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人の弱さと不純について　

一　はじめに

周知のように、カントはそれまでの倫理的善を探求する筋道について論じてきた姿勢を一変さ
せ、『単なる理性の限界内の宗教』（以下『宗教論』）において倫理的悪に焦点を当て、悪への性癖の
最終段階である悪性 „Bösartigkeit“、すなわち根本悪がいかに我々にとって根深いものであり、
避けがたいものであるのかについて論じた。そのインパクトは大きく、カントの悪概念について
の研究はこの点に集中してきたと言っても過言ではない。

他方で、カントは、そのような悪性に至る過程として、弱さ „Gebrechlichkeit“ や不純
„Unlauterkeit“ についても語っているのであるが、これら二つの悪への性癖についてはこれま
であまり関心が払われてこなかった。研究のメスを入れる必要のないほどその役割が明確なので
あればまだしも、実情はその逆であり、非常に曖昧な点が多い。―例えば、カントは動機が不
純である場合として念頭に置いている行為が義務に適ったものなのか、それとも義務に反したも
のなのか、そして、そのどちらかであるとしても、その場合に他方は排除されるのかどうか、判
然としないのである。また、その悪性のレベルについても、とりわけ弱さと不純に関しては断定
しかねる面がある。どういうことかと言うと、カントは個々の悪性について説明する前段階にお
いて、「悪の性癖には三つの異なった段階がある」（AA VI 29）という言い方をしている点、また、

「弱さ」「不純」「悪性」といった言葉の持つ意味合いに鑑みて、これら三つはレベルの上で差異があ
り、弱さよりも不純、不純よりも悪性のほうが悪のレベルがより強いことが推測される。しかし、
その後に展開される個々の悪への性癖についての説明に当たる限り、その解釈には無理が生じて
くるのである。詳細は本論に譲るが、そのため悪の程度に関して（そもそも悪ですらないという
ものも含めて）様々な解釈が現に生まれているのである。

上述のように、弱さと不純についてのカントの説明には不明瞭さが認められるものの、反対に、
それらの性質に関して明確に語られていることもある。それは、これらが行為者自身によって無
自覚的 „unvorsätzlich“ に招き入れられたものであるという点である。カントの当該箇所の文面
だけを取り出せば、行為者自身が倫理的悪を犯した自覚がないのに、それどころか、倫理的善を
なしたつもりであったのに、弱さや不純が原因となって、本人も知らないうちに倫理的悪を犯し
てしまう可能性があることをカントが認めているようにも見える。しかし、当のカントは（『宗教
論』を含めて）様々な著作において何度も、そのような不可知論的な姿勢に対して否定的な態度を
示しているのである。つまりここに、カント哲学内部に整合性の問題が生じるのである。

カントが『宗教論』で展開する、弱さと不純という二つの悪への性癖について、我々はどのよう
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に理解すればよいのだろうか。本論において、ひとつの整合的で妥当性のある解釈の形を模索し
てみたい。

二　悪への性癖とは

カントは『宗教論』、第一篇において、三つの悪への性癖について言及している。説明の都合上、
カントが論じている順序とは逆に、ここでは第三の悪への性癖から扱うことにする。

それは本来、最高の条件であるはずの道徳法則を下位に、そして下位にくるはずの傾向性を最
高の条件と見なすことである。それは「動機の道徳的秩序の転倒」（AA VI 36）と呼ばれる。この
場合、行為者は確信犯で道徳法則を蔑ろにしているのである。加えて、内心では自覚しているの
に、それを知らないかのように自分自身で思い込もうとする自己欺瞞もそこに含まれる。カント
はそのような態度を「自分自身を煙に巻く不誠実」（AA VI 38）と表現する。

このような第三の悪性を犯す者は、その方が自身にとって得だと思えば、行為者は義務に反し
た行為をするし、反対に、その方が自身にとって利益があるとすれば、今度は義務に適った行為
をなすのである。「このように人間の格率を通じて道徳的秩序に反した動機の転倒がなされた場
合でも、その行為が、なおあたかも真正な根本法則から発したかのように、合法則的になること
も十分ありうる」（AA VI 36）。『人倫の形而上学の基礎づけ』（以下『基礎づけ』）にある、抜け目な
い商人の例を思い起こすことができる。よほど間抜けな商人でなければ、買い物に不慣れな客、
例えば、子どもを騙して利益を得ようとは思わない。なぜなら、もし彼が客を騙して利益を得て
いることが人々の知れるところとなれば、その商人は信用を失い、結局は自身の不利益となって
跳ね返ってくることになるからである（vgl. AA IV 397）。

