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田畑稔2022年後期講義
「生活過程論」で読むマルクス
ーー「21世紀のマルクス」 へ

10/26 第１講 （個人的生活過程・関連）
「生きる」思想について

11/30 第２講 （物質的生活過程・関連）
マルクスにおいて唯物論は何を意味したのか

12/21 第３講 （現実的生活過程・関連）
現実性、意識、イメージ、そして幻想
――現実性と実在性の差異

01/25 第４講 （歴史的生活過程・関連）

晩期マルクスが直面した諸問題
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マルクス「生活過程」全体図（暫定）

I. 「総過程」としての「生活過程」（「人間たちは生活する」）
「現実的生活過程」 現に作動しつつある存在様相下に見られた「総過程」
「社会的（gesellschaftlich）生活過程」 単位社会における「総過程」
「歴史的生活過程」 マクロな変容過程として見られた「総過程」

II.「生命過程」 人間たちの「生活過程」の地盤（element）をなす過程
地球環境下の生命史的生態学的過程
ヒトおよび「身体的生活過程」（生理学的身体過程）

III.「部分諸過程」（近代社会における）としての「生活過程」とその端初規定
「物質的生活過程」「生活諸手段の生産、分配、交換、消費」の諸行為、諸構

造、諸過程
「社会的（sozial）生活過程」 「人間たちの相互諸行為」、その諸構造、諸過程
「政治的生活過程」 「社会の公的総括」の諸行為、諸構造、諸過程
「精神的生活過程」 認識、価値判定、意志、学習などの諸行為、諸

構造、諸過程
IV.「[個人的]生活過程」
「総過程」を〈織り込み〉つつ営まれる人格的（persönlich）生活過程
「身体的生活過程」（「生きられる」身体過程）を含む
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今日の話

（１）前回の補足として「生きる」思想の二つの事
例を追加確認

（２）マルクス「唯物論」の特質を確認

（３）18世紀啓蒙の闘いと唯物論について概観

（４）マルクス「唯物論」の21世紀的展開で必要
な事
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前回の補足A
山上徹也の場合

（１）母の入信。夫の自殺、長男の小児がん、自分の弟の交通事故死、実母の死が続
き、1991年ごろ入信。自分を支える信仰を「生きる」思想として必要とした。

（２）不幸なことに、新々宗教の一つである統一教会は、神がかり中心でなく、事業家
的政治集団的対人操縦技法的特質で際立ち、宗教的救済を金銭収奪と連動させ
るシステムを特徴とする教団だった。

（３）山上は統一教会に飲み込まれた母を次のように書いている。「個人が自分の人
格と人生を形作っていくその過程、私にとってそれは親が子を、家族を、何とも思
わない故に吐ける嘘、止めるすべもない確信に満ちた悪行、ゆえに終わることの
ない衝突」。

（４）山上の自殺未遂（2005年）。これは兄と妹に死亡保険金を渡すため。追い詰めら
れつつも、彼には命を賭けて守るべき家族があった。

（５）統一教会「成敗」の根拠は個人的恨み〈だけ〉ではない。「世界中の金と女は本来
自分のものだと疑わず、その実現に手段も結果も問わない自称現人神。そのよう
な人間を神とあがめる集団、それが存在する社会、それらを「人類の恥」と書きま
したが、今も変わりません」。教祖や元首相を裁く根拠は自分の中の「人類」。

（６）安倍は「現実世界でもっとも影響力のある統一教会のシンパの一人に過ぎない」
が、安倍の死のもたらす政治的意味、結果についてもはや私には考える余裕は
ありません」

以上、米本和弘宛の手紙他から推察



前回補足B DV被害者たちの自助組織
斉藤学『魂の家族をもとめて』1995

（１）DV被害者たちは、被害を表ざたにできず、法
や警察への介入要請をためらい、被害に耐える
ことを愛情と見てしまうケースが非常に多い。家
族依存症とも言われ、これまた地獄の生活。

