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2014.01.12 H.TsubakiNo.40

備忘録小論攷週刊

椿蔵書「レーニン全集（英語版）第21巻」のカバー

【第７回】ヘーゲル哲学から弁証法的唯物論へ
)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 「弁証法」ⅹ◆シュタインの「不器用な三段階法」を嘲笑し、それを唯112 38

物弁証法と混同するのはばかげていると述べている 年 月 日付のマルクスのエンゲルスへの1868 1 8

手紙を参照せよ。◆この日、マルクスはエンゲルスに 通手紙を書いている。 通ともけっこう長文2 2

2013.11.27である。

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 「弁証法」 ◆ ～ 年の手紙はＭＥ全集第 巻に収録。◆当113 39 xi 1868 1870 32

時エンゲルスはマンチェスターにいた。◆レーニンの言う「 年 月 日付のマルクスのエンゲ1868 1 8

2013.11.27ルスへの手紙」は、その 通のうちの前者。2

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 「弁証法」 ◆ 「いちばんこっけいなのは、デューリングが僕をシ114 40 xii M

ュタインと対比していること」◆「僕は弁証法を駆使しているのに対し、シュタインは、 ， のヘ2 3

ーゲル的範疇のおおいをかぶせながらじつに些細なことを無思想に並べ立てているから」

2013.11.27

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 ◆以上で「弁証法」をおわって、次からは「唯物史観」である。◆余115 41

談。対談で不破哲三氏が「マルクスを読んでいると、哲学的に唯物論か観念論かで悩んだ形跡がほと

んどない」と言っているのを読んだ （しんぶん赤旗 「古典教室」第 巻を語る）。 2013.11.22 2

2013.11.30

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観ⅰ◆人間の社会生活に適用された唯物論は、社会的意識を社116 42

会的存在から説明することを要求していた。◆Ｌは「経済学批判」序文を引用する 「人間はその生。

活の社会的生産にあたって、一定の、必然的な彼らの意志から独立した関係、生産関係にはいる 」。
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2013.11.30

【 】 「 。117 43)◆Ｌ Ｋ・マルクス 唯物史観ⅱ◆ これらの生産関係の総体が社会の経済的構造をつくる

これが現実の土台であって、◆そのうえに法律的および政治的な上部構造が立ち、◆またそれに一定

2013.11.30の社会的意識諸形態が照応する 」。

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観ⅲ◆「物質的生活の生産様式が、社会的・政治的・精神的な118 44

生活過程一般を条件づける。人間の意識が彼らの存在を規定するのではなくて、逆に、彼らの社会的

2013.12.24存在が彼らの意識を規定するのである 」。

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観ⅳ◆「社会の物質的生産力は、その発展のある段階で、この119 45

生産力がそれまでその内部で働いてきた現在の生産関係（あるいは所有関係〈生産関係を法律的に言

2013.12.24いあらわしたもの ）と、矛盾することになる 」〉 。

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観ⅴ◆「これらの関係（生産関係あるいは所有関係）は、生産120 46

力の発展のための形態から、その桎梏にかわる。そのとき、社会革命の時代がはじまる。経済的基礎

2013.12.24の変化とともに 巨大な上部構造全体が あるいは徐々に あるいは急速に変革される、 、 、 。」

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観ⅵ◆「このような変革を考察するさいには、ＡとＢとを、つ121 47

ねに区別しなければならない 」◆Ａは「自然科学ふうに正確にたしかめることができる経済的生産。

2013.12.26諸条件における物質的変革」◆Ｂは、

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観ⅶ◆Ｂは「人間がこの衝突を意識し、またそれをたたかいぬ122 48

く法律的・政治的・宗教的・芸術的あるいは哲学的な、つまりイデオロギー的な諸形態」

2013.12.26

【 】 「 、123 49)◆Ｌ Ｋ・マルクス 唯物史観ⅷ◆ ある個人がどういう人物かということを判断するのに

その個人が自分で自分をどう考えているかによらないのと同じように、このような変革の時代を、そ

2013.12.26の時代の意識によって判断することはできない」

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観ⅸ◆「むしろこの意識のほうを、物質的生活の諸矛盾によっ124 50

、 、 。」て 社会的生産力と生産関係とのあいだに衝突があるということによって 説明しなければならない

2013.12.26

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観ⅹ◆レーニンはここで 「 年 月 日づけのマルクスから125 51 1866 7 7、

エンゲルスへの手紙にある短い定式､《生産手段によって労働の組織が規定されるというわれわれの

2013.12.26理論》を参照せよ 」と記している。。

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ◆「 年 月 日づけのマルクスからエンゲルスへの手126 52 xi 1866 7 7

