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マルクスにおける認識論的切断の契機
─シュティルナーの唯一者を中心に─

青

木

健

二人の偉大なるハンター，マルクスとシュティルナーには，原則として同じ悪魔祓いへの
誓いが存在する。

──Jaques Derrida，Specters of Marx．

１．徴候的読解１）
マルクスはアーノルド・ルーゲに宛てた手紙（1843年９月）の中で，「時代が自分の闘争と願
望とについて自己了解すること」が「批判的哲学」であるといっている。ここでの「時代」
（精神）
と「自己」はいわば普遍と個別の関係として了解できるから，批判とは批判的な自己了解であり，
古い自己を破壊することによって異質な自己を形成する過程といえる。マルクスの仕事は，一貫
してこのような批判にもとづくものである２）。それゆえに若きマルクスの古典派経済学に対する
批判，ヘーゲルに対する批判がそうであるように，マルクスの批判は双刃のようにときとして若
きマルクスの自己批判へと転化する。
たとえば，マルクスは『資本論』初版において，過去の自分とは異質な自分としてこう述べて
いる。
「価値の関係の内部およびその中に含まれている価値表現の内部では，抽象的に普遍的な
ものが具体物ないし感覚的で現実的なものの〔実体として〕性質として働いているのではなく，
反対に，感覚的で具体的なものが抽象的で普遍的なもののたんなる現象形式として，あるいはそ
れの実現される形式として働いているのである。･････この転換こそ，即ち，それによって感覚
的で個別的なものが抽象的で普遍的なもの現象形式にすぎなくなるのであって，反対に，抽象的
で普遍的なものが感覚的で個別的なものの性質として働くのではないこの転換こそ，価値表現の
＊本論を書くにあたって，斉藤日出治教授（大阪産業大学）から貴重なアドヴァイスを頂いた。こ
こに深く感謝したい。なお，内容についての責任は，すべて筆者にある。
１）徴候的読解とは，アルチュセールによって提起された読み方である。「第二のテクストがすでに第
一のテクストの中に，少なくとも可能態としてあり，見えないテクストが読みうるテクストの中
にそれ自身には見えないものとして含まれている，という事実である。
」
（Althusser, L., 1965，『資
本論を読む』上，今村仁司訳，ちくま学術文庫，1997年：50頁）
２）マルクスにおける「批判」の意味については（良知力『ヘーゲル左派と初期マルクス』岩波書店，
2001年）（柄谷行人「トランスクリティーク」
『定本 柄谷行人集』第３巻，岩波書店，2004年）を
参照せよ。
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特徴である。
」
（KE：771.107頁）
ここでマルクスがヘーゲルを肯定的に継承していることを確認した上で，同様の表現は，約20
年前に書かれた『聖家族』では批判的に展開されている。「したがって，この思弁的世界のなか
では，リンゴ，ナシ等々はたんなる感性的対象ではない。それは直接的にそこに存在するもので
はない。それは「果実なるもの」の必然的展開のなかに位置づけられ，「果実なるもの」がそれ
らの有機的系列をとおして自己展開し，自己を実現していくさいの契機なのである･････この操
作を，思弁的言いまわしでは，実体を，主体として，内的過程として，絶対的人格として理解す
るとよぶ。そしてこの理解がヘーゲル的方法の本質的性格をなすのである。」３）ここでは「果物
なるもの」という本質態が，それ自身の中で自らをリンゴとして，ナシ等として区別しつつ自己
展開する生きた総体として了解されている。リンゴ，ナシ等は，「果物なるもの」が自己実現し
ていく際の契機となる。つまり抽象的概念（果物なるもの）が具体的現実（リンゴ，ナシ等）へ
架橋することがヘーゲル的方法だということである。この点に関しては『経済学・哲学草稿』（以
下『草稿』
）において，すでに指摘されていた４）。
『資本論』でのトーンに比べて，
『草稿』
『聖家族』は明らかにヘーゲル的方法に対して否定的
である。ではなぜ，マルクスは『草稿』
『聖家族』よりも後の『資本論』において，敢えて「ヘ
ーゲルの弟子」を高言し，ヘーゲル的方法を再現させたのだろうか。それは単なる思想的退行な
のだろうか。というよりも，このような認識は，すでに清算された哲学的意識ではなかったか５）。
アルチュセールは，
『資本論』のマルクスと『聖家族』のマルクスとの同じようにみえながら，
そこに存する決定的な差異（徴候）について，つぎのように述べている。「個々の果物（具体的な）
を自己発展によって生みだすのは，果物の概念（一般的な）であるというのではなくて，その反
対に，果物の概念（抽象的な）を生みだすのは，個々の果物（具体的な）なのだから。この点に
われわれは同意するだろうか？いや厳密にいって同意できない。･････マルクスがこのイデオロ
ギー的混同を拒否することになったのは，彼がフォイエルバッハ的であることや，フォイエルバ
ッハの語句を援用することをほんとうにやめた時だったし，ある科学的な概念が生まれるのは，
３）（Marx, K.／Engels, F., 1845, Die heilige Familie. in Marx-Engels Werke, Band2．「聖家族」石堂
清倫訳『マルクス・エンゲルス全集』第２巻，大月書店，1960年：59-63. 56-60頁）田島慶吾は，
ヘーゲル的方法に対するマルクスの態度変更を「類概念実体化の否定から積極的肯定へ」と了解
している。（「物象化論」『「ドイツ・イデオロギー」の射程』創風社，1992年：244頁）
４）「人間らしい言葉で述べるならば，抽象的思想家がその自然直観に際して経験するのは，かれが神
的な弁証法のなかで，自己自身のうちで動き回ってけっして現実へと眼を向けようとしない思惟
の働きの純粋な生産物として，無から，純粋きわまる抽象から，想像したと思いこんでいた諸々
のものが，自然諸規定からの抽象物にほかならないということである。したがって抽象的な思想
家にとっては，自然全体は論理学的な諸抽象をただ感性的で外的な形式のなかで繰り返している
にすぎない。」（Manu：587.223頁）
５）「1845年の春，かれ（エンゲルス）もまたブリュッセルに落着いたとき，われわれは，ドイツ哲学
の観念論的見解に対立するわれわれの反対意見を共同でしあげること，実際にわれわれ以前の哲
学的意識を清算することを決心この計画はヘーゲル以後の哲学の批判という形で遂行された。」
（Kr：10.15頁）
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まさしくちょうど，果物という一般的概念が具体的な個々の果物にたいする抽象化の作用によっ
て生まれてくるのと同じだという考えを支持しえた，経験論のイデオロギーをマルクスが意識的
に捨てさった時である。･････「果物」の概念は，ある「主体」（意識，あるいは「実践」という
想像上の主体でさえも）がおこなう「抽象作用」の産物なのではなくて，経験的で技術的な，異
なった水準の具体的ないくつかの明確な実践がつねに作用する，複合的な練り上げの結果なので
ある。
（･････果物の概念はそれ自体，様々の明確な実践─食糧の，農業の，さらにその起源に
おいては魔術的な，宗教的な，イデオロギー的な実践の産物なのである）」６）。
ここでの「経験論のイデオロギーをマルクスが意識的に捨てさった時」が，マルクスがそれ以
前の哲学的意識を清算した時，
『ドイツ・イデオロギー』（以下『ド・イデ』）の執筆期であるこ
とは確認するまでもない。アルチュセールは，マルクスの「清算」にプロブレマティーク（問題
圏）の移動，
《マルクスにおける認識論的切断》を宣言する。「明確な「認識論上の切断」が，マ
ルクスの著作に，マルクス自身がそれを位置づけた時点，つまり哲学的（イデオロギー的）な自
分の古い意識にたいする批判である『ドイツ・イデオロギー』という生前には出版されなかった
著作の中に認められる。
」７）
アルチュセールや廣松渉によって主張された『ド・イデ』におけるマルクスの認識論的切断は
今日なお論争の的となっているが，このような切断，プロブレマティークの移動がなければ，普
遍的類概念（果物なるもの）を実体から内在法則に転化させ，有機的・総体的なつながりのなか
で個別（リンゴ，ナシ）を位置づけること，すなわち，ヘーゲル以後の哲学を清算し，そこから
抜け出すことはできなかっただろう。では，このような哲学的意識の清算，認識論的切断の契機
はどこに見いだすべきなのだろうか８）。
『ド・イデ』執筆の前年，マルクスはエンゲルスと共にフォイエルバッハ的唯物論をベースに
『聖
家族』の執筆に勤しんでいた。
『聖家族』脱稿の約４ヶ月前の1844年10月，当時のドイツ哲学界
を震撼させる書物が登場する。マックス・シュティルナーの『唯一者とその所有』
（以下『唯一者』）
がそれである。シュティルナーは，当時のマルクス，エンゲルスが大枠で依拠していた問題圏，
ヘーゲル左派を十羽一絡げに批判し，瞬く間に論争を巻き起こした。（シュティルナー・ショッ
ク！）神，自己意識，精神などの絶対的・普遍的存在を奉じる者は幽霊に「憑かれた者」（Die
Besessenen）とするシュティルナーの批判は，ヘーゲル左派の共通了解ともいうべき「類」と｢
個｣の問題を鋭くつくものであった。
「尊崇すべき聖マックスがそれらを一括して神聖なりと言明
し，そうすることによって一挙にけりをつけることができた。」（DI：40頁）これに対して，モ
ーゼス・ヘスやブルーノ・バウアー，また御大フォイエルバッハによってシュティルナーへの反
６）（Althusser，L．，1965，『マルクスのために』河野／田村／西川訳，平凡社，1994年：327-329頁）
７）（ibid：48頁）
８）本論は，マルクスにおける認識論的切断の契機を思想的側面から考察したにすぎず，それが当時
のマルクスがコミットしていた革命運動史と切り離しえないことも事実であろう。若きマルクス
の革命運動史については（良知力『マルクスと批判者群像』平凡社，1971年）が詳しい。
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批判が展開されたが，シュティルナーがいうように，その大半が内容を理解せずに限定された概
念で相手を批判するという「誤解に基づく批判」（RS：100頁）であったために，シュティルナ
ーを論破したとはいい難かった９）。また何よりもシュティルナーの批判の内容がマルクス，エン
ゲルスにとって無視できないものであったためか，一連の論争を「いったんドイツの外なる見地
から眺めてみることが必要である」
（DI：23頁）として，マルクスとエンゲルスは共同で『ド・
イデ』を執筆し，全体の約４分の３を占める「聖マックス」章をシュティルナーへの批判として
あてている。
それだけではない。
「なぜマルクスは，そのような整復できない皮肉をもってシュティルナー
に苛立つのか？」とデリダが問うように，
『ド・イデ』におけるマルクスのシュティルナーへの
批判は，同書におけるフォイエルバッハやバウアーに対するそれとは異質であり，時おりシュテ
ィルナーがまるで過去の自分であるかのような素振りをみせる。シュティルナーに対するマルク
スの批判は，若きマルクスに対するマルクスの自己批判とさえ映ずるのである。「マルクスの憑
在論，自分自身の亡霊を前にした時の彼の怯えきった竦動は，しばしば兄弟（「ヘーゲルの出来
の悪い息子」であるがゆえにマルクスの「出来の悪い兄弟であるシュティルナー」）の周囲を巡
10）
っている。
」
以下で論じるように，
『ド・イデ』
におけるマルクスのシュティルナーに対する認識は，

