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ニューレフト・レビューによるアルチュセールの

受容 —その導入初期にみられる特徴について— 
 

浜島 清美  
 
1. はじめに 

 本稿では、イギリスを代表する左派系の評論雑誌『ニューレフト・レ

ビューNLR』1 の 1960 年代半ばに掲載された記事（主に 1966 年に発行さ

れたもの）のなかから、フランスの哲学者ルイ・アルチュセールにかか

わるものを研究対象として調査し、当時の NLR の編集委員会が掲げた編

集方針（大陸理論の導入によるイギリス左派の刷新）にアルチュセール

の哲学がどのように関係していたのかを解明することを目的とする。  

 そのためには、アルチュセールに言及された記事の分析とともに、1960

年代半ば当時の編集委員会を構成していた思想家たちがいかにして西欧

マルクス主義と呼ばれる潮流を受容するにいたったかという契機の問題

の検討も不可欠である。つまり、彼らは当時どのような状況にあり、ど

のような問題に直面しており、そうした問題を克服するために彼らが選

んだ選択肢が西欧マルクス主義であったとすれば、西欧マルクス主義の

どのような要素に魅了されたのか、について詳らかにすることが必要と

なるであろう。また、当然ながら、その前提として西欧マルクス主義の

系譜におけるアルチュセールの立ち位置もまた把握しておかねばならな

いだろう。  

 

1-1. 1960 年代前半の NLR 

 アルチュセール関連の記事にあたる前に、60 年代前半の NLR の状況を

確認しておきたい。1950 年代後半に反核キャンペーンと連動する形で盛

り上がりをみせたニューレフト運動は 1961 年までには勢いを失っていた。

その結果、1961-62 年にかけて NLR 編集委員の大幅な入れ替えが行われ

た。NLR を立ち上げたスチュアート・ホールらが退き、ペリー・アンダ
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ーソンら若い世代によって編集委員会が再構成されたのは、それまでの

ニューレフトの活動が実際の政治的状況に対して影響を与えられなかっ

たことへの反省の結果である 2。従って、それ以前と以後の NLR は当然異

なる。ニューレフトの世代間の差異については様々な角度から論じるこ

とができるが、アルチュセール理論と NLR とのかかわりを考察するとい

う本稿の性質上、特に理論をめぐる差異の概略についてのみ提示してお

きたい。  

 アンダーソンがあげるニューレフト第一世代の理論的な特徴の一つは

エドワード・トムスン 3 に典型的に示されるようにヒューマニズムであ

る。そしてその理論的な源泉はイギリス国内の社会思想家にほぼ限定さ

れている。例えば、トムスンはウィリアム・モリスに傾倒しており、自

身が執筆したモリスの伝記 William Morris: Romantic to Revolutionary 

(1955)のなかでモリスを道徳的見地から産業資本主義に挑んだマルクス

主義ヒューマニストとして描いている。  

 ヒューマニズムや道徳への傾倒は、イギリス的文芸批評の特徴である 4。

リチャード・ホガートによれば、文芸批評とは「『良い文芸作品』は社会

のより良い理解のための鍵と、社会における『道徳的な生活』のより良

い把握のための方法を与える」(Hoggart 1970: p. 156)という信念にもとづ

く作家・批評家たちに広く共有された批評の手法である。  

 従って、この本来的な道徳志向にスターリン主義への失望が加わるの

が当時のイギリス社会主義者にみられる傾向といえるだろう。トムスン

を含め共産党からの離党者たちが理論上の拠り所としたのは、大陸で展

開されていたジェルジ・ルカーチらの新たなマルクス主義理論ではなく、

上述のモリスのほかハロルド・ラスキや G. D. コールなど自国の伝統的

な社会主義思想であった。アンダーソンらは、このような従来的な批評

手法ではイギリス社会の現状を構造的に分析することも、新たな社会の

見取り図を提示することも不可能であると考えた。こうして第二世代の

NLR によってイギリス的とされる批評スタイルの見直しがなされること

になった。  

 アンダーソンやトム・ネアンら第二世代の編集委員たちが共有してい

たのは、上記のようなイギリスの特殊性という見解であり、その特殊な

事情に起因する西欧マルクス主義受容に対する出遅れという危機感であ
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った。その危機感が伝統的批評スタイルに依拠しない社会分析への強い

