
JAPANISCHE
KANT-STUDIEN

日
本
カ
ン
ト
研
究

シンポジウム
カントと理念の問題
宮村　悠介／松本　長彦

共同討議Ⅰ
カントの超越論的観念論は歪んでいるか
滝沢　正之／冨田　恭彦

共同討議Ⅱ
カントと神学
髙田　太／山下　和也

公募論文
秋元　康隆／長田　蔵人／繁田　歩

日
本
カ
ン
ト
協
会
編

No. 20     2019

ISSN  2435-4163





日 本 カ ン ト 研 究

20

日本カント協会編

2019



公募論文
人の弱さと不純について―いかなる意味でそれは悪なのか―………………………………秋元康隆 1

カントの存在論的証明批判……………………………………………………………………………長田蔵人 11

「矛盾」概念の再検討―カントと二角形の問題― ……………………………………………繁田　歩 21

シンポジウム　カントと理念の問題…………………………………………………………………城戸　淳 31

カント倫理学と徳の理念の問題………………………………………………………………………宮村悠介 33

カントの理論哲学に於ける超越論的理念について…………………………………………………松本長彦 43

共同討議 I　カントの超越論的観念論は歪んでいるか ……………………………………………湯浅正彦 53

カントの認識論における判断とその対象……………………………………………………………滝沢正之 54

拙著『カント哲学の奇妙な歪み』補遺―〈胚芽生得説〉は所期の目的を達成したか― …冨田恭彦 67

共同討議 II　カントと神学 …………………………………………………………………………手代木　陽 79

カント宗教的著述群における批判哲学のスタンスについて………………………………………髙田　太 81

カントとシュペーナー―批判哲学と敬虔主義神学―…………………………………………山下和也 95

書　　評
Allen Wood, Formulas of the Moral Law …………………………………………………………平出喜代恵 105

Veit Justus Rollmann, Apperzeption und dynamisches Naturgesetz in Kants Opus postumum
　　―Ein Kommentar zu “Übergang 1-14” ………………………………………………………内田浩明 108

近堂秀著 『『純粋理性批判』の言語分析哲学的解釈―カントにおける知の非還元主義― 』
　　………………………………………………………………………………………………………村井忠康 111

相原博著『カントと啓蒙のプロジェクト』 …………………………………………………………山蔦真之 114

ゲルノート・ベーメ著、河村克俊監訳『新しい視点から見たカント『判断力批判』』 …………宮崎裕助 117

ヘンリー・E・アリソン著、城戸淳訳 『カントの自由論』 …………………………………………入江幸男 122

マンフレッド・キューン著、菅沢龍文・中澤武・山根雄一郎訳『カント伝』 …………………宮島光志 125

海外学会報告
Multilateral Kant Colloquium 8th Edition, Kant and the Contemporary World ―Philosophy, Science, 
Politics―　2018 年 10 月 11 日～ 13 日　カターニャ（イタリア） ………………………………山蔦真之 128

会務報告
欧文要旨
執筆者一覧

http://japanische-kant-gesellschaft.org/japanische_kant_studien.html

電子版「日本カント研究　20」目次



1

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

3

4

5

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。
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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

18
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〈公募論文〉

カントの存在論的証明批判

長田　蔵人　

序

神の現存在（Dasein）の存在論的証明に対してカントが『純粋理性批判』（以下『批判』と表記）で
展開した批判については、「純粋理性の理想（Ideal）」の証明（以下「イデアール証明」）に対する批
判にせよ、またいわゆる「デカルト的」な証明（A602/B630）（以下「デカルト的証明」）に対する批判
にせよ 、それが批判期の超越論的哲学とは無縁な、前批判期に由来する独断的な前提に依拠し
ている、という異論が唱えられてきた。これに対して本稿では、カントの批判を、超越論的哲学
による存在論の刷新の一環として理解することを試みる。そこで特に注目したいのは、「知覚の
予料」等に見られる事象性（Realität） の概念に加えられた批判的洞察の意義である。カントは
1750年代半ばから批判期に至るまで、絶対的に必然的な存在者を質料的・事象的原理として捉え
てきた 。そこで、カントによる批判の根幹がもっぱら前批判期の思想に由来するという解釈の
妥当性を見きわめるためには、事象性についての新しい理解が存在論的証明批判にとってどのよ
うな意味を持つのかが見定められなければならない。

1

2

3

＊  『純粋理性批判』からの引用は原版の頁番号で引用箇所を示した。その際、A は第一版を、B は第二版を表
す。その他のカントの著作等については、アカデミー版カント全集の巻数（ローマ数字）、頁数（アラビア
数字）の順で引用箇所を示した。

1 カントは1763年の論考『神の存在の唯一可能な証明根拠』（以下『証明根拠』と表記）において、神の存在証明
を、「可能的なもの」という知性概念に基づく「存在論的証明」と、「実在するもの（das Existierende）」の経
験的概念に基づく「宇宙論的証明」とに種別し、その第１種のうちに「デカルト的証明」と、当時カント自身
が「唯一可能」とみなしていた「物の可能性」からの証明とを数え入れている（II 155f., 159f.）。その後者がイ
デアール証明の原型であることに鑑み（cf. XXVIII 1034）、本稿ではデカルト的証明とイデアール証明をと
もに存在論的証明として扱う。この２つの証明の関係については、久保 [1968] の解明的な考察がある。

2 本稿では、カテゴリーや理念のobjektive Realitätと言われる場合のように、〈概念や認識に客体が対応す
ること〉を意味するRealität（cf. A155/B194, XXVIII 492）と、〈物の肯定的な述語規定〉であり、Sachheitと
も言い換えられるカテゴリーの１つとしてのRealität（cf. A143/B182, A574/B602）との区別を明確にするた
めに、前者を「実在性」、後者を「事象性」と訳し分けることにする（cf. 長田 134 n.2）。

3 『証明根拠』によれば、物の内的可能性（思考可能性、無矛盾性）は、矛盾律という形式的・論理的条件のほ
かに、矛盾や同一性という関係に立つ内容（Inhalt）として、「事象的なもの（das Reale）」ないしは「質料的
なもの（das Materiale）」を前提にする。そこでカントに従えば、およそ物が思考されうるためにも、その
「究極の事象的根拠（Realgrund）」が絶対的必然的に実在していなければならない（II 77-83）。同様の議論
は、『自然神学と道徳の原則の判明性に関する考察』（1764年）のほか（II 296f.）、『形而上学的認識の第一原
理についての新解明』（1755年）でもすでにその原型が見られ（I 395）、カントが早い時期から一貫して、物
の事象的・質料的条件という側面から神を理解していたことが分かる。
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考察は以下の順に行われる。まず第１節では、カントの批判を「独断的」とみなす異論の概要を
確認する。これに対して第２節では、前批判期には見られない『批判』に特有の論点を、カントの
存在論的証明批判の要諦として取り出す。そして最後に第３節では、その要諦となる論点を、超
越論的感性論・分析論の論述に基づいて再構成することを目指す。

1. カントの批判を「独断的」とする異論

ザラやローガンは、1760年代半ばにカントの思考が「経験主義的発展」（Sala 203）を遂げている
ことを踏まえ、カントのイデアール証明批判が、根本的には前批判期の独断的な経験主義の産物
であることを指摘する。たとえばザラによれば、1760年代半ばのものと目される遺稿（Reflexion）
では、可能性の「質料」や「事象的なもの（das Reale）」に関する経験主義的な考え方が明確になっ
ており（cf. R3756, XVII 284）、現存在あるいは実在（Existenz）を概念だけから導出するというこ
とが、カントにとって不可能になっていた（cf. R3761, XVII 286）。そのためにザラは、イデアー
ル証明の原型である「物の可能性」からの証明は、この頃にすでにカントのなかで破棄されていた
と推察する（201-04）。ローガンもまた、60年代半ばの「経験主義への転向」（Logan 359）を踏まえ、
前批判期において素朴に想定されていたその経験主義が十分に正当化されないまま、『批判』にお
いてイデアール証明批判の論拠にされていると指摘する。彼に従えば、カントのイデアール証明
批判が成立するためには、「感覚の対象よりほかにはいかなる対象もわれわれには与えられえな
い」（A582/B610）という経験主義的前提がなぜ受け入れられるべきであるのかが示されねばなら
ないが、カントはここでそのような根拠を示していない（360）。そのかぎりにおいて、この批判
は前批判期の経験主義的批判と変わるものではなく、超越論的哲学とは無縁の「独断的な基礎」に
基づいていると言わざるをえない（362） 。
カントの批判が独断的な根拠に基づくという異論は、デカルト的証明に対する批判にも向けら
れる。そもそも、「存在はあきらかにいかなる事象的述語（reales Prädikat）でもない」（A598/
B626）というテーゼそのものが、「カント的ドグマ（the Kantian dogma）」と呼ばれて退けられる
ような状況がある（cf. Millican 443）。たしかにこのテーゼは、その原型（厳密には同一のテーゼ
ではない）が『証明根拠』おいてすでに見出されるのであり（II 72）、もしカントの批判がその前批
判期のテーゼに決定的に依拠するものでしかないとすれば、その批判の根幹は、超越論的哲学と
は別のところに求められることになる。そして実際、このテーゼを中心としたカントの論駁が、
批判的基盤を持たない根拠薄弱なものであるという指摘が為されている。
たとえばエヴェリットは、カントとデカルト的証明の支持者との真の対立点は、「神は実在す
る」という命題が総合的であるのか分析的であるのか、という問いに収斂すると指摘する（Everitt 
395）。カントが再構成するデカルト的証明によれば、必然的存在者（ens necessarium）（以下
EN）に最もふさわしい概念としての「最大の事象性を持つ存在者（ens realissimum）」（以下 ER）
は、すべての事象性を所有し、現存在はその事象性の１つであるゆえに、〈ERは実在しない〉と

4

4 スタングもまた、『批判』でのイデアール証明批判が、前批判期における批判と同じ仕方で為されていると
理解しており、両者の違いの可能性を考慮していない（cf. Stang 1137）。
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いう判断は矛盾であることになる（A596f./B624f.）。これに対してカントは、「すべての実在的命
題（Existenzialsatz）は総合的である」という根拠に基づき、矛盾は分析的命題にのみ帰されうる
特質であるゆえに、いかなる実在的命題についても、〈実在する〉という述語は矛盾なしに廃棄さ
れうる、と論駁する（A598/B626）。しかしエヴェリットによれば、存在論的証明は、〈少なくと
も或る１つの特別な実在的命題は分析的である〉と主張しているのであって、「すべての実在的命
題は総合的である」とするカントの前提それ自体もまた、問いの俎上に載せられねばならない。
ところがカントは、論駁のなかでそのような前提の根拠を示していない（392）。

2. カントによる批判の要諦

2-1. 批判期に特有の論点とは何か
以上のような異論に対して、「カント的ドグマ」に基づく論駁はカントの批判の本筋ではないと
する解釈がある。「現存在は何らかの物の述語でも規定でもない」（II 72）というテーゼは超越論
的哲学の洞察から得られたものではないし、「100ターレル」の例もカント独自のものではないの
であって（cf. Henrich 120）、批判の本来的な論点はそこにはない。このような立場を採るのは、
ヘンリッヒやシュムッカー 、また上記の異論を展開したエヴェリット自身である。エヴェリッ
トは、ENという超越的概念を使用するための「経験的基準」の欠如という主張にこそカントの真
意はあり、カントが行っているのは認識論的な批判である、と指摘する（403）。彼に従えば、カ
ントが問題視しているのは実在的命題一般の可能性の条件ではなく、われわれに認識可能な実在
的命題の条件である（404）。カントは現象と物自体の区別を通じて、われわれに可能な認識対象
（現象）についての分析的な実在的命題の可能性を否定しているのである 。
以上の解釈は妥当であると思われるが、しかし超越論的感性論・分析論の成果に基づく論駁と
いう観点からすると、決して十分ではない。エヴェリットが指摘するとおり、確かに現象と物自
体の区別は重要な論点であるが、しかし両者を区別する考え方そのものは1770年にすでに成立し
ているのであり、それだけでは、批判期の超越論的哲学に基づく論駁の特異性を十全に捉えてい
るとは言いがたい。
では、その批判期に特有の論点とは何であろうか。それは、イデアール証明に対してもデカル
ト的証明に対しても、カントの批判を支える共通の要石としてみなされるべき主張であり、前者
の批判では、「すべてを包括する唯一の経験（eine einige allbefassende Erfahrung）」（A582/
B610）という概念によって、後者の批判では、「経験の統一」（A601/B629）という概念によって表
される思想である 。これは、〈経験の構成要素の全体が何らかの仕方で予料（antizipieren）され
うる〉という考え方にほかならず、超越論的感性論・分析論の独自の成果である。カントはこの

5

6

7

5 ヘンリッヒは批判哲学に固有の論点を、「必然的存在者の概念は規定不可能である」という主張に見出し、
それ以外の論点はすべて補助的な論証でしかないとする（Henrich 170）。シュムッカーもまた、「必然的
存在者を一義的かつ異論の余地なく、その本質内容に関して詳しく規定することの不可能性」という確信
が、カントの存在論的証明批判の「決定的な動因」であるとしている（Schmucker 47）。

6 ウッドもまた、「認識論的制限」という論点が批判哲学から抽出されうるとするが、ウッドは、その論点が
カントによる実際の論駁の趣旨であるとは考えない（Wood 123）。
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思想を基軸として、一方では、「事象性の全体（omnitudo realitatis）」（A575f./B603f.）という理念
が或る意味において妥当な要請に基づいている ということが、「超越論的仮象」の不可避性の源
泉であることを解明し、他方では、われわれに可能な認識の条件に対する無理解がその理念の弁
証的な適用を招来する、という批判を展開するのである。カントのこのような両面作戦 を押さ
えなければ、存在論的証明批判を超越論的哲学の真の構成要素として位置づけることはできない。
そこで次に、イデアール証明批判とデカルト的証明批判の双方において、経験の「予料」的構造が
どのように引き合いに出されるのかを確認しておきたい。

2-2. 経験の「予料」的構造
まずイデアール証明の批判では、次のように論じられる。カントによれば、「すべての現象の
事象的なものがそこにおいて与えられるところのものとは、すべてを包括する唯一の経験であ
る」（A582/B610）。したがって、現象の質料は「一つの総括」のうちに与えられるものとして表象
されねばならず、その限りにおいて、現象は「すべての経験的事象性の総括」を前提にするのでな
ければならない（ibid.）。ところがわれわれは、そうして感覚の対象についてのみ妥当する原則を、
「物一般」に妥当する原則としてみなす「自然的錯覚」と、また「知性の経験的使用の分配的統一」を
経験全体に適用して「集合的統一」と成す弁証的置き換えによって、「すべての事象性の総括」とい
う理念を ERとして個体化し実体化してしまうことになる（A582f./B610f.）。
次に、デカルト的証明の批判において「経験の統一」の概念が導入されるのは、以下のような議
論によってである。カントによれば、或るものが汎通的に規定されていたとしても、また或る存
在者が「最高の事象性」として（つまり ERとして）思考されたとしても、それらのものについては
なお、それが実在するか否かが問われうる。なぜならば、それらの概念にはなお、「私の思考の
全状態に対する関係という点で、欠けているものがある、つまり、その客体の認識がア・ポステ
リオリにも可能である、ということが欠けている」からである（A600/B628）。そして、そのよう
なア・ポステリオリな可能性は、「経験全体の内容との結合」によって獲得される（A601/B629）。

8

9

7 イデアール証明の批判において、「一なる（可能的）経験」の概念をめぐる形而上学の転換が決定的な意味を
持つ、ということについては、福谷 [2009] に所収の論文、「存在論としての「ア・プリオリな綜合判断」」
および「カントにおける神の問題」を参照。本稿におけるイデアール証明批判の解釈は、その根幹をこれら
の論文に負っている。

8 ロングネスは、「事象性の全体」という理念が「すべての経験的事象性の総括（Inbegriff）」（A582/B610）とい
う批判的概念へと「還元」されうること、したがってまた、後者を前提とする汎通的規定（durchgängige 
Bestimmung）の原則、つまり現象に適用された場合の汎通的規定の原則が、「すべての総合的判断の最高
原則」（A158/B197）の「系（corollary）」として導出されうることを手際よく示している（Longuenesse 217-
22）。もっとも彼女も指摘するように、現象の個体化原理は直観形式であって、汎通的規定の原則がそこ
で必要とされることはない（216f., cf. 福谷 135）。

9 超越論的弁証論の目的の二重性については、Grier [2001] を参照。ただしグライアーはロングネスとは異
なり、神の理念に関わる超越論的仮象の不可避性の源泉を、ひとえに、無条件者を求める理性の要求の
「主観的必然性」に見定める（Grier 249-51）。また久保に従えば、存在論的証明を理性にとって避けがたい
ものにする「最深の基盤」を探求し、無条件者を求める理性の姿を剔抉した点にこそ、この証明に関するカ
ントに固有の貢献がある（久保 380-87）。本稿はこれらの解釈の妥当性を認めつつも、さらに、「事象性の
全体」の「批判的還元」が可能であるとするロングネスの主張に同意し、これに沿った解釈を提示したい。
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したがって、「すべての実在についてのわれわれの意識は … まったく経験の統一に属している」
のであって、その領域の外側の実在については、それが不可能であると説明されうるわけではな
いが、正当化されることもできない（ibid.）。
あきらかなようにカントは、ERの実在が一般に不可能であると主張しているわけではない。
エヴェリットが指摘する通り、カントの批判は、〈ERはわれわれの認識対象にはなりえない〉と
するだけの認識論的批判である。しかしカントの認識論は、「存在論という不遜な名称」を「純粋
知性の分析論という控え目な名称」に取って代えさせる（A247/B303）という存在論の刷新をもく
ろむ認識論である。その分析論の「結論（Resultat）」として提示されているのは、「知性がア・プ
リオリに為しうるのは、一つの可能的経験一般の形式を予料すること以外の何ものでもない」
（A246/B303）という主張である。カントの超越論的分析論の到達点は、この「予料」が「経験全体
の内容」の総括、あるいは「すべての経験的事象性の総括」、そして「経験の統一」を可能にする、
という洞察である。本稿が目指すのは、そのような事象性の全体を「予料」する視点から対象（現
象）の存在を説明しようとする認識論的存在論を、超越論的感性論・分析論に分散する論述から
再構成し、そしてカントの存在論的証明批判を、この存在論の変革の一環として理解することで
ある。

