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はじめに
カントの実践哲学において理念の問題と言えば、「根源的契約」や「国家連合」といった、法哲学
や政治哲学における理念が話題になることが多い。近年に出版された、萱野稔人による『永遠平
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和のために』のブックガイドでも 、網谷壮介によるカントの政治哲学の入門書でも 、こうした
理念をめぐるカントの思考が詳しく紹介されており、カントの法哲学・政治哲学における理念の
重要性は、カント研究者のあいだでの共通理解を超えた、一般の読者層の理解をも得つつあるも
のと思われる。これに対し、法論とともにカントの「倫理の形而上学（Metaphysik der Sitten）」
を構成する、徳論において理念は、いかなる役割を果たしているのだろうか。
徳論の根幹をなす徳の概念は、カントにとって、ひとつの理念である。『純粋理性批判』におい
て徳は、「理念（Idee）」という用語が批判哲学のなかに導入されていく文脈で、真っ先に名指され
る、典型的な理念である。同書の「超越論的弁証論」の「理念一般について」という章によれば、
「プラトンはその理念を、とりわけすべての実践的なもの、つまり自由に基づくもののうちに見
出した」が、徳こそがまさにその実践的な理念である。たとえひとが「徳の純粋な理念（die reine
Idee der Tugend）」に完全に適合して行動することはないとはいえ、この徳という理念はキマイ
ラ的なものではなく、むしろ道徳的な価値と非価値についてのあらゆる判断は、「この理念を介
3

してのみ可能である」
（A314f./B371f.）。徳の概念は、「超越論的弁証論」の「理想」章の冒頭にも登
場し、「徳は、また徳ともに、そのまったき純粋さにおける人間的な知恵は、理念」であり、この
徳と知恵を人格化した「（ストア派の）賢者（der Weise）」は、ひとつの「理想（Ideal）」であるとされ
る（A569/B597）。
こうした徳の理念をめぐるカントの発言は、魂と世界と神を主題とする『純粋理性批判』「超越
論的弁証論」の流れからはやや浮いており、また『倫理の形而上学の基礎づけ』
（以下『基礎づけ』と
略）や『実践理性批判』で徳には、義務や定言命法などに比べて控えめな役割しか割り当てられて
いないため、徳の理念の重要性は見過ごされがちである。だが批判期の著作に見られる徳に関す
る発想は、前批判期に遡ることができるものが多く、批判期の倫理学の前提となる倫理に関する
カントの基本的な確信のいくつかを、徳の概念のうちに探り当てることができる。また晩年の
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萱野稔人『100分de名著／カント

永遠平和のために』NHK出版、2016年。
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網谷壮介『カントの政治哲学入門
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カントの著作や書簡や遺稿や講義録の引用・参照の際は、引用・参照箇所のアカデミー版全集の巻数（ロ

政治における理念とは何か』
白澤社、2018年。

ーマ数字）
と頁数（アラビア数字）
を、本文中に示す。ただし『純粋理性批判』
は原書第一版をA、第二版をB
として、その頁数を示す。
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『倫理の形而上学』の「徳論」の性格を見定めるうえで、徳の理念が重要であることは言うまでもな
い。
本稿では、おおよそ以上のような関心のもと、カント倫理学における徳の理念の問題を検討す
る。まずは前批判期から一貫した、カントの徳をめぐる基本的ないくつかの確信に光を当てたう
えで（一）、『たんなる理性の限界内の宗教』
（以下『宗教論』と略）や『倫理の形而上学』で定式化され
る、カントの徳の定義を確認する（二）。以上の範囲では基本的に、徳とその理念をめぐるカント
の発想の一貫性に着目するが、カントの回答が晩年に至るまで揺れ動いた、徳をめぐる問題がひ
とつある。それは「徳は教えられうるか」という、ソクラテスやプラトンたちの時代以来の、徳を
めぐる根本問題である。本稿では最後に、カントの回答の変動を視野に収めつつ、この問題に対
する『倫理の形而上学』でのカントの最終的な回答を確認する（三）。以上の検討を通じて、アリス
4

トテレス主義的な現代の徳倫理学との対話という、重要でアクチュアルな課題を展望しつつも 、
まずは「徳の純粋な理念」に基づくカントの「徳の形而上学」の立場を明確に示したい。