（２）夫の暴力から子供を連れて逃げること、追っか
けてくる夫から身を隠し続けること、その間生活
も確保しつづけること、そのためには避難所が
必要であり、また自分自身の「生きる」思想の改
造も不可欠である。

（３）専門家や当局のサポートは当然必要だが、決
定的に大事なのは被害者たち自身の連帯組織
であって、これは「共同苦悩のアソシエーション」
と呼ぶことができるだろう。

（４）苦悩は絶望的に孤独であるが「共同苦悩」はま
さに「生きる」ための思想である。この自己改造
も決して容易なことではないが、DV被害体験者
たちの連帯は広く実践されているものです。



VI-B：「資本の経済」の歴史的運動パタン

狭い利害と
ミクロの合
理性で突
進

マクロの非
合理を蓄
積

生活危機

社会運動・
アソシエー
ション・反
乱・陣地戦

国家による
規制と補完

（１）イギリス「工場法」制定過
程（1802）長時間労働、劣
悪労働環境、安価な子供・
女性の労働

（２）公害（排水汚染、排ガス
汚染、農薬汚染、森林伐
採）

（３）新自由主義（市場競争超
楽観論）→「豊かな中間層」
の崩壊

（４）車社会と温暖化危機

（５）「捨てさせる戦略」と過剰
消費

（６）実体経済から遊離したマ
ネーゲーム（村上ファンド）



VI-C：ヘゲモニー（同意による支配）と対抗ヘゲ
モニーの陣地戦

生活危機

カウンターヘゲ
モニーの社会
運動・陣地戦

民間ヘゲモ
ニー団体や政
府は既得権と
の調整に動く

ブラックな実態
を規制

民間ヘゲモ
ニー団体や政
府はヘゲモ
ニーを再構築

（１）原発や統一教会をめぐ
る攻防などがよくわかる
事例。

（２）決定的に重要なのは社
会運動のカウンターヘゲ
モニーの圧力である。

（３）この循環が成り立つた
めには、支配権力から自
立した野党および独立
ジャーナリズムの存在も
不可欠である。



『提言』6回連載「21世紀、マルクス、そして唯物論」

（１）「市民（ブルジョア）社会の唯
物論」を批判する唯物論

（２）「啓蒙の戦い」：「唯物論」「自
然主義」「無神論」「幸福主義」
「環境理論」「知の百科全書的
結集」

（３）マルクス自身に内在して「唯
物論」を再読する

（４）「市民（ブルジョア）社会の唯
物論」と「物象化（物件化）」

（５）脳生理学的唯物論の検討

（６）マルクスにおいて「唯物論」は
何を意味したか
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マルクス「唯物論」の特質・概観

（１）「唯物論的共産主義」「批判的唯物論的社会主義」という形態。
①実践的目標は社会主義（物質的生活の共同の組織化）
②知的スタイルは批判（まず過程へ内在し概念把握）

③歴史運動主体は自分たちの物質的生活過程（や現実的生活過
程）による条件付けに自覚的であれという要請をかかげつつ、物
質的生活の共同の組織化をめざす。

（２）マルクス「唯物論」は本質的に「市民（ブルジョワ）社会の唯物論」
や「物象化」への実践的批判を含み、二重構造を持っている

（３）マルクスの物質概念は「物質的生活過程」の概念である。つまり
生命再生産のために必要な財やサービスを生産・分配・交換・消
費する過程

（４）「実践的唯物論」。実在性より現実性（action-reaction-interaction-
counteractionの連鎖交差）

（５）還元的唯物論でなく形態形成の唯物論

経済的政治的精神的な「形態」をその地上的実質に還元するのでな
く、現実的なものがなぜ、どのようにして一定の形態をとるのかを
解明することが「真の唯物論」であると見る。
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「唯物論materialism」の色んな意味