エンゲルスやヘーゲル左派と同じく不十分なものであり，当然その批判も的をえたものとはいい
難い。しかし，問題はこのようなずれにもかかわらず，二人の間にある論理的相同性である11）。
シュティルナーはこれまでの研究において誤解されてきたわけではないが，
マルクスに比べて，
９）
（Bauer, B., 1845，「ルードヴィヒ・フォイエルバッハの特性描写」山口祐弘訳『ヘーゲル左派論叢』
第１巻，御茶の水書房，1986年）（Feuerbach, L., 1845，「『唯一者とその所有』に対する関係にお
けるキリスト教の本質」
『キリスト教の本質』下巻，船山信一訳，岩波文庫，1997年）
（Hess, M，
1845，「最後の哲学者たち」山本耕一訳『ヘーゲル左派論叢』第1巻，御茶の水書房，1986年）
10）（Derrida, J., 1993，
Specters de Marx. Specters of Marx. tr. Peggy Kamuf. Routledge.：139）
（Derrida,
J., 1994；1999, Marx & Sons. in ghostly demarcations. ed. Michael Spirinker. Verso．『マルクスと息
子たち』國分功一郎訳，岩波書店，2004年：233.55頁）
11）当時の手紙からも推察されるように，『唯一者』の影響は，とりわけエンゲルスにおいて顕著であ
る。（Engels an Marx im November 1844．in Marx-Engels Werke，Band27．「エンゲルスからマ
ルクスへ（1844年11月）」大内兵衛訳『マルクス・エンゲルス全集』第27巻，大月書店，1971年：
11-12.10-11頁）この手紙に対するマルクスの返信は遺存しないが，つぎのエンゲルスの手紙から
若干のことが忖度される。「シュティルナーについては，まったく同感です。君に手紙を書いたと
きには，まだあまりにもこの本の直接の印象にとらわれていたが，それを放り出してもっと熟考
することが出来るようになってからは，君と同じことを感じている。ヘスも，彼はまだこちらに
いて僕は二週間前にボンで彼と話したのだが，いくつかの意見の同様の後に君と同じ考えに到達
した。彼はその本について書いた論文を僕に読んで聞かせたが，近いうちにそれを印刷させるで
しょう。そのなかで彼は，君の手紙を読んではいないのに，君と同じことをいっている。」
（Engels
an Marx im Janur 1845. in Marx-Engels Werke，Band27．「エンゲルスからマルクスへ（1845年
１月）」大内兵衛訳『マルクス・エンゲルス全集』第27巻，大月書店，1971年：14.14頁）ここで
のヘスの論文が『最後の哲学者たち』であるなら，エンゲルスやヘス同様に，マルクスのシュテ
ィルナー理解も不十分なものといわざるを得ない。マルクス，エンゲルスに対する『唯一者』の
影響については（廣松渉「解説」『ヘーゲル左派論叢』第1巻，御茶の水書房，1986年）を参照。
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必ずしも正当に扱われてこなかったように思われる。このことは，本論で参照した先行研究にお
いても否定できず，とりわけマルクスやエンゲルスとの関係についていえる。『ド・イデ』にお
けるマルクスのシュティルナーに対する批判を唯一のたよりとして一定のシュティルナー象を頭
におさめ，その象をふたたびマルクスとひきくらべてマルクスの偉大さやシュティルナーのみじ
12）
めさを確認してみたところで，そこにあらわれるのは「思想の安易なタウトロギー（同義反復）
」

でしかないだろう。シュティルナーを一人の自立的な思想家として扱い，独自な価値と限界を明
らかにし，その自立的形象をマルクスにつきあわせることによって，マルクスの思想的断絶と発
展の論理をつかむこと。つまり，マルクスとシュティルナーの自立的かつ媒介的な読みが要請さ
れる。以下ではシュティルナーとの応答を介して，「いかなるプロブレマティークとマルクスが
13）
断絶したかを知り，その上で，この断絶が「浮かび上がらせる」理論の地平」
を明らかにしたい。