一

徳をめぐるいくつかの確信

すでに確認したように、『純粋理性批判』において徳は、典型とされる理念のひとつである。徳
が理念であることは、すでに70年代の道徳哲学の講義録（ポヴァルスキーの実践哲学）でも、はっ
きりと断言されている。この講義録によれば、理念とは「たんなる概念」ではなく、「理性の規則
に従って産出された表象」であるが、「あらゆる徳という概念は理念である。知恵もまた理念に基
づく」（XXVII 176）。『純粋理性批判』や70年代の講義録での、こうした理念としての徳と知恵と
5

いう発想を準備したのは、さらに先立つ60年代の、「イデアール（Ideal）」としての最高善をめぐ
る考察であったはずである。たとえばすでに1760年代中盤の「覚書」では、ディオゲネス、エピク

4

カント倫理学と現代の徳倫理学の対話はすでに、M. Betzler (ed.), Kant’s Ethics of Virtue (Walter de
Gruyter, 2008) および L. Jost and J. Wuerth (ed.), Perfecting Virtue. New Essays on Kantian Ethics
and Virtue Ethics (Cambridge University Press, 2011)と い っ た 論 集 や、A. M. Esser, Eine Ethik für
Endliche. Kants Tugendlehre in der Gegenwart (frommann-holzboog, 2004) といった研究書などでここ
ろみられている。論者のひとりの定式化を借用すれば（Thomas E. Hill, Jr., Kantian Virtue and ‘Virtue
Ethics’, in Kant’s Ethics of Virtue, p. 58）
、
「有徳な人物がそれをするであろうから、行為は正しいのか、
それとも、その行為が正しいから、有徳な人物はそれをなすのか」という二者択一において、カントなら
後者だと（そして標準的な徳倫理学者なら前者だと）
答えるかぎり、カント倫理学と徳倫理学には基本的な
立場の違いがある。とはいえ正しい行為への問いは、それだけで完結せずに、それを一貫して行う性格と
しての徳への問いへ、さらにそうした性格を備えた有徳な人格への問いへと至る必然性があるはずであり、
そこにカントと徳倫理学の対話の余地があると筆者は考える。
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『純粋理性批判』
において、
「個体的な（in individuo）
理念」
として、
「理想（Ideal）
」
が「理念」
一般から明確に
区別される（A568/B596）に至る以前に、カントが用いるIdealの語を、本稿ではそのまま「イデアール」と
いうカタカナで置き換える。G・トネリやC・シュヴァイガーが指摘しているように、『純粋理性批判』に
先立つ時期のカントは、IdeeとIdealの明確な区別に至っていない（G. Tonelli, Kant’s Early Theory of
Genius (1770-1779) : Part I, in: Journal of the History of Philosophy, vol. 4, 1966, p. 119, n. 50, C.
Schwaiger, Kategorische und andere Imperative, frommann-holzboog, 1999, S. 84f.）
。
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ロス、ゼノンの「最高善のイデアール（Ideal de summo bono）」が相互に比較されており（XIX 94,
6583）、またエピクロスの体系は「快楽のイデアール」
、キュニコス派の体系は「単純さのイ
デアール」、そしてストア派の体系は「徳のイデアール（Ideal der Tugend）」であるとされている
6

（XIX 95

6584）。こうした「イデアール」をめぐる思考は、同時期の「覚書」では、のちに『倫

理の形而上学』の「法論」に属することになる問題においても展開されており、「国際法のイデアー
ル（ideal des Völkerrechts）」という表現が登場するほか、「社会契約（Social contract）」が「国家
法のイデアール」と、「自然状態」が「ホッブズのイデアール」と言いかえられるなどしている（XIX
99

6593）。最高善や徳の問題も、社会契約や自然状態の問題も、「イデアール」の問題とし

て考察するカントの「倫理の形而上学」の基本的な方向性は、すでに60年代に確立されている。カ
ントは1765年末のランベルト宛書簡で、『実践哲学の形而上学的原理』という作品の出版の見通し
を語り（X 56）、また1768年５月のヘルダー宛書簡でも、『倫理の形而上学』という著作を「今年中
にも完成できる」という見通しを語っているが（X 74）、こうした「倫理の形而上学」の構想の裏づ
けとなっていたのは、ひとつには、これまで見てきた様々な「イデアール」をめぐる思考であった
7