3. 超越論的哲学としての存在論的証明批判

3-1. 「経験的事象性」の可能性の条件
「経験的事象性」とは、感覚印象（Empfindung）によって与えられる「知覚の質料」（A167/B209）
であるはずだが、それをあらかじめ「総括」するということはいかにして可能であり、またそれは
現象の存在、および神の存在論的証明への批判にとってどのような意味を持つのだろうか。
まず着手点として注目したいのが、イデアール証明に対してもデカルト的証明に対しても批判
の端緒となっている、〈感覚の対象とわれわれの思考との関係〉についての理解である。イデアー
ル証明批判では、「感覚の対象の可能性は、われわれの思考に対するそれらの対象の関係である」
と述べられ、「この関係においては … 質料を成すところのもの、つまり現象における事象性は
与えられなければならない」とされる（A581/B609）。デカルト的証明批判でも、「経験全体の内容
との結合によって、対象の概念は少しも拡張はされないが、しかしわれわれの思考は、この内容
によって可能的知覚をさらに手に入れる」とされる（A601/B629）。そのうえで前述のように、イ
デアール証明批判では、あらゆる現象の事象性は「すべてを包括する唯一の経験」のうちで与えら
れると主張され、またデカルト的証明でも、「すべての実在についてのわれわれの意識は … ま
ったく経験の統一に属している」とされる。このように、現象やその質料が与えられ、その実在
が認識されうるのが、「すべてを包括する唯一の経験」や「経験の統一」との関係においてであると
主張されるのはなぜだろうか 。
その理由を理解するために第一に振り返られるべきカントの考察は、超越論的演繹論にある。

10

10 スタングは「すべてを包括する唯一の経験」について、アンチノミー論における「一つの経験」（A492/
B521）をテクスト上の根拠として理解しようとするが（1130）、それは誤解のもとである。というのは、ア
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B版の議論によれば、〈感覚の対象とわれわれの思考との関係〉の問題は、以下のように理解され
る。

それ〔認識〕は、与えられた表象が客体に対して持つ規定された関係に存する。だが客体とは、
与えられた直観の多様なものがその概念において統合（vereinigen）されているところのもの
である。ところで、表象のすべての統合は、それらの表象の総合における意識の統一を必要
とする。したがって意識の統一は、それのみが対象に対する諸表象の関係を成すところのも
のであり、したがってそれらの表象の客観的妥当性を成し、それらを認識たらしめるところ
のものである … （B137）。

「意識の統一」とは、「純粋統覚」または「根源的統覚」の「超越論的統一」（B132）、あるいは「根源
的・総合的統一」（B135）のことであるが、演繹論の眼目は、ア・プリオリな規則（カテゴリー）に
従ったこの総合的統一によって、「自己意識の汎通的同一性」（ibid.）とともに客体が成立し、こ
れによってまさに、与えられた表象と客体とのあいだの「規定された関係」そのものが、つまり認
識が成立するという論理にある（cf. A107-9）。
客体としての現象を成立させる超越論的統覚の総合的統一こそが、〈感覚の対象とわれわれの
思考との関係〉を成すものにほかならない。この主張が演繹論の核である。そしてこのような主
体 -客体関係の理解に基づき、客体同士のあいだの関係についても、ある結論が導き出される。
それは、カテゴリーが「すべての現象の総括としての自然（質料的に理解された自然）に対してア・
プリオリな法則を指定」し（B163）、そのことによってすべての現象の法則的な連関としての「自
然」を可能にするという主張である（cf. A113-4）。イデアール証明批判やデカルト的証明批判にお
いて、経験の「全体」や「統一」について論じることを可能にする最終的な根拠となるのは、このよ
うな演繹論の思想である。
しかしこの思想からはさらに、質料的・事象的原理としての神の存在証明に対する批判にとっ
て重要な論点が、もう一つ導き出される。それは、超越論的分析論の補遺「反省概念の多義性に
ついて」で論じられる形式と質料の関係の逆転という主張である。そこでは４組ある反省概念の
うちの１組として「質料と形式」が考察されるが（A266/B322）、カントはまず、これらの概念の伝
統的な意味を５通り列挙する（A266f./B322）。たとえば「物一般」について理解される質料と形式
とは、「無制限の事象性（unbegrenzte Realität）」と「その制限（否定）」であり、この意味における
質料は、「すべての可能性の質料」であるとみなされる（ibid.）。カントが理解する合理的神学とは、
まさにこのような「質料」概念に支えられて、すべての可能性の「最高で完全な質料的条件」として
の ERの現存在を導き出そうとする思想にほかならない（cf. Longuenesse 227-9）。
このような「質料と形式」の伝統的な意味からカントが一般的に読み取るのは、「知性は或るも

 ンチノミー論で問題になっているのは、「すべての現象の総括」（A419/B447）としての「世界」であるのに対
して、「神」について問われているのは、「事象性の全体」だからである。前者では条件系列の無条件的・絶
対的全体という概念が問題にされているのに対して、後者で問われているのは、「最高で完全な質料的条
件」（A576/B604）である。またグライアーも、弁証的に思考された「経験的事象性の総括」を「世界」と同一
視してしまっており（Grier 245 n.35, 248）、究極の質料的・事象的原理として要請される「神」との違いに
しかるべき注意を払っていない。さらにロングネスの解釈でも、この違いへの配慮は見られない。
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のを何らかの仕方で規定しうるために、その或るものが与えられることを第一に要求する」とい
うことであり、したがって、「純粋知性の概念においては、質料が形式に先行する」ということで
ある（A267/B322f.）。これに対して超越論的感性論・分析論の結論として主張されるのは、現象
については「直観の形式 … がすべての質料（感覚印象）に先行し、したがって空間と時間はすべ
ての現象とすべての経験の与件に先行するのであり、そしてむしろそれらを初めて可能にする」
（A267/B323）ということである。カントはここではライプニッツの空間・時間の理解を問題にし
ているために直観形式についてしか述べていないが、同じことは、現象に適用される場合の知性
の思考形式、つまりカテゴリーについても妥当すると考えられる（cf. Longuenesse 213 n.6, 228）。
なぜならば、演繹論の洞察に従えば、与えられた表象としての感覚印象は、そこから客体として
の現象が構成されるかぎりにおいて、すべてカテゴリーに従った超越論的統覚の統一に服するの
でなければならず、そのような形式に基づく総合的統一の結果として初めて、現象の質料たりう
るからである。

3-2. 「現象的事象性」とその予科
さて、質料と形式の関係に関するカントのこの考察が特に重要な意味を持つのは、「事象性」概
念の変革に対してであり、その帰結が「知覚の予料」の原則である。そもそも「予料（Antizipa-
tion）」とは、知性のア・プリオリな原則一般を表す概念であるにもかかわらず 、それが特に「事
象性」カテゴリーに基づく原則の名称として用いられるということが、この原則の特異性を示し
ている。その特異性とは、カント自身も述べているように、「経験からしか獲得できないような、
経験のまさに質料にかかわるものにおいて、その経験に先行する（vorgreifen）」ということの「奇
怪（befremdlich）」さであり、そのためにカントは、この原則は「格別な意味において予料と名づ
けられうる」とするのである（A167/B209）。そしてカントによれば、ここで予料されているのは、
「どの感覚印象についても、… 感覚印象一般としてア・プリオリに認識されうること」（ibid.）で
あり、それはつまり、「あらゆる現象において、感覚印象の対象であるところの事象的なものは、
内包量、すなわち度合いを持つ」（B207）という原則にほかならない。
この原則の証明は重大な困難を抱えるものであるが（cf. 長田 ［136-40］）、〈形式が質料に先行し
てそれを可能にする〉という前述のテーゼを踏まえるならば、少なくとも議論の根底にある考え
方は理解できるように思われる。すなわち、感覚印象は、空間・時間という直観形式を通じて与
えられ、カテゴリーという思考形式に従った統覚の総合的統一によって一つの現象へと構成され
ることにより、現象の質料、すなわち「現象的事象性（realitas phaenomenon）」（A168/B209）とし
て認識されることになる。実際の証明では、以下のように論じられる。
カントはまず、空間および時間が、いかなる最小の部分も持たない量としての「連続量（quanta 

continua）」（A169/B211）であるということを確認する。これは、超越論的感性論の「形而上学的
論究」における、空間・時間の直観性の主張に基づいている。それによれば、純粋直観としての
空間と時間はそれぞれ、「すべてを包括する唯一の空間」（A25/B39）、「根底に存する唯一の時間」
（A32/B48）であり、部分に先行しそれを可能にする全体としての「与えられた一つの無限量」（A25/

11

11 「経験的認識に属するものを、それによってア・プリオリに認識し規定しうるところのすべての認識は、
予料と呼ばれうる」（A166/B208, cf. A246/B303）。
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B39）である。この点を確認したうえでカントは、その空間・時間が可能性の条件であるかぎり
において、「すべての現象一般は連続量であり、その直観に関しては外延量としての連続量であ
り、単なる知覚（感覚印象、したがって事象性）に関しては内包量としての連続量である」（A170/
B212）と主張する。カントに従えば、後者の内包量が連続量として認識されるのは、あらゆる変
化が時間という連続量の形式に基づいて認識されるからであり、「感覚能力に対する影響の度合
い」（B208）も、連続的な変化として認識される、ということになる。
以上のように、「知覚の予料」の原則の根底には、感性と知性の形式が現象の質料に先行しこれ
を可能にする、というテーゼが働いていると考えられる。現象の質料（現象的事象性 /経験的事
象性）を可能にしている条件は直観形式と思考形式であり、これらの形式が構成する経験の「予
料」的構造のなかに、質料にかかわる「予料」が含まれることになる。そこでわれわれは、イデア
ール証明批判とデカルト的証明批判において要諦となっていた主張にたどり着く。

3-3. 存在論の変革と存在論的証明批判
イデアール証明批判によれば、われわれの認識対象は「一つの可能的経験の脈絡においてより
他には、いかなる場所においても与えられない」のであり、「すべての経験的事象性の総括を自ら
の可能性の条件として前提するのでなければ、何ものもわれわれにとっての対象ではない」（582/
B610）。またデカルト的証明批判でも、「概念によっては、対象は単に可能的な経験的認識一般
の普遍的条件と一致するものとしてしか思考されないが、実在（Existenz）によっては、対象は経
験全体の脈絡のうちに含まれるものとして思考される」（A600f/B628f.）と述べられる。これらの
言明は、われわれの認識にとって〈物がある〉とはいかなることであるのか、という存在論の主張
にほかならない。そして、存在（Sein）はいかなる事象的述語でもなく、「物の措定（Position）」に
過ぎない（A598/B626）とされることの意味も、これらの言明との関係で理解される。つまり、わ
れわれの認識にとって、物は、与えられた感覚印象から２種類の形式に従った総合的統一によっ
て構成される現象であるかぎりにおいて、すべて可能的経験の全体または統一という「予料」的構
造の範囲内でのみ実在しうる。「物の措定」とは、そのような仕方でわれわれにとっての物が物と
して成立する事態を意味する。
ところでこのア・プリオリな「予料」的構造は、ア・ポステリオリにしか与えられえない感覚印
象そのものを生むものではない。しかしこれまで確認してきたように、その感覚印象から成る現
象の質料を可能にしているのはア・プリオリな形式であるかぎりにおいて、この形式的構造は質
料の存在様態についての或る「予料」、すなわち「知覚の予料」という原則をも含んだ構造である。
ここに、「すべての経験的事象性の総括」や「経験全体の内容」ということが、現象の可能性の条件
としてア・プリオリに主張されうる根拠がある。
カントの存在論的証明批判を可能にしているのは、以上のような超越論的哲学による存在論の
変革である。そしてこの変革を通じた批判は、３つの主張によって構成される。第一に、われわ
れの認識対象（現象）は直観形式と思考形式に基づく「一つの可能的経験の脈絡」のうちにのみ措定
されうるものであるかぎり、すべて空間・時間や因果性などによって条件づけられたものでしか
なく、ENや ERという無条件的な存在者はそこには見出されない。第二に、現象の質料として
の経験的事象性はア・プリオリな形式によって基礎づけられるものであるゆえに、現象について
は、ERという究極の質料的・事象的原理をその可能性の条件として要請する必然性はなくなる。
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しかし第三に、現象を物自体とみなし、質料が形式に先行するとしか考えられないならば、「す
べての経験的事象性の総括」という現象の可能性の条件は、「すべての可能性の質料」としての「事
象性の全体」という実体に摩り替えられ、存在論的証明の道が開かれることになる。

結語

以上のようにカントの存在論的証明批判は、超越論的哲学による存在論の刷新の一環として理
解されるべきものである。合理的神学における「超越論的仮象」の不可避性というカントの主張は、
質料を形式に先行させる存在論が必然的に神学の問題にまで突き進まざるをえないという事態を
指摘するものであり、「事象性の全体」の実体化という誤謬の機序の説明は、超越論的観念論に立
脚して初めて可能となる批判期に特有の論点である。同時にその超越論的観念論は、神学の問題
にまで突き進んでしまわない存在論、すなわち EN/ERを可能性の条件として必要としない現象
の理論を提示するものであり、その新しい存在論の提示こそが、合理的神学に対する根源的な批
判となる。カントの理解に従えば神学批判は、存在論の根本的な変革にまで踏み込み、神学の問
題を惹起しない存在論を提示できなければ、原理的で決定的なものにはなりえないのである。こ
のような存在論と神学の不可分の関係を見据えてこれを断ち切ろうとしたという点に、カントの
存在論的証明批判の際立った特質があると言えるだろう。
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〈公募論文〉

「矛盾」概念の再検討
―カントと二角形の問題―

繁田　歩　

はじめに

カントにとって矛盾律、すなわち「いかなる物にもそれに矛盾するような述語は帰属しない」
（A151/B190） という命題は、「いっさいの分析判断の最上原則」（A150/B189）としての意義を有す
る。このような周知の理解からすれば、「矛盾」概念はすでに十分に判明であり、それ以上の説明
を必要としないように思われる。しかし、自己矛盾を含むため論理的に不可能な対象とされる
「否定無 nihil negativum」（A291/B348）の代表例である「二辺からなる直線図形」（以下、二角形と
呼称する）に関するカントの記述は、第一節に示すように明白な混乱をはらんでいる。後に示す
ように、この困難が解決されないままであることは、「矛盾」という論理学の大原則になんらかの
曖昧さが含まれることを暗示しており、重大な欠陥ともなりうる。したがって、本研究を通じて
カントにおける二角形の問題を解決することは、「矛盾」概念ならびに論理的可能性と不可能性の
区分の内実に接近し、その機能を再検討するための重要な論点であるといえる 。
本論文の進行は以下の通りである。第一節では、カントが二角形に関して明らかに相反する説
明を残していること（以下、二角形のパラドクスと呼称する）を把握し、問題の所在を明らかにす
る。第二節では、Martin（1967）に端を発し、これまでのカント研究のなかで展開してきた二角
形のパラドクスに関係する先行研究を批判的に検討する。筆者はこれまでの先行研究を①「発展
史的解決」、②「実在的可能性」による解決、③「構成可能性」による解決の三つに大別してそれぞ
れを検討する。この作業を通じて、先行研究の提示した解釈のいずれも二角形のパラドクスを解
決できていないということが明らかになるであろう。第三節では、カントの議論を精読すること
によって「矛盾」に二つの観点を見出す。これによって二角形のパラドクスを解決するとともに、
ある文脈おいては二角形に関する命題もまた論理的に真なる命題となりうることを論証する。

1

2

1 カントの著作からの引用は慣例に従い、『純粋理性批判』に関しては第一版と第二版の頁数をそれぞれA／
Bによって、それ以外の著作については、いわゆる『アカデミー版カント全集』の巻数とその頁数を示した。

2 二角形のパラドクスという議論は数学的な対象に関する言明として理解されるべきではないということに
注意しておきたい。二角形は自己矛盾する概念の対象であって、総合的な数学的判断における対象ではな
い。



22

日本カント研究　20

第一節　二角形のパラドクスとはなにか

二角形のパラドクスとは以下の二つの引用が明確に混乱していることを意味している。
【引用１、「無の表」より】
自分自身に矛盾する概念の対象は無である。なぜなら、そうした概念は無であり、二辺から
なる直線図形のような不可能なものであるからである（否定無 nihil negativum）。（A291/
B348）

【引用２、「経験的思惟一般の要請」より】
①そのような［総合的］概念のうちに矛盾が含まれていてはならないということは、たしかに
必然的な論理的条件である。しかし、概念の客観的実在性、すなわち概念によって考えられ
ているような対象の可能性にたいしてはとうてい不十分なのである。②たとえば、二直線に
囲まれた図形という概念のなかにはいかなる矛盾も存在しない。③というのも、二直線とそ
の交差という概念のうちには、図形を否定するなにものも含まれていないからである。④そ
うした図形の不可能性は概念自体そのものに基づくのではなく、むしろ空間における図形の
構成、つまり空間とその規定という条件に基づいている。（数字による分節化は筆者による、
A220/B268）

二つの引用からわかるように、引用1の記述は引用2の②から③にある記述と食い違っている 。
このような記述のズレは少なくともカント哲学にとって論述の整合性という観点から問題であ
る 。さらに、もし「矛盾律」という論理原則が曖昧なふるまいをするならば、カント哲学の正当
性が根本から転覆されるかもしれない。したがって、二角形のパラドクスとは、カントが二角形
について正反対の主張をしているという意味ではなく、「論理的可能性」の概念をめぐる両立不可
能な奇妙な捻れとして理解されるべきである。
周知のとおり、カントにおいて「可能性」という概念が「論理的可能性」と「実在的可能性」に区分
されたことは革新的な意義を有する 。註５に図示した通り、カントは論理的可能性を実在的可

3

4

5

3 要請論からの引用2を概説しておきたい。この原則論は全体として概念に客観的実在性をあたえる議論で
ある。したがって①では総合的概念から議論が開始される。しかし、「矛盾」について②から③では分析的
な論点に立ち戻っている。それを踏まえる形で④の箇所では「構成」を経た実在性の議論が進展している。
今回は特に②と③の記述に着眼していることを留意しておきたい。

4 もっとも、無の表の箇所は「或るものEtwas」の考察としての分析論（真理の論理学としての）を締めくくり、
「無Nichts」の考察としての弁証論（仮象の論理学としての）へ議論を移す結節点としての独自の意義を有
する。したがって、要請論の箇所とはことなった論述上の性格を有している。このような相違もまた、近
接する箇所においてカントが異なる見解を示す一因となっていることは容易に看取できるであろう。

5 論理的可能性と実在的可能性ならびにその具体例の概観図。
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能性の範囲をこえて広がる無矛盾な論理空間として理解している。カントの「矛盾」概念を検討し
たWolff（1981, 1984）が指摘しているように、論理的な可能性と不可能性の区分は「いっさいの分
析判断の最上原則」つまり「矛盾律」である。その一方で、実在的可能性と不可能性との試金石と
なるのは「いっさいの総合判断の最上原則」としての「カテゴリーと純粋悟性の総合的諸原則」であ
る（Vgl. S. 189f.）。このような整理に対して、二角形のパラドクスは論理的可能性と不可能性と
の試金石、つまり「矛盾」概念の捻じれとして立ち現れてくるのである。