２．唯一者の特性描写
2-1．唯一者の単独性
シュティルナーの「唯一者」
（der Einzige）は，何か特殊な才能や性質・容貌をもつ者のこと
ではない。いかに雄弁かつ内容に満ちた表現で語られたとしても，それは唯一者の唯一性を表わ
さない。むしろ唯一者はそのような諸性質，言葉の束によって固定されることを徹底して拒否す
る。
「その神聖で崇高な言い回しに対して，唯一者は空虚で，気取りのない，至極俗っぽい言い
回しなのだ。
」
「唯一者は没規定的概念であって，他のどんな概念によっても規定を受けたり「よ
り詳しい内容」を得ることがないのである。唯一者は「概念系列の原理」ではなく，言語ないし
概念であっても，全く展開不可能な言語ないし概念なのである。」（RS：48-49頁）唯一者は，概
念化不可能という意味で未規定的（unbestimmt）ではなく，むしろ没規定的（gedankenlos）で
ある14）。言葉や概念は「要するに一の思想，一の不変性であるにすぎないのだ。私も君も曰くい
い難いものであり，われわれは言葉には表しえないものだのだ。けだし，言葉に表わしうるもの
とは，ただ思想だけであり，それは言葉にすることにおいてのみ存立するからなのだ。」（EE：
349，下238頁）
言葉では表現できず概念化できない唯一者は，言葉によって表現されると思想（一般性）に転
化する。唯一者は表現できないものの「言い回し」にすぎず，それが通俗的な意味での個人（特
殊）と異なることは明らかである。
「人は神についていう。「もろもろの名も，汝を名づけえず」，
と。そのことは私にも当てはまる。つまり，いかなる概念も私を表出せず，人が私の本質といい
たてる何ものも，私自身をいい尽くすものではない。すなわち，それらは単に名前であるにすぎ
ないのだと，と。
」
（EE：412，下323頁）
12）（『ヘーゲル左派と初期マルクス』：51頁）
13）（『マルクスのために』：74頁）
14）（滝口清栄「M・シュティルナーにおける唯一者と連合の構想」
『法政大学大学院紀要』1982年：17頁）
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ヘーゲルは，このような言語以前的かつ一般化できないものを，『精神現象学』
の「感覚的確信」
章において批判している。
「自我は「いま」や「ここ」や「このもの」と同様，一般的なもので
しかありえないのだ。私はこの個としてある自分を思うことはできるが，個としての自分をその
まま言葉にはできない。それは，
「いま」や「ここ」として思ったものをそのままいうことがで
きないのと同じである。私がこの「ここ」この「いま」といい，個としてある「ここ」や「いま」
といっても，言葉となった「このもの」や「ここ」や「いま」や「個」は，全てのこのもの，こ
こ，いま，個をさしてしまうのであって，同様に，
「この，個としてある私」
といっても，その
「私」
は全ての私を含み全ての人が自分のことを「この，個としてある私」といえるのである。いわゆ
る「このもの」や「この一人の人間」を演繹せよ，構成せよ，アプリオリに（先験的に）見いだ
せ，といったようなことがいわれる時，その要求は，学問にはとうてい耐えられない試金石なの
だ，といったいい草があるが，問い返したいのは，要求する人自身がこのものとかこの自我とい
う時何を考えているのか，である。が，それをいうのは不可能なのだ。」15）
これは感覚の言語媒介性と呼ばれる。一切の媒介なしに「このもの」と名指すだけでは，「こ
のもの」を言表することはできない。逆にいえば，「このもの」
は言語でいい表わされる限り，「こ
のもの」は「このもの」一般である。
「だから，言葉にならないものといわれるものは，真なら
ざるもの，非理性的なもの，単に思われただけのものなのである。」16）ヘーゲルがいうように，
「言
葉にならないもの」は言葉によって表現されない。この点に関してはシュティルナーも同意して
いる。しかし，表現できないからといって，それがないということにはならない。ヘーゲルが事
前的に投影している「このもの」
（唯一者）は，言語（現実性）から逸脱する過剰性によって遡
行的に開示されるからだ。
シュティルナーはつぎの命題─この個別なる私が，人間なのだ─において，私の唯一性と
一般性を問いの区別によって示している。
「
「人間とは何ぞや？」という概念の問いは，「その人
間は何者か？」という人格的問いに，一転される。「何ぞや」という問いでは，人は現実化され
る概念を求めているのだ。
」
（EE：411，下322-323頁）「何ぞや？」という問いが私の特性（一般
性）を「二足歩行の動物である」
「言葉をもつ動物である」等の記述によって間接的に示すのに
対して，
「何者か？」は私の特性（唯一性）を人間として直接的に開示する17）。それは私の唯一
性が人間概念の内容だということではなく，人間という呼び名を借りて指し示されている。「人
間は定義可能であっても，その際，君は全くその埒外にありうるからだ。」「人は人間について語
るときはいつでも，
「現実的で個体的な」人間について述べているのだと，自負してきた。とは
いえ，この人間を述語という普遍的なものによって表現しようとする限り，それは可能であった
のだろうか。この人物を指すために，述語ではなくむしろ符号，呼び名を拠り所─その場合，
胸中で思っていること，つまり口では言い尽くされないものが重要なのだ─としてはならない
15）（Hegel, G. W. F., 1807，『精神現象学』長谷川宏訳，作品社，1998年：71頁）
16）（ibid：76頁）（山田忠彰『ヘーゲル論』批評社，1996年：９頁）
17）（滝口清栄「伝統との断絶，あるいは知の転換」『理想』第653号，1994年：71頁）を参照。
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のだろうか。
」
（RS：47頁）
シュティルナーは「言葉には表しえないもの」をこれ以上は言葉では表わしていないが，様相
論理の可能世界論を援用し，シュティルナーの論述を読むことによって〈それ〉（言葉には表し
えないもの）を示すことはできる。可能世界とは
「「世界のありえたかもしれないあり方」
の全体，
あるいは世界全体の諸状態ないしは諸歴史のこと」であり，それは記述的条件によって約定
（stipulate）される18）。重要なことは，現実世界から出発して可能世界が約定されることが，「実
は「現実世界」がすでに可能世界から考えられていることと同じである」ことだ。可能世界論に
おいて，現実世界は「多＝他である可能性」において，あるいは「多＝他なるもの」との関係に
おいて見いだされる19）。そして，唯一者の唯一性は可能世界から遡行的に開示されるのである。
「フォイエルバッハはなるほど何ら「動物的な雄」ではないが，しかしまた人間的男性以上で
はないのか。彼は男性として『キリスト教の本質』を書いたのか，そしてこの著書を書くために
は，男性であること以上の何ものも必要としなかったのか。それどころか，そのためには唯一の
フォイエルバッハが必要ではなかったのか。そして他のフォイエルバッハ，例えばフリードリッ
ヒですら─確かにまた一人の男性であるが─それを果たしえただろうか。彼はこの唯一のフ
ォイエルバッハであるがゆえに，とにかく同時に一人の男性であり，一人の人間であり，一人の
生ける実在であり，一人のフランケン地方の人等々であるのだが，こうした述語も彼の唯一性に
よって初めて実在性をもつのだから，彼はこれら全てのもの以上である。彼はただ一人の唯一の
男性，一人の唯一の人間等々であり，いやそれどころか比較しえない男性であり，比較しえない
人間である。
」
（RS：87頁）ここでシュティルナーは，『キリスト教の本質』（以下『本質』）の執
筆を唯一者の仕事として語っている。すでにみたように，唯一者の唯一性は言葉によって表現さ
れない。
「唯一者の内容とは一体何であろうか。二度とは現存しえず，それゆえに表現されるこ
とができない一者ということだ。なぜなら，その唯一者を表現することができ，実際，全く完全
に表現することができるとすれば，その一者は二度現存することになるであろうし，｢表現｣の中
で現存することになるであろうからだ。
」
（RS：50頁）このことは，ラファエロの仕事（サン・
ピエトロ大聖堂の建築等）を誰も取ってかわることのできない「唯一者の仕事」と述べたことと
も関連する。
（EE：298，下171頁）注意すべきは，「唯一者の仕事」（『本質』の執筆，サン・ピ
エトロ大聖堂の建築）をした唯一者の唯一性を示す際に「述語ではなくむしろ符号，呼び名」フ
ォイエルバッハ，ラファエロに依拠していることである。
通常，フォイエルバッハは
「
『本質』
の著者」
であり，唯物論者であり，プロイセン人である等，
と定義される。現実世界において，このような定義は何ら誤りではない。『本質』を書いたのは
フォイエルバッハであるから，
「
『本質』の著者」をフォイエルバッハと定義するのは現実的に正
18）（Kripke, S. A., 1980，『名指しと必然性』八木沢／野矢訳，産業図書，1985年：20頁）
19）（柄谷行人『探究Ⅱ』講談社学術文庫，1994年：59頁）シュティルナーと可能世界論が有する構図
について，廣松はつぎのように指摘している。「敢えて附言すれば，やれ「確定記述」だ「個体指
示」だというプロブレマティックは夙にシュティルナーの時点ですでに議論済みのことなのであ
る。」（廣松渉『物象化論の構図』岩波現代文庫，2001年：98頁）
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しい。
「サン・ピエトロ大聖堂の建築家」ラファエロについても同様である。だが，このような
記述は，フォイエルバッハ，厳密にいえば『本質』を書いた唯一者フォイエルバッハの唯一性を
述べていない。
「いかなる概念も私を表出せず，人が私の本質といいたてる何ものも，私自身を
いい尽くすものではない。
」
（EE：412，下323頁）ソール・クリプキもこう述べている。「私が特
に否定したいのは，個体はそれが何を意味するにせよ「諸性質の束」以外の何ものでもない，と
いう考えである。もし性質が抽象的対象であるならば，諸性質の束はさらに抽象度の高い対象で
あって，およそ個体ではない。
」20）
例えば，次のように約定された可能世界，
「フォイエルバッハは「『本質』の著者」ではなかっ
た」において，フォイエルバッハが「
『本質』の著者」ではないことが判明したとする。その時，
「「『本質』の著者」は「
『本質』著者」ではなかった」という命題が成立する。これは論理的な矛
盾（AはAではない）であり無意味である。これに対して，「フォイエルバッハは「『本質』の著者」
ではなかった」という命題は有意味である。実際，現実世界において，名前の諸性質に関する記
述を訂正することは可能である。したがって，フォイエルバッハが「『本質』の著者」と同じ人
物であるなら，命題「フォイエルバッハは「
『本質』の著者」ではなかった」というのは，『本質』
を書いた者はいなかった，すなわち誰一人として『本質』を書いた者がいなかったことになる。
このようなパラドックスは原理的に拡張可能なので，フォイエルバッハ（『本質』の著者）の唯
一性が記述の束に還元できないことが判明する21）。
以上を踏まえた上で，クリプキのつぎの言明を否定することは難しいだろう。「通常，問題の
性質は，話題となっている人物の何か有名な行いだと想定されている。たとえば，キケロはカテ
ィリナを弾劾した男であった。これによれば，平均的な人はキケロを指示する時，「カティリナ
を弾劾したその男」に類したことをいっているのであり，それによってある特定の男をただ一人
だけ選び出すのである。･････実際，ほとんどの人はキケロのことを考える時，一人の有名なロ
ーマの演説家のことを考えるだけであって，有名なローマの演説家は一人しかいなかったとも，
その名前の指示対象を与えるためにキケロについて何か別のことを知らねばならないとも，考え
はしない。
」22）実際，我々はキケロに唯一あてはまる記述を遺漏なく構成できるだろうか。キケ
ロに関する記述の束によってあらわれるのは「有名なローマの演説家」あるいは「カティリナを
弾劾したその男」に類した人物であり，そこにはつねに記述不可能な残余，また訂正（されるか
もしれない）可能性が存在する。
ヘーゲルが批判するように唯一者の唯一性は言葉では語りえないし，シュティルナーがいうよ
20）（『名指しと必然性』：50-51頁）
21）「『本質』の著者」のような指示的確定記述は，それがその対象（フォイエルバッハ）に当てはま
らないことが判明すれば撤回されるのに対して，フォイエルバッハが『本質』を執筆しなかった
ことが明らかとなれば，フォイエルバッハは「
『本質』の著者」とは呼ばれないが，依然としてフ
ォイエルバッハと呼ばれるだろう。「それゆえに，その名前はその記述の略号ではないのである。」
（ibid：219頁）
22）（ibid：96頁）（飯田隆『言語哲学大全Ⅲ

意味と様相（下）
』勁草書房，1995年：285-286頁）
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うにそれは記述の束に回収されない。しかし，ヘーゲルが事前的にとらえた「言葉にならないも
の」は，
「言葉になるもの」から遡行的に示される。記述にはつねに拡張可能な訂正可能性があり，
逆にいえばこの訂正可能性，つまり現実性（意識＝言語）から逸脱し続ける過剰性が「二度とは
現存しえず，それゆえに表現されることができない一者」の唯一性を支えている。この過剰性は
現実世界からみた可能世界の拡張可能性，
『本質』を書いた唯一者を代理／表象する呼び名「フ
ォイエルバッハ」が流通する社会的文脈から発生する記述の訂正可能性と同義である23）。