はずである 。1770年代後半の「覚書」で明言されているように、カントの「倫理の形而上学（metaphysic der Sitten）においては」、あらゆる人間の特性や適用やその妨げを捨象して、「純粋で
普遍的に妥当する理念（idee）である規準だけ」が、求められるのだからである（XIX 172
6822）。
さて徳がカントにとってひとつの理念であるとして、その徳の理念は、ひとがそれに向けて無
限に努力すべき、統制的な理念としてだけ機能するのだろうか。ある講義録（コリンズの道徳哲
学）には、「徳は理念であり、誰も真の徳を所有していない。……誰もが、徳や知恵に近づこうと
努力するが、誰も最高の度合には達しない」（XXVII 463）と、徳の理念をあらゆる人間の努力の
虚焦点とする記述も見られるが、ただ徳の理念の意義は統制的理念としてのそれには尽きない。
4
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『純粋理性批判』では、あらゆる現象の絶対的な全体といった、理論理性の理念は「ひとつの理念
4
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にすぎない」と言われても仕方がないが、実践的理念は「いつでも極めて実り豊かで、現実の諸行
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為に関して不可避的に必然的」なのであり、徳と対をなす実践的理念である「知恵（Weisheit）」に
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（A328/B384f.）。徳
ついて、「それはひとつの理念にすぎない」と語ることはできないとしている
の理念についても、カントはそれが人間の行為に対する実効性を持つことを確信しており、しか
も理念として純粋なかたちで提示するほど、その効果は大きいと考えている。カントは『基礎づ
6

カントにおけるこれらの古代の諸学派の「イデアール」の問題を、筆者は一度論じたことがある。拙稿「理
想論の倫理学的射程―人格の倫理学のために」
『日本カント研究』No.14、2013年、142 〜 146頁をご参照
いただきたい。

7

公刊された著作の範囲で言えば、
『視霊者の夢』
で展開された霊魂の世界論が、
「覚書」
での
「イデアール」
を
めぐる思考に対応する水準ものであろう。浜田義文は、
『視霊者の夢』で「霊界＝道徳的世界」が、
「顕著な
理念性と仮構性」を備えた「一種の形而上学的世界として提示される」ことに注意を促していた（浜田義文
『カント倫理学の成立』
勁草書房、1981年、180頁）
。

8

この「知恵」の理念については、拙稿「カント哲学における知恵の理念―体系と自己認識をめぐって」
『哲
学』第63号、日本哲学会編、2012年、281 〜 296頁※誤記？をご参照いただきたい。また徳と知恵に「神聖
性（Heiligkeit）
」を加えた三種類の実践的理念の関係については、C. Piché, Das Ideal: Ein Problem der
Kantischen Ideenlehre (Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1984), S.139-151. が主題的に考察してい
る。
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け』のある注で、「徳についての教え」が効果に乏しい原因についての、J・G・ズルツァーからの
質問に対して、教師たちが「自分の用いる概念を純粋なものに仕上げていない」ことを、その原因
として挙げている（IV 411 Anm）。そして『実践理性批判』「方法論」で実際に道徳教育論を展開す
る際には、カントは徳の純粋な表象を積極的に活用すべきことを説く。カントによれば、「純粋
な徳の提示」こそが、幸福の誘惑や苦痛の脅迫よりも強い力を人間のこころに及ぼすのであり、
また「徳の純粋な表象が備える、ひとを動かす力（die bewegende Kraft der reinen Vorstellung
der Tugend）」こそが、ふさわしい仕方で人間のこころに適用されるなら、「善へのもっとも強力
な動機」となるはずなのである（V 151f.）。
こうした純粋な徳の概念や表象が、ひとのこころを動かす強い力を持つという発想も、『基礎
づけ』や『実践理性批判』での倫理学説の形成に先立つ、カントの原初的な確信であった。1770年
の秋以前の「覚書」では、表象された利益や名誉よりも、「徳の純粋な像それ自体そのもの（das
reine Bild der Tugend an sich selbst）」のほうが、ひとを有徳な行いへと決意させる強い動機た
りうるという観察が示されている。「人間を道徳的な善へと駆り立てる、もっとも強力な手段」は、
そ れ ゆ え に、「 純 粋 な 徳 の 表 象（die Vorstellung der reinen Tugend）」な の で あ る（XIX 112f.,
6619）。同様の考えは1770年代後半の「覚書」にも登場し、
「倫理的概念のひとを動かす力（die
bewegende Kraft des sittlichen Begrifs）は、その純粋さのうちに、またあらゆる他の誘因から
の区別のうちに」あり、「そこから徳概念の純粋さが閃き出る実例」こそが、教育においては有効
であるとされている（XIX 200