（１）「心の物質性」の「唯物論」
「唯心論（Spiritualism）」＝「心の実体性」の主張（心は脳や身体から独立に
実在する）に反対する
①魂の不死の否定、死後の世界や神は存在しない→無神論
②心は脳の機能だ→脳生理学的唯物論

③心を含め人間は一種の機械であり、ロボット工学で心も作ることができ
る→人間＝サイバー機械論→機械的唯物論

（２）意志（欲求、目的）の「唯物論」
①現に飢えている人間には食物に「意志が汲み尽される」→「飢えた人々
の唯物論」

②成功するとは巨額の金を獲得すること＝貨幣に「意志が汲み尽される」
→金色夜叉の唯物論（無際限の致富欲支配）
③コマーシャリズムと欲求操作→買い物依存症の唯物論
④食住衣はベーシックな生活過程である→「物質的生活過程」の基底性の
「唯物論」→共同の組織化へ「共産主義的唯物論」（マルクス）

（３）倒錯の唯物論
人と人の関係がモノとモノの関係として現象→「物象化」「フェティシズム」
人間たちの生活過程が「資本の生活過程」として現象→「物象化」
モノが価値を生む（地代や利子生み資本）
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物質（matter）の色んな意味

（１）ニュートン：物体の「質量」の担い手で目に見えないが粒子構造を
もつもの
（第2法則：質点の加速度は、そのとき質点に作用する力に比例し、
質点の質量に反比例する）

（２）化学物質（Stoff）
（３）ロックの「物それ自体」
（感性を触発して感覚を生むもの）
（４）アリストテレスやトマス主義の「第1質料」

（実体＝物は形相と質料からなるが、質料のそのまた質料と遡源し
てもはや形相ゼロの状態）

（５）マルクス「物質的生活過程」

（命の再生産に必要な財やサービスを生産、分配、交換、消費する
過程）

（６）日常意識では「モノ」一般をさす（「モノよりココロ」「物取り主義」）
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（第2回）「啓蒙の戦い」：「唯物論」「自然主義」「無神
論」「幸福主義」「環境理論」「知の百科全書的結集」

18世紀フランス唯物論

ラメトリ（1709-1751）

ドルバック（1723-）

ディドロ（1713-1784）

エルヴェシウス（1715-1771）

18世紀英国唯物論

プリーストり（1733-1804）

20世紀日本「唯物論研究会」

戸坂潤（1900-1945）
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心（spirit）をめぐって「唯心論」VS「唯物論」

唯心論（spiritualism）

心は内面に与えられる。外面に与えられる空間的物質的
なものではない。だから心には「割れる」こともなく、不壊
（不死）である。心は身体や物体を動かす生動原理であり、
また時間経過をこえて同じ「私の心」であって人格性をもっ
ている。

唯物論（materialism）

心は身体（脳）の機能であり、複合的物体である身体（脳）
は壊れるから、不死などありえない。私は身体的存在とし
てのみ、外的存在（他者や自然）との活動と反応の連鎖を
生き、また「同じ私の身体」として私という人格性をもつ。
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世界（world）をめぐって
「プラトン主義」VS「自然主義」

プラトン主義（Platonism）

世界には時間的に始めと終わりがあり、空間的に
「果て」がある。世界には自然の因果性以外に、神の
世界創造や人間の道徳的決断のように、自由意志に
基づく因果性も働く。

自然主義（naturalism）

世界には時間的に始めも終わりもなく、空間的に「果
て」もない。世界における一切は自然の因果性に基づ
いて生起する。したがって神の世界創造などありえず、
人間の道徳的決断も強く条件づけられているもので
全くの自由意志などありえない。
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神（god）をめぐって「有神論」VS「無神論」

有神論（theism）

神は実在する。もし神が実在しない場合、善き行為を
行った人間が幸福になり、悪しき行為を行った人間が
不幸になるという善と幸福の一致の根拠が崩壊し、道
徳的世界秩序の可能根拠が消失する。