第二の悪、すなわち不純については、以下のように語られている。「法則のみを十分な動機と
して自らのうちに採用したのではなく、多くは（おそらくはいつも）選択意志を規定して義務の要
求するところに向かわせるために、この動機の他になお別の動機を必要とする。つまり、義務に
適った行為が純粋に義務からなされるわけではない」（AA VI 30）。引用文の最後に明確に記され
ているように、ここで言及されている行為は義務に適っているのである。しかし、動機が義務か
らのみならず、傾向性からでもあるのである。このような、ひとつの行為が複数の動機に発する
という記述はカントにとって、『宗教論』においてはじめて現れる考え方である 。

ここでのカントの（「この動機の他になお」という）言い方からして、主要な動因は義務であり、
二次的な動因が傾向性であると理解できよう。第三の悪への性癖が、傾向性を主要な動因とし、

1

慣例に従い、カントからの引用はアカデミー版(AA)を使用して、巻数と頁数を記す。アリストテレスからの
引用についてはベッカー番号を示す。強調は原典に従う。亀甲括弧内の記述は筆者による補足である。

1 保呂篤彦「『根本悪』の普遍性―カントによるその『論証』―」（『哲学・思想論集第35号』所収）筑波大学、
2009年、41頁。「『宗教論』におけるカントは、『基礎づけ』や『実践理性批判』の場合とは異なり、私たちは
人間は自らの行為の格率のうちに『道徳法則への尊敬』と『自愛』に基づく傾向性の何れかを二者択一で採用
するとはもはや考えていない。ここでカントは、人間がこれら二つの動機の何れをも行為の『格率』のうち
に採用すると主張するに至る。」
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道徳法則を二次的な動因とする、道徳的秩序の転倒にあったことを考えると、第二の悪への性癖
の方が、（不純にも傾向性が紛れ込んでいるものの）そのような転倒は犯していないだけマシであ
る、という理屈は一応筋が通っているように見える。

第一の悪、すわなち、弱さについては以下のように語られている。「これはつまり、私は善（法
則）を私の選択意志の格率のうちに採用はするが、しかしこの客観的理念において、（措定におい
て）他にまさるもののない動機である善も、格率が遵守されなければならない場合には、主観的
に（仮定において）一層弱い（傾向性と比べて）動機であるという嘆きである」（ibid.）。ここで言わ
れている行為は（第二・第三の悪への性癖とは異なり）傾向性のみに発し、かつ、義務に反したも
のなのである。ハイマー・F・クレンメ、クリストフ・ホルン、クラウディア・ブローザーと、
多くの論者がその前提で議論を進めている。

これは「はじめに」においても触れたことであるが、カントは個々の悪性について説明する前段
階として、弱さよりも不純、不純よりも悪性の方がより悪性が強いかのような印象を与える書き
方をしている（vgl. AA VI 29）。しかしながら、適法性の面で言えば、弱さに起因する行為が義務
に反するものであり、不純に起因する行為が義務に適ったものである点、そして、動機の面では、
弱さが傾向性のみに発し、不純が義務から及び傾向性からでもあることを踏まえれば、前者の方
が後者よりも悪性の上でよりマシである（つまり、悪性が弱い）という帰結には理解しがたいもの
がある。

クレンメは、弱さに起因する行為が、不純に起因する行為よりも悪性の上でマシである理由と
して、弱さがより克服困難であり、避けがたいものである点を挙げている 。このクレンメの立
場からさらに踏み込んだ発言をしているのがホルンであり、彼は弱さによって行為が義務に反し
てしまうような場合は、弱さという障害によって不首尾に終わっているものの、その心術は倫理
的悪ではなく、無記（善でも悪でもない）と解釈している 。ただし、ホルン自身、当該箇所のカ
ントの説明があまりにも「曖昧」„vage“ であるために、カントの真意については測りかねるもの
であることを吐露している。