6898）。

徳はひとつの理念であり、純化された理念であるかぎりでの徳こそが、ひとを動かし善を行わ
せる力を持つ。それでは徳は、それだけでひとを幸せにする力は備えているのだろうか。徳がそ
の持ち主を幸福にするか否かは、古代でも現代でも徳をめぐり論じられてきた問題である。周知
のようにカントは『実践理性批判』
「弁証論」において、徳と幸福の概念を異質なものとして区別す
ることなく、徳の意識がそのまま幸福だと説いたというストア派の立場を批判し、徳と幸福の合
致のために、神の存在を要請することになる。ただその一方で、有徳な者こそが真に幸福な者で
あるという信念を、カントは終生持ち続けていたようにも思われる。晩年の『倫理の形而上学』で
老カントは、徳という強さを所持してのみ、「人間は自由であり、健全であり、豊かであり、王
者である等々であって、偶然によっても運命によっても損なわれることはありない」（VI 405）と
説いているが、こうした徳の自足性の思想はすでに、30歳前後のカントが残した、オプティミズ
ムをめぐる「覚書」に見られる。若きカントによれば、学識や死後の名声や富といったその他の善
ではなく、「徳だけが真の幸せ（Glük）をなす」のであり、徳はどのような状況下でも「満足させる
何ものかを見いだす」
（XVII 230

3703）。『実践理性批判』
「弁証論」でのストア派批判は、こ

のような「徳だけが真の幸せをなす」という、カントの一貫した信念との緊張関係のもとで展開さ
れたものと考えねばならないだろう。実際、80年代に書かれたものと見られる「覚書」では、身体
的な状態を善悪無記なものと見なすなら、「ひとは徳それ自体によって幸福たりうる（man kan
durch die Tugend an sich glükseelig seyn）」、という発言も見られる（XIX 309

7311）。

徳はひとつの理念であり、この理念はひとを善へと駆り立て、またひとに真の幸せをもたらす
力を持つ。これが批判期の倫理学説の前提となり、またそれとの緊張関係のなかで批判期の倫理
学説が展開された、カントの根源的な確信である。こうした前提を踏まえたうえで、実際にカン
トの徳理論の展開を見ていくことにしたい。
36
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二

強さとしての徳

『基礎づけ』と『実践理性批判』という80年代に書かれたカント倫理学の代表作では、徳の問題は、
9

道徳法則や定言命法などに比べると周辺的な問題にとどまり 、また徳が単純に倫理性や道徳性
と等置されている箇所もある（IV 426 Anm., V110）。徳の定義は、『宗教論』や『倫理の形而上学』
で様々なかたちでなされているが、カントの徳の定義の核をなすのは、義務を遵守する道徳的な
善さと、強さの二要素である 。徳とは、『宗教論』によれば、「自分の義務を正確に果たす、固く
基礎づけられた心術」であり（VI 23 Anm）、『倫理の形而上学』によれば、「自分の義務に従うさい
の、人間の格率の強さ」である（VI 394）。強さのなかで道徳性に関わるそれが、また道徳性のな
かで強さという側面が、カントにとっての徳なのである。それゆえ、一般に強い敵に抵抗する能
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（Tapferkeit）」という強さであるが、このうちの「私たちのうちなる倫理的な
力と決意が「勇敢さ
心術の敵」に関わる強さが、徳であるとされる（VI 380）。また道徳的に善い人間にあって、「勇気
と勇敢さを表示し、したがって敵を前提とする」特質が、徳なのである（VI 57）。
それが戦うべき内的な敵の存在を前提するために、徳は人間に特有の倫理的なあり方であるこ
とになる。実際カントは、『倫理の形而上学』「徳論」の「序論」において、いったん徳を「意志の道
4