無神論（atheism）

神は実在しない。それは人間たちの集団的想像力の
産物である。善と幸福の一致は「真の立法」や教育な
どによる社会環境の変革課題であって、神への依存
は、肝心のこの課題をネグレクトさせただけである。
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道徳（moral）と法（law）をめぐって
「厳格主義」VS「幸福主義」

厳格主義（rigorism）

道徳法則は、快や幸福を求め苦や不幸を避ける上での
有益性（utility）を原理にすることはできない。それらは普
遍妥当性を欠く。また各人の幸福欲の相互衝突や強者の
支配を不可避とする。むしろ神の掟であれ実践理性の定
言命令（カント）であれ、義務の普遍的形式こそが道徳や
法の原理なのだ。

幸福主義（eudemonism）

すべての人間の行為は快を求め苦をさけること、幸福を
求め不幸を避けることを目的にしている。こういう人間の
本性を承認せず、各人の快楽や幸福追求自体を嫌疑の
目で見るような道徳論は内容が空虚である。各個人の幸
福追求が直ちに相互衝突に至るのではなく、社会の最大
幸福に向けて自然的人為的な相互調整を促すことこそが
道徳や立法の原理にならないといけない。
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人格形成をめぐって
「生得説」VS「環境説」

「生得説（innate theory）」

各人は王、貴族、聖職者、農民、都市市民、人種、男
女など、それぞれ生まれにより「身分」が定まっており、
「身分」をわきまえ、「分相応の」生き方が幸福の道で
ある。自由のためにこの「身分」秩序を破壊する野心
はかえって不幸を生むのだ。

「環境説（environment theory）」

人間たちのあり方は、生まれで決まるのではなく、生
存環境、教育をとおして「なる」ものだ。人間を変革す
るためには、彼の生活の諸条件、つまり環境を変えな
ければならない。生得説は身分的特権を正当化して
いるだけである。
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認識をめぐって
「合理論」VS「感覚論」

合理論（rationalism）

感覚は刻刻変化もので、何ら「真の認識」を与えない。「真
の認識」の原理は感覚的経験を脱却したところに（プラトン
のイデア、デカルトの「私は考える」、カントのアプリオリな
認識形式など）に求めなければならない。

感覚論（sensationalism）

心の外の実在が感覚諸器官に作用し感覚や観念を生む。
これら感覚や観念を相互に比較し、差異や同一や関連を
判断するのが思考である。この意味で認識の源泉は、直
接与件である感覚にあり、感覚から自立した理性は倒錯
である。正しい判断は外的実在との照応関係を確保して
いるので、外的実在の反映と見ることができる。判断の誤
りは、感覚なしに「言葉」に支配されたり、利害上不都合な
経験を無視することから来る。
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日本の伝統的民間信仰
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臨死体験の意味

唯心論

心が身体から遊離する体験である
唯心論の正しさを証明するもの。

唯物論

その遊離体験を「身体の中で」体
験しているのか、「身体の外で」
体験しているのかを問い、「身体
の中で」体験している以上、遊
離体験は唯心論を証明せず。

22



「隠れた身体」としての脳神経系

（１）人間の身体＝「システムのシステム」「系の系」
①遺伝子情報系、②脳神経系、③循環器系、④消化器系、⑤
骨格・筋肉系、⑥生殖系、⑦内分泌系（調整系）、⑧コミュニ
ケーション系など

（２）「隠れた身体」としての脳神経系
①日常知
脳神経系は、それ自身が意識〈する〉身体であるからこそ、私
に対しては「まったく隠れている身体」（直接には意識するこ
とのできない身体）→だから日常生活世界では「心」「精神」
が身体なしに存続しうるというイメージないし幻想（死者霊な
ど）が根強く残っている左右の指先をこすり指紋のギザギザ
を感じてみる→感じる側の指のギザギザは感じることができ
ない。
②脳生理学的研究
脳内物質の注入して意識の反応を観察、見る、言葉を使う、
運動するなどを行うときの血管の活発な反応で機能的局在
を認識、スキャナー画像をとる
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マルクス「唯物論」の21世紀的展開問題