第二節　先行研究の再検討

これまでのカント研究は二角形のパラドクスについて複数の重要な研究を提示しており、それ
らを以下の三つに大別して分析していきたい。

（1）発展史的解決
第一の解決案は、Martin（1967）に示された「発展史的解決」である。Martinの基本的な主張は、
無の表は前批判期に由来する記述である一方で、要請論は批判期の記述であると理解するもので
ある。つまり、両箇所が根拠とするカントの思想に時代的な齟齬を見て取ることでこのパラドク
スを理解しようとするのである。このような議論の重要な論拠となるのは、カントが批判期にな
ると「実在的可能性」概念を主張するようになるという点である 。しかし、もしこの主張が妥当
であるとしても、無の表が前批判期に由来すると断ずるMartinの議論は証拠不十分であろう。
実際のところ、Martinが「この問題［二角形のパラドクス］のこのような発展史的解決が考察上の
大問題を伴っていることを筆者は否定できない。しかし、筆者には他の解決を見つけ出すことが
望めなかったのである」（S. 235）とのべているように、彼の主張は消極的な理由に基づいている。
しかし、Martinの議論は二角形のパラドクスについて依然として影響力を持っているといえ
よう。というのも、Vollrath（1970）や Hymers（2018）は二角形のパラドクスについてはMartin
と同様の発展史的解決を支持しているからである 。Hymersにいたっては、「『否定無』に関する
我々の理解を二直線図形 the rectilinear bi-angleに限定することは、つたなくも選択された一
例に囚われることになるのではないであろうか」（p. 126）とのべている。このように二角形のパ
ラドクス自体を廃棄しようとする提案もみられる。
これらの消極的な解決はテクスト上の脆弱な証拠に依拠する議論であり、問題の解決というよ
りは問題の回避に属するものであろう。したがって、「発展史的解決」を下支えするような新たな
証拠が提示されるまではこの解決は不十分である。

（2）「実在的可能性」を用いる解決
カントの無に関する考察を深めた重要な研究者である Vallenillaと牧野は、「実在的可能性」の

6

7

6 批判期初期のものとされるムロンゴヴィウス形而上学講義録で、カントは以前の哲学者による「可能性」の
定義を激しく批判している（Vgl. AA. XXIX 811）。

7 Vgl. Vollrath（1970）S. 58; Hymers（2018）p. 126.
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概念に着眼しつつ、Martinらとは異なる二角形のパラドクスの解決を提示している。Vallenilla
（1974）は二角形が無とされる理由を、「対象」ないし「物」の次元では存在論的可能性（カントの用
語では超越論的可能性）が論理的可能性に優先されるという点にもとめている。Vallenillaの議
論を進展させる形で、牧野（1989）は無の表の記述を「不適切かつ不十分なる論述である」（p. 295）
と断罪することで二角形のパラドクスの解決を試みている。「二角形図形に関するカントの異な
る二つの見解に対して、要請論において展開された説明及び論述こそ妥当な見解である」（p. 
295）という明確な態度とともに展開される牧野の議論は二角形が「無」とされる重要な理由を際立
たせた。牧野が指摘したように、無の表の議論も要請論の議論も、二角形という議論は「様相」の
カテゴリーと対応関係にある。したがって、否定無の議論は一般に繫辞の価値としての「可能性」、
とくに我々人間が認識主観となっている場合の「実在的可能性」の観点から考察されるべきなので
ある。このような議論を踏まえて牧野は、「様相カテゴリーに対応する「無」すなわち「否定無」の
「無」たる所以は、決してたんなる論理的意味における不可能性へと還元されるべきではない。む
しろ「否定無」の「無」たる根拠は、概念の対象の不可能性、その実在的不可能性のうちにもとめら
れるべき」（p. 295）と主張している。
確かに、「実在的可能性」を用いる解決は、「否定無」が「概念の空虚な対象」（A292/B348）と呼ば
れていたことの内実を明確化するために不可欠な論点を提示している。しかし、Vallenillaも牧
野も「二直線に囲まれた図形という概念のなかにはいかなる矛盾も存在しない」というカントの記
述を検討していない。したがって、二角形のパラドクスという論点に関して言えば、この解決も
依然として決定的なものではない。

（3）「構成可能性」を用いる解決
二角形のパラドクスについて初めて主題的に論じたのはMartinであるとこれまで述べてきた。

牧野（1989）でも同様の紹介がなされており、議論の源流をMartinに求めるのが常道である。し
かし、Martin（1967）より前に Peters（1963, 1966）がこの問題に言及していた。Petersはカント
における「幾何学」を論じるなかで、不可避の難問として二角形の問題を扱っているのである。

Petersはこの問題を「構成可能性」という概念によって解決することを試みている。「ライプニ
ッツとは反対に、カントは直線二角形が矛盾しないものであると信じていた」という記述に見ら
れるように、Petersは要請論の記述を字義通りに受け取っている。これに対して、二角形が「無」
であるのは「数学的な意味においては構成可能でないという理由で現実存在するものではない」か
らである。正確にいえば、二角形が存在しないというのは、「ユークリッド幾何学の内部では現
実存在しない」ということであり、「構成可能性条件が満たされない」ということがその理由であ
る（1966, S. 183f.）。このように Petersは、二角形は論理的には可能だが、構成可能性条件に背
くため実在的には不可能であると主張する。したがって、無の表の記述は構成不可能な「対象」に
関する議論であり、要請論の一文は通常の論理的可能性を指示しているということになる 。
近年では、滝沢（2016）が Petersと同様に「構成可能性」という条件の重要性を指摘している。

8

8 後述するとおり、Petersの理解こそ二角形のパラドクスを解決する唯一可能な議論の線である。したがっ
て筆者は概ねPetersの解釈方法に賛同する。しかし、註5に図示したように、矛盾する概念は論理的にも
不可能なように思われるため、いかなる意味で二角形が論理的に可能であるかを検討していく必要がある。
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滝沢は無の表の記述を「自己自身と矛盾するような概念および構成不可能な概念の対象は無であ
る」というように再定式化することを提案している（p. 64）。このように滝沢は、「否定無」の条件
として「矛盾律」と「構成可能性」条件が並列的に働くことを明確に指摘している。「構成可能性」を
否定無の条件とした点で滝沢と Petersの議論は関連性を有するといえる 。これに加えて滝沢は
二角形のパラドクスについて次のような興味深い解釈案を提示している。つまり「二直線に囲ま
れた図形という概念のなかにはいかなる矛盾も存在しない」という要請論の記述は、たとえ矛盾
しないとはいえど、「失敗した判断」（pp. 69）であるため真でも偽でもないというのである。もし
この判断が真理値を持たないならば、滝沢の解釈はパラドクスの解決として有効であろう。しか
し、我々はここで『神の現存在の唯一可能な証明根拠』の以下のような議論を振り返っておきたい。

したがって、この存在［関係的定立としての ］はまた、非存在が相互に持つ関係にも全く正
当に使用されうるのである。たとえば「スピノザの神は不断の変化にさらされている」のよう
に。（AA. II 74）

もしある存在者が「神」として存在する条件に「不変性」が含まれるのであるとすれば、「スピノザの
神は不断の変化にさらされている」という命題は少なくとも一つの空虚な名辞を含む命題となる
であろう。しかし、このような判断が滝沢のいうように「失敗した判断」であるとするならば、繫
辞には一切の価値（真理値）がなく、この命題は言葉のランダムな結合であると理解されるべきで
ある。にもかかわらずカントは、非存在に関する言明においてさえ、関係的定立としてのSeinは
「正当に使用されうる」と述べている。
さらに、このようなカントの主張は上の引用につづく段落でも現れている。

「神は全能である」という命題は、神の存在を知らない者の判断においてもまた、神というこ
とで私が何を考えているかを理解しさえするならば、真なる命題でなければならない。（AA. 
II 74）

神を知らない人、つまり「神」という語の内容あるいは指示対象を知らない人にとって、「神は全能
である」という判断は空虚な名辞を含んでいると理解できる。しかし、もしその人が「神」という
概念の内包的意味を理解するならば、この命題は外延的な対象を欠いているとしても成立する。
それどころか「真」なる命題なのである。
このようなカントの主張を踏まえれば、「二直線に囲まれた図形」あるいは「二辺」と「その交差」
と「図形」という三つの概念の関係によって生じる判断は、滝沢のいうような「失敗した判断」では
ないことが理解できる。したがって、要請論の一文について真理値を否定することで二角形のパ

9

10

9 しかし、滝沢（2016）はPetersの研究を参照に挙げておらず、Vallenillaと牧野のような明確な接続が見い
だされるというわけではない。

10 引用文が位置する段落でカントは、関係的定立は存在定立を含意しないという特性を再び主張している。
この引用文の直前には絶対的定立としてのSeinも言及されているが、それは単に対比のためである。し
たがって「このSein」は関係的定立を指示していると考えるべきである。さもなければカントの記述の趣
旨は不明瞭にならざるをえない。
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ラドクスを解消するという魅力的な解決方法は、他箇所でのカントの記述と整合的でないため採
用することができない。
以上のように先行研究を概観してみると、これまでの研究はカントの「否定無」の内実を明らか
にすることには成功しているが、しかし二角形のパラドクスの解決としては問題含みなものであ
るということが理解されるであろう。振り返れば、「発展史的解決」は十分な証拠をもたない消極
的主張であった。また「実在的可能性」を用いる解決は要請論の記述を文字通りには受け取ってい
ないためパラドクスを解決していない。最後に「構成可能性」条件を用いる滝沢の解決は、要請論
の記述が「判断の失敗」ではないということから不十分であったといえよう。

第三節　論理的に可能であるとはいかなることか

ここで我々はパラドクスの解決に向けた前提条件を確認したい。第一に、我々はカントが「二
直線に囲まれた図形という概念のなかにはいかなる矛盾も存在しない」と述べていることを文字
通りに受け取る必要がある。第二に、我々の直観にとって二角形は実在的に可能ではないので、
論理的可能性の側面を検討する必要がある 。したがって以下の議論では論理的可能性の試金石
となる「矛盾」の概念に立ち入って検討する。

（1）カントの「矛盾律」
周知のとおり、カントはアリストテレス以来の「矛盾律」に「全く不用意なしかたで混入されて
しまっている」（A152/B191）ある総合的な要素、すなわち「同時に zugleich」という語を排除すべ
きであることを指摘しており、完全に分析的な原理として矛盾律を再提示している。この変更を
通じて現れる「いかなる物にもそれに矛盾する述語は帰属しない」（A151/B190）という命題こそカ
ント自身の矛盾律であると考えられる。
しかし、この命題には「物 Ding」という語が用いられている。このことは一見するとカントの
意図に反するように思われるであろう。というのも、矛盾律を完全に分析的で論理的な原理とし
て定式化するならば、カントは「物」ではなく、むしろ「概念」とするべきであったからである。カ
ントが繰り返しのべるように、矛盾律は対象の実在的可能性にとっては不十分なものであり、概
念の論理的可能性という点で必要であるに過ぎない。したがって、矛盾律が「物」の次元で語られ
るということはカントにとって不用意な記述となりうるのである。このことを Seel（1998）は、
カントの矛盾律は「存在論的原理」としての性質を有すると指摘している（S. 241）。
二角形のパラドクスを解決するにあたって唯一可能な解釈は、二角形という対象の可能性は否
定し、概念の論理的可能性を認めることであった。しかし、そもそも矛盾律が「概念」ではなく
「物」の次元で機能するならば、上の解釈は不可能となるであろう。ここで我々はカントの「矛盾
律」にふくまれる「物」という語の意味を検討してみたい。弁証論理想章においてカントは、明確

11

11 非ユークリッド幾何学にとっては実在的に可能なのではいないか、という伝統的な論点は別の論証を要す
るため、ここでは考察に加えないこととする。確かに、非ユークリッド幾何学の観点からは二角形も可能
である。しかし、二角形のパラドクスに答えることが困難である、ユークリッド幾何学の枠組みを用いた
としても、この問題に十分にこたえることができるということは本論文を通じて提示されるとおりである。
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に概念と物の次元を区別している。つまり概念は「規定可能性の原則」にしたがう一方、物は「汎
通的規定の原則」にしたがうのである（A571/B599）。しかし、ここで留意されるべきは、これら
の原則は排他的なものではなく、むしろ「物」の「汎通的規定」は、当の物が、概念の次元で「規定
可能性の原則」にしたがっていることを前提としている。つまり、汎通的規定の原則もまた矛盾
律ならびに排中律に適った仕方で成立するのである。このように考えると、「概念」の次元で矛盾
律が論理的に妥当であるばかりではなく、むしろ「物」の次元においてもまた矛盾律は（消極的な
意義において）適切なふるまいをするのである。したがって、カントが矛盾律に「物」という語を
用いたことは決して矛盾律の働く範囲を狭めないのである。

（2）「矛盾」の構成要素
ここで我々は矛盾の成立にカントがどのような構成要素を見ていたかを詳しく検討してみよう。
第一に問われるのは、カントにとって「矛盾」とは主語と述語の関係に見いだされるのか、それと
も述語相互の関係に見いだされるのかというものである。第二の問いは、述語に関するもの、す
なわち、矛盾する述語は当の主語にとっていかなる関係にあるのかという問いである。第三の問
いは主語に関するもの、すなわち「矛盾」は主語概念の指示対象（意味）から独立に成立するのか否
かという問いである。
第一の問いに対する答えはカント自身が提示している。手短に言えば、カントにとって矛盾と
は述語矛盾ではなく、むしろ主語に対する述語の関係にみられる矛盾である 。カントが指摘し
ているように、矛盾律に「同時に」という語が滑り込まされている理由は、「矛盾」を述語矛盾とし
て理解した点にある。つまり、確かに「ある人間は青年である」と「ある人間は老人である」という
二つの命題は矛盾的な対立をなすようにおもわれる。しかし、この両命題は「同時に」でなければ
矛盾しないのである。とくに「青年」と「老人」などの反対の述語 による表面的な矛盾を真正の矛
盾ととらえたことが矛盾律に時間という総合的な要素が紛れ込んだ一因となっている（Vgl. 
A152/B191f.）。カントにとって矛盾とは、主語と矛盾する述語付けにおいて成立するのである。
第二の問いを検討しよう。これまで述べてきた「述語」と判断の主語とはどのように関係してい
るのであろうか。当時の論理学の観点からすれば、述語は主語概念に含まれるか含まれないかの
いずれかの関係にある 。主語に述語が含まれる場合、そのような判断は分析的であり、含まれ
ない場合には総合的である。分析判断に限って言えば矛盾律は「積極的使用 positiver Gebrauch」
（A151/B190）を許されている。つまり、主語概念に含まれる述語を肯定することは論理的に必然
的な真であり、それを否定することは必然的に偽である。これに対して、総合的な判断の場合に
はそれまでの判断の述語と明確に矛盾しない限り一切の述語づけが原理的には可能である 。分
析判断から看取されるように、矛盾とは、ある主語に「包摂」されている述語を否定することで生

12

13

14

15

12 命題の論理的な対当関係については、イェシェが編纂したカントの『論理学』（AA. IX 116-117）にまとまっ
た記述がある。

13 本来、反対語は反対対当をなすものであり、厳密な意味での矛盾にはならない。
14 主語と述語がまったく重なる場合には、それらは同一であるため本来の主語と述語の関係にはないものと
とらえられる。

15 これをカントは「消極的意義」（A151/B190）と呼んでいる。無矛盾性を思考可能性の条件とみなす見解は
BXXVI Anm.にも端的に示されている。
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じる自己矛盾であり、これはカントが「内的矛盾 innerer Widerspruch」（A150/B190）と呼んでい
るものである。第一の問いと併せて言えばカントにとって「矛盾」とは主語概念 Aに内包されて
いる述語 aが否定され、非 aが言い立てられることによって生じる「内的矛盾」なのである。
では、ここに述べた一定の述語を含むような「主語」とはいかなるものであろうか。第三の問い
に即していえば、分析判断における述語の帰属先となる「主語」とはいかなるものであろうか。経
験的であれ純粋であれ「概念」は論理的な主語の位置をとりうる。しかし、それは分析判断におい
て「所与の概念 gegebener Begriff」（A154/B198）として扱われるということに留意しておこう 。
カント哲学において概念が「所与」として論じられるのは一見すると奇妙なことだが、しかし、形
式論理学における分析判断の本性にそくしてみれば、すべての概念は認識源泉の批判的区別（感
性由来であるか悟性由来であるかという）なしに、たんに「所与」として扱われているのである。
カントは反省概念の多義性の箇所で、判断にとって所与の概念は「論理的質料 logische Materie」
であり、繫辞を介した概念の関係が「判断の形式」であると述べている（A266/B322）。このような
論理的観点にとって、概念は「所与」のものとして扱われており、それ自体で「論理的質料」として
の意義を有する。したがって「所与の概念」としてとらえられた主語は、概念の「対象」から独立に、
一定の述語をすでにそのうちに内包しているのである。

（3）パラドクス再訪
これまでの「矛盾」に関する議論を踏まえて、二角形のパラドクスの解決を試みよう。「二直線
に囲まれた図形という概念のなかにはいかなる矛盾も存在しない」というのが要請論の記述であ
った。その理由をカントは「というのも、二直線とその交差という概念のうちには、図形を否定
するなにものも含まれていないからである」とする。この命題において、主語は「図形」であり、
述語は「二直線」と「囲む」ないし「交差」である。しかし「囲む」が「交差」に言い換えられることから
この命題には二つの解釈が可能である。
第一の読解は、ある図形は「二直線によって囲まれている」ととるものである。第二の読解は、
ある図形は「二直線」と「その交差」という二つの性質を有すると読むものである。後者の理解であ
ればこの命題の無矛盾性は容易に解決できる。というのも、もし「図形」という概念の指示対象が
最小で三つの直線を必要とするとしても、「所与の概念」としての図形には、二つの直線と、それ
らの交差、という述語が分析的に含まれている。したがって、この命題には何ら自己矛盾は含ま
れていないといえるであろう。
一方で、前者の読解は後者に比べると困難な読みである。というのも、前者の場合の主語「図
形」は二角形であり、それが二直線によって「囲まれている」ことになるからである。この読みが
困難である理由は、ユークリッド幾何学的において図形を囲むには三辺を持つことが必要になる
点にある。しかし、これまでの議論ですでに確認したように、カントにとって論理的矛盾は厳密
にいえば自己矛盾のことであって、主語概念の現実存在から独立に可能なのである。この点を踏
まえるならば「二角形」という主語と、「二直線によって囲まれている」という述語の結合には何ら