クレンメもホルンも弱さにに起因する行為と不純に起因する行為の間に悪性の程度に差を認め、
前者よりも後者をより悪しきものとして捉えている。彼らとは明らかに異なる立場を採るのがブ
ローザーである。彼女は、カントは確かに動機が不純である場合の行為として義務に適った行為
を挙げているが、そのことは常に義務に適うことを意味せず、義務に反することもありうるとい
う見解を示している。行為者の根底にあるのは自己愛であり、その結果として行為が義務に適う
か、それとも反するかということは単なる偶然に過ぎないというのである。さらに、不純と言わ
れる場合も、結局はそれも弱さに由来するのであり、そのため悪性の上でも差異を認めないので
ある 。

カントのテキストのなかでも、弱さと不純という悪への性癖についての記述は『宗教論』の第一

2
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2 Klemme, Heiner F.: Immanuel Kant. Frankfurt am Main/New York 2004, S. 116.
3 Vgl. Horn, Christoph: Die menschliche Gattungsnatur. Anlagen zum Guten und Hang zum Bösen. In: 

Höffe, Otfried (Hrsg.): Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Berlin 2011, S. 62.
4 Ibid.
5 Vgl. Blöser, Claudia: Zurechnung bei Kant. Zum Zusammenhang von Person und Handlung in Kants 

praktischer Philosophie. Berlin/Boston 2014, S. 79f.
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篇にのみ、しかも極僅かな上、高度に抽象的な説明しかなされていないため、カントの真意が捉
え難く、それだけに解釈の幅が生まれることになるのである。

ただ、この二つの悪への性癖に、最後の悪性を加えた三つの悪への性癖は、（排斥することは
できないものの）どれも打ち勝つことが可能なものであり、そのため行為主体に責任が帰せられ
るものである点については解釈上異論の余地はないと言える。カント曰く、「何がどうあろうと、
自由の使用が人間に生ずるな否や、直ちに見いだされるためにそう呼ばれる、この生得的な罪責
は、それにしてもやはり自由から発現せざるをえないし、従って、そこには責任が帰せられるの
である」（AA VI 38）。同様の文面は『宗教論』全般において散見される。

ところで、先の引用文の後には非常に興味深い但し書きが続く。「最初の二段階（弱さと不純）
では故意でない罪責（落ち度）と判定されるが、しかし、第三の段階では故意の罪責（欺瞞）に判定
することができる」（ibid.）。弱さや不純に起因する罪とは、いかなる罪（悪）なのであろうか。（先
に挙げた論者たちは誰もこの点を指摘していないが）もしこれが倫理的な罪（悪）であるとすると、
カント哲学全体を理解する上で、大きな困難をもたらすことになるのであるが、その中身につい
ては次節において詳説する。

三　倫理的善をし損ねる可能性

カントの説明によれば、弱さや不純に起因する悪を犯した者は、倫理的善をなそうと試みてい
た者なのである。もしその者が自らの弱さや不純について無自覚であるとすれば、その者は依然
として自身が倫理的善をなしたと思い込んでいるのではないだろうか。つまり、本人は倫理的善
をなしたつもりでいるけれども、実際には自分でも気がつかないうちに倫理的悪を犯していたと
いうことになるのではないだろうか。

しかし、本当にカントはそのような可能性を認めるのであろうか。この問いは、以下の三つの
問いに分けて考えるべきである。一）本来、道徳法則でないものを道徳法則と見なしてしまうこ
とはないのか（道徳法則の判定の関わる誤謬）。二）自らが導出した道徳法則に自身は従っている
つもりでも、その実、そうではなかったということはないのか（適法性 „Legalität“ に関わる誤謬
の可能性）。三）道徳法則のために行為しているつもりであったのに、その実、そうでなかったと
いうことはないのか（道徳性 „Moralität“ に関わる誤謬の可能性）。

まず第一の問い、すなわち、道徳法則の判定に関わる誤謬の可能性については、カント自身が
良心論の文脈において語っている。彼の良心についての記述は複数の著作において展開されてい
るが、ここでは本論においてこれまで中心テキストとして扱ってきた『宗教論』における記述を軸
に追っていくことにする。