志向を下支えしていた。彼らによれば、20 紀初頭以来大陸において大き

な思想的流れを形成している西欧マルクス主義に対するイギリスの無関

心は、たしかに長らく停滞を続けているイギリスの社会思想の活性化を

阻む大きな要因である  (Anderson 1966: p. 22)。NLR の誌面  (I/21、10 月号)

では、1963 年という比較的早い時期から、フランス語圏で行われている

新しいマルクス主義研究の盛況さが持ち上げられる一方で、イギリスの

研究者たちの「党の政策あるいは不毛な党派主義の論争に固執」

(Dickinson 1963: p. 33)している姿勢が批判されている。このようにして、

停滞するイギリスの知的状況の打開のため最新の西欧マルクス主義の導

入が試みられることとなった。  

 
1-2. 「西欧マルクス主義」にかんするアンダーソンの図式的理解 

 ここで西欧マルクス主義と呼ばれる社会主義のひとつの潮流について

アンダーソンの論考『西欧マルクス主義』(1979)を参照しながらその流れ

の概略を押さえておきたい。アンダーソンは第一次大戦以降の大陸のマ

ルクス主義者たちを、まず世代別に第一世代、第二世代と分類する。さ

らに彼らの出身地をおおまかに区分し、前者の拠点を東・中欧、後者の

それをドイツ、フランス、イタリアとした。さらに、第一世代を「自己

の思想形成に係わる政治的体験が第一次大戦そのものか、あるいは大戦

終結の前に起こったロシア革命の影響受けた人々」 (Anderson 1979: pp. 

54-5)と、さらに第二世代を「第一次大戦のずっと後に成人に達した人々

から成り、彼らはファシズムの跳梁と第二次大戦を通じて自己の政治的

な姿勢をかたちづくった人々」(Anderson 1979: p. 55)とそれぞれ特徴づけ

た。第一の知識人グループにはルカーチ、コルシュ、グラムシ、ベンヤ

ミン、マルクーゼなどから、第二の知識人グループはルフェーブル、ア

ドルノ、サルトル、アルチュセールらからなる。  

 アンダーソンは上記のような全体的な流れの図式化に加え、西欧マル

クス主義のなかに、第一次大戦前のマルクス主義の古典的世代にみられ

た理論と実践との有機的な統一が次第に分離していく傾向をみてとる。  
 

このような理論と実践との乖離は即座に生じたのではなく、あるい
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は無意識に起こったものでもない。それは 1930 年代に理論と実践と