16

16 これに対して総合判断では所与の概念を超えて、「概念の外」が問題となる。「所与の概念」という用語につ
いて詳述はさけるが、マイアーの『論理学綱要』の概念論においても登場しているということを指摘してお
きたい。
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の矛盾も見いだされないのである。
この解釈が依然として奇妙に思われるのだとすれば、その原因は我々が概念に「対応する」何ら
かの対象（感性的直観ないし純粋直観に描出される対象）を前提しているからである。もし我々が、
二角形という概念の指示対象をいったん括弧に入れて、ひたすらに「所与の概念」として扱うなら
ば、二角形という主語と二直線に囲まれているという述語との関係はトートロジーであり、その
命題は矛盾しないのである。これとは反対に、もし「二角形が「二直線」という性質をもたない」と
判断するならば、この判断は分析的に偽である。このようにして我々は、もっとも困難な読解に
おいても「二直線に囲まれた図形という概念のなかにはいかなる矛盾も存在しない」という判断は
真なる分析判断であり、それは無矛盾であると正当にも理解することができるのである 。

おわりに

本論文の冒頭に述べたように、本研究は二角形のパラドクスを解決することによってカントの
矛盾概念ならびに論理的可能性概念の内部構造について若干の接近を図ることを目指してきた。
議論を締めくくるにあたって、パラドクスの解決ならびに、その途上で論証された矛盾概念に関
する新しい観点を確認しておこう。
二角形のパラドクスを解決するためには、本来的に無の表ならびに要請論、両方の記述を正当
なものととらえることが不可欠である。このことを踏まえて、筆者は二角形のパラドクスに対し
て次のような解決を提示したい。二角形という概念の「対象」は、構成を通じた実在性の次元で矛
盾するような否定無である。しかし、二角形が「所与の概念」として捉えられ、分析判断において
検討されている限り、二角形が二直線とその交差という述語を有するということはトリビアルに
真である。このように、分析判断としての「二直線に囲まれた図形という概念のなかにはいかな
る矛盾も存在しない」という判断には何らの失敗も見いだされない。もっとも、それはこの判断
の主語にあたる二角形という概念が、指示対象ないし概念に対応する感性的な直観という観点か
ら独立に、ひとえに形式的に扱われているという理由で可能なのである。ここに示された解決は、
要請論の記述を無矛盾であるばかりではなく真なる命題として理解することを可能にしており、
二角形のパラドクスに対する十分な解決といえよう 。
また、二角形のパラドクスを解決するために「矛盾」の成立条件を分析することによって、カン

17

18

17 本論文第二節（3）において筆者は前批判期の記述を援用し、第三節では批判期に登場する分析判断の内的
矛盾について議論をすすめた。しかし、批判期（少なくとも『証明根拠』の時点）には分析・総合の区分は明
確ではない。したがって、この議論の運びが別個の論証を要するという事実について自覚的である。しか
し、『証明根拠』からの引用に密接に関連する記述は弁証論理想章の存在論的証明の箇所でも確認すること
ができるということを指摘しておきたい。（Vgl. A594/B622f.）。

18 この分析によってカントにおける二角形のパラドクスは解決されるが、しかし以下のような疑念がのこさ
れている。つまり、上述の解決は分析的真理の恣意的な戯れに過ぎないのではないかという疑念である。
たしかにこの解釈は、超越論的真理と呼ばれる総合的な真理条件に比べると無意味なように思われるであ
ろう。しかし、もっとも形式的で記号的な意味における矛盾律のはたらきを同定することによってこそ、
翻って実在にかかわる矛盾の意味を確定することが可能となるのである。
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19 ここで対象の次元での論理的不可能性と記号的な組合としての論理的不可能性との区別を註5に組み入れ
ることもできるであろう。その場合、記号的な論理的可能性は対象の論理的不可能性をも含むように図示
されるかもしれない。しかし、それは筆者が意図することではなく、むしろそれらは観点の違いであると
補足しておきたい。
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トのいう「矛盾」概念には二つの観点があるということが理解されたであろう 。第一のものは、
概念が対応する「対象」（ないし外延）を考慮に入れたうえで考えられる矛盾である。したがって、
カントにとって「否定無」とは概念の例化が不可能な対象である。第二の矛盾は純粋に論理的であ
り、さらに概念の「対象」から独立、とくに「現存在」から独立に考察される「内的矛盾」である。第
二の意味においてのみ自己矛盾する対象に関する分析判断は無矛盾でありうるのである。さらに
分析判断においては自己矛盾する対象もまた通常の意味での真理値を持つのである。筆者のみた
てによれば、二角形のパラドクスは矛盾概念が明晰とは言えない仕方で二つの意味に用いられて
いたことに起因する。しかし、これまでの議論を踏まえればパラドクスの解決が可能となるのみ
ならず、カントの矛盾概念が有する哲学史的な意義もまた彫琢されるであろう。

19



31

〈シンポジウム概要報告〉

カントと理念の問題

城戸　淳

「理念」はカント哲学の刻印をもつ概念である。カント以後この概念はひろく使われ、日常的な
言葉にまで普及したが、その源泉にはカント哲学がある。最近では、啓蒙や永遠平和などの政治
哲学や歴史哲学の文脈で、あらためてカントの理念に言及されることも多い。理念は、現代にま
でカントの息吹を伝えている概念であるといえよう。
理念とは、いわばカント哲学の交差点のようなものである。「理念（Idee）」はもちろんプラトン
の「イデア」に由来するが、これが近代では「観念」として受容され、カントもこれを「表象」として
引きうける。理念はやはりこの表象の一種であるが、しかしカントはそこにプラトン的な「原像」
の意味を盛りこむ。つまりカントの理念論は、プラトン的なイデア論と近代哲学の観念＝表象モ
デルとの交差点に立つのである。
カントはこの概念を、三批判書にとどまらず、さまざまな局面で活用する。『純粋理性批判』で
は「超越論的理念」が、『実践理性批判』では「実践的理念」が、『判断力批判』では「美感的理念」が登
場する。そのほかにも「根源的契約」や「世界共和国」といった「理念」が語られるし、さらに『世界
市民の観点から見た普遍史の理念』では題名に掲げられる。
それらの理念は、認識や実践の原型ないし頂点として君臨しながら、われわれの認識や実践を
活気づけ、指揮する役割を担う。理念はカント哲学のえがく体系的な完成体ではあるが、それが
空疎な絵空事ではないのは、そこへ到ろうとするダイナミズムがあるからである。この意味で理
念は、カント哲学の完結性と可能性とが交差する地点を表示している。
ところが晩年の『オープス・ポストゥムム』にいたると、理念の位置価が変わる。統制的使用に
限定された批判期の理念を超えて、晩年のカントは理念による経験の構成という大胆な形而上学
にまで踏みこむのである。ここでは理念は、批判期の哲学と晩年の哲学との交差点、あるいは分
岐点になっている。
「カントと理念の問題」と題した本シンポジウムでは、このようなカントの「理念」概念の多面性
と一貫性、そしてその哲学的な生産性をあらためて問うべく、おおきく三つの観点から提題がな
された。松本長彦会員は、『純粋理性批判』における超越論的理念について論じ、統制的に探究さ
れる経験の可塑性を示唆した。宮村悠介会員は、カント倫理学における徳の諸相を幅広く取材し
たうえで、徳の理念がもつ人を動かす力を見定めた。福谷茂会員は、『オープス・ポストゥムム』
における逆転した特異な理念論について論じ、もう一つの超越論的哲学への展望を示した。
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カント倫理学と徳の理念の問題

〈シンポジウム〉

カント倫理学と徳の理念の問題

宮村　悠介　

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
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
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

1 2

3

1 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。
2 網谷壮介『カントの政治哲学入門　政治における理念とは何か』白澤社、2018年。
3 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
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
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
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

5

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。

5 『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, 
Refl. 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
（XIX 95, Refl.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, Refl. 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
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（me-
taphysic 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, Refl. 
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。
『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 4 4 4 4 4

にすぎない
4 4 4 4 4

」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
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
ついて、「それはひとつの理念にすぎない

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」と語ることはできないとしている（A328/B384f.）。徳
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

7

8

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., 
Refl. 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, Refl. 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, Refl. 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, Refl. 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。
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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、
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
力と決意が「勇敢さ

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
4 4 4 4 4 4 4 4

倫理的な
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
徳的な強さ」と定義したうえで、そうした強さは「神聖な

4 4 4

（超人間的な）存在者」も備えうるという
理由から、徳を「自分の義務に従うさいの、人間の

4 4 4

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、
徳は「たんに道徳的に善い

4 4 4 4 4 4

行為」を示すものではなく、「敵対者の可能性」と「内的な戦い
4 4

」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
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

11

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 Mor-

als: the history and significance of its deferral, in L. Denis (ed.), 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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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
4 4

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
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
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

4 4

られう
るし、教え

4 4

られなければならないこと（Daß Sie (=Tugend) könne und müsse gelehrt werden）
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

4 4

（Doctrin）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
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

4 4

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

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（Daß 
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, Refl. 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 266f., Refl. 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
（Sie (=Tugend) kann nicht gelernt werden）、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
論」によれば、徳を「熟練

4 4

（Fertigkeit）」や、「訓練（Übung）によって獲得された、道徳的に善い行
為の久しい習慣

4 4

（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
的自由

4 4

の原理による徳論
4 4

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、
「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

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
な、徳論の「形而上学的原理

4 4 4 4 4 4 4

」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
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・
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, Refl. 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
うちに内在している、あいまいに考えられた形而上学

4 4 4 4

（dunkel gedachte Metaphysik）」なのだか
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
と「ソクラテス的に

4 4 4 4 4 4 4

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
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

4 4

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

15

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. Inter-

pretative 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
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

4 4 4 4

」（VI 376）と位置づけ、
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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はじめに

本稿は、2018（平成30）年11月16日に香川大学に於いて開催された日本カント協会第43回学会の
シンポジウム「カントと理念の問題」に於ける筆者の提題を一部加筆修正して記録したものである。
この提題は、「その理論哲学に於いてカントが述べている理念（Idee）とは？」という問いに対する
答えの形で、シンポジウムに於ける議論の基礎情報を提供することを意図して行われたものであ
る。

（1）「理念」という語について─経験の可能性の領域を超え出た理性概念─

周知の如く、「理念」（Idee）という語は、カント哲学に於いては「理性概念」（Vernunftbegriff）
（つまり、理性がもつ概念）を表す語として使用される（vgl. A 311 / B 368）。この Ideeという表
現が、プラトンの「イデア」（ἰδέα）に由来することを意識した上で、カントはこの語を「理性概念」
を表す語として採用した（vgl. A 311 / B 368, A 313 / B 370, usw.）。ラテン語の ideaという語が、
中世以来「観念」という意味で使用され、デカルト以降の近代哲学でも「観念」つまりは「思惟様態」
（modus cogitandi）（或いは「意識内容」）の意味で使用されてきたことは、カントも十分承知して
いる。しかしカントは、Ideeを独自の意味で使用するために、デカルトたちが ideaと呼んでい
たものを、ラテン語では repraesentatio、ドイツ語では Vorstellungと一貫して呼び、それをカ
ント自身が使う idea / Ideeとは区別している 。そして、（彼がそのように理解した）プラトンの
本来的意味に立ち戻り、感覚や悟性の働きを超えた（つまり経験の範囲を超えた）領域（即ち実践
的領域）に関わる「表象」（repraesentatio）として、Ideeという語を使用している（vgl. A 314 / B 
371, A 318f. / B 375f.）。このように、カントは「理念」という語を、まずは道徳的実践の領域に関

1

〈シンポジウム〉

カントの理論哲学に於ける超越論的理念について

松本　長彦　

本稿では、慣例に従い『純粋理性批判』（Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Riga 17811, 17872）の第
１版の頁数をA、第２版の頁数をBで指示する。『純粋理性批判』以外のカントの著作については、書名とアカ
デミー版全集の巻数及び頁数を指示する。

1 これがよく分かるのが、『純粋理性批判』の「超越論的弁証論」第1篇第1節「理念一般について」の最後の部分
である。カントは、各表象様式の段階（eine Stufenleiter jeder Vorstellungsart）という形で表象一般を分
類し（vgl. A320 / B376f.）、その最後に「純粋概念」を、悟性を起源とする「思念」（Notio）と、それら諸思念
から生じ、経験の可能性を超え出た「理性概念」である「理念」（Idee）とに分類している。
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わる超経験的な理性概念として用いようと考えているのである。
少し補足しておくと、「理念」が経験の領域を超えたものに関わることは、理性自身の要求から
生じる（vgl. A 310f. / B 367）。理性は、可能的経験の全体（das Ganze）を認識することを要求す
るために、理性概念もそのような全体を表そうとする。しかし、個別的認識手段である感覚
（Empfindung）を通して行われる経験そのものは、たとえ各々の経験が全体にその一部として属
しているとしても、決して全体に到達し、それを認識として表すことはできない。そのため、理
性概念即ち理念は、経験と無関係ではないが経験を超え出た領域に存すると考えられるものに関
与することになる。それ故にカントは、このような理性概念を「超越論的理念」（die transzen-
dentale Idee）と名づけるのである（vgl. A 311 / B 368）。さらにカントは、「超越論的諸理念は本
来、無制約者にまで拡張された諸カテゴリーに他ならない」（A 409 / B 436）と言う。その理由は、
「理性は本来は、まったく概念を産出せず、せいぜい単に悟性概念

4 4 4 4

を可能的経験という不可避的
諸制限から解放し、それ故悟性概念を経験的なものの諸限界を超えて、しかしやはり経験的なも
のとの結合に於いて、拡張しようと試みるにすぎない」（A 409 / B 435f.）からである。

（2）理念の成り立ち─諸制約の総体性の概念─

さて、「理性概念」としての「理念」は、当然のことながら「純粋概念」であり、「経験的概念」では
ない。「経験的理念」というのはありえない。その理由は、「理念」の成り立ちに基づいている。
純粋悟性概念であるカテゴリーが、悟性の判断作用の機能（Funktion）を概念化して作られた
ように、純粋理性概念である理念は、理性の推理作用の機能を概念化する形で作られる。カテゴ
リーが、ア・プリオリで純粋な（つまり感覚に基づかず、感覚を含む必要がない）悟性の判断作用
に基づくために、「純粋」悟性概念であったように、理念も、ア・プリオリで純粋な理性の推理作
用に基づいて生じる純粋理性の概念であるために、当然、経験に依存せず感覚的なものを含まな
い「純粋」概念である。
理性は、その推理機能（所謂「三段論法」（Syllogismus）の推理を行う機能）を遂行するに当たっ
て、三段論法の結論命題に於ける「述語」（Prädikat）を、「予め大前提に於いて或る一定の制約の
下でその外延全体に於いて思惟しておく」（A 322 / B 379）必要がある。カントが挙げている例は、
大前提「すべての人間は可死的である。」、小前提「カーユスは人間である。」（但しこれは『純粋理性
批判』では明記されていない。）、結論「カーユスは可死的である。」という三段論法で（A 322 / B 
378）、上述の「或る一定の制約」に該当するのは、「人間」という「媒概念」（Mittelbegriff）である。
三段論法の大前提は、全称命題でなければならないので、この場合の大前提では、「可死的」とい
う述語概念が、「人間」という媒概念の外延全体にわたって（つまり「すべての人間」について）妥当
する、ということが思惟されていることになる。これによって、「可死的」という述語（大概念）が
「人間」という媒概念の外延全体に適用され、遂行されている理性推理〔三段論法〕に於いて述語概
念が機能する範囲の全体が確定する 。カントは、「そのような或る制約に関する外延のこの完全2

2 ここで言われる「述語の外延全体」（der ganze Umfange der Prädikat）は、確かにまずは「可死的なもの」
全体と考えられるが、その外延の中に「人間」全体の外延が間違いなく包摂されているということが思惟さ
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な量」を「普遍性」（Allgemeinheit, universalitas）と呼び（A 322 / B 379）、諸直観の綜合に於いて
これに対応するのが、諸制約の「全体性」（Allheit, universitas）或いは「総体性」（Totalität）である
（ebd.）と言う。このようにしてカントは、媒概念は結論に於ける述語（大概念）を結論に於ける主
語（小概念）に適用するための「制約」であるが、それが制約として機能するためには、その媒概念
がその「全体性」（Allheit）・「総体性」（Totalität）に於いて思惟されねばならないことを明らかに
している。つまりカントは、理性推理の中心的機能は、小概念と大概念を媒介する制約としての
「媒概念」にあり、その媒概念は、つねにその「全体性」「総体性」に於いて思惟されることを明らか
にしたのである。
それ故に、理性推理の機能に基づいて生じる「理念」は、「或る与えられた被制約者に対する諸

4

制約
4 4

の総体性
4 4 4

の理性概念」（der ［Vernunftbegriff］ von der Totalität der Bedingungen zu einem 
gegebenen Bedingten）（A 322 / B 379、〔〕内筆者補足）に他ならないと言われるのである。そして、
「無制約的なものだけが諸制約の総体性を可能ならしめる」（ebd.）のであり、また逆に「諸制約の
総体性は常にそれ自身無制約的である」（ebd.）が故に、純粋理性概念即ち理念は、「その概念が被
制約者の綜合の根拠を含んでいる限りでの無制約的なものの概念によって」説明されることがで
きる（ebd.）、と言われるのである。
このようにして、「理念」一般は、理性の推理機能を概念化したものとして、「それが被制約者
の綜合の根拠を含んでいる限りでの、無制約的なものの概念」として成立する。

（3）理念・弁証論的理性推理・仮象

さて、理念が「諸制約の総体性」という「それ自身は無制約的なもの」の概念である以上、その対
象は決して経験によって、つまり経験的直観を通して、与えられることはできない。経験的直観
は、感覚を介してその内容（質料）を受け取らねばならないために、つねに個別的である。悟性は、
純粋悟性概念を通して、このような個別的表象を綜合し、より普遍的な認識を構築するように働
くけれども、決して「全体性」「総体性」に到達することはできない。理念の対象は、経験の領域を、
つまりは悟性の領域を超え出ている、と言われる根拠はここにある。
それ故に、理念は、超越論的（transzendental）な理念でなければならず、認識に於いて我々が
対象と直接関係する唯一の手段である「直観」（vgl. A 19 / B 33）との関係をもつことはできない。
そのために、理念は「主観的実在性」（subjektive Realität）或いは「超越論的実在性」（die tran-
szendentale Realität）（A 339 / B 397）はもつけれども、「客観的実在性」（objektive Realität）をも
つことはできないのである。
カントは、理念の「主観的実在性」を「我々が或る必然的な理性推理によってそのような諸理念