カントは『宗教論』における良心論の文脈で、道徳法則の判定に関して以下のように述べている。
「あらゆる可能な行為について、それが正しいか正しくないかを知ることは、必ずしも必要なこ
とというわけではない」（AA VI 186）。カントは、道徳法則に従った（つまり、義務に適った）行
為を、それが道徳法則であることを理由に（つまり、義務から）行為することを求める論者として
語られるのが一般的である。しかし、カントは先の引用文において、その道徳法則が正しいもの
である必要はないと語っているのである。これは誤解の恐れのある箇所なので、『人倫の形而上
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学』における良心論から補足説明となる一文をここに引いておきたい。「あることが義務であるか
どかという客観的判断においては、確かにしばしば誤るということがありうる。しかしながら、
私がそのことをあの客観的判断のために私の実践的（ここでは裁く）理性と比較したかどうかとい
う主観的判断においては、私は誤りようがない」（AA VI 400）。人が道徳判断を誤る可能性があ
るのかという問いに答えれば、確かに客観的にはありうるのであるが、主観的にはありえないの
である。そして仮に客観的に誤りであったとしても、そのことがその行為の倫理的価値を奪うこ
とにはならないのである。なぜなら、その試金石となるのは主観的な「確信」„gewiss“（AA VI 
186）の有無だからである。そのため「すなわち、ある行為を企てるにはそれがおそらく正しいで
あろうという単なる私見で十分なのである」（ibid）と言われるのである。このような手続きによ
って道徳法則、またその拘束力を（いわば「理性の事実」として）意識するのである。

カントの良心論の文脈において、道徳法則の導出を主観的に誤る可能性は排除されているので
あるが、そこで次なる疑問が生じる。それは、確信を伴って導かれた道徳法則を本人が履行して
いるつもりであっても、結局それは「つもり」に過ぎず、その実、履行できていない可能性である。

この問いについては、カントの良心論の論調から結論は推測することができる。すなわち、道
徳法則の判定に際して自分が正しいと確信していれば十分であるのと同様に、自分が道徳法則に
従っていることへの確信があれば、それで十分であるという立場である。また、そのことは第三
の問いに対峙することによって理論的にも後付けることができる。

第三の問いとは、本人はそれが道徳法則であるために（つまり義務から）行為しているつもりで
あったが、その実、そうではなく利己心によって（つまり傾向性から）行為してしまう可能性であ
る。

このような疑念については、すでにカントの生前に、通俗哲学者クリスティアン・ガルヴェに
よって指摘されている （vgl. AA VIII 278ff.） 。それを受けてカントは、『理論では正しいかもし
れないが、実践では役に立たないという俗言に関して』において以下のように答えている。「どん
な人間でも、彼の義務をまったく非利己的に実現したと確実に意識できるものではないことを認
めるのに私はやぶさかではない」（AA VIII 284）。この文面だけを取り出せば、カントがガルヴェ
の批判をそのまま受け入れているかのようにも見える。しかし、カントの真意はそこにはない。
彼は先の引用文の後で、以下のような文章を付け加えている。

しかしながら、彼が丁寧綿密に自己検討を施すならば、彼はかかる付帯的動機を意識しない
ばかりではなく、むしろ義務の理念に反し、従ってまた格率に対抗するような幾多の動機を
拒否し、義務理念の純粋性を求めて努力していることを自覚しうるし、また実際に彼はそれ
をなしうるのである。そして、彼が義務を遵守するにはそれで十分なのである。（AA VIII 
285.）

6

6 ガルヴェ以降も、例えば、ショーペンハウアーが同様の批判を展開している。すなわち、自身の行為の動
機についても知りえないことを盾に、本人が定言命法に従っているつもりであっても、それは所詮「つも
り」に過ぎず、必ずその根底に利己心が潜んているのであり、そのため、カントの説く定言命法はその実、
何の役に立たないという批判である。Vgl. Schopenhauer, Arthur: Preisschrift über die Grundlage der 
Moral. In: Ders.: Kleinere Schriften. Darmstadt 1968, S. 632-815; S. 649.前田敬作、芦津文夫、今村孝訳