紙」で、ＭはＥに《このテーマ（生産手段による労働組織の規定というわれわれの理論）をとくに取

り扱う「資本論」第１巻の「直接的協力者」になってほしい》と望んだ◆が実現しなかった。

2014.01.10

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ⅱ◆Ｅは、インタナショナルのための文筆活動やその他の127 53 x

重要な用件のために「資本論」第１巻の「直接的協力者」になる時間をもてなかったのである。◆Ｌ

2014.01.10『 年におけるＫ・ＭとＦ・Ｅの往復書簡のための綱要』1844-1883

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ⅲ◆「唯物史観 の発見」128 54 x the materiaist conception of history

2014.01.15＝「正確には、社会現象の分野への唯物論の首尾一貫した延長・適用」

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ⅳ◆社会現象の分野への唯物論の首尾一貫した延長・適用129 55 x

2014.01.15the consistent continuation and extension of materialism into the domain of social phenomena

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ◆それ以前の歴史学説の持っていた二つのおもな欠陥が取130 56 xv

りのぞかれた。◆マルクス以前の「社会学」と編史とは、せいぜい断片的にかき集めてきた生のまま

2014.01.15の事実の集積や歴史的過程の個々の側面の描写をあたえただけであった。
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)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ⅵ◆マルクス主義は ［Ａ］することで[Ｂ]を実現し、その131 57 x 、

ことによって［Ｃ］をあきらかにし ［Ｄ］をさししめした。◆［Ａ］～［Ｄ］をレーニン自身の言、

2014.01.25葉で読んでみよう。

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ⅶ◆[ ]マルクス主義は、いっさいのあい矛盾する諸傾向の132 58 x A

総体を考察し、それぞれをさまざまな社会階級の、正確に規定できる生活諸条件と生産諸条件とに帰

2014.01.25着させる。

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ⅷ◆［Ｂ］マルクス主義は、個々の「主導的」な思想をえ133 59 x

2014.01.25らびだしたり解釈したりする点での主観主義と気ままを排除した。

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ⅸ◆［Ｃ］マルクス主義は、例外なしにあらゆる思想、あ134 60 x

2014.01.25らゆるさまざまな傾向の根源が物質的生産力のの状態にあることをあきらかにした。

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ⅸ◆［Ｄ］マルクス主義は、経済的社会構成体の発生、発135 61 x

2014.01.25展、衰退の過程を包括的、全面的に研究する道をさししめした。

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観ｘｘ◆マルクスは、歴史を科学的に研究する道をさししめし136 62

2014.01.31た。◆このことにかんして、レーニンは５つの問題を提起している。

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ◆人間は自分で自分の歴史をつくる。しかし、◆①その人137 63 xxi

間の、しかも多数の人間の動機はなにによって決定されるのか、◆②あい矛盾する思想や志向の衝突

2014.01.31はなにによって呼びおこされるのか、

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ⅱ◆③あまたの人間社会のこれらすべての衝突の総体はど138 64 xx

ういうものか、◆④人間の歴史的活動全体の土台をつくりだす物質的生活の生産の客観的諸条件はど

2014.01.31ういうものか、◆⑤これらの条件の発展法則はどういうものか。

)◆Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ⅲ◆「マルクスはこれらすべての問題に注意をむけ、歴史139 65 xx

を、はなはだしく多方面的で矛盾にみちたなかにも合法則的な、単一の過程として、科学的に研究す

る道をさししめしたのである （レーニン全集第 巻 ）◆「唯物史観」の項おわり。。」 21 p.45

【第６回】徒然草から
高野の證空上人
【徒然草( 】◆第 段◆「高野の證空上人、京へ上りけるに、細道にて、馬に乘りたる女の行き94 106

あひたりけるが、口引きける男、あしく引きて、聖の馬を堀へ落してけり。…」とある。◆さて、こ

2013.10.17の 高野の證空上人 とはどういう人か その伝記は ◆岩波版には あっさり 伝不祥「 」 。 。 、 「 」。

【徒然草( 】◆第 段②◆そこで、私は 「證空（証空）上人」とは、後嵯峨上皇や藤原道家を受95 106 、

戒させた高僧（生年 前後～没年 ）のこと◆という仮説を立ててみた。◆◆「大日本1190AD 1247AD

2013.10.17史料 の記事を分析すると 證空 前後～ という僧がいたと考えられる」 「 （ ）」 。1190 1247

生年1190AD前第 段関連 「證空（証空）上人」とは、後嵯峨上皇や藤原道家を受戒させた高僧（106

～ ）のことか後 没年 1247AD

「大日本史料」には「証空」の記事が８件ある。

①長保１年( )１１月２０日 太皇太后御悩に依り、阿闍梨証空をして、御修法を行はしむ、999AD
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②寛仁２年( )５月１８日 （合叙）阿闍梨証空の事蹟、1018AD