2-2．マルクスからシュティルナーへ
すでに見たように，ヘーゲルにとって，言葉で明示されるものが現実的であり，そうでないも
のは思い込みにすぎない。この点に関して，シュティルナーは肯定的に批判している。「思惟し
また話すためには，私は，諸々の真理と言葉を必要とする，食べるために食物を必要とするよう
に。それらがなければ，私は，思惟することも話すこともできない。真理とは，言葉へと収めら
れた人間の思想であり，それゆえ，他の事物と同じように存在する，ただしそれは精神もしくは
思惟にとってのみ存在するのではあるが。それは，人間の定則であり，人間の被造物であり，た
とえこれを神の啓示と称しようとも，私にとっての疎遠さという特性はそれらに残り続けるので
あり，まさに私自身の被造物として，それらは，創造的行為の後には既に，私にとっては疎遠と
なっているのだ。
」
（EE：391，下293頁）私（唯一者）にとって言語は食物と同じくらい必要な
もの（定則）である。しかし，言表されることによって私は私ではなく，逆に言葉は私にとって
戒律と化す。他方で，ここでシュティルナーは，言語が私の被造物であり，私が言語の創造者で
あるという。このことは，シュティルナーが『唯一者』の冒頭と終わりに記した命題─私の事
柄を，無の上に，私はすえた
（ich habe meine Sache auf Nichts gestellt）
─にも関係してくる。
通常，この命題は，神にかわる唯一者が「正真正銘の超越存在そのもの」であること，つまり
「一切の概念や本質をも超えた無規定な」
唯一者が，「創造的無として，全てをそこから生み出す」
神として了解される観がある24）。ではなぜ「無」なのだろうか。唯一者が創造神であるならば無
23）（東浩紀『存在論的，郵便的』新潮社，1998年）
（『探究Ⅱ』
）を参照。フォイエルバッハ，ラファ
エロが唯一者（この人物）の呼び名であることは，呼び名が「固定指示子」（rigid designation）
として機能しているためと解することができる。クリプキによれば「非固定指示子」（non-rigid
designation）が異なる可能世界で異なる対象を指示しうるのに対して，固定指示子は全ての可能
世界で同一の対象を表現する。したがって，個体の諸性質を表わす記述の束は非固定指示子とい
える。（『名指しと必然性』：55頁）（『言語哲学大全Ⅲ 意味と様相（下）』：255-338頁）フォイエル
バッハは，その指示対象が存在するどのような可能世界においても，フォイエルバッハを指示す
るのに対して，フォイエルバッハに結び付けられる記述（『本質』の著者や唯物論者）や複雑化さ
れた記述の束は，現実とは異なる可能世界でフォイエルバッハ以外の人物を指示しうる。フォイ
エルバッハ，ラファエロは唯一者の呼び名（固定指示子）であり，呼び名に関する諸性質が唯一
者の唯一性を表わすのではない。「唯一者が概念すなわちいい表わされるものとして把握される場
合には，それは全く空虚なもの，没規定的な名称として現われて，自らの内容を概念の外ないし
は彼方に指し示すからである。」（RS：47-48頁）
24）（山本晴義『増補

若きマルクスとその批判者たち』福村書店，1978年：127頁）
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ではなく，むしろ超越的存在として「有」るはずである。このような「誤解に基づく批判」を避
けるためにこそ，不十分ではあるが，シュティルナーは「創造的無」（schöpferische Nichts）と
いう表現を用いたと思われる。
唯一者を超越的存在＝神と解するならば，現実性の創造者でもあり被造物（現実性）というシ
ュティルナーの唯一者の定義と矛盾する。また，唯一者を新たな神と了解することは，現実性か
ら逸脱する架橋しえない唯一者と創造者＝被造物である唯一者との論理的整合性について，何ら
疑問を呈していない。この点に関して，シュティルナーはこう述べている。
「フォイエルバッハは，
『将来の哲学の諸原則』の中で，しきりに，存在なるものに固執している。その点で彼は，ヘー
ゲルの絶対哲学にどれほど敵対していようと，なお抽象の中にはまり込んだままだ。というのは，
「存在なるもの」
〔Das Sein〕とは，抽象なのであり，「自我なるもの」〔Das Ich〕でさえもが同
じようであるからだ。ただ，私のみが一人抽象ではなくあり，私は全てこの全てであり，ゆえに
抽象もしくは無でさえあるのだ。すなわち，私は全てであって無であるのだ。私は，断じて単な
る思想ではなく，しかも同時に私は完き思想であり，思想世界であるのだ。」
（EE：381，下281頁）
唯一者は「全てこの全てであり，ゆえに抽象もしくは無でさえある」。抽象もしくは無という
ことは，唯一者が存在（抽象）と存在から逸脱する過剰性（無）を包括する全体として理解でき
る。唯一者は何ものにも憑かれない，つまり自己を越える高次の存在（原因）が無い＝自己規定
的という意味で創造的であり，創造者無き被造物である。唯一者にとって神のような超越的存在
はありえないし，本質と現象，真理と幻想といった二分法もない。
「私は唯一者であるがゆえに，
私は，仮説する私と仮説された私との（
「不完全」なおよび「完全」な私あるいは人間，といった）
二元論などは知らず，私が私を消費する，要は私が存在するということを知るにすぎないのだ。」
（EE：167，上205頁）
さて，以上からも明らかなように，唯一者に関するシュティルナーの叙述は難解かつ思弁的で
あり，かなり多義的な意味を孕んでいる。ここで整理すると，（1）言葉が「私自身の被造物とし
て，それらは，創造的行為の後にはすでに，私にとっては疎遠となっている」と述べられている
ように，思想や概念の圧制を受苦し，また以下で述べるように連合において顕現する点で現実性
である。
（2）思想や概念には還元されない，つまり何ものにも憑かれず，自己を越える高次の存
在（原因）や積極的な規定がない（没規定的）点で非現実性（可能性）である。（3）（1）と（2）
を綜合する点で普遍性，すなわち連合において顕現する被造物であると同時に，「創造者として
全てそこから創りだすところの無」であり，
「
「この無は身体を纏う無である。（this nothing is a
nothing that take on a body.）
」25）以下で煩雑を避けるために，（1）を唯一者A，（2）を唯一者B，
（3）を唯一者Cとして唯一者の特性を便宜的に区別することにする26）。唯一者Aが現実世界にお
25）（Specters of Marx.：141）ジョン・クラークは，唯一者をニーチェの超人のプロトタイプとしてと
らえている。（Clark, J. P., 1976, Max Stirner’ Egoism. London Ei．
：14）
26）「（1）世界それ自体の現象形態は亡霊的である（2）現象的な唯一者Ego（私，あなた等々）は一
つの亡霊である。（現象もしくはファンタスムとして，それゆえファントムとしてそれ自体が確↗
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ける規定であるのに対して，唯一者Bは唯一者Aの規定，唯一者Cから現実化する「内容と規定」
（RS：48頁）から逸脱する没規定性・過剰性である。唯一者Cは創造的であり，自己を超越する
ものが無い＝限定するものが無いので，定義上，唯一者Bの過剰性は無限性である。したがって，
事実上，唯一者はその普遍性ゆえに世界＝歴史をはじめから閉じている。「個それ自体が，一の
世界史を己の所有として所持するものであること，これこそがまさにキリスト教的なるものを超
え出ることなのだ。
」
（EE：411，下321頁）このような概念規定の混乱が，シュティルナーがい
う「誤解に基づく批判」の原因であったと思われる。
ここで注目すべきは，シュティルナーから導出されたプロブレマティークが，フォイエルバッ
ハやヘーゲル左派，また若きマルクスのそれとは異質であることだ27）。議論を明確にするために，
柄谷行人にならって，
「特殊性─一般性」という対と，「単独性─普遍性」の対によってプロブレ
マティークの違いを明らかにしておきたい28）。特殊性─一般性が個−類のように「個に内在する
類」
，
「類の一部としての個」と媒介的に示されるのに対して，単独性─普遍性は「唯一者B＝唯
一者C」
，
「唯一者C＝唯一者B」と非媒介的に示される。つまり特殊性─一般性が「果物（一般性）
の中のリンゴ（特殊性）
」であるのに対して，単独性─普遍性では「唯一のこのリンゴ」である。
シュティルナーのプロブレマティークは，後者の単独性─普遍性であるといえる。現実性（唯一
者A）から逸脱する「唯一のこのリンゴ」の唯一性（唯一者B）なしに唯一者C＝普遍性はあり
えない。そして，特殊性─一般性から逸脱する単独性−普遍性なしには，特殊性─一般性＝現実
性を批判することはできない。
「私の無思想性，もしくは思惟しえぬもの・概念しえぬものとし
ての私こそが，憑かれてあることから私を解放するのだ。」（EE：164, 上201頁）
シュティルナーのプロブレマティークが単独性─普遍性であるのに対して，若きマルクスのそ
れが特殊性−一般性であることは否定できないだろう。現状を疎外された労働の外化として，あ
るいは活動的・情熱的存在である人間の非本来的な姿，類的本質の疎外態として批判的に描写し
たとしても，そこでの普遍性は現状の中から取り出された物差し（一般性）にすぎず，現状批判
の武器たりえない。現状の批判は，
「どのようにして人間は自分の労働を外化し，疎外するよう
になるのか，と。どのようにしてこの疎外は，人間的発展の本質のうちに基礎づけられるのか」
（Manu：521.105頁）という課題の遂行を前提にする。それなしには，特殊を特殊として普遍に
つきあわせること，
「疎外された労働の結果として明らかになった私有財産の一般的本質を，真
に人間的なそして社会的な財産に対するそれの関係の中で規定すること」
（ibid）はできない29）。
↗定される以前の）ファイネスタイそれ自体は亡霊の大きな可能性である。それは死をもたらし，
死を与え，喪に服すのである。」（Specters of Marx.：135）デリダにならえば，連合（現象）にお
いて唯一者A（亡霊）は顕現し，唯一者B（ファイネスタイ）は唯一者A（規定）から逸脱する没
規定性である。
27）滝口清栄は，シュティルナーの中に古いプロブレマティークの清算による新しいプロブレマティ
ークの生産を看取している。（「伝統との断絶，あるいは知の転換」：75頁）
28）単独性については（『探究Ⅱ』）（「トランスクリティーク」）を参照。
29）（『ヘーゲル左派と初期マルクス』255-263頁）を参照。
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後述するように『草稿』において未解決の課題の大部分は，疎外発生のメカニズムの問題はヘー
ゲル論理学，
「人間的発展の本質」の問題はシュティルナーの唯一者をそれぞれ批判的に継承す
ることによって遂行されたと思われる。
『ド・イデ』における過去の哲学的意識の清算が，この
課題の解決に向かっての大きな一歩であったことは間違いないだろう30)。
ところで，マルクスは，創造的無という唯一者の定義がヘーゲルの反省（reflektion）のパラ
フレーズであると批判している。
「創造的な活動における真のエゴイストは，思弁的な反省ある
いは純粋な本質の一つのパラフレーズにすぎないのだから」（DI：249.274頁），「彼はヘーゲルが
「本質論」の反省に関していっていることを，何とも「ぎこちない」，ごっちゃの表象に転化させ
る。
」
（DI：249.273頁）マルクスはヘーゲルの反省を「自己自身を前提すること」と把握し，シ
ュティルナーの「創造的無のたくらみ」
（ibid）が思考の自己前提であり，世界を思考から発す
るものに解消してしまうと批判する。しかし，このような批判は，シュティルナーよりもむしろ，
疎外態（前提）→類的本質（本質）→疎外態（措定）という順序をたどって疎外態を前提ではな
く本質の措定として規定し，類的本質（全体的人間）の自己回復を目論む若きマルクスにこそつ
きささるのではないだろうか31）。シュティルナーの唯一者の構想は，このような批判には回収さ
れない可能性を秘めている。
このことは，
「連合」
（Verein）に関するシュティルナーの定義において端的に示されている。
「連合でならば，君は，君の全権力，全資産〔能力〕を傾けて，君自身を働かせ貫きうる。だが，
社会の中では，君は君の労働力によって費消されるだけなのだ。連合の中では君はエゴイスト的
に生きるのに反し，社会の中では君は，人間的つまり宗教的に「この主人の体の一肢体」として
生きるのだ。君が有するところのものを，君は社会に負うているのであり，社会に義務づけられ，
「社会的義務」によって─憑かれている。だが，連合，これを君は用益するのであり，義務も
忠誠もなく，もはや何らの利益もこれから引き出しえないと君が知れば，君はこれを放棄するの
だ。社会が君より以上のものであるのなら，社会は君にとって君の上のものとなる。だが連合は，
それによって君が君によってそこにあるのだが，社会はこれとは逆に，自らのために君を要求し，
また君なしでも存在するのだ。約言すれば，社会は聖であるのに対し，連合は固有なるものであ
る，ということだ。社会は君を費消するのに対し，連合は君がこれを費消するのだ。」（EE：
305，下241頁）
シュティルナーにとって，国家や社会は「私の断念，私の自己否定，私の気力喪失すなわち
─譲渡，と名づけられるところのものによって存立するのだ。私の譲渡が社会の力をなし，私