『ショーペンハウアー全集9』白水社、1973年、206頁参照。
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自身の動機の中身について知りえないのであれば、自身の動機についても知りえないと受け取
られるかもしれないが（実際にそのように受け取る論者もいあるが ）、カントにとってはそうで
はない。動機の中身については知りえないものの、自身が義務から行為するように努力したこと
は自覚できるはずであり、倫理性が問題である以上は、そのような主観的事実で十分、すなわち、
善性が認められるのである。

要するに、「道徳的」という用語は厳密には、一）道徳法則の判定に関わる（理性の事実として、
道徳法則とその拘束性を自覚するに至る）レベル、二）道徳法則に従うレベル、三）道徳法則から
行為しようと努力するレベル、そして、四）実際にそれをなすことができるレベルに分けること
ができるのであり、カントは第四のレベルに至る可能性はほぼ否定しているものの、第三のレベ
ルにまで達していれば、そこに道徳的善性を認めるのである。そして、そこに至る過程において
主観的誤謬が介在する（倫理的善をなす意志はあるのに、本人の何らかの落ち度によって履行で
きない）可能性は排除されているのである。そのためカントは、当為 „Sollen“ と可能 „Können“ の
必然的な結びつきについて説くことができるのである （vgl. AA V 30, vgl. AA VI 50, vgl. AA VIII 
285）  。

しかしここで、前節の最後に指摘した困難に突き当たることになる。つまり、『宗教論』におけ
る、弱さと不純についての記述は、行為主体は無自覚的に悪を犯す可能性を認めているように読
めるのであるが、そのように理解してしまうと、行為主体は道徳法則（„Sollen“）さえ自覚してい
れば、道徳的善をなすことができる（„Können“）という主張が成り立たなくなってしまうのであ
る。

この困難を回避するには、カントが「悪への性癖」と呼ぶ「悪」について、少なくとも弱さ不純に
ついては、道徳的な悪を指しているのではないと考える他ないように思われる。現にカントは、
それらの悪が意図的なものではないことを断る文脈において、倫理的悪 „moralisch böse“ とは
表現しておらず、それどころか悪 „böse“ であるとすら言っておらず、ラテン語で „culpa“、すな
わち「落ち度」と表現しているのである。では、ここで言われる「落ち度」が、倫理的な意味での落
ち度ではないのだとすると、それはいかなる意味での落ち度なのであろうか。

この疑問に関して、保呂篤彦が（本論とは別の問題意識から）ひとつの解釈の可能性を示してい
る。彼は弱さと不純における悪性について以下のように述べている。

これらのこと〔＝第一と第二の悪への性癖をなすこと〕自体は人間の有限性を示すものであっ

7

8

7 Vgl. Kühn, Manfred: Einleitung. In: Stark, Werner (Hrsg.): Immanuel Kant. Vorlesung zur Moralphi-
losophie. Berlin 2004, S. VII-XXXV; S. XXIII. キューンは「我々は基本的に、徳をなしたのかどうか、つ

4

まり
4 4

、非利己的に行為したのかどうか知りえない」〔強調は筆者が補った〕と説いているが、本論において
明らかにしたように、カントにとって自身の動機の質について十全には知りえないことは自身の行為の倫
理的善性について知りえないことは結びつかないのである。

8 行為すべきこと„Sollen“を自覚し、かつ、それができる„Können“としても、その不履行が必ずしも倫理
的悪に当たるわけではない。例えば、ボランティアといったものは、不履行が反法則的というわけではな
く、そのため倫理的悪であるわけではない（もしその不履行が必然的に倫理的悪であるとすれば、我々は
常に、ひと時も休まず、ボランティアに勤しまなければならないことになってしまう）。いつ、どの程度
ボランティアをするかといった問いは、各人の選択意志に委ねられた不完全義務に属するのである。
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ても、まだ人間的な「悪」ではない。ここで、取り入れられた「動機」の存在が守られ、「法則
への尊敬」が「自愛」の「動機」に優先し、その条件となっている限り、人間は有限な存在とし
てなお道徳的に善なる存在である 。