4

4

徳的な強さ」と定義したうえで、そうした強さは「神聖な（超人間的な）存在者」も備えうるという
4

4

4

理由から、徳を「自分の義務に従うさいの、人間の意志の道徳的な強さ」と、「人間の」という限定
を加えて定義しなおしている（VI 405）。こうした「神聖性（Heiligkeit）」と徳の対比も、カントの
徳をめぐる思考に一貫している。すでに60年代の道徳哲学の講義録（ヘルダーの実践哲学）でも、
4
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4

4

4

徳は「たんに道徳的に善い行為」を示すものではなく、「敵対者の可能性」と「内的な戦い」を含意す
るゆえに、天使と神には「神聖性はあっても徳はない」とされている（XXVII 13）。続く70年代の
講義録（ポヴァルスキーの実践哲学）においても、「人間の完全性は徳であって、神聖性ではない」
（XXVII 159）とされる一方で、徳ではなく神聖性こそが、神の特性であるとされる。「神聖性は
本来、悪への傾向性を持たないものであり、これは神のみである。徳が人間の真の道徳的な使命
11

である。というのも神聖性には人間は達しえないからである」
（XXVII 165）。『基礎づけ』の時期
の講義録（ムロンゴヴィウスの道徳学Ⅱ）でもやはり、「神は神聖であるから、神だけは徳を持た
9

ただこれまで前批判期の遺稿や講義録などを参照しつつ確認したように、徳は『基礎づけ』や『実践理性批
判』を刊行するはるか以前からのカントの関心事であり、カントが晩年の『倫理の形而上学』の「徳論」では
じめて徳の問題に取り組んだという、よくある理解は正しくない。M・キューンは、ア・プリオリなもの
のア・ポステリオリなものからの分離という、
『基礎づけ』
と
『実践理性批判』
に特殊な課題のゆえに、両作
品では徳の問題が重要な役割を果たさなかったと指摘している（M. Kuehn, Kant’s Metaphysics of Morals

Kant’s Metaphysics of Morals. A Crit-

ical Guide, Cambridge University Press, 2010, p. 21f.）
。
10

カントにとって、様々な徳に共通のコアは、
「正しいことを行う、善くて強い意志（a good and strong
will）
である」
（Thomas E. Hill, Jr., Kantian Virtue and ‘Virtue Ethics’ , p. 41）
。またA. Wood, Kant and
agent-oriented ethics, in Perfecting Virtue, p.69 f. も参照。

11 「ポヴァルスキーの実践哲学」にはこの他に、
「自然的な道徳」の命じる「徳」と、
「神の意志に従って道徳法
則を遵守する格率」であるという「敬虔さ（Frömmigkeit）
」という、やや珍しい対比も登場する（XXVII
169f.）。
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4

4

ない」とされており（XXIX 611）、公刊著作では『実践理性批判』の、徳を「戦いにおける道徳的な
心術」と特徴づける箇所にも、同様の徳と神聖性との対比が効いている（V 84）。
さて『純粋理性批判』「序論」では、「道徳性の最高原則および道徳性の根本概念」は、それが「快
と不快、欲望や傾向性、選択意志など」の経験的起源を持つ諸概念を前提とするゆえに（A 14f.）、
あるいは少なくとも、そうした諸概念を「克服されるべき障害として」引き入れざるをえないがゆ
えに
（B 28f.）、超越論的哲学には属さないとされていた。徳はまさに、「克服されるべき障害」の
存在を前提とする「道徳性の根本概念」であって、それゆえ徳論は超越論的哲学の一部ではありえ
ない。とはいえ徳の概念自体は純粋な理念＝理性概念なのであって、この純粋な理性概念に基づ
く徳論はひとつの形而上学、「徳論の形而上学的原理」として展開されることになる。
徳はひとつの理念であり、その徳とは人間存在の倫理的な強さのことである。それではひとは
そうした強さを、どのようにして獲得することができるのであろうか。こうした問いにおいて、
カントの徳をめぐる思考は、ソクラテスやプラトンの時代以来の徳をめぐる重要問題、「徳は教
12