 れ、「人間」という媒概念が理性推理を成り立たせる制約として機能することが確認されている。従って、
小前提から結論に至る理性推理に於いては、媒概念である「人間」の外延全体に述語概念が妥当することが
重要になる。そこで、「そのような或る制約に関するこの外延の完全な量」（Diese vollendete Größe des 
Umfanges, in Beziehung auf eine solche Bedingung）（A 322 / B 379）という表現は、媒概念である「人
間」の外延全体に大概念である「可死的」が適用された場合の大概念の外延の量（つまりは「人間全体」という
外延の量）と読むことができるのである。
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へと導かれること」（ebd.）に基づくと述べている。つまり、我々の理性推理の働きに於いて（つま
り我々の認識主観に於いて）は、超越論的理念が表している内容（実在性）が見出されるというこ
とである。もっとも、その内容とは「与えられた被制約者に対する諸制約の総体性」という抽象的
なものにすぎないけれども、この「与えられた被制約者に対する諸制約の総体性」という理念の
「主観的実在性」は、理性が推理（三段論法）に於いて必ず用いる規則として機能しているものであ
る。悟性の認識では決して到達することのできない認識の「全体性」「総体性」を目指すために、理
性自身の内には「その使用の根本諸規則と諸格率とが存している」（A 297 / B 353）とカントは述べ
ているが、これら理性使用の「根本諸規則と諸格率」（Grundregeln und Maximen）こそが、超越
論的理念を産み出す理性の推理機能の諸規則である。そして、理性自身がもつこれら諸規則は、
規則である以上、或る必然性を、即ち「悟性のための我々の諸概念の或る一定の結合の主観的必
然性」（ebd.）をもっている。しかし、それはあくまでも「主観的」必然性であるということが重要
である。
つまり、理性はその本性に従って必然的に認識の「全体性」「総体性」を目指す。その「全体性」

「総体性」は、理性の本性に根差すが故に、「主観的」にはレアールなもの、つまり認識主観に於い
て実際に機能しているものである。その機能を概念化したものが、純粋理性概念即ち理念である。
しかし、カテゴリーとは違って、理念には対応する直観が欠けているために、理念がもつ内容を
認識客観の内容として思惟する根拠はないのであり、理念は客観的実在性をもつことができない。
つまり我々は、この「諸制約の総体性」を認識の客観に於ける性質として確認することはできない
のである。
しかし、理念が本来もつことができない「客観的実在性」を、誤ってもっていると考え、純粋な
理性推理によって何らかの対象を認識できると考えるところに、「純粋理性の弁証論的推理」（die 
dialektischen Schlüsse der reinen Vernunft）が現れる。この弁証論的推理をカントは「詭弁的推
理」（vernünftelnde Schlüsse）とも呼ぶが（A 339 / B 397）、それは「超越論的仮象」（der transzen-
dentale Schein）を惹き起こす。「超越論的仮象」とは、誤って認識の対象に投影された「超越論的
理念」の内容と言うことができる。その意味では、超越論的理念こそが超越論的仮象を惹き起こ
すと言うこともできるのである。この仮象は、人間理性の本性に根差しているために、根絶する
こともできず、つねに我々を弁証論的推理へと誘うものでもある（vgl. A 298 / B 354f.）。

（4）三種類の理念と三種類の弁証論的推理

次に、理念の種類についてであるが、理念が三種類であることは明確である。

「それ故、このような弁証論的諸理性推理はただ三種類だけ存在する。それはこれら諸理性
推理の諸結論がそれらに帰着する諸理念と同数である。」（A 339f. / B 397）

理念とは、「弁証論的諸理性推理の結論が帰着するところのもの」であるから、理性の推理作用
（Vernunftschluß）が、「定言的推理」、「仮言的推理」、「選言的推理」の三種類に分類されることに基
づいて、理念も三種類に分類される。
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そして、三種類の弁証論的推理は、「純粋理性の誤謬推理〔パラロギスムス〕」（die Pralogismen 
der reinen Vernunft）、「純粋理性の二律背反」（die Antinomie der reinen Vernunft）、「純粋理
性の理想」（das Ideal der reinen Vernunft）と呼ばれることは言うまでもない 。
これら三種の弁証論的推理に於いて機能している三種類の超越論的理念は、いくつかのパター
ンで表現されているが、ここでは代表的なものを示しておく 。

1. （主観或いは魂の）あらゆる諸表象一般の主観的諸制約の無制約的統一
（die unbedingte Einheit der subjektiven Bedingungen aller Vorstellungen überhaupt (des 
Subjekts oder der Seele)）
2. 現象に於ける客観的諸制約の無制約的統一
（die unbedingte Einheit der objektiven Bedingungen in der Erscheinung）
3. 諸対象一般の可能性の客観的諸制約の無制約的統一
（die unbedingte Einheit der objektiven Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände 
überhaupt）

 （A 406 / B 432f.）

3

4

3 「二律背反」については、「このような弁証論的諸推理に於いて理性が陥る状態」（der Zustand der Ver-
nunft bei diesen dialektischen Schlüssen）（A 340 / B 398）という表現が正確である。

4 本文に示したものの他に次のような表現もある。しかし当然のことながら、若干の表現の違いはあっても、
基本的には同じ概念を表している。

「一つの主観
4 4

に於ける定言的
4 4 4

綜合の或る無制約的なもの（ein Unbedingtes）
一つの系列

4 4

の諸項の仮言的
4 4 4

綜合の或る無制約的なもの
一つの体系に於ける諸部分の選言的

4 4 4

綜合の或る無制約的なもの」（A 323 / B 379）

「思惟する主観の絶対的（無制約的）統一
現象の諸制約の系列の絶対的統一
思惟一般のあらゆる諸対象の制約の絶対的統一」（A 334 / B 391）

「完全な主観〔主体〕（実体的なもの）の理念
諸制約の完全な系列の理念
可能なものの一つの完全な総括の理念に於けるあらゆる諸概念の規定」

 （Prolegomena, § 43, AA. Bd. IV, S. 330.）

「形而上学は、その探究の本来的目的のために、ただ三つの理念だけを有する。神(Gott)、自由（Frei-
heit）及び不死（Unsterblichkeit）である。」（A 337 / B 395 Anm.）

 最後の引用の「不死」（Unsterblichkeit）は、「純粋魂論〔理性論的心理学〕は、思惟する実体を物質に於ける
生の原理（das Prinzipium des Lebens in der Materie）として表す。即ち、思惟する実体を魂（魂anima）
として、また生命性（Animalität）の根拠として表す。この生命性が霊性によって制限されると、不死性
（Immortalität）である。」（A 345 / B 403、〔〕内筆者補足）と説明されている。つまり、「不死」は「思惟する
主観」即ち「魂」という理念を構成する理念と理解されるのである。
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この三種類の理念が、「心理学的」（psychologisch）、「宇宙論的」（kosmologisch）、「神学的」
（theologisch）と呼ばれ（vgl. Prolegomena, § 43, AA. Bd. IV, S. 330.）、それぞれ「超越論的魂論
（理性論的心理学）」（eine transzendentale Seelenlehre (psychologia rationalis)）、「超越論的世
界学（理性論的宇宙論）」（eine transzendentale Weltwissenschaft （cosmologia rationalis））、「超
越論的神認識（超越論的神学）」（eine transzendentalen Gotteserkenntnis (Theologia transscen-
dentalis)）の対象を表す概念として、伝統的な形而上学の部門である「心理学」「宇宙論」「神学」の
基礎となってきた、とカントが述べていることは（vgl. A 334f. / B 391f.）周知の所である。ごく簡
単に言えば、心理学的理念は「一つの魂」を、宇宙論的理念は「一つの世界」を、神学的理念は「一
つの神」を表す概念であり、これが認識の対象の概念と見なされることによって、超越論的仮象
が生じることになる。

（5）理念の統制的使用─「理性の格率」としての理念─

さらに、理念の「統制的使用」（der regulative Gebrauch der Ideen） について確認しなければ
ならない。
理性は、直接対象に関係することはなく、悟性の判断に関係する（vgl. A 643 / B 671）。そして
悟性が行う経験的認識に関わることによって、その認識を統一のある完全なものにしようとする。
つまり、悟性的認識に体系的秩序即ち統一性と完全性という指針を付与することが、理論的認識
における理性の本来の働きであり、この働きのために理念は使用される。これが理念の「統制的
使用」である。そこに於いて理念は、「統制的原理」（das regulative Prinzip）として、あくまでも
我々人間の思惟を統制（regulieren）する規則として、「理性の諸格率」（Maximen der Vernunft）
（A 666 / B 694） 即ち主観的原則として使用されるのであって、対象の内容を表す客観的概念と

5

6

5 用例として「統制的」（regulativ）が修飾するのは、「使用」（Gebrauch）よりは「原理」(Prinzip)或いは「原
則」（Gesetz）という語であることの方が多い。Andreas Roser und Thomas Mohrs unter Mitarbeit von 
Frank R. Börncke (hrsg.), Kant-Konkordanz zu den Werken Immanuel Kants (Bände I-IX der Ausgabe 

der Preußischen Akademie der Wissenschaften) Bd. VI, Hildesheim･Zürich･New York, 1993, S. 253-255
によれば、Akademie Ausgabe Bde. I-IXのカントの著作に於けるregulativの用例は95例（内、A版とB版
の重複は4例。重複を差し引けば91例。以下重複を差し引いて表示する。）である。圧倒的にPrinzip / 
Prinzipienを修飾する用例（59例）が多いが、Grundsatz / Grundsätzeは５例、Gebrauchを修飾する用例
も５例（Vernunftgebrauchの１例を含む）ある。

 　「統制的」に対立する概念は、言うまでもなく「構成的」（konstitutiv）であるが、「構成的使用」という用
例はなく、「構成的原理」「構成的原則」という用例がほとんどである。Kant-Konkordanz Bd. IV, 1993, S. 
480-481によれば、Akademie Ausgabe Bde. I-IXのカントの著作に於けるkonstitutivの用例は53例（内、A
版とB版の重複は5例。重複を差し引けば48例）である。そのほとんどがPrinzip / Prinzipienを修飾する形
で使用されている（直接名詞を修飾する形ではこれが22例と圧倒的に多い。但し、省略形も含む。さらに
述語の形で修飾する場合もある）。Grundsatz / Grundsätzeは述語の形で修飾する例が多い。ただし一例
だけ、理念を「構成的に用いる」（konstitutiv braucht）（A 689 / B 717）という用例がある。

6 「私は、客観の性質からではなく、この客観の認識の或る一定の可能的完全性に関する理性の関心から採
ってこられたあらゆる主観的諸原則を、理性の諸格率と名づける。従って、思弁的理性の諸格率が存在す
る。それら諸格率は、客観的諸原理であるかのように見えるかもしれないけれども、もっぱら理性の思弁
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して使用されるのではない。従って、理念は、対象の「実在性」（Realität）を構成する（konstruiren）
ことができる「構成的原理」（das konstitutive Prinzip）としては機能しない 、ということは言う
までもない。「構成的原理」とは、カテゴリーのように、認識の対象の存在（「何であるか」即ち実
在性）を規定する根拠として機能するものであり、その意味では「客観的」（つまり客観に適用され
る）原理である。これに対して「統制的原理」とは、我々の認識をより完全な統一的秩序をもつも
のとするために、我々の思惟を統制する規則として機能するものであり、その意味で「主観的」
（主観に適用される）原理ということになるのである。
従って、カントが言う「理念」とは、その理論哲学に於いては何よりもまず、理性自身がその本
来の働きに於いてもっている原理を表す概念である、と言うことはできる。ところが、その理念
は「超越論的理念」であり、理論的認識に於いては本来「統制的原理」つまりは主観的原理として、
悟性の認識に秩序・統一・完全性を目指すように指示するものである一方で、それが「超越論的
すり替え」（die transzendentale Subreption）（A 583 / B 611） によって「構成的原理」と見なされ
ることによって、理論的認識の本来の対象領域である「経験」の領域を超え出る理性の活動を、或
る意味では必然的に誘発するものでもあった。
この意味では、「超越論的弁証論」は、「統制的原理」を表す概念である「理念」を「構成的原理」と
して「すり替えて」使用するところに成立する理性の誤った推理を詳細に描き出すことによって、
「超越論的分析論」までの論述によって確定された理論的・思弁的理性の限界を再確認するととも
に、「理念」を実践的認識の領域へと移し入れる準備を整える役割を担っていると言えるのである。

（6）統制的原理と経験の可塑性

しかしさらに、理念が「理性の格率」即ち主観的原理であることによって、理論的認識の「開放
性」（Offenheit）・「可塑性」（Plastizität）が保証されると言うこともできるのではないであろうか。
我々の感性的直観の純粋形式である空間・時間と思惟の形式である諸カテゴリーは、理論的認
識の本来の対象である可能的経験の対象つまり現象としての物に対して、その存在を構成する原
理即ち「構成的原理」として機能する。空間・時間と諸カテゴリーは、可能的経験の基本構造（つ
まり「形式的ニ見ラレタ自然」（natura formaliter spectata）（B 165））をア・プリオリに構成する
認識の形式的原理である。
しかし、このような側面が強調されるのは、もっぱら「数学的諸カテゴリー」（die mathemati-

7

8

 的関心に基づいているのである。」（A 666 / B 694）
7 「蓋然的諸概念としての根底に置かれた諸理念に基づく理性の仮説的使用（der hypothetische Gebrauch 

der Vernunft）は、元来構成的（konstitutiv）ではない。つまり、極めて厳密に判断しようとするならば、
仮説として想定された普遍的規則の真理性がその使用によって帰結する、というような性質のものではな
い。…（中略）…むしろ理性の仮説的使用は単に統制的（regulativ）である。つまり、それによって可能
である限り特殊な諸認識の内に統一をもたらし、それによって規則を普遍性に近づけるためのものであ
る。」（A 647 / B 675）

8 「超越論的すり替え」については、城戸淳博士の『理性の深淵 カント超越論的弁証論の研究』（知泉書館、
2014年）「第一章 「取り違え」概念の展開─発展史の一断面」15-41頁を参照。
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schen Kategorien）つまり量と質の諸カテゴリーに関してである。その一方で、関係と様相の諸
カテゴリーは「力学的諸カテゴリー」（die dynamischen Kategorien）と言われ、それに基づく諸
原則は「統制的諸原則」（A 180 / B 223）と呼ばれる 。カントが力学的諸カテゴリーの諸原則を「統
制的」と呼ぶ理由は、「関係」と「様相」の諸カテゴリーは物の「現存在」（Dasein）（つまり或る物が
存在すること）に関わるけれども、空間・時間とカテゴリーだけでは現象としての物の「現存在」
を構成することはできないからである 。現象としての物の「現存在」を認識するためには「感覚」
（Empfindung）が与えられることが必要である。またその物が如何に在るか（Sosein, カント的に
は Realitätと言うべきか）に関しても、空間・時間とカテゴリーだけではその Sosein / Realität
を直接構成することはできない。力学的カテゴリー及びそれに基づく諸原則がア・プリオリに規
定できるのは、その物の他の諸物との関係に関することだけであり、その物の Realitätも、こ
の関係の中でその可能性がア・プリオリに規定されうるだけである。その物が実際にどのように
在るかは、やはり感覚を待たなければ確定されないのである。
しかし、この現象としての諸物の関係をア・プリオリに規定することによって、我々の経験が、
雑多な感覚内容の堆積ではなく、統一性をもった「一つの経験」として成立しうる可能性が基礎づ
けられ、カントがア・プリオリな綜合的認識の典型と考えた自然科学（特にニュートン物理学）の
可能性も基礎づけられる。その意味で、カテゴリーに関しては、数学的であると力学的であると
を問わず、客観的実在性をもつ（つまり現象としての客観の「何であるか」を規定する性格をもつ）
と言うことができるわけである。
このように、カテゴリーは、我々の経験的認識のア・プリオリな構造を描き出し、経験的認識
の対象の在り方の枠組みを予め規定するという機能を果たしているのであるが、力学的諸カテゴ
リーが「統制的」という性格で語られるように、対象が「如何にあるか」をすべて規定するわけでは
なく、対象の具体的な在り方は、感覚を通して与えられ、確定される必要がある。その意味では、
カントの考えている「経験」というのは、固定的なものではなく、枠組みは確定しているとしても、
具体的な在り方は柔軟に変化する「可塑性」をもっていると言うことができる。そして、それを支
えるのが、力学的諸カテゴリーの諸原則の「統制的」な性格であると言っていいであろう。
では、理念の場合はどうであろうか。理念は、可能的経験の領域を超えて超越論的に使用され
るために、カテゴリーのように経験そのものの枠組みに関わることはできない。関わらせようと
すれば、必ず仮象を惹き起こすことになる。つまり、カテゴリーは「客観的実在性」をもつが、理

9

10

9 「それ故、経験の或る類推は単に、それに従って諸知覚から経験の統一が（如何にして知覚自身が経験的直
観一般として、ではなく）生じるべき一つの規則であるにすぎないであろう。また（諸現象の）諸対象の原
則としては、構成的にではなく単に統制的に妥当するであろう。しかしまさに同じことは、単なる直観
（現象の形式）の綜合、知覚（現象の質料）の綜合及び経験（これら諸知覚の関係）の綜合に共に関与する経験
的思惟一般の諸要請にも妥当するであろう。」（A 180 / B 222f.）

10 「諸現象の現存在をア・プリオリに諸規則の下へともたらすべき諸原則に関しては、事情はまったく異な
っている。というのは、諸現象の現存在は構成されえないが故に、これら諸原則は、ただ現存在の関係に
関わることができるだけで、単に統制的な諸原理しか与えることができないだろうからである。…(中略)
…我々に或る知覚が別の（規定されてはいないが）知覚に対する或る時間関係に於いて与えられている場合
に、ア・プリオリに言われうるであろうことは、…(中略)…どのようにして別の知覚が、現存在から見て、
時間のこの様相に於いて、その或る知覚と必然的に結び付いているか、ということである。」（A 179 / B 
221f.）