弱さと不純に由来する悪性は、人間の有限性に向けられたものであり、しかも、そのことはそ
こから導かれる行為が道徳的善であることと何ら矛盾しないことが説かれている。保呂は指摘し
ていないが、実際にこのような解釈に合致するような文面をカントのテキストから引いてくるこ
とができる。「不純は格率が客体に関しては（法則を意欲的に遵守することに関しては）よいもの
である」（AA VI 30）。悪であるはずの動機の不純についての説明のうちに、制限付きながらそれ
がよいものであると言われているので、唐突感があるが、ここで言われている悪が人間の有限性
に向けられたものであり、「よい」というのは義務に適っていること（そのため義務からというこ
ともありうる）を指していると考えれば、合点がいく。

このような理解の可能性についてまったく頭になければ、以下の箇所は気にも留めずに読み飛
ばしてしまうかもしれない。―カントは『宗教論』冒頭において、一般に「悪」と呼ばれるものは、そ
の実「道徳的悪」„das Moralische ［Böse］“（AA VI 19）と「自然的悪」„das Physische ［Böse］“（ibid.）と
に分けられることについて言及している。「道徳的」の方はまだしも、ここで言われる「自然的」と
いうのは、いかなることが意図されているのであろうか。例えばカントは、道徳的格率は自然的
な動機のうちには存することがないことを説いている（vgl. AA VI 21 Anm.）。道徳的善悪が介在
するのは理性、そして、それに由来する意志（の格率）である点に鑑みて、それと対比されている

「自然」は、まさに自然に湧いてくる感情や感性と解することができるのではないだろうか。ただ、
もし感情や感性そのものだとすれば、そのように表現すれば済むことであり、ここではもう少し
広義に「人が自然に抱くもの」という程度に理解しておきたい。

カントは性癖に関しても、道徳的性癖と自然的性癖があることについて言及している。そして、
自然的性癖については以下のように説明されている。「道徳法則を自らの格率のうちに採用する
かしないかという、自然的性癖から発現するところの選択意志の能力または無能力は、善き、ま
たは、悪しき心と名づけられる」（AA VI 29）。つまり、意志や格率といった（能力の有無や程度
によって左右されることなく）誰もが行使したり、有することのできる道徳的善悪に対し、能力
に関わる自然的な悪性という区分がなされているのである。「能力に関わる」というのは、保呂の
表現を借りれば、「有限性に関わる」ということになるであろう。そして、このような能力的限界
や有限性もまた人が自然に抱くものと言える。

同じように、傾向性のうちにも自然的な傾向性というものが想定されている。自然的傾向性と
は人が自然と抱く欲求 „Bedürfnis“ や欲望 „Begierde“ のことである。誰もそのくびきからは完
全には逃れられないのであり、その点でやはり人間の能力的限界や有限性に関わるのである。

9

9 保呂(2009)、54頁。
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四　能力を超えた要求に応えられないことに責任が生じるのか

弱さと不純に由来する悪への性癖というものが、人間の能力的な限界や有限性に向けられたも
のであるとすると、それを超えた事柄をなすように期待され、それがなすことができなければ非
難される（責任が負わされる）という構造は、理不尽なものとして映るかもしれない。

そのような疑問を前に我々に示唆を与えてくれるのが、先ほどから名前が挙がっている、そし
て、カント哲学における責任の問題についての論考を記しているブローザーの考察である。彼女
は能力的な限界を超えたことであっても、そこに責任が及ぶことになんら不整合はないと説く。
その説明のために挙げられている例をここにも挙げると、車のドライバーは、いくら細心の注意
を払っていても、歩行者を見落としてしまうこと、そしてそのため事故を起こしてしまうという
ことがありうる。たとえそこにドライバーの能力的な限界があったとしても、そのことは、その
人の事故への責任が問えない理由にはならないはずである 。　

ただし、倫理に関しては話は別である。引き続き車の事故に絡む例を挙げると、例えば、追突
された被害者が事故を起こした加害者のお見舞いに病院に行くことを道徳法則と見なしたのであ
れば、たとえ他人がそれを誤った判断と見なそうとも、被害者本人による道徳判断の主観的な正
しさは不動であり、そこに倫理的落ち度や倫理的責任といったものは生じえないのである 。