えられうるか」という問題 と交差することになる。

三

徳は教えられうるか

まず「徳は教えられうるか」という問題に対する、カントの『倫理の形而上学』での最終的な回答
4

4

を確認しておきたい。『倫理の形而上学』「徳論」の「方法論」においてカントは、「徳が教えられう
4

4

るし、教えられなければならないこと（

）
4

4

（
は、徳が生得のものではないことからただちに帰結する。徳論はしたがって理説

）であ

る」と、明確に「徳は教えられうる」と断言している。「徳は教えられうる」ことの根拠となってい
るのは、徳の非生得性であるが、このことの根拠はすでに前段落で示されている。「徳が獲得さ
れなければならない（生得のものではない）ことは、経験に由来する人間学の知識に依拠するまで
もなく、すでに徳の概念のうちに含まれている」。「徳は教えられうる」ことは、徳の非生得性に
基づき、その徳の非生得性の根拠は、「徳の概念」そのもののうちにあるという。すでに見たよう
に徳の概念は、それが戦うべき内的な敵の存在を前提するものであるから、徳はひとにおのずと
4

4

備わるものではなく、傾向性との「争いにおいて、決意の強さによって」もたらされるのだからで
ある（以上、VI 477）。『倫理の形而上学』「徳論」の「方法論」のこの箇所を見る限りでは、「徳は教
えられうるか」という問いに対するカントの態度ははっきりしており、揺るぎないものにも見え
る。しかし全体としては安定し一貫した徳をめぐるカントの思考のなかで、この「徳は教えられ
うるか」という問題に対する見解は、例外的に大きく揺れ動いたものであった。
カントがこの問題を古代以来のものとして意識していたことは、「徳は習得されねばならない
か」という問いを、「徳について語られうるほとんどすべてを論じつくしている、古代の道徳哲学
者たち」も論じたとしている、『宗教論』のある注（VI 24 Anm.）からも明らかである。この問題に

12

カントは「徳は教えられ（gelehrt werden）
うるか」
よりも、
「徳は学ばれ（gelernt werden）
うるか」
と問題を
定式化することが多いが、本稿では両者の区別にこだわらずに、実質的に同じ
「徳は教えられうるか」
とい
う問題として取り扱う。
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対するカントの発言は、1770年代後半の「覚書」にはすでに見られ、「徳は学ばれえないこと（
tugend nicht gelernt werde）」と、前段落で見た20年ほど後の『倫理の形而上学』とは正反対の主
張が書き残されている（XIX 174

6828）。同時期の別の「覚書」においては、同じ問題がやや

詳しく取り扱われており、「徳は学ばれうるか」という問いが、二つの意味に分解されている。つ
まりこの問いを、道徳感情の介在なしに、ひとが「徳とは何か」を理解できるか、という意味にと
るなら、答えは「否」であり、また徳を構成する「熟練（fertigkeit）」を獲得することができるかと
いう意味にとるなら、「繰り返しの訓練（Übung）」によって学ばれうる、という考察が展開され
る（XIX 266

7185）。後者の場合では、答えだけを見る限りでは、
『倫理の形而上学』
「徳論」

の「方法論」におけるのと同様に、「徳は教えられうるか」という問いに肯定の答えが与えられてい
る。ただしその回答の根拠はまったく異なる。これから見るように、徳を「訓練」によって獲得さ
れる「熟練（Fertigkeit）」と見ることを、『倫理の形而上学』のカントは退けるからである。「徳は
教えられうるか」という問いをめぐるカントの模索は『倫理の形而上学』の刊行直前の時期にいた
るまで続く。カントは「倫理の形而上学への準備草稿」においてもなお、「徳は学ばれえないし
（

）、生得のものでもない、それゆえに獲得されなけれ

ばならない」（XXIII 406）と、本文と同様に徳の非生得性を主張しながらも、「徳は教えられうる
か」という問いに関しては、本文とは正反対の主張をしている。
このように「徳は教えられうるか」という問題に対するカントの関心はかなり早い時期に遡り、
『倫理の形而上学』に至るまでその回答は揺れ動いた。『倫理の形而上学』のカントは、「徳は教え
られうる」という立場をとるわけであるが、前段落で見た70年代の「覚書」のような、「訓練」の成
果である「熟練」として「徳は教えられうる」という考えは退ける。『倫理の形而上学』「徳論」の「序
4

4

論」によれば、徳を「熟練（Fertigkeit）」や、「訓練（Übung）によって獲得された、道徳的に善い行
4

4

為の久しい習慣（Gewohnheit）」と見なしてはならない。そのようなものであれば、徳とはひと
つの「メカニズム」のようなものになってしまうからである（VI 383f.）。同じ「序論」のなかの、
「内
4