の結合をまさに最終的に破壊したさまざまな歴史的重圧（ファシズ

ムとスターリン主義）によって、ゆっくりと累進的にもたらされた

のである(Anderson 1979: p. 57、括弧内引用者)。  
 
1970 年代のアンダーソンはこのように言い、西欧マルクス主義に対し一

歩引いた立場をとるようになったが、1966 年中葉あたりの彼の論考では

その限りではなく、以下で扱う記事でみられるようにその現象をあえて

肯定的に捉えようとしている。実際、アンダーソン自身も 1960 年代後半

の NLR は意識的に西欧マルクス主義を取り上げ、イギリスにおけるその

欠落状態を改善しようとしていたことを認めている 5。  

 さらに、目前の論敵である第一次ニューレフトとの差別化をはかると

いう側面もあっただろう。第一世代を含むそれまでのイギリス社会主義

者によってつづられてきたイギリス社会史を、大陸のマルクス主義とい

う新しい道具を使って、大胆に読み直し従来的な社会理解に切断を持ち

込むことによって、第二次ニューレフトを真の革新者に位置づけるとい

う言説上の戦略があったとも考えられないだろうか。トムスンとの間で

繰り広げられた激しい論争からしてもこの推測はあながち的外れとは言

えないだろう。  

 
2. 記事分析  

2-1. アンダーソンによる NLR の西欧マルクス主義的潮流への位置づけ  

 NLR にアルチュセールの名が最初に現われるのは、1966 年 1-2 月号に

掲載されたアンダーソンによる「社会主義とにせ経験主義 Socialism and 

Pseudo-Empiricism」という記事のなかである。この記事は新 NLR からト

ムスンへの対抗的応答という性質を持つ。記事が書かれるまでの経緯は

以下のとおりである。まず、アンダーソンとネアンはそれまでに NLR 誌

上で彼ら独自のイギリス社会史分析をいくつか発表していた。例えば、

アンダーソンは 17 世紀のイギリス革命は台頭するブルジョアジーと凋落

する貴族階級のあいだの争いではなく、地主階級内部の分派闘争である

と主張した 6。このような大胆な歴史解釈はことごとく歴史学者トムスン

を刺激するものであった。そのため、トムスンは『ソーシャリスト・レ

ジスターSocialist Register』(1965) で彼らの歴史解釈を厳しく批判したの
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である。それゆえ、このアンダーソンの論考はトムスンの批判にたいす

る反論であるため、厳密に言えばアルチュセールの思想を正面から論じ

たものではない。アンダーソンは、トムスンに対するひとつの抗弁のな

かで第一世代が回避してきた西欧マルクス主義を自分たち現 NLR の理論

的支柱として据えていることを強調するくだりでアルチュセールの名に

二度にわたり肯定的に言及した。  

 実際にアルチュセールが登場する文脈は以下のとおりである。アンダ

ーソンは彼らの NLR が依拠する理論的背景へのトムスンの無理解を指摘

したうえで、その理論的系譜を次のように明らかにしていく。現 NLR の

路線は第一次大戦以来の西欧マルクス主義の主要な伝統に連なる。その

伝統は観念論の新たな形態であり、かつマルクス主義自体の進化におい

て、そのような新たな観念論に対する弁証法的な応答でもある。この歴

史の流れのなかには決定的な契機が三つみられる。まず、1920 年代の始

めに、ヘーゲルやジンメルの影響を受けたルカーチ、つづいて 1930 年代

にはクローチェを再検討したグラムシ、そして 1950 年代から 60 年代の

初めにかけてはハイデガーやフッサールに影響されたサルトルの登場で

ある。この三人に連なる思想家たちとして、マルクーゼ、アドルノ、ブ

ロッホなどとともにアルチュセールの名も重要なマルクス主義の思想家

として挙げられている。「これらの思想家（＝ルカーチ、グラムシ、サル

トル）は、当然のことながら、突出した孤高の頂上である。異なる歴史

と軌跡を有するその他の多くの思想家たちも、また、非常に重要である。

マルクーゼ、ゴールドマン、デッラ・ヴォルペ、アドルノ、ブロッホ、

アルチュセール、などである」(Anderson 1966: p. 31、括弧内引用者)。  

 ルカーチ、グラムシ、サルトルにかんして言えば、彼らのそれぞれの

著作、『歴史と階級意識』、『獄中ノート』と『弁証法的理性批判』が政治

的現実と実践から離れた場所で執筆されたために抽象的で偏りがあるこ

とを認めている(Anderson 1966: p. 31)。つまり、アンダーソンは西欧マル

クス主義が理論に偏りかけていることをすでにこの時点で自覚している。

しかし、それを割り引いてもこの思想的ダイナミズムのなかでマルクス

主義理論が次々と刷新されていくさまを肯定的に捉えているのがわかる。

現時点では旧ニューレフトへの対抗と差異化という関係上、これまでの

イギリス社会主義者が避けてきた西欧マルクス主義の活力を強調するこ
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とは現 NLR にとっては意義あることと考えられる。  