51

カントの理論哲学に於ける超越論的理念について

念は「主観的実在性」しかもちえない。まずはこれがカテゴリーと理念との相違である。
しかしその一方で、理念は、理性推理の本質をなす「総体性」への要求に基づいて理性がもつ要
求を、即ち、諸々の経験的認識をより高次の統一の下に纏め上げ、自己と世界とをより首尾一貫
した整合的体系をもつ存在者として認識する、という理性の本性的要求を表現する概念であるこ
とは間違いない。これが理念が「統制的原理」と言われる所以である。この理性の要求が、「理性
の格率」として我々の思惟を統制し、悟性による諸認識をさらに高次の統一を形成するように導
こうとする。つまり、「悟性を或る一定の目標へと向ける」という超越論的理念の「卓越した、か
つ避けがたく必然的な統制的使用」（A 644 / B 672）が行われる。
その際に、理念は悟性が目指すべき統一の方向性（目標）を示し、「その目標を展望して悟性の
あらゆる諸規則の方向線は一点へと集注する」（A 644 / B 672）のではあるが、目標として提示さ
れる理念は、決して悟性的認識の対象を表す概念ではありえず、経験の領域を超えた（つまり悟
性が到達することのできない）「虚焦点」（focus imaginarius）（ebd.）でしかない。それ故に、「そ
こから悟性諸概念が現実的に発現することはない。」（ebd.）つまり、理念が「既にそれ自体で確実
であり与えられている」「普遍者」（das Allgemeine）（A 646 / B 674）として、悟性が認識する「特殊
者」（das Besondere）を必然的に規定するということはありえない。言い換えれば、悟性が認識
する諸規則が理念から演繹的に導き出されるということはありえない。理念に関しては、「理性
の必当然的使用」（der apodiktische Gebrauch der Vernunft）（ebd.） は不可能である。
普遍者としての理念は「単に蓋然的に想定される」（A 646 / B 674）だけであるから、理念に関し
ては「理性の仮説的使用」（der hypothetische Gebrauch der Vernunft）（A 647 / B 675） だけが可
能である。この仮説的使用に於いて理性は、悟性が認識する諸現象・諸事象（特殊者）がそこから
導き出されると思惟することができる規則を普遍的なものとして想定し、さらにその規則から導
き出されうる諸事象（これはまだ認識されていない）を推理するのである。この仮説的使用によっ
て理性は、自らが推理した（悟性がまだ認識していない）諸事象を認識することを悟性に対して要
求する。もしそのような諸事象が認識され、確認されれば、理性が想定する規則は普遍性に近づ
く（ebd.）。この要求を通して理性は、悟性的認識をより拡大し、より統一的な体系とすることを
悟性に対して促すのである。
しかしその際にも、この普遍者としての理念が決して構成的に使用されているわけではないこ
とには注意しておく必要がある。理性の仮説的使用に於いて理念は、単に普遍的規則として蓋然
的に想定されているだけで、認識の対象を客観的に規定する法則として認識されているわけでは
ないのである。この蓋然的想定を認識と思い誤る「超越論的すり替え」によって、超越論的仮象が
生じ、弁証論的理性推理が生じることは、既に指摘したとおりである。

11

12

11 「理性の必当然的使用」（der apodiktische Gebrauch der Vernunft）（A 646 / B 674）とは、既に確実に与え
られている普遍者から特殊者を導き出し、必然的に規定すること。

12 理性は、「単に蓋然的に想定された」（A 646 / B 674）普遍者─理念がまさにそうである─と確実なもの
として認識されている特殊者との間に、規則（普遍者）から確実な諸事例（特殊者）が帰結するという関係が
あるかどうかを吟味し、そのような関係があると思われる場合に、規則の普遍性を推理する。そして、こ
の規則の普遍性に基づいて、未だ与えられていない諸事例を推理する（vgl. A 646f. / B 674f.）。このような
理性の働きをカントは「理性の仮説的使用」（der hypothetische Gebrauch der Vernunft）（A 647 / B 675）と
名づけている。



52

日本カント研究　20

しかしまた、この理性の仮説的使用に於いて、理念の「発見術的概念」（ein heuristischer Be-
griff）（A 671 / B 699）という性格が表れる 。つまり、悟性にとって未だ知られていない現象の諸
事象や諸規則（つまりは自然法則）を発見し、我々の認識をより全体的なより完全なものにするよ
うに悟性に努力を要求するものとして、理念は機能するわけである。その意味では、理念もまた、
我々の経験が、そして客観的認識の体系としての学が、決して完結したものではなく、常に未来
に対して開かれており、柔軟に変化していく「可塑性」をもつことを保証する概念である、と考え
ることができるのである。

13

13 「或るものが私の理性に或る対象そのものとして与えられるか、或いは単に理念に於ける或る対象として
与えられるかというのは、大きな相違である。第一の〔対象そのものとして与えられる〕場合には、私の諸
概念は、その対象を規定することに向かう。第二の〔理念に於ける対象として与えられる〕場合には、現実
的にはただ或る図式が存するだけであり、その図式には直接的には如何なる対象も、たとえ仮説的にであ
っても決して認められることはなく、むしろその図式は、他の諸対象を、この理念への関連を介して、諸
対象の体系的統一に従って、従って間接的に我々に表すためにのみ役立つにすぎない。…(中略)…そのよ
うな仕方で、理念は元来単に或る発見術的（heuristisch）な、そして明示的でない（nicht ostensiv）概念で
あり、或る対象がどのような性質のものであるかを指示するのではなく、我々がこの概念の導きの下で経
験一般の諸対象の性質と連結とをどのように探求すべきかを指示するのである。」（A 670f. / B 698f. 〔〕内筆
者補足。）
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〈共同討議Ⅰ概要報告〉

カントの超越論的観念論は歪んでいるか

湯浅　正彦

冨田恭彦氏は近年『カント哲学の奇妙な歪み―『純粋理性批判』を読む』（2017年）、『カント入
門講義―超越論的観念論のロジック』（2017年）、『カント批判―『純粋理性批判』の論理を問
う』（2018年）などカント哲学に関する研究書を矢継ぎ早に刊行しているが、その論調は、最後に
挙げた書名が明示しているように、きわめて批判的である。冨田氏がこれらの書物その他で多岐
にわたり執拗に展開している「カント批判」、具体的には『純粋理性批判』の理論哲学に対する批判
を、その全幅と詳細にわたり吟味検討することは、容易な作業ではない。この共同討議では、そ
のための口火を切る意味で、冨田氏に自説に関する提題を、滝沢正之氏にはカント哲学研究の立
場からの答弁的な提題を依頼した。
当日発表された提題は次のようなものであった。
① 冨田恭彦「拙著『カント哲学の奇妙な歪み』補遺―〈胚芽生得説〉は所期の目的を達成したか（近
著『カント批判』の論点から）」
②滝沢正之「カントはどこで失敗したか―冨田カント批判への応答―」
③冨田恭彦「滝沢正之先生の『カントはどこで失敗したか―冨田カント批判への応答』に答えて」
これらは、あらかじめ①を読んだ滝沢氏が書いた②に答えるべく、③を冨田氏が書いたという経
緯で成立した。その後討論が行なわれた。
結果として、司会の不手際もあってか、そもそも適正で実りのある討論が生起しうる場を設定
することがいかに困難であるかが露呈したと思われる。その根本的な原因は、やはり、冨田氏が
批判の拠り所とされるイギリス経験論、とりわけロック哲学の理解の独自性にあり、ロック哲学
の根強い「知覚のヴェール説的解釈」を退けて冨田氏が提示している「隠された論理」の観点からす
る「知性」‐「観念」‐「物そのもの」という枠組みの理解しにくさ、あるいはむしろ、それを、こ
れまた多様に解釈されうるカント超越論的哲学の枠組みと関連づける妥当な仕方の見極め難さ、
にあると思われる。
当日、時間の制約のため詰められなかったことが惜しまれる論点を一つだけ述べるなら、やは
り「物そのもの」を「理論的対象」として設定するロックの論理と、認識可能な対象を「現象、すな
わちたんなる表象」として解明するうちで、それと区別して不可知の「物自体そのもの」を設定す
るカントの論理とは決定的に異なるように思われる。
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〈共同討議Ⅰ〉

カントの認識論における判断とその対象

滝沢　正之　

はじめに

冨田恭彦は近年カントにかんする著作を矢継ぎ早に発表し、『純粋理性批判』におけるカントの
理論哲学を厳しく批判している。その議論は、近代哲学全体を視野に入れた射程の長いものであ
る 。それゆえ、本論文で冨田の批判に正面から応答することは、紙幅の点からも筆者の能力の
点からも難しい。そこで、本論文は、論点を限定したうえで、冨田の批判が想定しているカント
像についての問題提起を試みる。冨田は、先行する哲学説、とりわけロック哲学との連続性を強
調してカント哲学を解釈する。しかし、ロックとの連続性よりも断絶を際立たせたカント解釈も
また、一定の説得力をもって展開しうるのではないか。

1　冨田カント批判の基本図式

カントは、物自体と現象を区別したうえで、人間的な認識の対象を現象に限定した。問題は、
この主張の具体的な内実である。冨田のカント批判は多岐にわたる論点を含むが、それらの論点
の多くは、「物自体」概念は自然科学において仮説的に想定された理論的対象のことを意味する、
という理解のうえで展開されている。
冨田によれば、カントの「物自体」と「現象」という概念対は、粒子仮説にもとづいて定式化され
たロックの「物そのもの」と「現れ」という概念対から受けつがれたものである。それゆえ、カント
の「物自体」は、ロックと同じく、本来は自然科学における理論的対象のことを意味すべき概念で
ある。

当面の考察をロックとカントに限定するなら、カントの物自体は、この意味でロック的「物
そのもの」の変質の結果であり、それゆえ、それは、ロック的な自然主義的観念説の論理の
下敷きなしには、本来意味をなさないものであったと考えられる［……］ 。

1

2

1 近年の冨田の著作は、ロック的な自然主義を軸として一貫した近代哲学史を描くことを試みているようだ。
たとえば、冨田（2004）第3章ではバークリ哲学について、冨田（2019）第4章ではデカルト哲学について、そ
の主張には自然学的考察が暗黙裡の前提として含まれているという指摘がなされている。

2 冨田（2017a）p.4. 近刊の冨田のカント論は冨田（2017a）、冨田（2017b）、冨田（2018a）の三冊があるが、本
論文ではおもに冨田（2017a）に依拠して論を進める。
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ところが、カントは、物自体を不可知なものとみなした。カントのこの発想には、伝統的に、よ
く知られた一つの批判が突きつけられてきた。

なぜカントはわれわれの知ることのできない「物自体」の存在を主張するのか。 

冨田のカント批判は、端的にまとめるならば、カントはこの問いかけに適切に応答できていない
とするものである。先の引用にあるように、冨田の診断では、「物自体」概念は「ロック的な自然主
義的観念説」のもとでのみ意味をもつ。この立場のみが、自然科学における仮説形成の営みを適
切に位置づけうるからである。ところが、自然主義的立場を嫌うカントは、このような概念の由
来を忘却してしまい、結果、物自体は不可知であるとの不合理な主張をしてしまった。この点で、
カント哲学は根本的に歪んでいるのである。
このように、冨田のカント批判は、カントをロック由来の観念論の系譜に位置づけたうえで行
われている。そうであるならば、冨田のカント批判で重要な位置を占めている諸概念について、
それらが「ロック的な自然主義的観念説の論理の下敷きなしに」有意味になるような文脈を示すこ
とで、冨田の批判をある程度まで無効化することができることになろう 。本論文はこの方針を
採用する。また、そのさい、以下のように議論の範囲を限定したい。まず、冨田の主張は概念史
的な考察に支えられているが、本論文はカント内在的に議論を進めたい。元の由来とは異なるか
たちで概念が有意味に使用される場合もありうると思われるからである。さらに、検討の対象と
する概念を、「物自体」、「現象」、「表象」の三つのみとし、そのうちでもとくに「表象」に注目した
い。というのも、「物自体」と「現象」にかんしては、後述するようにすでに冨田とカント研究者と
のあいだで一定の議論が交わされているからである。「物自体」と「現象」の概念対については論点
の確認のみに留めることになるであろう。
本論文の主張をまとめるならば、次のようになる。問題の諸概念の歴史的な由来はともかくと
して、ロックとカントでは出発点となる哲学的な問題意識が異なり、それゆえまた認識論の基本
構図も異なる。そのため、そこで使用される概念の意味もかなり異なるのである。

2　「物自体」と「現象」の区別について

「物自体」と「現象」という概念対から始めたい。まず、本論文の「物自体」と「現象」の理解を示し
ておこう。カントにおいて、自然科学における理論的対象は、日常的な知覚の対象などとともに
現象に属する。すなわち、「物自体」概念は、理論的対象のことを意味してはいない。この理解は
冨田のものとはかなり異なる。以下では、少なくとも本論文のような理解が可能であること、さ
らに、異なる二つの理解が生じてしまう理由を示したい。
『純粋理性批判』の「物自体」概念には大別すると二つの役割が与えられている。一つめの役割は、
経験的認識における所与性を説明すること。このとき、物自体は、触発の根拠として導入されて

3

4

3 冨田（2017a）p.15.
4 ただし、本論文の議論はあらゆるタイプの自然主義をカントから排除するものではない。
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いる。二つめの役割は、人間のなす論弁的認識を特徴づけること。このとき、物自体は、知的直
観のような人間には不可能な種類の認識を想定したさいに、その想定上の認識の対象として導入
されている。
冨田は一つめの役割、すなわち、触発の根拠としての役割を重視する。そして、「触発」概念は、
自然主義的観念説のもとではじめて理解可能となるとされる。

もちろん、物自体が感官を「触発する」という考え自体も、感覚知覚の因果過程に関する日常
的経験、あるいはそれを洗練した自然学的知見がなければ、意味をなしえなかったに違いな
い。カントの超越論的観念論の枠組み自体が、実は日常的経験もしくはそれに基づく自然学
的知見に基づいてでなければ、成立しえなかったと考えられるのである 。

「触発」も触発の根拠としての「物自体」も、知覚を因果的な過程として説明するという文脈で導入
された概念である。つまり、両概念ともに、自然主義的な立場のもとでなければ理解しえない。
これが冨田の議論の根本となる発想である。
他方、二つめの役割を重視する立場もありうる。この立場からすれば、現象と物自体との区別
は、第一義的には、人間的な論弁的認識と神的な直観的認識の対比を明確化し、その対比のうえ
で論弁的認識を分析するための概念装置である。もしそうであるならば、「現象」と「物自体」とい
う概念対を「日常的対象」と「理論的対象」という概念対と重ねることは不適切となろう。知覚経験
によってであれ、科学的探究によってであれ、人間的認識の対象であれば現象であるはずだから
である。他方、物自体は、人間的な認識を特徴づけるために導入された、哲学的説明のための概
念装置にすぎない。それが不可知とされることに（誤解を招きやすい表現であるという点を除け
ば）とりたてて哲学的な問題はない。このようなかたちで導入される「物自体」概念や「現象」概念
は、自然主義的観念説を前提せずとも理解可能であると思われる。
もちろん、この立場を採用したときには、一つめの役割をどう理解するかという問題が生じる。
プラウスやアリソンの仕事以降、後者の立場を採用する解釈者が多いように思われる 。そうい
った解釈者たちにとっては、触発は、後者の立場を採りつつこれをどう理解するかという、解釈
上の課題として位置づけられることになろう。関西哲学会第70回大会の共同討議「カントをめぐ
って」において、千葉清史が冨田のカント批判に応答を試みているが、千葉の議論も基本的には
この方向性に沿ったものであった 。
本節冒頭に示した本論文の理解もまた、この方向性に掉さしたものである 。この方向性も、
触発の位置づけなど、解決すべき問題をいまだ抱えてはいる。しかし、少なくとも、「物自体」と
「現象」の概念対が、ロック的な自然主義的観念説を前提しなくとも有意味になるような文脈があ

5

6

7

8

5 冨田（2017a）p.17.
6 Prauss(1971)、 Allison(2004)を参照。古典的なカント解釈では、ハイデッガー（2003）もまたこの方向に属
するものと見なせよう。Langton(2001)はより実在論的な物自体の理解を提示するが、現象主義を拒否す
る点で冨田の立場とは決定的に異なる。

7 千葉（2018）を参照。
8 ただし、冨田（2018b）は千葉（2018）にたいして再反論を行っているので、ここまでの本論文の議論もまた、
冨田にとっては不十分なものでしかないと思われる。
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るとは言えるのではないか。

3　「自然主義的観念説」における「表象」

ついで、「表象」概念について考えたい。混乱を避けるために、本論文ではとくに断りのないか
ぎり、「表象」ということで感性的直観表象のみを考えることとしよう。まず、冨田は基本的に
「表象」概念と「現象」概念の指示するものを区別しない。冨田にとって、多少の含意の違いがあり
はしても、両概念の指示は基本的に同一である。この点を確認したうえで、冨田が想定するある
べき「表象（＝現象）」の導入を見てみよう。

われわれは日常さまざまなものを直接知覚していると思っている（直接実在論）。ところが、
さまざまな理由から、我々が知覚しているものがそのまま物のあり方を示しているとは考え
づらいと思うようになる。そこ結果、我々が知覚している日常的な「物」のいわば向こうに本
当の物の世界を仮説的に想定することが、古来多くの科学者によって行われてきた。原子論
はその典型である。日常知られている色つきの世界とは非常に異なる世界を、新たに仮説的
に想定するのである。こうして、新たな世界像が仮説的に想定されると、われわれが日常慣
れ親しんでいる「色つきの世界」（経験的対象からなる世界）は、そうした新たな世界に存在す
るとされるものからわれわれがなんらかの影響を受けた結果知覚されるものとして、読み直
されることになる 。

理論的対象の想定とともに、日常的対象が心のうちなるもの、すなわち表象と見なされるように
なる。「表象」概念の導入の妥当な説明はこれ以外にはないと冨田は考えているようだ。それゆえ、
自然主義的観念説のもとでなければ、「表象」概念は「物自体」と同様に意味を失うとされるのであ
る。
ここでもまた本論文に求められるのは、自然主義的観念説を前提しない「表象」概念の理解可能
性を示すことである。そのためにはまず、冨田の「表象」概念の特徴とその解釈上の問題点を確認
しておく必要があろう。
冨田のように導入された「表象」は、以下のような諸特徴をもつことになる。表象は心的状態で
ある。表象は直接的認識の対象である。日常的対象それ自体が表象である。日常的対象の認識に
ついては表象という道具立ては不要である。冨田によれば、ロックの「観念」は以上のような特徴
をもつ 。そして、カントの「表象」もまたそうであると冨田は考えている。
ところが、カント本人は、認識において主体が直接的に関係しうるのは自らの心的状態のみで
ある、という主張を『純粋理性批判』の随所で拒否している。たとえば、第一版「第四誤謬推理」や
第二版「観念論論駁」は、心的状態についての認識が外的対象についての認識にたいして直接性の
点で優越する、という立場を批判する。第二版「観念論論駁」は蓋然的観念論と呼ばれる立場を攻

9

10

9 冨田（2017a）p.58.
10 冨田（2017c）第2章を参照。
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撃するが、その攻撃は、「まず内的な心的状態が認識され、そこからその心的状態を引きおこし
た外的な経験的対象の状態が推論される」という認識論的モデルの問題点を指摘することで行わ
れている。「観念論論駁」の定理は以下のように述べる。

私自身の現実存在の、たんなる、しかし経験的に規定された意識が、私の外の空間における
諸対象の現実存在を規定する。（B275） 

ここには、経験的対象の認識が心的状態についての認識に先行するという洞察が見てとれる。
この論点は、ストローソンなど懐疑論論駁の文脈からカントの認識論を評価する論者たちによっ
て注目され、多くの関心を惹いてきたものである 。
冨田の「表象」の理解は、このようなカントの主張とは相性が悪い。すでに確認したように、冨
田によって導入された「表象」は、心的状態であり、かつ、直接的認識の対象である。直接的認識
の第一義的な対象を心的状態であるとする図式は、カントが批判するタイプの観念論に近いので
ある。
以下では、カントの認識論を、冨田の想定とは異なる問題意識から出発するものとして描くこ
とを試みる。それにより、「表象」概念の役割もまた別様に描かれることになるであろう 。