③嘉禎１年(1235AD )５月２５日 道家、僧証空に就きて受戒す、

④嘉禎１年(1235AD )５月２５日 （合叙）十二月二十日、道家、証空の房に赴く、

⑤寛元４年(1246AD )５月１４日 上皇（後嵯峨上皇）、証空「善恵」につきて、御受戒せしめ給ふ、

⑥宝治１年(1247AD )５月２９日 後嵯峨上皇、証空「善恵」に就きて、御受戒あらせらる、

⑦宝治１年(1247AD )１１月２６日 （第二条）僧証空「善恵」寂す、

⑧大永３年( )３月２３日 三条西実隆、証空（善恵 ）の抄物を叡覧に供す、1523AD 、

年代から見て 「証空」という名前の人物が少なくとも３人はいたと思われる （ ①と② 「③～⑦ 「⑧」か ）、 。「 」、 」、 。

徒然草が書かれたのが 前後だから、⑧は除外、①②は古すぎ、ということで③～⑦が該当しそうである。1330AD

なお、④の「道家」は、鎌倉時代前期の公卿藤原（九条）道家（建久 年（ 年） 建長 年（ 年 。鎌倉幕4 1193 - 4 1252 ）

府とも提携して権勢をふるったことで知られる ）。

後嵯峨上皇や藤原 受戒した高僧ということになる。③～⑦の「証空」が同一人物だとすると、 道家に

死去したのが1247A Dとある（⑦）。1235A Dにはすでに道家に受戒するほどの高僧であったことから、そのころ４０～５０歳と

すると（当時若年であったとは思えないから）、生年は1190A D前後ということになる。60歳前後で死去。当時としては高齢であ

この証空が、第 段にでてくる「高野の証空上人」かどうかは、年代的に符合しそうだが、わからったと思われる。 106

ない。

質朴ならずして拙きもの
【徒然草( 】◆第 段◆質朴（すなお）ならずして、拙きものは女なり。その心に隨ひてよく思96 107

はれんことは、心 憂かるべし。◆（女というものはそんなものなのに ）女によく思われようとす、

2013.10.22ることは、情けない限りであろう。◆説明を要せず。

【徒然草( 】◆第 段②◆たゞ迷ひを主（あるじ）としてかれに隨ふ時、やさしくもおもしろく97 107

も覺ゆべきことなり。◆男が妄想に支配されて女の心に順応する場合にのみ、女が優美にも面白くも

2013.10.22感じられるのである。◆これも、説明を要せず。

寸陰惜しむ人なし
【徒然草( 】◆第 段寸陰惜しむ人なし◆もし人來りて、わが命、明日は必ず失はるべしと告げ98 108

知らせたらんに、今日の暮るゝ間、何事をか頼み、何事をか營まむ。我等が生ける今日の日、何ぞそ

の時節に異ならん。◆「明日おまえは死ぬ」と告知されたら今日をどう生きるか。寸陰惜しむべし。

2013.10.22

高名の木のぼりといひし男
【徒然草( 】◆第 段高名の木のぼりといひし男（おのこ）◆人を掟てて、高き木にのぼせて梢99 109

を切らせしに、いと危く見えしほどはいふこともなくて、降るゝ時に、軒長（のきたけ）ばかりにな

2013.10.22りて 「あやまちすな。心して降りよ」と言葉をかけ侍りし、

【徒然草( 】◆第 段②◆「あやまちは、安き所になりて、必ず仕ることに候」◆「鞠も、かた100 109

き所を蹴出して後 やすくおもへば 必ず落つと侍るやらむ ◆危険が去った 難題をこなした こ、 、 」 、 、「

れで大丈夫」というところになってから過ちがおこる（木から落ちる、鞠を蹴りそこなう）のだ。

2013.10.22

【徒然草( 】◆第 段③◆高名の木のぼりといひし男（おのこ）◆あやしき下臈なれども、聖人101 109

。 、 。 「 」の戒めにかなへり ◆身分の低い者ではあるが 聖人の説かれた戒めによくかなっている ◆ 言葉

だけに捨象すると、現場の危機管理・モチベーション維持理論と、聖人の戒めは共通する

2013.10.22