 アンダーソンはこのヨーロッパのマルクス主義の新たな潮流の内部で、

次第に「反–観念論的な」の傾向を示すしるしが現われ始めたことに注目

しており、「アルチュセールの仕事にはこうした兆しがある」 (Anderson 

1966: p. 32)と評価している。けれども、この論考に付された注記 98 にお

いて、アルチュセールの概念的な革新は、観念論の影響の内部にあるバ

シュラールとラカンに多くを負っているため、同時代のマルクス主義思

想と同様に観念論の影響を完全には免れえない点を指摘するなど、アル

チ ュ セ ー ル に 対 し て も 若 干 の 留 保 を つ け る こ と を 忘 れ て い な い  

(Anderson 1966: p. 32)。  

 事実、アルチュセールはテクスト読解の方法をジャン・カヴァイエス、

ガストン・バシュラール、ジョルジュ・カンギレーム、ミシェル・フー

コーから学んでいる  (Althusser 2010: p. 135)。その読解手法「徴候的読解」

7 は『資本論を読む』の序論「『資本論』からマルクスの哲学へ」におけ

る中心的テーマであり、アルチュセールの哲学の根本的原理をなし、そ

の読みを様々なテクストに施すことによってアルチュセール独特のテク

スト解釈ひいては哲学が紡ぎだされるのである。  

 アンダーソンは反–観念論へと向かう西欧マルクス主義の流れを持ち

上げる反面、イギリスにおけるマルクス主義思想の伝統の欠落をことあ

るごとに批判している。例えば、「党のパンフレットを別にすれば、イギ

リスでこの 20 年間の間に普及したマルクスに関する唯一の本といえばバ

ーリンの不運にも不案内かつ未熟な解説書（Karl Marx: His Life and 

Environment [1939]）のみである。そしてその本は全体系にとって重要な

「疎外」という概念に一度たりとも言及することなくマルクスの著作を

論じるという離れ業を成し遂げたのだった」(Anderson 1966: p. 26、括弧

内引用者)。このようなイギリスにおけるマルクス主義の貧困こそが、ト

ムスンのような教養人をして彼ら NLR 第二世代の思想的背景を理解する

ことを困難にしている原因ではないかとアンダーソンは推察している。

アルチュセールへの着目は、従って、イギリスマルクス主義の全体的な

停滞を問題視し、その有効な対処策として西欧マルクス主義を推す新た

な NLR の姿勢を正当化する数多くの論拠のなかの一つとして、この記事

から始まったのである。  
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2-2 ブリュースターによる NLR と先端的マルクス主義への関連づけ 

 NLR は、同じく 1966 年の 5-6 月号においても、アルチュセールに言及

している。それはベン・ブリュースター 8 の「サルトルを論じるゴルツの

紹介 Presentation of Gorz on Sartre」という記事である。この論考のなかで、

アルチュセールへの言及が行われるのは、以下のようにしてである。  

 ブリュースターによるこの記事はポスト・スターリン主義的マルクス

主義という流れのなかにジャン＝ポール・サルトルを位置づけ、その著

作『弁証法的理性批判』（以下、『批判』と略す）の重要性を明らかにし、

読者をゴルツによるサルトル論へと橋渡しすることを目的としている。

従って、この記事でもまたアルチュセールは脇役なのだが、このサルト

ルの紹介という趣旨にアルチュセールがどのように絡められているのか

を確認しておかねばならない。  

 マルクス主義の現代的な展開においては、三つの主要な特徴（ブルジ

ョア文化に対する弁証法的応答、社会の発展に対する関係性、党派の超

克）がみられるが、サルトルの『批判』9 も同様の構造がみられることが

確認される。とくに、三つめ特徴である党派の超克めぐる議論のなかで

アルチュセールへの言及が行われる。ブリュースターはサルトルの『批

判』をポスト・スターリン主義の世界を説明する世界的規模の試みの最

初のものであるとし、一国社会主義を主張するスターリンとあくまで永

続革命にこだわるトロツキーとのあいだの論争の理論的な装置を取り除

くことによって互いに孤立した二つの理論を解放したと評価する。大陸

でマルクス主義が理論面で復活し活性化している状況に鑑みると、この

ことの意義は重要である。というのも、このように理論的論争の場が解

放されたことによって、さらなる理論的発展の可能性が生じるからであ

る。  

 その一例として、ブリュースターはアルチュセールに言及する。いわ

く、「フランスでは、先頃アルチュセールがサルトル主義と親サルトル派

を批判するために二つの重要な書物を（『マルクスのために』と『資本論

を読む』）執筆した」(Brewster 1966: p. 31、括弧内引用者)と。ブリュース

ターの意図を読みとれば次のように言えるだろう。まずサルトルによっ

て、党派を超えた理論的闘争の場が開かれたことの重要性は強調されね
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ばならない。その次の段階としてその開かれた自由な理論的空間に現わ