4

4

4

的自由の原理による徳論について」というタイトルのついた注でも、「熟練」に habitus というラ
テン語をあてつつ、徳を「法則に適合した自由な行為の熟練」と定義することはできないとして、
この定義に「行為するにあたって法則の表象によって自分を規定する」と付け加える必要があると
カントは説く。そうでなければ「熟練」は、「自由から生じた」ものではなくなるからである（VI
407）。カントの場合、徳には自分で自分を規定する「内的自由」が不可欠の条件となるために、
13

「訓練」と「熟練」のみによるのでは、徳は「教えられうる」のでない 。
すると徳が「教えられうる」ためには、徳の「教え」であり、ひとつの「理説」であるところの、
「徳論」が必要なのであろうか。とはいえ徳は一方ではひとつの理念であり、それゆえ徳論はひと
つの形而上学であったが、他方では徳とは強さであった。徳の理念をめぐる形而上学の教説が、
いかにして徳という現実的な強さと結びつきうるのだろうか。カント自身もこうした点について
13

こうした点において
「徳は教えられうるか」
という問いは、強制としての教育とその目標としての自由のあ
いだでの、カントの教育論の周知のアポリアに通じる問題を孕んでいる。このアポリアについては、小野
原雅夫「自由への教育―カントの教育論のアポリア―」
『別冊情況』
、2004年、212 〜 222頁を参照。本
稿のこの問題に対する態度は、かつて大森一三がこのアポリアについて示してみせた解決策に近い。大森
一三「カント教育論における自由と開化のアンチノミー」
『日本カント研究』No.12、2011年、とくに198 〜
200頁を参照されたい。
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ためらいがあったようで、「倫理の形而上学への準備草稿」には、「徳論の形而上学的原理」という
タイトルがすでに、「それを一瞥するだけでも怖気づく、形而上学という深淵に入り込もうとし
なければ」、徳とは何か、徳にどのように達するかを知ることができないかのような、ペダンテ
ィックな気取りと受けとられることへの懸念が示されている（XXIII 374）。『倫理の形而上学』
「徳
論」の冒頭においてもやはり、まるで「徳が、わずかな人々だけが取り扱いかたを知っている思弁
のことがらである、形而上学という兵器庫からその武器を借りてこなくてはならない」かのよう
4

4

4

4

4

4

4

な、徳論の「形而上学的原理」という課題が、傾向性と戦う「力とヘラクレイトス的な強さ」という、
徳のイメージに逆らうであろうことを認めている（VI 375f.）。
こうしたカントの問題状況を、現代の徳倫理学の文脈に関係づけるなら、たとえば R・ハース
トハウスは、「哲学の探求によってしか人は有徳に（あるいは真に有徳に）なることができない」と
いう考えを
「プラトン的幻想
（platonic fantasy）」と呼び、徳をめぐる事実に明らかに反するもの
14

として退けている 。現代の徳倫理学が「幻想」と決めつけて見向きもしない、こうしたプラトニ
ズムを、独特な仕方で果敢に引き受けてみせるところに、晩年のカントの徳倫理学の独自性があ
るように思われる。
本稿の第一節で確認したように、利益という誘因や苦痛という脅しよりも、徳の純粋な表象や
概念のほうが、ひとを善行へと動かす強い力を備えているというのが、カントの徳をめぐる基本
的な確信のひとつであった。徳を純粋に提示する方法として主にカントが考えているのは、S・
15

エングストロームも指摘しているように 、『実践理性批判』「方法論」で言及されるアン・ブーリ
ンのケースのような歴史上の裁判において、いかなる誘惑や脅しにも関わらずあくまで偽証を拒
み続ける人物の例を示すこと（V 155f.）であろう。そうした「そこから徳概念の純粋さが閃き出る
実例」
（XIX 200