30）（内田弘『『経済学批判要綱』の研究』新評論，1982年）
（尼寺義弘『ヘーゲル推理論とマルクス価
値形態論』晃洋書房，1992年）（重田晃一「労働疎外論と唯物史観」経済学史学会編『
『資本論』
の成立』岩波書店，1967年）
31）ヘーゲルの反省とマルクスの批判的継承については（石井伸男『マルクスにおけるヘーゲル問題』
御茶の水書房，2002年：49-70頁）を参照。
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の屈従が社会に支配を与えるのだ。
」
（EE：343，下232頁）これに対して，「唯一者として，君が
君自身を主張しうるのは，ただ連合においてのみなのであって，それというのも，連合は君を所
持することなく，君がこれを所持し，君のためにこれを有用ならしめるからなのだ。」（EE：
349，下239頁）この定義は微妙である。なぜなら，連合も多数者によって形成され，それによっ
て成立する限り，一つの社会・共同体ではないのか。「この社会の解体はすなわち，交通もしく
は連合であるのだ。もちろん，この連合によってまた一つの社会が成立するのだが，しかしこれ
は，思想によってつまり，思想から，思想のエネルギーが，思惟そのものが固定化しようとする
思想の全ての不断の撤回が消滅することによって，一の固定観念が生ずるのと同断だ。一の連合
が社会へと結晶されたときには，その連合は一の連合化であることをやめる。けだし，連合化と
は，一の不断の自己連合なのであるからだ。連合化は，一の連合された存在となり，静止へとい
たり，固定性へと退化し，それは─連合としては死に，連合もしくは連合の死体となる。すな
わちそれが─社会であり，共同体であるのだ。」（EE：342，下230-231頁）独力でなしうる以
上のものを達成する連合に対して，唯一者は「私の力の乗積以外の何ものも見ず，その共同関係
が私の乗積された力となる限りにおいてのみ，私はその関係を保持する。」（EE：349，下239頁）
唯一者Cは，自己規定的に連合において顕現する（唯一者A）。しかし，国家や社会として固化
することを絶えず回避するために，連合は規定から逸脱する不可能なもの（唯一者B）の能産性
によって解体され形成され続ける。
「唯一者（Ego），つまり現前の個人（living individual）は，
自らの亡霊によって住まわれ襲われる。主人となり，また単体の憑かれた共同体に集まる亡霊
（specters）たちによって，唯一者は形成される。唯一者（Ego）は幽霊（ghost）である。それ
ゆえに，
「私である」
（I am）は「私は憑かれている」（I am haunted）を意味するのである。つ
まり，憑かれた私自身によって私は憑かれ，その憑かれた私自身によって私は憑かれ，･････等々。
唯一者がいるところには，どこにでも亡霊たちがいるのだ。（es spuk,

32）
it spooks ）」
唯一者A

が顕現する連合には，いわば規定から逸脱し続ける自らの亡霊（唯一者B）がつねにすでにとり
憑いており，連合は亡霊たちによって解体され，新たに形成され続ける。現前であると同時に現
前ではない唯一者によって連合（現実性）が「一の不断の自己連合」を続けるというシュティル
ナーの構想は，ヘーゲル的な円環とは明らかに異なる。そこには「現実の本質が定立されたもの
にすぎない」ヘーゲルの「実在的可能性」
（die reale Möglichkeit），「現実的なるもの」の力がた

32）（Specters of Marx.：133）デリダは，幽霊と亡霊の「境界は横断不可能ではないのか？（is this
limit impassable？）」と問い，自己現前化であるシュティルナ─の唯一者がこの「亡霊的境界画
定（ghostly demarcations）」に失敗していると述べる。デリダによれば，シュティルナ─の失敗
は「思考はいつも何らかの亡霊について思考し，それがつくりだすものを鏡として思考する」こ
とを思考しない「近代的思考の欠陥」である。
（ibid：133，146）唯一者の中に単独性のモメント
を読みとる本論においては，このような立場はとらない。
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っぷりと含まれた可能性（考えられうること）とは異質な可能性が開示されているのである33）。

３．マルクスと唯一者
3-1．精神と物質の呪詛
『資本論』初版の価値形態論の末文は，若きマルクスに対するマルクスの自己批判，あるいは
シニカルなシュティルナー批判として読むことができる。「決定的に重要なことは，価値の形式
と価値の実体の大きさとの間の必然的な内在的な関連を見出すことであった。即ち，観念論的に
言うならば，価値の形式が価値の概念から出てくることを証明することであった。」
（KE：34.69頁）
マルクスは『資本論』において，ヘーゲル論理学を実践的・唯物論的に継承し，『草稿』におい
て提出された課題，疎外（貨幣）発生のメカニズムの解明を，価値（概念）を総過程的媒介とす
ることによって遂行している。価値形態論では
「価値を交換価値にするところの価値の形式」，
「商
品という形式」
，
「貨幣という形式」
（KE：35.71頁）という価値の諸形式が「価値の概念から出
てくる必然的産物」として，また
「貨幣結晶は，種類の違う労働生産物が実際に互いに等置され，
したがって実際に商品に転化される交換過程の，必然的な産物」（KⅠ：102.160頁）として叙述
されている。貨幣は商品が抱える矛盾，すなわち個人的過程（使用価値）と社会的過程（交換価
値）を同時に実現しなければならない内的矛盾が，交換過程の矛盾，すなわち全ての商品所有者
が自分の商品を一般的等価物にしようとすることによって逆に全ての商品が相対的価値形態をも
たず生産物・使用価値として相対するという外的矛盾を可能にする運動形態として把握され，商
品が抱える矛盾は使用価値そのものが価値の一般的な形態規定を有する貨幣をつくりだすことに
よって解決される。
価値を総過程的媒介にして商品・貨幣形態の生成を発生論的に追跡する価値形態論での分析か
らは，シュティルナーがいうように，
「諸子がもし貨幣で支払われることを許さなければ，貨幣
は亡びるであろうし，諸子がこの貨幣なるもののために何ごともしなければ，それは一切の力を
失うことだろう」
（EE：305，下181頁）と解されるかもしれない。しかし，価値形態論で示され
たことは，商品の交換過程が商品に価値形態を与えるのではなく，逆に交換過程が商品の価値形
態を現実化する契機である。価値の諸形式は価値の本性から生じる。商品世界における主導権は
創造者ではなく，むしろ被造物（価値）の側にある。