4　判断の真理と対象

カントの認識論は、判断を基礎的な単位に置く。判断においてはじめて真偽が問いうるからで
ある。「超越論的弁証論」の冒頭でカントは以下のように述べる。

なぜならば、真理あるいは仮象は、対象が直観されるかぎりで、その対象において存するの
ではなく、対象が思考されるかぎりで、その対象についての判断において存するからである。
それゆえ、なるほど、感官は誤ることがない、と正当に言うことができるが、しかしそれは、
感官がいつでも正当に判断するからではなく、感官がまったく判断しないからである。それ
ゆえ、真理も誤謬も、したがってまた誤謬に誘惑するものとしての仮象も、ただ判断におい
てのみ、すなわち、ただ対象と我々の悟性との関係においてのみ見いだされうるのである。
（A293/B350）

認識は真理を目指す営みであるが、カントによれば、真偽は判断にそくしてのみ成立しうる。
カントの認識論の出発点となるのは、この判断の真理への問いである。「超越論的論理学」序論
において、カントは「古くからの有名な問い」として「真理とは何であるのか？」という問題を提起

11

12

13

11 カント『純粋理性批判』からの引用は、慣例にしたがい、1781 年の第一版をA、1787年の第二版をB で示し
たうえで、そのページ数を本文中に記載する。

12 Strawson(1966)以降のおもに英語圏でのカント解釈の流れについては、村井（2015）を参照。
13 ただし、大橋（1990）が整理しているように、そもそもカントの「表象」概念は多義的である。以下の本論文
の議論は、その多義的な意味のうちの一つを強調したものと言える。
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する。（A57f./B82）そこでまずカントが示すのは、真理の名目的な説明、つまりは対応説的な説
明である。しかし、カントはそれでは満足せず、対応説的な説明からもう一歩踏みだそうとする。

ここでは、真理とはすなわち認識とその対象との合致である、という名目的説明が与えられ
ており、また、前提されている。しかし、人は、なにが各々の認識の真理の普遍的かつ確実
な標識であるのかを知ることを欲する。（A58/B82）

では、名目的説明を超えた判断の真理の説明とはどのようなものか。本論文は、プラウスにした
がい、カントの目標をそもそも判断が真であったり偽であったりしうるための条件と解する 。
さらに、本論文は、カントが念頭に置くこの条件とは、主体が判断の対象を適切に識別できるこ
とである、と考える。
カントは判断を主語概念と述語概念の繫辞による結合という図式で理解する。この図式にそっ
て例を考えよう 。ある主体が「カモノハシは卵生である」という判断を形成したとする。この判
断が真であるのは、現実世界においてカモノハシが卵生であるときであり、かつ、そのときのみ
である。この事情をカントは以下のように説明する。

真理が認識とその対象との合致に存する場合には、このことをつうじて、その対象は他の諸
対象から区別されねばならない、というのも、認識は、それが関連づけられている対象と合
致しないときには、たとえその認識が別の諸対象についてはなるほど妥当しうるようななに
かを含んでいたとしても、偽であるからである。（A58/B83）

この引用での「認識」が判断の述定内容を意味し、「対象」が判断の対象を意味することは見てとり
やすい。判断の述定内容が、判断がまさにそれについてなされているところの対象によって充足
されることが、判断が真であることである。判断がそれについてなされているところの対象以外
のものを参照することは、端的に無意味である。ペンギンが卵生であることやカエルが卵生であ
るということは、「カモノハシは卵生である」という判断を真にはしない。問題の判断の対象はあ
くまでカモノハシであり、ペンギンやカエルではないからである。
さて、カントは、そういった対象を主体が識別できなければならないと考えている。先ほどの
対応説的な説明には、主体についての言及はない。命題や文の真偽を問う場合にはそれで十分か
もしれない。しかし、カントは、真偽の担い手を命題や文ではなく判断に置いている。このとき、
以下のような発想が生じる。「カモノハシは卵生である」という判断を主体がしており、かつ、実
際にカモノハシが卵生であるとする。しかし、「このなかからカモノハシを選びなさい」という課

14

15

14 Prauss(1969)は、この条件を「超越論的真理」と呼ぶ。
15 このようなカントの判断の理解は、現代の言語哲学の観点からすると問題含みのものである。とくに注意
すべきは、この図式のもとでは個別的対象の指示が説明しづらくなることである。カントからこの点にか
んして明確な主張を引きだすことはかなり困難である。この問題の適切な整理と説得的な一つの解釈を示
したものとして、五十嵐（2017）を参照。本論文はこの論点を回避し、自然種についての全称文を例に採る
こととした。

16 カントの議論では理想化された単独の認識主体が想定されているため、識別能力をもたない主体が専門家
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題を与えられたとき、その主体がまったくそれに対応できず、カワウソやサンショウウオを選ん
でしまうとすればどうか。そもそもその主体は、自分がなにについて判断しているのか理解して
いなかったと、つまりは、そもそも適切に判断をなしえていなかったと見なされるであろう 。
主体が判断の対象を適切に識別しうるという条件は、判断が妥当なかたちで成立するための条件
であり、つまりは、判断の真偽を問いうるための前提条件でもあるのである 。

5　「表象」概念の認識論上の役割

前節の議論を『純粋理性批判』のテキストにそくして検討しつつ、「表象」概念の役割を確認して
みたい。
『純粋理性批判』のそもそもの関心は、アプリオリな総合判断、つまりは普遍的かつ一般的な主
張にある。先ほど、個別の主体は自らのなした任意の判断の対象を識別できなければならない、
という条件を確認した。このとき、主体に要求されることは、問題の判断がどのような経験的概
念によって構成されているかに対応して、個々具体的な場面で異なる。カントの関心は、こうい
った個別的な要求の分析にはなく、すべての場合に共通する一般的な形式、すなわち、どのよう
な場面においても判断をなしているかぎりで主体に要求される普遍的かつ一般的な条件にある。
そのような条件こそ、「経験の可能性の条件」そして「経験の対象の可能性の条件」と呼ばれるにふ
さわしい。
では、どのような場面においても判断をなしているかぎりで主体に要求される普遍的かつ一般
的な条件とはなにか。カントが強調するものは言うまでもなく直観形式でありカテゴリーであり、
また、その両契機の協働である。とくに「超越論的分析論」で強調されるのはカテゴリーの役割で
ある。

一つの判断におけるさまざまな諸表象に統一を与えるものと同じ機能が、一つの直観におけ
るさまざまな諸表象のたんなる綜合にもまた統一を与えるのであるが、この機能は、一般的
に表現されるならば、純粋悟性概念と呼ばれる。（A79/B104f.）

判断において諸表象が統一されるとは、判断が一つの確定した対象をもつということである。ま
さにその対象を主体が識別しうるためには、判断にそくしたかたちで直観において諸表象が統一
される必要がある。そして、そのために主体にとって必要不可欠な概念的資源が純粋悟性概念す
なわちカテゴリーなのである。
つづいて、第二版「超越論的演繹」§19「すべての判断の論理的形式は判断のうちに含まれてい
る諸概念の統覚の客観的統一にある」を例にとり、これまでの議論をより具体的に展開していき
たい。

16

17

 である他者の識別能力に寄生することで自然種名を使用するような場合は考慮から外した。
17 この議論はEvans(1982)の「ラッセルの原理」を一部参考にしている。ただし、ラッセルの原理は基本的に
個別的対象について思想を抱くことにかんして導入されている。
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しかし、私が、各々の判断における与えられた諸認識の連関をより精密に探究し、その関係
を、悟性に属するものとして、再生産的構想力の諸法則にしたがう関係（これは主観的妥当
性しかもたない）から区別するときには、私は、判断は、与えられた諸認識を統覚の客観的
統一へともたらす様式に他ならないということを見いだす。（B141）

「カモノハシは卵生である」という判断はカモノハシの識別能力を、「カンガルーは胎生である」と
いう判断はカンガルーの識別能力を主体に要求する。どちらの判断にも共通するのは、判断の真
偽がそれに基づくところの客観的対象の識別を要求していることである。客観的統一とは、あら
ゆる客観的対象の識別に共通しその前提となっているような認知的状態のことと解しうる。つま
るところこれは、客観性を志向している状態ということである。そのような認知的状態は、任意
の経験判断について成立していなければならないだろう。

判断における連結語「ある」は、与えられた諸表象の客観的統一を主観的統一から区別するこ
とを目指す。なぜならば、連結語は、諸表象の根源的統覚への関係、そして、それらの諸表
象の必然的統一を表示するものであるからであり、それは、たとえ判断そのものが、たとえ
ば物体は重さをもつというように、経験的であり、したがって偶然的であったとしてもそう
である。（B141f.）

ここでカントが二種類の統一を区別している点に注目しよう。客観性を志向しているさいの主体
の認知的状態は、そうでない場合の認知的状態と区別されねばならない。これまでの議論にそく
して言いかえれば、適切に判断をなしえている主体と、そうでない主体とを、その認知的状態を
参照することで区別することができなければならない 。

このことをつうじてのみ、この関係から一つの判断が生じるのであるが、判断とはすなわち、
客観的に妥当するような関係であり、そして、そこにおいてはたんに主観的にしか妥当しな
いような、たとえば連想の諸法則にしたがった、まさに同一の諸表象の関係から十分に区別
されるような関係なのである。連想の諸法則にしたがっては、私はただ、私がある物体をも
つときには、私は重さの圧迫を感じる、と言いうるだけであって、それ、すなわち、その物
体は重いものである、とは言いえない。その物体は重いものである、と言うことは、これら
両方の表象が、客観において、すなわち、主観の状態の区別なしに結合しており、そして、
たんに知覚において（たとえ知覚がどれほど頻繁に繰りかえされようとも）一緒になっている
のではない、と言うのと同じことである。（B142）

§19におけるカントの議論は、客観性を志向する場合と、客観性へのコミットメントから撤退し
ている場合との対比に基づいて進められている。しかし、この議論の主要な論点は、本論文が論

18

18 この意味で、本論文の描くカントは指示にかんする内在主義者である。カントの認識論が、
Putnam(1975)の双子地球の思考実験など、内在主義では処理が難しいとされる諸問題にどのように対応
しうるのかについてはさらなる検討が必要となろう。
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じてきた、客観性を志向して成功する場合と、客観性を志向しつつも失敗する場合との対比にも
当てはまる。どちらの対比においても、前者においては客観的統一という作用が適切に働いてい
るが、後者においてはそうではないのである。
さて、このような認識論において、「表象」概念の役割は以下のようなものとなる。本節冒頭で
確認したように、「超越論的演繹」はカテゴリーの必要性を示す議論である。しかし、カテゴリー
がその役割を果たすためには、主体が感性的直観表象をもつことが不可欠である。主体が判断の
対象を適切に識別しうるかどうかは、その主体のうちに適切な志向的な心的状態を想定しうるか
どうかに依存する。この「適切な志向的な心的状態」を、カントは、カテゴリーによって適切なし
かたで総合的統一された感性的直観表象を所持することとして説明しようとしている。感性的直
観表象なしにはカテゴリーも機能のしようがないのである。
「表象」は、主体と対象のあいだの認識論的な関係を説明するための概念装置である。そして、
この意味での表象は、それ「について」認識が成立するものではなく、それ「によって」認識が成立
するものである。つまり、表象は認識の対象ではない。
先に、冨田の「表象」の諸特徴として以下のようなものを挙げた。表象は心的状態である。表象
は直接的認識の対象である。日常的対象それ自体が表象である。日常的対象の認識については表
象という道具立ては不要である。しかし、本節の「表象」はこの多くを共有しない。たしかに表象
は心的状態である。しかし、表象は直接的認識の対象ではない。表象（感性的直観表象）は、対象
を直接的に認識しているさいの主体の心的状態であり、主体は表象を認識しているわけではな
い 。同じ理由で、日常的対象が表象であることもない。また、表象は、およそ妥当な判断一般
の説明に必要な道具立てであるのだから、日常的対象の認識を説明するさいにも必要とされる。
このように、『純粋理性批判』の議論には、自然主義的観念説とは別の論理にもとづく「表象」概念
が、必須の概念装置として組みこまれている。
ここで、「物自体」と「現象」の区別との関係にほぼ同義と思われる「ヌーメノン」と「フェノメン」
の区別にそくして再び触れておきたい。注目すべきは、主体が要求される感性的直観表象を原理
的に所持しえない場合になされた判断の位置づけである。「超越論的分析論」末尾の「無の表」によ
れば、そのような判断は、「思考物 ens rationis」と呼ばれる種類の無を対象としていると見なさ
れる 。

1　全、多、一という概念には、すべてを廃棄する概念、つまり、皆無が対置されるのであ
り、それだから、示すべき直観がまったく対応しないような概念の対象は、＝無である、つ
まり、対象を欠いた概念である。それはたとえばヌーメノンであり、これは可能なもののう
ちに数えられはしないが、また、そのことゆえに不可能なものとされてもならないのである
（思考物 ens rationis）。あるいは、それはたとえばある種の新しい根本力であり、これは、
なるほど矛盾なしに考えられてはいるが、しかしまた経験からの実例なしで考えられており、
かくして可能なもののうちに数えられてはならないものである。（A290f./B347）

19

20

19 例外は、自己の心的状態にかんする自己認識がなされる場面であるが、議論の混乱を避けるため、本論文
では対象認識のみを扱う。

20 「無の表」については滝沢（2016）で詳しく扱った。ただし、そこではこの論点にかんして識別能力ではなく
個体同定の能力を強調する解釈を提示した。
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主体が感性的直観表象を欠いているということは、対象への直接的な認知的アクセスの不可能性
を意味する。この場合、当然、主体がその対象についての識別能力をもつ余地もない。そのさい
には、問題の判断の対象ははじめから無であったとされるのである。
ここでヌーメノンが思考物の一例として挙げられていることに注目したい。感性的直観表象を
所持することが主体にとって可能である対象、つまり、識別が原理的に不可能ではない対象は、
フェノメノンとされる。それにたいして、ヌーメノンは、感性的直観表象を所持することが主体
にとって不可能であり、つまりは、識別が原理的に不可能なものである。そして、ヌーメノンは
無である、つまり、そのようなものを対象にとる判断の試みは最初から失敗しているのである。
こういった「ヌーメノン」と「フェノメン」の特徴づけの方式は、第２節で確認した、「物自体」と
「現象」を論弁的認識の説明という観点から特徴づける方式と親和的である。言うまでもなく、こ
こでも議論は自然主義的観念説を前提せずに進んでいる。

おわりに

本論文は、冨田のカント批判に応答するため、ロック哲学との差異が際立つようなカント像を
描くことを試みた。その基本的な戦略は、冨田の想定するカント像とは相性が悪く、統一的な解
釈を困難にするような主張を『純粋理性批判』から引きだしてみせるというものであった。しかし、
このような不整合性の指摘が、冨田のカント批判にとって不都合なものにならない可能性もある。
というのも、冨田はまさにこの不整合性の存在自体を、カント哲学に内在する歪みの表れと見な
すかもしれないからである。自然主義的観念説を前提しないカントの理解がありうるのか、ある
とすればそれはどのようなものかは、本論文が取りおとした諸論点―たとえば触発の本性や自
然科学的知識の位置づけなど―を踏まえたうえで、さらなる考察を要求する問いなのである。
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〈共同討議Ⅰ〉

拙著『カント哲学の奇妙な歪み』補遺
―〈胚芽生得説〉は所期の目的を達成したか―

冨田　恭彦　

以下ではまず、2018年日本カント協会「共同討議Ⅰ：カントの超越論的観念論は歪んでいるか」
において、滝沢正之先生が提示された、拙著『カント哲学の奇妙な歪み』 へのコメントを取り上
げ、いくつかのとりわけ重要な点について、当日私が提示した所見の要点を記す（第１節）。
また、第２節以下においては、当日私が行った提題の内容を記す。これは、『カント哲学の奇
妙な歪み』の続編である拙著『カント批判』 からその論点の一つを取り上げ、前著の論点を補完し
ようとするものである。

1　滝沢先生への応答

1）私は滝沢先生がおっしゃる「知覚のヴェール問題」との関係においてカント批判を行ったこと
はない。滝沢先生が念頭に置かれている私の議論は、主として『カント哲学の奇妙な歪み』の第1
章のそれであると思われるが、その章は、その前半部分で、「ゲッティンゲン批評」に対するカン
トの反論を手掛かりに、カント自身が自分の基本的枠組みとバークリのそれとについて、どこま
でが同じでどこが決定的に違うと言っているかを押さえることにより、カントの枠組みとバーク
リのそれとの重なりを（カント自身の言葉に即して）明らかにする。そして、さらにバークリの枠
組みとロックのそれとの重なりを検討することによって、最終的に、カントの「物自体」がロック
の「物そのもの」に、カントの「触発」がロックの「触発」に、カントの感性的「表象」がロックの感覚
的「観念」に対応することを、確認しようとするものである。つまりその章は、そうした確認の上
で、カントの「物自体」概念にいかなる問題があるかを指摘しようとするものであって、カントに
「知覚のヴェール問題」を見ようとするものではない。
2）「三項（四項）図式のあるところ、知覚のヴェール問題が生じる」とされる点について。観念説
の三項関係的枠組みを「知覚のヴェール説」（veil-of-perception doctrine ）とするのは、近代科学
においても重要な方法であり続けた仮説（・演繹）法の論理を誤解したものであり、私としてはこ
れまで何度も機会を捉えて（例えば2004年にオックスフォード大学で開催されたジョン・ロック
没後300年記念学会［John Locke Tercentenary Conference］での招待講演でも ）説明してきたと

1

2

3

4

1 冨田恭彦『カント哲学の奇妙な歪み』（岩波現代全書、2017年）。
2 冨田恭彦『カント批判』（勁草書房、2018年）。
3 Jonathan Bennett, Locke, Berkeley, Hume: Central Themes (Oxford: Oxford University Press, 1971), p. 
69 参照。