人の能力に関する議論は、アリストテレスの説く卓越性と絡めて考えると捉えやすい（そして、
カント自身の説明にもつなげやすい）。アリストテレスによると、例えば、上手に家を作ること
のできる大工は大工としての卓越性を有し、上手な琴弾は琴弾としての卓越性を有しているので
ある 。ここに、安全に車を運転することのできるドライバーはドライバーとしての卓越性を備
えているという例を付け加えることができるであろう。アリストテレス自身、この種の卓越性は、
技術に似ていると説明している 。加えて、彼は技術的な卓越性と並んで、中庸の徳を挙げる。
中庸の徳とは「然るべきときに、然るべき事柄について、然るべき目的のために、仕方において
感じるということ」 と言われる。車の運転に絡めて言えば、無鉄砲でも、臆病でもなく、勇気を
持って速度を出すべきところでは出し、落とすべきところでは落とすことのできる状態なのであ
る。アリストテレスによって、これは性格（習慣）に関わる徳（エティケー・アレテー）と言われる。

カント自身が、性癖について、それが性格 „Charakter“ に関わるものであることについて言
及している。「自然が（性格が悪い場合には）その責めを負ったり、（性格がよい場合に）その功績
を担ったりするのではなく、人間そのものが創始者であるということに甘んじるであろう」（AA 
VI 21）。我々は出生と同時に、性格として能力的限界や有限性を自然と抱えることになるのであ
る。いくら時間が経過しても、その呪縛から完全に解放されるということはなく、抱え続けるこ

10

11

12

13

14

10 Blöser (2014), S. 197f.
11 誤解のないように断っておくと、倫理的責任が生じないというのは、あくまで誤謬が介在することによっ

てはありえないということであり、例えば、第三の悪である悪性によって意図的に道徳的秩序を転倒させ
るような場合には、倫理的悪であり、倫理的責任が生じることになる。

12 Vgl. 1103b10ff.
13 Vgl. 1103a31f.
14 1106b21f.
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とを前提として、その上でどのように付き合っていくかが倫理的に問われるのである。
よい性格を獲得するために重要なことは、個々の行為を束ねる格率を改善することであり、そ

れによって性格にも変化が生じるのである。「人間の道徳的陶冶は、道徳的慣行の改善からでは
なく、思考法の改革と性格の確立とからはじめなければならない」（AA VI 48）のである。引用文
には「思考法」とあるが、カントは『人間学』において、思考法という表現を最上の格率と同義に用
いている（vgl. AA VII 228f.）。

人は様々な格率を持っている。そして、それらは重層構造をなしている（vgl. AA V 19）。その
うちでもっとも上位にある格率は最上の格率 „oberste Maxime“ と呼ばれ、それが具体的状況下
において、特定の行為を記述した従属的格率 „untergeordnete Maxime“ として具現化されるの
である（vgl. AA V 67f.）。誰のうちにも根本悪が根深く存しているのであり、それに抗するには、
個々の行為ではなく、従属的格率でもなく、その源泉となる最上の格率から根本的な変革が必要
となるのである。そして、そのためには、当然のことながら強い意志と、それにもとづく堅固な
決意が必要となるのである。「悪い人間であったところの彼の最上の格率を、類まれな不動の決
意によって〔善い人間へと〕逆転させる」（AA VI 47f.）ことが求められるである 。

我々は悪への性癖から決して逃れることはできないものの、上述の営みを通じて、善い人間に
なることは十分可能なのである。「我々は善い人間になるべきであるという命令は、以前にもま
して我々の魂のうちに鳴り響くからである。従ってまた、我々のなしうることがそれだけでは不
十分であるにしても、我々はやはり善い人間になることをなしうるのでなければならない」（AA 
VI 45）。すでに触れたように、カントは何度も、自身が何をすべきかについて自覚できているの
であれば、必ずそれを行動に移すことができることを繰り返し述べている（これは行為に関わる）。
その延長として、悪への性癖の文脈において、善い性格を獲得すべきことを自覚しているのであ
れば、それは確実になしうる（こちらは性格に関わる）ことが説かれていると解することができる
のではないだろうか。