33）（Hegel, G.W. F., 1817；39，『小論理学』（下）松村一人訳，岩波文庫，1978年：§146補遺，§147.
93-95頁）「仮に，「可能的」という言葉を突きつめて「未来的」という意味に限定して理解した場
合でさえも，そこには「現実的なるもの」の力がたっぷりと含まれている。･････つまるところ，
可能性とは，考えられうること，より以外の何ものでもなく，このいまわしい，「考えられうるこ
と」のために，由来，数知れぬ犠牲が斃れてきた。」（EE：370，下266-267頁）可能性（現実性）
と（不）可能性については（Ranciére, J., 1994，「歴史修正主義と現代のニヒリズム」安川慶治訳『現
代思想』1995年４月号）を参照せよ。
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では，商品の価値形態とは何か。
「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，商品形態は人間に対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
働に対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。このような置き替えによって，労働生産物は商品になり，感覚的であると
同時に超感覚的なもの，または社会的なものになるのである。･････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ずる物的な関
係とは絶対に何の関係もないのである。ここで人間にとって諸物の関係という幻想的な形態をと
るものは，ただ人間自身の特定の社会的関係でしかないのである。それゆえ，その類例を見いだ
すためには，われわれは宗教世界の夢幻境に逃げこまなければならない。ここでは，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の関係を結ぶ独立した姿に見え
る。同様に，商品世界では人間の手の生産物がそう見える。これを私は呪物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，従って商品
生産と不可分なものである。
」
（KI：86-87.135-136頁）
マルクスを捩っていえば，
「
「精神」はそもそもの初めから物質に「とり憑かれて」いるという
呪いを負って」いる（DI：56-57頁）ように，物質は初めから「商品生産と不可分なものである」
価値にとり憑かれている34）。具体的にいえば，労働生産物の交換過程から発生した「超感覚的な
もの」は物の属性として映現する。つまり，物（Ding）は社会的形態を纏う（憑かれる）こと
によって「形而上学的な小理屈や神学的な小言で一杯のもの」＝物象（Sache）となり，その属
性が物自体の自然属性と錯認されることで物象は「自明な平凡らしく見える」物（象）として映
ず る。 こ の よ う に 物 象 化（Verdinglichung） さ れ た 意 識 を 組 み 込 ん で，「 さ ら に 自 生 的
（naturwüchsing）に，最初は偶然的に，つぎに習慣的に，最後は構造化される形で」，物象化は
重畳するのである35）。
それだけではない。商品世界において，
「人々はただ互いに商品の代表者としてのみ，存在する。
人々の経済的扮装はただ経済的諸関係の人格化でしないのであり，人々は経済的諸関係の担い手
として互いに相対する。
」
（KI：99-100.155頁）商品が人々を代表するのではなく，逆に人々が商
品の代表者となる。この一見すると奇妙な現象について，マルクスは直前の文でこう述べている。
「商品は，自分で市場に行くことはできないし，自分で自分たちを交換し合うこともできない。
だから，われわれは商品の番人，商品所持者を捜さなければならない。商品は物であり，従って，
人間に対しては無抵抗である。もし商品が従順でなければ，人間は暴力を用いることができる。
34）商品論にとり憑く過剰性（物質性）については（沖公祐「資本主義のマテリアリティ」
『現代思想』
2004年４月臨時増刊号），マルクスの物質概念については（田畑稔『マルクスと哲学』新泉社，
2004年）を参照せよ。
35）
（種瀬／富塚／浜野編著『資本論体系２ 商品・貨幣』有斐閣，1984年：393頁）
（
『マルクスと哲学』
：
425頁，466頁）（崎山政毅『資本』岩波書店，2004年：29-42頁）を参照。
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いいかえれば，それを捕まえることができる。これらのものを互いに商品として関係させるため
には，商品の番人たちは，自分の意志をこれらに宿す人として，互いに相対しなければならない。」
（KI：99.155頁）
ここでの「宿す」
（hausen）を人々の主体的行為と解してはならない。人々は資本家としてあ
るいは貨幣所有者として「人格化され意志と意識とを与えられた」物象（人格の物象化）である。
（KⅠ：168.268頁）したがって，人間が商品を捕まえる以前に，商品が人間を〈憑〉かまえている。
主体は人間ではなく，物象の側にあるのだ。
「生産物が人間労働という点で種を同じくする労働
の単なる物象的な覆いにすぎない限りで，人々はその生産物を価値として互いに関係させ合うの
だが，その時には，逆に，人々のいろいろな労働が人間労働という同種の労働でしかないことが，
物象的な覆いの下に隠されている。人々はその生産物を価値として互いに関係させる。人間の関
係が物象的形式を介することで隠れてしまっているのである。従って，価値の額（ひたい）には
自己の何たるかは書かれていないのである。
人々はその生産物を商品として関係させるためには，
自分たちのいろいろな労働を抽象的に人間的な労働に等置しなければならない。人々はそれを知
ってはいないが，物質的事物を価値という抽象物に還元することで，事実上それを実行している。
それは人間の脳の自然発生的な働きであり，従って本能によってなされる働きである。この働き
は人々の物質的生産の特殊な様式から必然的に生まれるものであり，生活活動のゆえに結び合う
関係から必然的に出てくるものである。
」
（KE：38.77頁）あたかも意識的な過程として叙述され
た貨幣形態の発生過程，交換は「自然発生的な働き」に拠る無意識的な過程である。物が形態規
定を纏って物象化する過程が「本能によってなされる働き」である以上，商品世界において人々
に映ずる物・人はつねにすでに物象化されている。
シュティルナーが批判したのは，まさにこの「抽象的で普遍的なもの」，人・物にとり憑く幽
霊のような物神性にほかならない。そして，物神性を批判（祓除）するシュティルナーの構図が
ヘーゲルとは異なる特殊に対する普遍性（単独性）であったからこそ，批判は批判たりえた。『唯
一者』が「ヘーゲルの世界史的構造から出た一帰結」であるのもこのためである36）。ここから「交
換関係の体系の中に内面化されえぬ外部性」を「特性記述をどれほど重ねても指し示されない・
微分不可能な「単独性」
」37）として，シュティルナーの唯一者をマルクスの中に読みとることが
できる。そして，それによって現状の批判が可能になる。
「私というこの名づけえぬものにおいて，
思想の，思惟の，精神の王国は粉砕されてしまうのだ。」（EE：164，上200頁）しかしこのよう
な批判は，言語が社会的産物であることが発見（意識）された後も言語が使用されることと大差
はない。人々が言語を「統制しているのではなく，その運動に統制されている」ように，現実世
界において，物神性は「統制的な自然法則として暴力的に貫徹される」。（KE：38-39. 77-79頁）
貨幣の物神性は，シュティルナー，マルクスがいうように「幽霊のような対象性（gespenstige

36）（Löwith, K., 1949，『ヘーゲルからニーチェへⅠ』柴田治三郎訳，岩波書店，1953年：134頁）
37）（住吉雅美『哄笑するエゴイスト』風行社，1997年：224頁）
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Gegenständlichkeit）
」
（KI：52.77頁）
，超感覚的な存在である。しかし，現実世界においては「抽
象的に普遍的なものが具体物ないし感覚的で現実的なものの〔実体として〕性質として働いてい
るのではなく，反対に，感覚的で具体的なものが抽象的で普遍的なもののたんなる現象形式とし
て，あるいはそれの実現される形式として働いている」。つまり，自己規定的に世界を創造する
シュティルナーの唯一者には感覚性・物質性が決定的に欠けており，「果物なるもの」がリンゴ
やナシとして現象する観念論の域を出ていないことも確かである。精神が初めから物質にとり憑
かれる呪いを負っているのと同様，人・物が精神にとり憑かれた物象である以上，精神の祓除の
後に残るのは，相変わらず物象化された人・物によって形成される世界，物象化世界である。マ
ルクスは商品という自明な物の分析を通して，そのことを示している。

3-2．シュティルナーからマルクスへ
貨幣は単なる思い込みや「反省の産物」
（KI：106. 165頁）ではなく，商品世界における必然
的産物である。それを亡霊や幻想として斥けるシュティルナーの観念論的批判，「観念的な世界
からの超出は，世界に対する哲学者たちの無力のイデオロギー的表現なのである。」（DI：363.
406頁）
。しかし，シュティルナーの唯一者の構想を「哲学者たちの無力のイデオロギー的表現」
の一変種とみなすことはできない。これに応じるかのように，マルクスはつぎのように述べてい
る。
「商品世界のいっさいの神秘，商品生産の基礎の上で労働生産物を霧のなかに包みこむいっ
さいの奇怪事は，われわれが他の生産形態に逃げこめば，たちまち消えてしまうのである。」
（KⅠ：
90.141頁）こう述べた後，マルクスはロビンソン物語や封建社会，さらには来るべき社会の生産
様式について簡単に叙述することによって，資本制社会が歴史的には特殊な生産様式であること
を示唆している。
しかし，よく考えてみると，特殊なものを特殊なものとして把握するマルクスの意識自体は特
殊ではないのだろうか。
「意識が生活を規定するのではなく，生活が意識を規定する」
（DI：51頁），
また「人間が立ちむかうのはいつも自分が解決できる課題だけである」（Kr：9.14頁）ならば，
マルクスがいう特殊なものは，むしろそれ自体が普遍性として自立化しているのではないか。問
題は，マルクスがいかにして特殊を特殊として把握しているか，実践的・唯物論的批判を行って
いるかである。それは『草稿』において提出されていたもう一つの課題，「どのようにしてこの
疎外は，人間的発展の本質のうちに基礎づけられるのか」
という課題の遂行でもあるだろう。
『ド・
イデ』における過去の哲学的意識の清算にその徴候を読みとることができる38)。
先行諸研究からも明らかなように，
『ド・イデ』における「一般的結論」（Kr：8.13頁）は，「人
間相互間の唯物論的な連関」
（DI：56頁）によって歴史を把握するいわゆる「唯物史観」
（historischer
materialismus）の定礎である。この歴史観は，
「絶えず現実的な歴史の地盤にとどまり，実践を