れたのが場の開拓者サルトルに対し遠慮なくもの言うアルチュセールで

ある。さらに、新進理論家アルチュセールの登場によってますます場が

盛況になりマルクス主義理論の活性化が促進されていく流れを描き出し

つつ、そのなかでアルチュセールに重要な役割を付している。裏返して

言えば、イギリスにはこのような流れも場も存在しなかったために、マ

ルクス主義にかんする党派を超えた議論が起こりにくく、その帰結とし

て、理論的な発展もなかったということであろう。  

 イギリスの西欧マルクス主義受容の後進性という問題について、ブリ

ュースターもまた自国の社会主義者たちのサルトルおよび西欧マルクス

主義理論への関心の低さを懸念して以下のように述べている。  
 

サルトルの『批判』の第一巻は 1960 年に出版されたが、アングロサ

クソン圏の社会思想家・政治思想家のそれに対する積極的な反応は

これまでほとんどみられていない。(Brewster 1966: p. 31) 
 
他方、NLR はこのような状況におけるほぼ唯一の例外であるとブリュー

スターは自負して「イギリスの社会主義者諸氏に、サルトルの最新の著

作への導きを提供するのみならず、過去二年間にわたって NLR が採用し

てきた立場に光をあてる」  (Brewster 1966: p. 32) のだと、この記事を掲

載する意義を述べている。ここから、いち早く西欧マルクス主義を取り

入れた NLR がそれを他のイギリスの社会主義者にも拡散させ、イギリス

の社会主義理論の場を活性化させるのだという意気込みを読み取れる。

加えて、このブリュースターの記事からは NLR の大陸理論重視の姿勢も

また如実にうかがえる。その点で、当時の NLR の立場をよく表している

論考といえる。  

 
2-3. ミッチェルによる NLR へのアルチュセール理論の導入 

 1966 年の 11・12 月号に掲載されたジュリエット・ミッチェル 10 の論

考「女性たち：その最も長い革命 Women: The Longest Revolution」の注記

のなかで、ミッチェルは自らの議論がアルチュセールの理論から多くの

示唆を受けていることを明示している。本文のなかにはアルチュセール

の名は登場しないが、そのテクストからはアルチュセールが透けて見え
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る。ミッチェルはアルチュセールの鍵概念を効果的に使用して自らの主

張を展開している。  

 ミッチェルは 19 世紀以来の社会主義思想、具体的にはフーリエ、マル

クス、エンゲルス、ベーベル、レーニン、ボーボワールまでを振り返り、

それぞれにおいて女性がどのように扱われてきたのかを概観する。その

帰結として、これまでの社会主義思想において女性の状況はそれぞれの

理論に付随する規範的理想にとどまっているとの見解に達する (Mitchell 

1966: p. 15)。つまり、従来の社会主義理論は女性問題を「構造的に」捉

えることができなかった。そのため、今日に至っても女性の解放は依然

として喫緊の課題として残存しているのである。  

 ミッチェルは、女性がおかれている現在の状況は様々な「矛盾」が複

雑に絡みあって構成された全体性の結果であると断言する。それゆえに、

女性を取り巻く状況の行き詰まりに対する解決策は構造的なものでなけ

ればならない。  
 

それ（女性問題解決の方策）は女性の状況を、かつてより一層ラデ

ィカルに、構造ごとに切り離し別々に扱うことに存する。［…］女性

の状況の統合は、いつでも、いくつかの構造から生じた産物である

ために、それはつねに「重層的に決定されている」のである。(Mitchell 
1966: p. 16、括弧内引用者) 

 
ミッチェルはこのようにアルチュセールの「重層的決定」の理論を、女

性をめぐる社会的条件の問題に援用する。つまり、女性問題をアルチュ

セールがいうところの社会的な「矛盾」の一つとして位置づけ、その問

題の複雑に構成された全体性をときほぐし解決への糸口を探そうとする

試みなのである。  

 ミッチェルが付した注記 13 のうち自身の議論がアルチュセールの重層

的決定概念に依拠していることを示す部分は以下のとおりである。  
 

アルチュセールは複雑な全体性の概念を提起する。その（複雑な全

体性の）なかで独立した部門のそれぞれは独自の自律した現実性を

有するが、（そうした全体性を構成する）それぞれは究極的には、ま

さに究極的に、経済的なものによってのみ決定される。この複雑な

全体性が意味するのは、社会ににおけるいかなる矛盾も単純なもの
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ではないということである。[…]こうした複雑性を描写するために、