6898）を通じて、「徳の純粋な表象が備える、ひとを動かす力」
（V 152）によ

って、ひとは徳という強さを獲得しうる。
ただし実例はあくまでひとつの実例にすぎない。真の意味で「徳が教えられうる」ためには、こ
の実例を踏み台として、生徒が自分の思考で徳の原理や理念にまで遡るのでなければならない。
『倫理の形而上学』のカントは、自分の思考によってこうした徳の原理や理念へと遡ることの重要
性を強調する。たとえば先の『倫理の形而上学』
「徳論」冒頭の、「形而上学という兵器庫」の意義へ
の疑念が示される箇所では、カントはそれに続けて、それでも「徳論の第一根拠を形而上学のう
ちにさぐる」ことは、無意味ではないし笑うべきことでもないと説く。そうした探求を欠いては、
「徳論には確実さも純粋さも期待できない」ことになるし、ここで求められている形而上学の原理
は、どこか遠くの天上の世界にあるのではなくて、「それぞれの人間において、その理性素質の
4

4

4

4

（dunkel gedachte Metaphysik）」なのだか
うちに内在している、あいまいに考えられた形而上学
らである。こうした形而上学が各人の理性のうちに潜んでいることに教師は、義務について生徒
4

4

4

4

4

4

4

と「ソクラテス的に問答する」ことで気がつく。それゆえたしかに、義務の述べ方は形而上学的で
4

4

ある必要はないし、「言葉はスコラ的である必要はない」けれども、「思想は形而上学の基礎要素
にまで遡らなくてはならない」。そうでなければ、徳論の確実性や純粋さばかりでなく、「徳論に
14

R. Hursthouse, On Virtue Ethics, Oxford University Press, 1999, p. 136-9.（R・ハーストハウス著／土
橋茂樹訳『徳倫理学について』
（知泉書館、2014年）207 〜 212頁）

15

S. Engstrom, The Inner Freedom of Virtue, in M. Timmons(ed.), Kant’s Metaphysics of Morals. Interpretative Essays, Oxford University Press, 2002, p. 312.
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おけるひとを動かす力（bewegende Kraft in der Tugendlehre）さえ、期待することができない」
ことになるからである（以上、VI 376）。対話的な手法によって、各人のうちなる、徳の形而上学
的な原理や純粋な理念にまで遡り、その「ひとを動かす力」に触れることで、ひとは強さとしての
徳を獲得しうる。これが「徳は教えられうるか」という問題に対する、カントの最終的な回答であ
ったように思われる。

おわりに
本稿で検討してきたのは、徳とその理念をめぐるカントの基本的ないくつかの確信と、その確
信と連関する、「徳は教えられうるか」という問題に対するカントの回答であった。徳がひとつの
理念、ないしは「イデアール」であることは、かなり早い時期からのカントの確信であり、
『純粋
理性批判』以降の哲学的諸学の区分によれば、純粋な徳の理念＝理性概念に基づく徳論は、ひと
つの形而上学であることになる。こうした徳論の形而上学という性格と、内的な敵と戦う「強さ」
という徳の性格の整合的な関連づけにカントは苦慮したようであり、「徳は教えられうるか」とい
う問題に対する回答の変動に、その苦闘の様子がうかがえる。カントは最終的には、徳論という
4

4

4

4

（VI 376）と位置づけ、
形而上学を、各人の理性のうちに内在した「あいまいに考えられた形而上学」
こうした各人のうちなる形而上学に遡り、その純粋な原理が備える「ひとを動かす力」によって、
強さとしての徳を獲得しうると考えるようになる。カントの徳をめぐる思考に一貫し、また「徳
は教えられうるか」という問いへのカントの最終的な回答の背後にあったのは、理念であるとさ
れるもの、つまり道徳的に純粋なものに対する、人々の感受性への強い信頼である。
ところで「あいまいに考えられた形而上学」という発想は、『倫理の形而上学』の「徳論」に限定さ
れたものではなく、『倫理の形而上学』全体の「序言」や
「序論」でも繰り返し語られている。「たん
なる概念に基づくア・プリオリな認識の体系」である「倫理の形而上学」を、「それぞれの人間は、
もちろん通常はあいまいな仕方であるが、自分のうちに持っている」（VI 216）。こうした意味で
は「通常の人間理性（die gesunde Vernunft）」もまた、「それとは自覚していない、形而上学者」な
のである（VI 206）。カントの倫理の形而上学と実践的理念の理論において、薄暗い洞窟のなかの
囚人は、その外部の別の世界に出て行くことを必要とはしない。まずは自己のうちにひそむ、
「ひとを動かす力」を備えた、純粋な形而上学の原理と理念を探り当てるべきなのである。
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