬

克思主義而言，是一個歴史分岐點。   
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