①「総過程」による「部分
諸過程」の条件付け

②エコロジーや「広義経
済学」との接点

③「万能の合鍵としての
歴史哲学化」を拒む
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「総過程」による「物質的生活過程」の条件づけ

①「総過程」による「部分諸過程」の（したがって「物質的生活
過程」の）条件付けというもう一つの視点を、マルクスは明
示的定式的には展開できていない。実は『ドイツ・イデオロ
ギー』（1845/46）執筆の最終局面で「生活過程論」が急浮
上して、その問題意識をうかがわせるが、中断している。
私が現在取り組んでいるのはこの「総過程」問題である。

②マルクスの使った言葉に依拠して整理するとマルクス「生
活過程論」の全体図は次のようになるだろう。①「総過程」
としては「現実的生活過程」「歴史的生活過程」「（単位社
会としての）社会的生活過程」、②「地盤（エレメント）過程」
としては「生命過程」、つまり地球環境下の生命史的生態
学的過程、③「部分過程」としては「物質的生活過程」「（相
互行為の過程としての）社会的生活過程」「政治的生活過
程」「精神的生活過程」、④最後にこれら「総過程」を織り
込みつつ織り上げられる「個人的（パーソナルな）生活過
程」である。
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エコロジーや「広義経済学」とのマルクスの接点

①たとえばマルクス自身、リービッヒ（1803-73）やフ
ラース（1810-75）からの抜粋ノートなどで今日のエコロ
ジー問題につながる問題意識も持つ。
②1962年のA・シュミット『マルクスの自然概念』から最
近の斉藤幸平までエコ・マルクス系の研究も多い。ま
たこれに繋がる、ポランニーや玉野井芳郎による「広
義の経済学」の展開もある。

③これらは「物質的生活過程」と「地盤（エレメント）過
程」である地球環境下の生命史的生態学的過程との
相互媒介・相互制約過程をテーマにしている。

④この問題に限らず「総過程」視点を確立することによ
り、従来脇役として後景に控えていた部分諸過程（た
とえば社会的生活過程や精神的生活過程）が事柄に
応じて生き生きと前景化する道が開かれると思われる。

26



「万能の合鍵」としての「歴史哲学化」の拒否

①晩年のマルクス自身が自分の学説を「歴史哲学の万能の合鍵」とみなす
ことを繰り返し拒んでいる。

②例えば1850年代のマルクスには「生産諸力の発展」を啓蒙の理性に代わ
る歴史進歩の自立系尺度とみる傾向が顕著に残っていた。イギリスのイ
ンド支配を生産諸力発展視点で正当化しかねない物言いの「インド論」な
どである。

③マルクスの時代の産業革命にせよ現在の情報革命にせよ、生産諸力の
発展や破壊諸力へのその転化がどういう歴史的条件のもとで、どういう
形態で生起し、それが人間たちの生活にどういう意味を持つかは、あくま
で歴史的経験的に確認されねばならない。

④マルクスの解放論的構想力では「社会的に必要な」生活手段の再生産の
ために「社会的に必要な」労働時間が短くなり、確保した自由時間の分配
が富の分配の重要な形態となり、ピープルがこの自由時間を、サービス
商品購買行動の形態で資本主義に回収操作されずに、アソシエーション
やコミューンの自己統治型政治文化と人生の意味に関わる自己目的行
為の展開に生かそうとする闘いに勝利しなければならない。

⑤マルクスの生産諸力論を現代資本主義の経済成長論と混同して批判す
る議論は論外であるが、たとえ晩期マルクスの立場で生産諸力を考える
場合でも、その解放論的意味はライフスタイルをめぐる対抗ヘゲモニー
闘争の結果としてのみ語りうるのである。
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