アルチュセールはフロイトの「重層的決定 overdetermination」という

用語を使う。(Mitchell 1966: pp. 16-7、括弧内引用者) 
 
 他にも次のような例がみられる。「このようにしてマルクスは初期の著

作で行った女性に関する一般的な哲学的定式化から、後のテクストにみ

られる家族についての特有の歴史的見解へと移行した。両者のあいだに

は重大な分裂が存在する」(Mitchell 1966: p. 14)。このように、ミッチェ

ルはマルクスが女性問題を扱うその仕方に移行的変化がみられること指

摘するのだが、この言い方はまさしく、アルチュセールが初期マルクス

と後期マルクスとのあいだに見いだした断絶、つまり「認識論的切断

coupure de ruptures」の援用にほかならない。認識論的切断とは、ごく簡

単にいえば、若きマルクスが無自覚的に依拠していたヘーゲル−フォイエ

ルバッハ的思考方法を脱し、新たな構造因果性を問う思考方法を体得す

ることによって成熟したマルクスへと移行したとするアルチュセールの

主張である。  

 以上が、ミッチェルにみられるアルチュセールの確かな痕跡である。

この論考において、はじめて論拠としてアルチュセールの具体的な理論

の利用がみられることは、NLR とアルチュセール理論との今後の関係を

考察するうえで注目に値する。  

 
2-4. 分析のまとめ 

 以上のように 1966 年に出版された NLR からアルチュセールに関わる記

事を取り上げ順次検討を行ってきた。その結果として、以下の諸点を指

摘できる。  

 第一に、ミッチェルに先行する二人（アンダーソンとブリュースター）

の論考ではアルチュセール哲学の内容自体には触れられていない。アン

ダーソンが行ったのは、停滞するイギリス社会主義の克服を目指す NLR

の新しい路線が西欧マルクス主義の潮流に則っていること、その方向性

がいかに今日的なマルクス主義と合致するものであるかを説得すること

である。アルチュセールはこの文脈のなかに組み込まれている。ここで

の彼への言及は、NLR の新路線の擁護という目的のもとになされている。 
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 ブリュースターは、それ以前のイギリスの社会主義のあり方を見直す

ために、ニューレフト第二世代が大陸理論へと舵をきり、西欧マルクス

主義という時流をつかむ広い視野を持っていることの一つの証左として、

また西欧マルクス主義の理論的場を活性化する貢献者として、アルチュ

セールの名に言及した。従って、ブリュースターはアルチュセールの西

欧マルクス主義への貢献をその言及以上に重視していると考えてよい。  

 ミッチェルの論文は自らの主張を補強するために論拠としてアルチュ

セールの理論の具体的な内容にまで踏み込んで論じた NLR 誌上はじめて

のものである。ペリー・アンダーソンの研究書を書いたグレゴリー・エ

リオットは「アルチュセール理論のフェミニズムへの応用の最初のもの、

かつ同時代の社会主義–フェミニズム理論の先駆けとなった」(Elliot 1998: 