五　結語

一言で「悪」と言っても、それは人間の有限性や能力的限界を指す「自然的な悪」と、薄々感じて
いるというものも含めて、自覚的に道徳的秩序を転倒することを意味する「道徳的な悪」が存在す
るのであり、悪への性癖に数えられる弱さや不純といったものは前者に、そして悪性と呼ばれる
悪は後者に分類されるのである。

15

15 カントは『基礎づけ』や『実践理性批判』などにおいて、主に個々の行為の善性について語ってきた。それが、
『宗教論』において、そういった行為の源となる格率、それも最上の格率の役割に目を向けるに至るのであ
る。最上の格率の具体的な事例については例えば『人間学』において、自ら考える、あらゆる他人の立場に
立って考える、首尾一貫性が保てるように考える、などといった三つの実例が挙げられている（vgl. AA 
VII 228）。ほぼ同様の例が、『判断力批判』（vgl. AA V 296）や『論理学』（vgl. AA IX 59）にも挙げられている。
どれも、『実践理性批判』よりも、後の著作や講義録からのものである。このことからも、カントが晩年に
向かうに従って、個々の行為から、それを束ねる格率の働きの方に関心が移っていったと見てとることが
できよう。



10

日本カント研究　20

16 Vgl. Klar, Samuel: Moral und Politik bei Kant. Eine Untersuchung zu Kants praktischer und 
politischer Philosophie im Ausgang der „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“. 
Würzburg 2007, S. 52ff.

17 Vgl. Sirovatka, Jakob: Das Sollen und das Böse in der Philosophie Immanuel Kants. Zum Zusammen-
hang zwischen kategorischem Imperativ und dem Hang zum Bösen. Hamburg 2015, S. 90ff.

18 豊田剛「カント宗教論における『悪』の問題」（『カント読本』所収）法政大学出版、1989年、298頁参照。カン
トの様々な悪概念は「うまく関連づけて説明することのできない」ものであり、「まとまりを欠いたものと
してうつる」と指摘されている。保呂(2009)、44頁参照。カントの悪概念の説明に仕方について「錯綜」と
いう表現が複数個所において使われている。

このような悪の二義性を前提にしてテキストを読み進めて行けば、本稿の帰結はあまりに必然
的であり、自明であり、その成果がはかりかねるものとして映るかもしれない。そのような疑念
を見越して、ここに本稿の意義について改めてまとめておきたい。

本文において言及したように、クレンメやブローザーは、弱さや不純を倫理的悪として捉える
解釈を示している。彼らに限らず、クラール やジロバトカ など、現状では多数の研究者がこの
立場に属すると言える。しかし、このような解釈には不可避的に以下のような困難が伴うことに
なる。―もし弱さや不純といつた悪への性癖によって、無自覚的に行為主体が倫理的悪を犯す

（つまり、自身の倫理性について主観的にも知りえない）可能性があるとするならば、義務から行
為しようと努力していることへの自覚さえあれば十分であるという（つまり、自身の倫理性につ
いて主観的には知りうるという）立場、またそれを前提とした、当為と可能との間に必然的結び
つきを見出す立場との間に不整合が生じることになるのである。

このような困難を回避すべく、弱さや不純を倫理的悪と見なさない、現状では少数意見である
保呂の解釈に賛成票を投じること、そして彼の主張の焼き直しではなく、別の視点からの論証に
は、一定の意義を見出すことができるのではないだろうか。

以上を本稿の成果として挙げることができるが、その反面として本稿の積み残した課題につい
ても最後に触れておきたい。上述のように、悪を自然的悪と倫理的悪に分け、弱さや不純を前者、
悪性を後者に分類することで、一義的で明確な住み分けがなされるのであれば、なぜカントはそ
のことを誤解の余地のない形で記述しなかった（もしくは、できなかった）のであろうか。カント
の記述があまりにも曖昧である点を指摘するホルンの言葉を引用したが、同様のことは複数の論
者によって指摘されている 。その原因の究明は、本論の目的（カントによる弱さや不純について
の説明が、彼の哲学内部において矛盾をきたすものではないことを示す）から逸れることもあり、
手をつけることができなかった。この課題については別の機会に改めて論じることとしたい。

16 17
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