38）重田晃一は，『草稿』において提起されたマルクスの自問に対する自答の基本的道筋を『ド・イデ』
における市民社会の一般的規定のなかに読みとっている。（「労働疎外論と唯物史観」
）
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理念から説明するのではなく，理念的構成物を物質的な実践から説明する。」「すなわち，現実的
な生産過程を，それも直接的な生の物質的な生産から出発して，展開すること，そしてこの生産
様式と連関しながらこれによって創出された交通形態を，したがって市民社会を，その様々な段
階において，･････全歴史の基礎として把握すること，･････そして市民社会を，それの国家とし
ての営為においても叙述すること，ならびにまた，宗教，哲学，道徳，等々，意識の様々な理論
的創造物と形態の全てを，市民社会から説明し，
〈市民社会に還元すること。〉そしてそれらのも
のの生成過程をそこから跡づけること」である。（DI：86-87頁）マルクスは，「従来のどの歴史
的諸段階にも常に現存した生産諸力によって条件づけられつつ，かつまた同時に生産諸力を条件
づける交通形態，それが市民社会である」と述べ，市民社会を「全歴史の真の気罐室であり舞台」
（DI：74頁）と定義するとともに，その「立ち入った諸規定」は「本源的な歴史的諸関係の四つ
の契機，四つの側面」
（DI：56頁）として，
（1）物質的生活の生産，（2）新しい欲求の創出，（3）
人間の繁殖ないし家族，
（4）生の生産（自然的・社会的関係ないし諸個人の協働）を挙げている。
したがって，ここでいう歴史的諸関係は「人間相互間の唯物論的な連関」と同義であり，「歴史
全般の根本条件」ないしは「なんら恣意的なものではなく，ドグマでもなく，仮構の中でしか無
視できないような現実的諸前提」という意味で，上述の諸規定は本源的＝普遍的である。（DI：
25頁）
『資本論』や『グルントリッセ』に比べて，未だ方法論的な不明瞭さと試行錯誤が散見さ
れるが，総じてそれらは歴史の総体を包摂する「一般的抽象的規定」（Gr：43.62頁），「人間の，
全ての社会形態から独立した存立条件」
（KⅠ：57.85頁）として了解されている。粗削りではあ
るが，これら諸規定が後の経済学批判体系において発展的に継承されていることはいうまでもな
い39）。
マルクスは，先ほどの諸規定が「人間の歴史的発展の考察から抽象されるごとく一般的な結論
の総括」と断った上で，それらは「現実の歴史から切り離されては，まったく無価値」であり，
また「決して，永遠の昔から直接無媒介に存在している，つねに自己同一的な〈産物〉事物なの
ではなく，
〈永遠の成果であるということ〉産業状態の産物であるということ，･････歴史的〈各
時代において〉産物であり，活動の〈産物〉成果」，つまり「世代から世代へと続く一系列全体
の〈産物〉活動の成果であって，世代の各々は先行する世代の肩の上に立ち，その産業の交通を
拡張し，変化した欲求に則ってその社会秩序を変容させてきたのである」と述べる。（DI：44頁）
歴史的諸関係自体は非歴史的であるから，現実の歴史の中で絶えず新たな形態をとり，後の世代
が先行する世代の産物として変形的に保存する。自体的には無価値な歴史的諸関係は「絶えず新

39）（細谷昂『マルクス社会理論の研究』東京大学出版会，1979年）
（服部／佐藤編著『資本論体系１
資本論体系の成立』有斐閣，2000年）を参照。一般的抽象的規定は歴史貫通的なそれと，一定の
社会的関係を表現するそれとに区別されなければならない。前者を労働過程，後者を資本制的労
働過程＝価値増殖過程として読みかえるとわかりやすいだろう。この点に関しては（今村仁司『歴
史と認識〈新版〉』新評論，1985年）（佐藤金三郎「
「経済学批判」体系と「生産一般」
」『「資本論」
研究序説』岩波書店，1992年）を参照せよ。
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しい形態をとり，そしてそれゆえに一つの「歴史」をあらわす」。（DI：56頁）アジア的生産様式・
封建的生産様式等の特定の生産様式として概念化されることによって，歴史的諸関係は歴史を表
象する。生産様式の特殊性の認識は，歴史的諸関係の諸契機が有する普遍性によって可能となる。
このような「一般的照明」
（Gr：41.59頁）を確保することによって，普遍性（歴史的諸関係）に
対する特殊として資本制経済をとらえることが可能になるのである40）。
ところで，歴史的諸関係とはパラドキシカルな概念ではないだろうか。本源的という意味では，
その諸規定は「千年前も今も，日々刻々と充たされなければならない条件」であるから，生産様
式の特殊性ではなく普遍性である。別言すれば，絶えず新たな形態をとって概念化されつつも，
それら全てが歴史的諸関係の概念化されたものであるから，先代から変形的に保存された前提と
して普遍性を有している。しかし，他方において，歴史的諸関係自体は現実世界においては非現
実的・非物質的，
「一つの抽象以外の何ものでもなく，またそれだけとしてみれば決して存在し
ないもの」としていわば「幽霊」であるから，一定の生産様式（特殊）の姿をとって現象する41）。そ
れだけではない。表象不可能な生産様式，概念化しえない没規定的な生産様式を「代理／表象」
（Darstellung）する概念（固定指示子）としても機能しうる42）。つまり，歴史的諸関係は歴史の
総体であることによって現前であるとともに非現前でもあるのだ。
この点を明確にするために，
『資本論』の「いわゆる本源的蓄積」をとりあげてみる。マルク
スはこう述べている。
「いわゆる本源的蓄積は，生産者と生産手段との歴史的分離過程にほかな
らない。
」
（KI：742.359頁）労働力の価値（必要労働時間で測定された交換価値）と労働力の機
能（使用価値）が創出する価値のあいだの差＝剰余価値が資本の絶対条件であるから，資本は労
働者と労働実現条件の所有の分離を前提する。
「資本関係を創造する過程は，労働者を自分の労
働条件の所有から分離する過程，すなわち，一方では社会の生活手段と生産手段を資本に転化さ
せ他方では直接的生産者を賃金労働者に転化させる過程以外の何ものでもありえないのである。」
（KI：742.359頁）しかし，それは資本にとっての前提であると同時に出発点である。マルクスは
この出発点＝起源を封建社会の解体（生産者と生産手段の分離）に求めている。
40）（今村仁司「マルクスにおける歴史的時間の概念」
『現代思想』2004年４月臨時増刊号）を参照。
41）マルクスは物質性をもたないものを「幽霊」と形容している。「単なる幽霊──労働「というもの」
があるが，これは一つの抽象以外の何ものでもなく，またそれだけとしてみれば決して存在しな
いものである。･････それは，人間が自然との物質代謝をそれによって媒介する生産的活動一般で
ある。といっても，これはどんな社会形態にも性格規定をはぎとられているだけではなく，社会
にかかわりなく，あらゆる社会から切り離されて，その単なる自然存在にあってさえこのような
媒介をするものであり，また，生命の発現であり生命の実証であるものとして，およそまだ社会
的ではない人間にも，すでにどのようにか社会的に規定されている人間にも，共通なものである。
」
（KⅢ：823-824. 331-332頁）
42）ここでの表象はVorstellungではなくDarstellungである。Vorstellungが「この前に＝立つものの
後 ろ 側 に 何 も の か を 」 想 定 す る の に 対 し て，Darstellungの「 背 後 に は 何 も の も な い。」
Darstellungは，いわば「不在の効果の概念」といえよう。（『資本論を読む』中：254-255頁）「価
値は交換価値とされた他者の中で価値として現われるDarstellungしかないのである。
」（KE：
17.35頁）
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ここで重要なことは，本源的蓄積論に発生する過剰性である。マルクスがいうように，「資本
主義社会の経済構造は封建社会の経済構造から生まれてきた」としよう。では封建社会はどのよ
うにして生まれてきたのか。奴隷社会の解体からである。奴隷社会はどのようにして生まれてき
たのか。原始共同態の解体からである。原始共同態はどのようにして生まれてきたのか。以下，
同様に進む。このような論理的な無限遡及，没規定的な生産様式，過剰性の発生は，歴史的諸関
係が絶えず新たな形態をとってあらわれる「力」（Macht）を有する関係体であるため，そこに
明確な起源＝終わりを見いだすことができないことに起因する。仮に〈本源的な歴史的諸関係な
るもの〉が概念化されたとしても，前提＝結果として，「前提自体が媒介されている。すなわち
共同社会的生産，生産の基礎としての共同社会性が前提されている。」（Gr：103.160-161頁）商
品から下向的に剔決されたアルケー（起源）が価値ではなく諸個人の協働であるように，「対自
然ならびに諸個人相互間の一関係」
（DI：88頁）
，
「生産諸力・諸資本・社会的交通諸形態の総体」
（DI：89頁）たる歴史的諸関係は不断の自己形成を続ける関係体にほかならないのだ。
スタティックではあるが，アルチュセールは，このことを隠喩的に語っている。「あえて空間
的隠喩を使っていえば，限定されるがゆえに無限な空間，すなわち，それをなにものから分かつ
外的な限界や境界をもたない空間であるという点にある。なぜかといえば，それは自分の内部で
定義され限定され，自分でないものを排除することで自分の本来の存在を作り出す，定義の有限
性を自分の内部にもっているからである。そのとき，その定義（すぐれて科学的な操作）は，そ
れをそのジャンルにおいて無限なものにすると同時に，その定義自体がそれのなかでそれから排
除するものによって，自己の内部であらゆる規定を帯びて，際だつようにする。この場合でも，
この排除されるものが，純然たる他者，単なる任意のもの，あるいは計算高い哲学が性急に名づ
けるような「残余」ではないことに，よく注意してもらいたい。」43）
43）（『 資 本 論 を 読 む 』 上：46頁 ） マ ル ク ス は 歴 史 的 諸 関 係 の ダ イ ナ ミ ズ ム を「 自 然 成 長 的 」
（Naturwüchsigkeit）と形容している。自然の一部としての人間が自然・人間と連関することは，
エレメント・レヴェルでは「自然が自分自身と連関する」自然─自然関係である。（『マルクスと
哲学』：249-254頁）「すべての歴史は，「人間」が感性的意識対称の対象となり，そして「人間と
しての人間」の欲求が〔普通の〕欲求となるための準備の歴史である。歴史そのものが自然史の，
人間への自然の生成の，現実的な一部分である。」（Manu： 544. 143頁）柄谷によれば，自然成長
的とは起源のない「絶えまなく自己差異化していく差異体系のありよう」であり，｢同一的なもの
を差異化し相異なるものを横断的に結合する 偶然的 な過程である。｣（柄谷行人『内省と遡行』
講談社学術文庫，1988年：255頁，266頁）マルクスの自然成長性は計画的に制御可能な無政府性・
非計画性とは異なる。「当初は自己活動の〈条件〉諸条件として，後には自己活動の桎梏として立
ち現われてきた，これら様々な諸条件が，歴史的発展の全体を通じて，交通諸形態の連関する一
系列をなす。桎梏と化した旧来の交通諸形態に代えて，より発展した生産諸力に〈照応する〉，し
たがってまた諸個人の自己活動の一歩前進したあり方に照応する，新しい交通形態が据えられる
──このようにして，交通諸形態の連関が成り立っているわけである。これらの諸条件は，各段
階ごとに，同時代の生産諸力の発展に照応するものであるから，これら諸条件の歴史は，同時に
また，発展しながら各段階ごとに新世代に引き継がれる生産諸力の歴史であり，したがってまた，
〈これらの〉諸個人自身の〈力の発展〉諸力の発展の歴史である。この発展の歩みは自然成長的で
ある。つまり，自由に結合した諸個人の全体的計画に従ったものではない。」（DI：186-187頁）
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マルクスが示した歴史的諸関係は自己規定的な無限の空間，「なにものから分かつ外的な限界
や境界をもたない空間」といえよう。歴史の総体（空間）として特定の生産様式の姿で現象する
とともに，その無限性ゆえに絶えず新たな形態をとり続ける。この無限性は後の世代が先行する
世代の産物を変形的に保存する只中において規定が排除し続ける残余，没規定的な生産様式の複
数性によって創出され続ける。歴史的諸関係は「自然過程の必然性をもって，それ自身の否定を
生み出」し，それ自身が自らの否定を創出し続ける不断の過程にほかならない。（KI：791.438頁）
マルクスは，シュティルナーの唯一者が「ヘーゲル流の「無前提な思考」すなわち独断的諸前提
なしの思考」であり，
「これはヘーゲルにあってもあだな願いなのである」（DI：420.470頁）と
批判し，
「仮構の中でしか無視できないような現実的な諸前提」
として歴史的諸関係を対置したが，
自己規定性・無限性・総体性という決定的な点において，シュティルナーの唯一者の構想とマル
クスの歴史的諸関係は理論的に接合される。しかし，唯一者の構想はマルクスの認識と実践的に
接合されない限り「あだな願いなのである。
」
シュティルナーの「あだな願い」を相続するかのように，マルクスはプロレタリアートが階級
の一成員としてではなく，各人が各人として参加する共同体を模索している。「ある階級の諸個
人が入り込んだ，そして第三者に対するかれらの共同的利害に条件づけられていた共同社会的な
関係は，いつでも，これからも諸個人がただ平均的諸個人としてのみ，しかも彼らがただ自己の
階級の生存諸条件の中で生きていた限りでのみ所属した共同社会でしかなく，･････彼らが諸個
人としてではなしに階級の一員として参入した一関係であった。これに対して，自分たちばかり
か社会の全成員の生存諸条件を自己の制約下におくにいたった革命的プロレタリアたちの共同社
会の場合は，まさに正反対であって，諸個人は諸個人としてそこに参加する。これこそがまさに
諸個人の結合（もちろん，現在までに発展してきた生産諸力を前提とする範囲内での）に他なら
ない。それは，諸個人の発展と自由な運動との諸条件を彼らの制御の下に置く結合である。」
（DI：
44）
181-182頁）