p. 56)と、このミッチェルの論文を評価している。そういう意味で、ミッ

チェルは確実にイギリスにおける最初のアルチュセリエンヌのひとりで

ある。また、この論考において本格的にアルチュセールの受容が始まっ

たともいえるだろう。  

 理論的な観点からみれば、1966 年までの NLR が受容したのは「矛盾と

重層的決定」 11 のアルチュセールである。当該論文におけるアルチュセ

ールの基本的な主張は認識論的断絶と重層的決定概念にある。従って、

NLR が求めたアルチュセールはマルクスを青年から大人へと脱皮させ、

社会形成体は水準の異なる諸矛盾からなる審級システムであることを指

摘した革新者としての、また、科学的認識論に根ざした独自の読解方法

を実践する認識論的なマルクス主義者としてのアルチュセールである。  

 アルチュセールの西欧マルクス主義の系譜上の位置づけとその理論は、

ニューレフト第一世代までの左派にみられるイギリス的文芸批評と経験

主義を脱し、イギリスが抱える社会的矛盾の現状を解きほぐしてその構

造を明らかにしよう決意していた新しい NLR の姿勢と親和的である。そ

のため NLR はアルチュセールに向かっていく。また、アルチュセールが

「矛盾と重層的決定」で提示した概念と理路や「徴候的読解」にはフラ

ンスの科学認識論の伝統がうかがえることから、この段階の NLR が魅了

されたのはフランスの科学的認識論が示すマルクス主義の可能性であっ

たともいえるだろう。  

 ちなみに NLR におけるアルチュセール元年ともいえる 1966 年に、アル
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チュセールにかかわる記事を執筆したのはすべて NLR の編集委員であっ

た。このことから、当時の NLR 内部でアルチュセールを重点的に取り上

げていこうというコンセンサスおよび明確な意志が存在していたことも

容易に推察できる。  

 
3. おわりに 

 以上のように、本稿ではニューレフト第二世代の編集委員に率いられ

た新たな NLR がいかにしてフランスのマルクス主義哲学者アルチュセー

ルの理論を受容する方向へと進んでいくのかというその軌跡を素描した。

新しい NLR は先行する世代の影響力を払拭する紙面を目指すとともに、

大陸での活発なマルクス主義議論の展開に注意を払わず停滞に甘んじて

いるイギリスの社会主義全般の状況を新しい理論の導入によって刷新し

ようとした。この試みのなかで、NLR はアルチュセールに出会った。  

 紙幅の都合上、本稿では扱えなかった NLR におけるアルチュセールの

本格的受容期、つまりアルチュセール本人の論考「矛盾と重層的決定」

が紙面を飾る 1967 年 1・2 号以降から 1970 年代のアルチュセール・ブー

ムの凋落までについては別稿にて論じる予定である。その際には、本稿

における予備的考察は、アルチュセール理論を受容しそれを克服してい

く NLR の活動をイギリスのニューレフト運動史全体の中に位置づける一

助となることであろう。  
 

注 

1 NLR は 1960 年に『ユニバーシティズ・アンド・レフト・レビューUniversities 
and Left Review』(ULR)と『ザ・ニュー・リーズナーThe New Reasoner』(NR)
の二つの雑誌の統合により誕生した。NLR に先行するこれら二つの雑誌

は、スエズ危機とハンガリー動乱の政治的反響として 1956 年に創刊され、

反核平和運動を機に統合した(参考 NLR ウェッブ・ページ )。  
2 初期ニューレフトの挫折について、リンは次のように語っている。「運動

を始めた人々のほとんどは、彼らが一方で政治活動に関与しながら、他方

で一貫した政治綱領と自前の大衆組織のどちらも持たないという矛盾し

た状況を、理解できなかったか、もしくは、克服できなかった。結果的に

彼らは、労働者や他の大衆闘争を正しい戦略理論で武装させることができ

ず、新たな労働運動を生み出すこともできなかった」(リン  1966: p. 127)。  
3 トムスンはジョン・サヴィルらとともに NR を立ち上げたニューレフト第
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一世代の思想家である。トムスンとアンダーソンらとの諸論争はトムスン

対アンダーソン＝ネアン論争として知られている。  
4 ホガートは、文芸における社会と道徳への関心自体は一般的なものである

が、それは「イギリスにおいてはとりわけ具体的で実践的かつ人間主義的

なこだわりとして現われている」(Hoggart 1970: p. 156)と指摘している。  
5 アンダーソンは 1960 年代後半の雑誌の編集方針を次のように述べている。

「この時期の『ニュー・レフト・レビュー』誌の仕事の多くは、イギリス

では初めてというもののが多かったが、ドイツ、フランス、イタリアの最

も著名な理論家の労作を出版したり議論したりすることを通して、イギリ

スにおけるこの欠落（西欧マルクス主義の伝統の意図的な欠落）を、ある

意味では改善し始めようという意識的な試みに当あてられた」 (Anderson 
1979: p. 10、括弧内引用者)。  

6 Anderson 1964: pp. 28-31 を参照。  
7 テクストは様々な要素から重層的に編まれている。表面上滑らかに流れ

る言葉の背後で互いに異なる考えが相克している。その争いから生じる

「徴候」は、一見意味が通っているように見えながら実は通っていない、

テクスト上の意味の空白である。徴候的読解はその空白を解読し隠された

意味を救い出す。  
8 ブリュースターは 1966 年から NLR 編集委員として、西欧マルクス主義関

連記事の翻訳と紹介を担当した (Elliot 1998: p. 6, p. 40)。その後、映画評論

誌『スクリーン Screen』において編集部長を務め、構造主義やポスト構造

主義の輸入に尽力した (1974−76 年) (Easthope1983: p. 121)。  
9 NLR は『批判』をいくつかの点で評価しているが、そのうち二つだけを

例示しておく。まず、それがマルクス主義と実存主義を総合することによ

ってマルクス主義と社会学の両方を批判したこと、次に、「稀少性という

鍵概念を再導入することにより、マルクス主義的な歴史主義を教条的なマ

ルクス主義からも社会学主義からも救済」 (Brewster 1966: p. 31)したこと

である。  
10 ミッチェルも 1963 年から NLR の編集委員を務めている(Elliot 1998: p. 6)。 
11 「矛盾と重層的決定」の初出は 1962 年 12 月に出版された『パンセ La 

Pensée』第 106 号であった。『パンセ』は 1939 年フランス共産党に近い知

識人たちによって設立された学際的な評論誌である。  

 
文献表 

Althusser, Louis.  “Contradiction et Surdétermination.”  La Pensée Nº 106, 
1962: 3-22. 
『マルクスのために』 河野健二・田村俶・西川長夫訳、平凡社、  
1994 年。  

ルイ・アルチュセール、ジャック・ランシエール、ピエール・マシュレー  



42 浜島 清美 

 

『資本論を読む』上巻 今村仁司訳、筑摩書房、2010 年。  
Anderson, Perry.  “Origins of the present crisis.”  New Left Review I/23, 

January-February 1964: 26-53. 
“Socialism and Pseudo-Empiricism.”  New Left Review I/35, 
January-February 1966: 2–42. 
「現代イギリス危機の諸起源」 『ニューレフトの思想：先進国諸革命

への道』 ペリー・アンダーソン、ロビン・ブラックバーン編、佐藤昇

訳、河出書房、1968 年、16-56 頁。  
『西欧マルクス主義』中野実訳、新評論、1979 年。  

Benton, Ted.  The Rise and Fall of Structural Marxism: Althusser and his 
influence.  Macmillan Publishers Ltd, 1984. 

Brewster, Ben.  “Presentation of Gorz on Sartre.”  New Left Review I/37, 
May-June 1966: 29–32. 

Dickinson, H. D.  “Contemporary Marxist Economics.”  New Left Review I/21, 
October 1963: 30–5. 

Easthope, Anthony.  “The trajectory of Screen.”  The Politics of Theory: 
Proceedings of the Essex Conference on the Sociology of Literature.  Eds. 
Baker, Hulme, Iversen and Loxley.  University of Essex Press, 1983. 

Elliot, Gregory.  Perry Anderson: The Merciless Laboratory of History.  
University of Minnesota Press, 1998. 

Hoggart, Richard.  “Contemporary Cultural Studies: An Approach to the Study of 
Literature and Society.”  Contemporary Criticism.  Eds. Malcolm Bradbury 
and David Palmer.  Edward Arnold Ltd., 1970: 155-172. 

リン・チュン 『イギリスのニューレフト—カルチュラル・スタディーズの源

流』 渡辺雅男訳、彩流社、1999 年。  
Mitchel, Juliet.  “Women: The Longest Revolution.”  New Left Review I/40, 

November-December, 1966: 11–37. 

 

参照ウェッブ・ページ  

New Left Review.  “ A Brief History of New Left Review 1960-2010. ”   
http://newleftreview.org/history.  (参照 2013/06/22) 

 