ここにシュティルナーの連合の構想を読みとることは十分に可能であるだろう。「自然的絆も
精神的絆も，連合を結ぶことはできず，また連合は自然的紐帯でも，精神的紐帯でもありえない。
連合を成就せしめるものは，血でもなければ信仰（即，精神）でもない。何らかの自然的紐帯
─家族，種族，民族，また人類でさえも─の中では諸個人は単にそれらの種もしくは類のサ
ンプルとして価値をもつにすぎない。また何らかの精神的紐帯─共同態，教会等─の中では，
個体は，その精神の一成員を意味するにすぎない。いずれの場合にも君が唯一者としてあるとこ
ろのものは─抑圧されねばならないのだ。唯一者として君が君自身を主張しうるのは，ただ連
合においてのみなのであって，それというのも，連合は君を所持することなく，君がこれを所持
44）デリダは，マルクスが資本の自律性自動性（自然成長性）を描写し，それが単なる幻想ではなく
一定の必然性をもつことを示した点を評価しつつも，
「諸個人の発展と自由な運動との諸条件を彼
らの制御の下に置く結合」を積極的に言明する点に対して存在論の嫌疑をかけている。
（Specters
of Marx．: 170）
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し，君のためにこれを有用ならしめるからなのだ。」（EE：349，下239頁）
自然的・精神的紐帯は人々を抑圧するものであり，人々がそれらを所持する時，すなわち「諸
個人の発展と自由な運動との諸条件を彼らの制御の下に置く結合」＝連合において，抑圧は抑圧
ではなくなる。その使命は，観念的には唯一者が担い，実践的には「歴史の原動力」たるプロレ
タリアートが「自分の歴史的使命とする」
。
（KI：22.34頁）45）この点に関しては稿を改めて検討す
ることを断った上で，
『ド・イデ』以後にマルクスが提示した概念にはシュティルナーの唯一者
の構想が批判的に継承されている。このことをおぼろげながらでも示すことができたならば，本
論の目的は達成されたといえるだろう。
本文中において，以下の文献はつぎのように略記する。
Marx, K., 1843-45，Ökonomische-Philosophie Manuskripte．in Marx-Engels Werke，Band40.（『経済学・
哲学草稿』城塚／田中訳，岩波文庫，1964年）=（Manu：原頁．訳頁）
, 1857-58，Grundrisse der Kritik des Politischen Ökonomie．in Ökonomische Manuskripte，Teil 1・
2．（「経済学批判要綱」
『マルクス資本論草稿集』第１・２巻，資本論草稿翻訳委員会訳，大月書店，
1981年）＝（Gr：原頁．訳頁）
, 1859, Zur Kritik der Politischen Ökonomie．in Marx-Engels Werke，Band13．（『経済学批判』武
田／遠藤／大内／加藤訳，岩波文庫，1956年）＝（Kr：原頁．訳頁）
, 1867, Das Kapital．Erster Band．（『対訳・初版資本論第1章及び付録』牧野紀之抄訳，信山社，
1993年）＝（KE：原頁.訳頁）
, 1867, Das Kapital. in Marx-Engels Werke，Band23-25．（『資本論』岡崎次郎訳，国民文庫，
1972年）＝（KⅠ･Ⅱ･Ⅲ：原頁．訳頁）
Marx, K. ／Engels, F., 1845-46，Die Deutsche Ideologie. in Marx-Engels Werke，Band3.（「ドイツ・イ
デオロギー」真下信一訳『マルクス・エンゲルス全集』第３巻，大月書店，1963年）＝（DI：原頁．
訳頁），（『新編輯版ドイツ・イデオロギー』廣松編訳／小林補訳，岩波文庫，2002年）＝（DI：訳
45）『ヘーゲル法哲学批判序説』の中で，マルクスはプロレタリアートについてこう述べている。「市
民社会のいかなる階級でもないような市民社会の一階級，あらゆる身分の解消であるような一身
分，その普遍的な苦難のゆえに普遍的な性格をもち，なにか特別の不正ではなく不正そのものを
蒙っているがゆえにいかなる特別の権利も要求しないような一領域･････一言でいえば，人間の完
全な喪失であり，それゆえにただ人間の完全な再獲得によってのみ自分自身を獲得することがで
きる一領域･････社会のこうした解消が一つの特殊な身分として存在しているもの，それがプロレ
タリアートなのである。」ここにはマルクスのプロレタリアートとシュティルナーの唯一者の理論
的接合のための重要な論点が示されている。
「市民社会の特定の階級や身分ではない得意な
「領域」，
市民的人間の全面的な否定と解消である特異な「領域」
，要するに市民社会の内部にありながら，
市民社会の秩序から完全に排除されている
「領域」
，この特異なトポス，すなわち現実的な階級的・
身分的空間には指定できないノン・トポス（非・場所）こそがプロレタリアートなのである。」（今
村仁司「マルクス」『現代思想の源流』講談社，2003年：81頁）また，エチエンヌ・バリバールと
田畑稔は，『ド・イデ』における「階級個人」（Klassenindividuum: class）と「人格的個人」
（das
perösonliche Individumm; masses）というプロレタリアートの二つの表現とその意味の差異に注
意を喚起している。（Balibar, E., Masses, Classes, Ideas. Routledge, 1993）（田畑稔『マルクスとア
ソシエーション』新泉社，1994年）
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頁）
Stirner, M., 1844, Der Einzing und ein Eigentum．Reclam, 1972（『唯一者とその所有』上下，片岡啓治訳，
1977年）＝（EE：原頁，訳頁）
, 1845，Rezensenten Stirners．（「シュティルナーの批評家たち」星野／滝口訳『ヘーゲル左派論叢』
第１巻，御茶の水書房，1986年）＝（RS：訳頁）