4 これについては、Yasuhiko Tomida, ‘Locke’s Representationalism without Veil’, British Journal for the
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ころである。新たな理論的存在者を仮説的に導入することによって日常われわれが「物」と思って
いるものが内的なものとしてその位置づけを変えるのは、なにも近代以降だけの話ではない。ヨ
ーロッパでは古代から行われていたそのような自然学的営みに対して、その枠組みを「知覚のヴ
ェール説」として捉える理由が改めて明示されない限り、この話は先に進みそうにない。
3）「ロックの三項図式においては、日常的対象の認識の説明にさいして、志向的な心的状態が想
定されることがない。直接的な所与である観念が、即、日常的対象であるとされるから。ロック
の三項図式に心的状態が登場するのは、理論的対象が導入され、それとの対比がなされた後のこ
とである」とされる件について。デカルトが「表現的実在性」（realitas objectiva）を「観念」の重要
な特質として論じたことは周知のことであり、ロックもそれを想起させる言葉遣いをしているこ
とは、ロック研究においては当然承知しておかなければならないことである。そのことはまさに、
デカルトやロックが、アリストテレスから、アラビアを経由して、ヨーロッパ中世において
intentioと呼ばれることになったある現象を、別の語彙によって表現しようとしたことを意味し
ている。ロックにおいて、「観念」が感覚を表す場合もありながら、彼が「として理解する」、「とし
て見る」にあたる現象を何度も「観念」という言葉を用いて説明しようとしたことを、われわれは
無視してはならない。また、「ロックの三項図式においては、日常的対象の認識の説明にさいして、
志向的な心的状態が想定されることがない」とする理由を「直接的な所与である観念が、即、日常
的対象であるとされる」ということに求めることについては、ロックは『人間知性論』の中で、わ
れわれが日常的対象をそのようなものとして捉えるときのメカニズムについて、志向的観点から
幾度も論じており、少なくともその一部がカントの時代にもよく知られていたことを、想起すべ
きである 。
4）「冨田はロック的な方向以外での三項図式の導入に懐疑的である。たとえば、バークリ流の錯
覚論法からする三項図式の導入については、『観念論の教室』などで批判がなされている」とされる
件について。バークリの「錯覚論法」の基本がロックの『人間知性論』に出てくること、そしてその
論法が古代ギリシャに淵源するものであることからして、「バークリ流の錯覚論法からする三項図
式の導入」を「ロック的な方向以外での三項図式の導入」とするのは誤解である。そこでの私の論
点は、物質を消去したバークリですら、直接知覚されるものが内的なものであることをThree 

Dialoguesで改めて論じようとするとき、外的なものの存在を議論の前提にせざるをえなかった
という点にある 。

2　ヒュームの警告に対するカントの対応

当日の私の提題内容は、以下のとおりである。
前批判期のカント哲学の方向性を大幅に変更せしめたものに、「デイヴィッド・ヒュームの警
告」がある。カントを目覚めさせたのは、原因と結果の関係の核となる三つの要素（近接、継起、

5

6

 History of Philosophy, 13 (2005), pp. 675-696 を参照されたい。
5 これについては、例えば、『カント批判』第6章後半を参照されたい。
6 Yasuhiko Tomida, ‘Locke, Berkeley, and the Logic of Idealism’, Locke Studies, 2 (2002), pp. 225-238 参照。
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必然的結合）のうち、「必然的結合」の観念に対応する「印象」（この場合には感覚 ）がどこにも見出
せないという、ヒュームの指摘であった 。カント自身の言うように、ヒュームもカントも因果
関係の重要性を疑わなかったが、ヒュームはその観念の源を、ある事象間の「恒常的接続」の経験
を基盤とする「習慣」の形成によって説明しようとした。これに対して、経験は必然性を与えない
と深く信じるカントは、必然性の起源を経験に求めることを拒否し、新たな道を歩もうとする。
すなわち、因果関係を、他の基本概念とともに、知性にある仕方でアプリオリに備わった「純粋
知性概念」として捉え、それによって、「必然性」およびそれと表裏をなす「普遍性」という性格を
確保しようとしたのである。
もしカントが言うように、ヒュームの警告がカントを目覚めさせたとすれば、カントがヒュー
ムから受けたショックの効果はあまりに大きい。それによって少なくともカントは、12個の基本
概念がわれわれの知性にアプリオリに備わっていると考えたばかりか、それらの概念の正当性を
証明する「演繹」を企て、それらを適用するための「図式」について論じ、さらにはそれらを使用す
るための「原則」を提示し証明することを、超越論的分析論で試みることになったからである。
だが、カントがヒュームに対して見せた反応は、私にはある種の過剰

4 4

反応でしかなかったよう
に思われる 。また、カントが原因と結果の関係の概念を「純粋知性概念」というアプリオリな概
念とみなしたにもかかわらず、彼の見解は、少なくとも因果関係に関する限り、結果的にはロッ
クとヒュームの知見の域を出るものではなかった 。しかも、カントが重要概念をアプリオリな
ものとしたこと自体がそもそも問題の解決になっていたかどうかについて、重大な疑義がある。
結局カントは「観念経験論者」のロックと決別することによって達成しようとした当初の目的の完
遂に成功せず、クワインの表現を用いれば 、せいぜいのところ、「固守したい」と思ったものを

7

8

9

10

11

7 ヒュームが当面の考察を「感覚の印象」に限ることについては、David Hume, A Treatise of Human 

Nature, ed. David Fate Norton and Mary J. Norton, 2 vols. (Oxford: Oxford University Press, 2007), i. 
1. 3. 2., p. 55 参照。

8 言うまでもなく、カントの「独断のまどろみ」からの覚醒については、彼が『プロレゴーメナ』で言う「ヒュ
ームの警告」によるもののほか、「二律背反」の問題によるとするカント自身の発言がある (Briefwechsel, 
1795-1803, in Kant’s gesammelte Schriften [Berlin: Georg Reimer/Walter de Gruyter, 1900-], xii. [II/3], 
Brief 820, An Christian Garve, pp. 256-258 at pp. 257-258)。

9 この過剰反応については、『カント批判』第1章を参照されたい。カントとヒュームの基本的視点の乖離か
らして、カントがヒュームの経験論的基盤を十分に踏まえていたとしたら、ヒュームからショックを受け
たというのは信じがたいことであるというのが、同書第1章の論点である。

10 これについては、『カント批判』第2章と第3章を参照されたい。『プロレゴーメナ』においてカントが提示す
る「独断のまどろみ」からの覚醒のストーリーが本当だとすれば、ヒュームが原因と結果の必然的結合を経
験の中に（「印象」として）見いだすことができないとしたことにカントは反応し、そこから彼は、超越論的
分析論の基本枠となる、基礎概念のアプリオリ化の道をとることになる。そもそも因果関係に関するヒュ
ームの見解は、ロックのそれを心像論的視点からなぞったものにすぎず、カントは基礎概念のルーツを経
験に求めたロックとヒュームに対して、そのアプリオリ化によって彼らを乗り越えたとする。だが実際に
は、カントもまた、少なくとも原因と結果の結合の概念については、その運用においてロックの言う「恒
常的変化」やヒュームの言う「恒常的接続」の経験に依拠する形をとっており、その知見が結局のところロ
ックやヒュームを超えるようなものではなかったことが確認される。

11 クワインは、二十代半ばにカルナップのもとに留学したあと、1934 年にハーバードでカルナップの『言語
の論理的構文論』（Logische Syntax der Sprache）の講義を行い（W. V. Quine, ‘Lectures on Carnap’, in



70

日本カント研究　20

強調してみせたにすぎないと思われる。以下では、特に〈カントが重要概念をアプリオリなもの
としたこと自体がそもそも問題の解決になっていたかどうか〉という問題を取り上げ、なぜそれ
が問題の解決になっていないと考えられるかを概略的に論じたいと思う 。

3　概念の偶然性と必然性

カントは『純粋理性批判』の「カテゴリーの超越論的演繹への移行」について論じた箇所で、次の
ように述べている。

すべてのアプリオリな概念の超越論的演繹は、すべての研究がそこへと向けられなければな
らない一つの原理を持つ。すなわち、アプリオリな概念は、（経験において出会われる直観
の可能性の条件であろうと、思考の可能性の条件であろうと）経験の可能性のアプリオリな
条件と認められなければならないという原理である。経験の可能性の客観的根拠を与える諸
概念は、まさにそれゆえに必然的である。しかし、そうした概念がどのような経験において
出会われるかを説明しても、それはそれらの概念の演繹ではない（それはそうした経験の具
体例を挙げているにすぎない）。というのも、その場合には、それらの概念はどのみち偶然
的なものでしかないだろうからである。認識の対象はすべて可能な経験において現れるので
あるが、アプリオリな諸概念となんらかの客観との関係は、可能な経験とのこの根源的な関
係を抜きにしてはまったく把握することができないであろう 。

ここでカントは、「アプリオリな概念」が「経験の可能性のアプリオリな条件」であることを前提と
した上で、それらは「まさにそれゆえに必然的である」と言う。ここに言う「必然的」とは、それら

12

13

 Richard Creath [ed.], Dear Carnap, Dear Van: The Quine-Carnap Correspondence and Related Work 
[Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press, 1990], pp. 45-103）、また翌年には
論文「規約による真理」（W. V. Quine, ‘Truth by Convention’, in idem, The Ways of Paradox and Other 

Essays [Revised and enlarged edn., Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976], pp. 77-106）を
発表する。その中でクワインは、「アプリオリな文」が結局のところ「より堅固に受容された文」（more 
firmly accepted sentences）（Quine, ‘Lectures on Carnap’, p. 65）もしくは「より堅固に受容された言明」
（more firmly accepted statements）（Quine, ‘Truth by Convention’, p. 102）──つまり「われわれが固守
したいと思っている文」（the sentences we want to hold fast）（W. V. Quine, ‘Two Dogmas in Retrospect’, 
Canadian Journal of Philosophy, 21, no. 3 [1991], pp. 265-274 at p. 266）──以上のものではないと論じ
る。これについては、冨田恭彦『アメリカ言語哲学入門』（ちくま学芸文庫、2007年）第6章「補論／クワイン
の遺産」第3節以下を参照されたい。また、デカルトがすべての確かさの基を「確信の堅固さ」に求め（冨田
恭彦『デカルト入門講義』［ちくま学芸文庫、2019年］pp. 276-277 参照）、ニーチェがデカルトの「我思う、
ゆえに我あり」に言及して「デカルトのやり方では、われわれはなにか絶対に確かなものに至るのではなく

4 4

、
非常に強固な信念の事実に至るにすぎない」（同書 p. 313 参照）としていることも、この件に関して留意す
る必要がある。

12 以下の議論は、主として『カント批判』第2章後半のそれに拠る。
13 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, ed. Jens Timmermann (Philosophische Bibliothek, 505; 

Hamburg: Felix Meiner, 1998), A 94/B 126-127, p. 173.
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の概念が働かずに経験が可能となることはありえないということである。もしそれらの概念が経
験から得られたとすれば、「経験は必然性を教えない」というカントの基本的見解 からして、「それ
らの概念は〔……〕偶然的なものでしかない」ことになる。つまり、経験の中でそれらの概念の適
用事例に出会うことを示す演繹（いわゆる「経験的演繹」）では、それらの概念がたまたま適用され
ていることを示すにすぎず、それらが必ず

4 4

適用されなければ経験は成立しないということを示す
ものではないと言うのである。
カントは、『純粋理性批判』第二版において、上の引用箇所に続けてさらに次のように言う。

あの有名なロック
4 4 4

は、そのような考察を欠いていたため、経験において知性の純粋概念に出
会ったことから〔経験的概念だけでなく〕それらの概念をも経験から導出したが、それにもか
かわらず、それらの概念を用いて、あらゆる経験の限界をはるかに超える認識をあえて得よ
うとするという、首尾一貫しない

4 4 4 4 4 4 4

振る舞いをした。デイヴィッド・ヒューム
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

は、これをなし
うるためにはこれらの概念は必然的にアプリオリな起源を持たなければならないことを認め
た。しかし、ヒュームは知性が、それ自体としては知性において結合されていない〔原因・
結果の〕概念を、それにもかかわらず対象において必然的に結合されたものと考えなければ
ならないということが、いかにして可能であるかをまったく説明できず、もしかしたら知性
がそこにおいて自らの対象に出会うところの経験を、実は知性自身がこれらの概念そのもの
を基に創り上げているのではあるまいかということに思い至らなかったため、やむをえず、
それらの概念を経験から（すなわち、結合が繰り返し経験されることに起因するものであり
ながら、客観的必然性と誤解されている主観的必然性、つまり、習慣

4 4

から）導出した。しか
し、彼は〔ロックとは違い〕それからあとは非常に首尾一貫した振る舞いをし、これらの概念
とそれらが惹起する原則とによって経験の限界を超えて行くのは不可能だと明言した。しか
し、ロックとヒュームが思い至った経験的

4 4 4

導出は、われわれが持っているアプリオリな学的
認識、すなわち純粋数学

4 4 4 4

と一般自然科学
4 4 4 4 4 4

の現実とは一致せず、したがって、事実によって否
定されるのである 。

カントはここで「アプリオリな学的認識」と言われているもの─すなわち「アプリオリな総合
判断」─の実例が、「純粋数学」と「一般自然科学」の中にあると信じて疑わなかった。こうした
認識は、必然性─必ずそうでなければならないという性格─を持たなければならないと、カ
ントは深く信じていた。そうしたアプリオリな総合判断の可能性の根拠として彼が挙げたのが、
空間・時間という純粋な直観形式であり、また、原因と結果の関係を含む12個の純粋知性概念で
あった。
カントはそれらの重要概念をアプリオリなものとすることによって、それらを基にして得られ
る認識の必然性を確保しようとした。先述のように、カントの考えでは、例えば原因と結果の関
係についての概念が経験から得られたとするのであれば、その関係はたまたまこれまでそのよう
なものとして知られたにすぎないという「偶然性」しか持たず、求める「必然性」は確保されない。

14

15

14 これについては、『カント批判』pp. 41-43 を参照されたい。
15 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 127-128, pp. 173-174.
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そのためカントは、そうした重要概念をみなアプリオリにわれわれの心に備わるものとして捉え
るべきだとした。こうした理由から、カントは、当該重要概念を経験から獲得されるとするロッ
クを厳しく論難し、他方それに関する重要な問題を提起したにもかかわらず、結局経験に基づく
「習慣」によって因果関係を説明しようとしたとして、ヒュームをも論難する。そして、重要概念
の起源を経験に求めない（つまりアプリオリに心に備わっている）とする点で特異な地歩を占める
ものとして、自らの見解を評価するのである。
上の引用箇所に見られるように、カントはロックについて、「経験において知性の純粋概念に
出会ったことから、それらの概念をも経験から導出した」と言う。「経験において知性の純粋概念
に出会った」というのは、カントとしては、経験において知性の純粋概念、例えば原因の概念の
適用事例を見出したということである。そこでロックは「それらの概念をも経験から導出した」が、
それはカントとしては許すべからざることであった。「経験において知性の純粋概念に出会った」
からといって、それらの概念の起源が経験にあるわけではなく、それらはまさにわれわれの心の
中に最初からある仕方で備わっていたのだとカントは言いたいのである（繰り返すが、経験から
得られたにすぎない概念［観念］では必然性を言うことはできないというのが、カントの前提だっ
たからである）。だが、事態はカントが言うほど単純ではない。

4　「機会」・「胚芽」・「素質」

問題を明らかにするため、カントが使用する「機会」（Gelegenheit）という言葉に注意を向けよ
う。
『純粋理性批判』におけるカントの「機会」の用例に、次のようなものがある。

われわれは、もろもろの純粋概念を追って人間知性の中にあるその最初の胚芽（Keim）と素
質（Anlage）へと至るであろう。それらはその胚芽と素質の中で準備されており、ついには
経験を機会として徐々に発現し、当の知性によってそれらに付着する経験的諸条件から解き
放たれ、そのあるがままをさらけ出すことになる 。

ここでカントが言う「純粋概念」は、空間や時間という純粋直観も含んでいるが、さしあたり純粋
知性概念に話を限定するなら、カントはそれらは経験から得られたものではなく、それらの胚芽
ないし素質が人間の知性の中にあらかじめ備わっており、それらは「経験を機会として徐々に発
現」すると言う。
では、その胚芽的（もしくは素質的）にあるものが経験を機会として発現するとはどのようなこ
とか。別の箇所で、カントはさらに次のように言う。

しかしながら、あらゆる認識についてそうなのだが、これらの概念〔空間・時間の概念と、
純粋知性概念〕についても、われわれは、それらの可能性の原理ではないものの、それらの

16

16 Ibid., A 66/B 91, p. 143.
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産出の機会因（Gelegenheitsursache）を、経験の中に探し求めることができる。その場合、
感官の印象が最初のきっかけとなって、これらの概念に関して全認識力が発動し、経験が成
立する。経験は、きわめて異質な二つの要素を含む。感官が与える認識の素材

4 4

〔質料
4 4

〕と、純
粋な直観の働きと純粋な思考の働きという内的源泉が与える、素材を秩序づけるなんらかの
形式
4 4

〔形相
4 4

〕である。純粋な直観の働きと純粋な思考の働きは、前者〔感官が与える認識の素
材〕を機会として、はじめて活動を開始し、概念を生み出す。われわれの認識力が最初に行
う、個々の知覚から一般概念へと登っていく努力をそのように探ることは、間違いなく大い
に役立つことであり、われわれは、それへの道をはじめて開いたあの有名なロック

4 4 4

に感謝し
なければならない。しかし、アプリオリな純粋概念の演繹は、そうしたやり方ではけっして
成就しない。というのも、純粋概念の演繹

4 4

は、まったくのところ、この道には存しないから
である 。

ここでもまた、空間・時間という純粋直観とともに、12個の純粋知性概念が問題になっている。
カントは、「感官の印象が最初のきっかけとなって、これらの概念に関して全認識力が発動」する
とし、また、「純粋な直観の働きと純粋な思考の働きは、前者〔感官が与える認識の素材〕を機会と
して、はじめて活動を開始し、概念を生み出す」と言う。「感官の印象」すなわち「感官が与える認
識の素材

4 4

」とは、いわゆる「感覚」のことである。つまり、話を当面の話題である純粋知性概念に
限定すれば、感覚が与えられることによって、「純粋な思考」が働き、純粋知性概念を「生み出す」
というのである。こうして、カントによれば、物自体がわれわれの心ないし感官を触発すること
によって、感覚という認識の素材が与えられるとともに、それによって胚芽ないし素質として知
性の中に準備されていた純粋知性概念が発現し、そのあるがままを示すことになる。

5　カントの反生得説

おもしろいことに、カントは、このような「胚芽生得説」ないし「素質生得説」を表明するにもか
かわらず、ロック同様、生得観念説（カントの場合には生得表象説）を否定する。
ロックは、心に原理ないし観念があらかじめ備わっていながら、人がそれに気づかないでいる
という見解を容認しなかった 。これは、ロックの反生得説を構成する重要な要素の一つであっ
た。ところが、カントもまた、ロックのこうした見解に同意していた。そのことは、晩年の『実
用的見地における人間学』（1798年）の次の言葉がこれを明確に示している。

もろもろの表象を持つこと
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

と、にもかかわらずそれらを意識しないこと
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

との間には、矛盾が
あるように思われる。というのも、もしわれわれがそれらを意識しないのであれば、自分が
それらを持っていることを、どうしてわれわれは知ることができるのか。こうした異議申し
立ては、すでにロック

4 4 4

が行っている。それゆえ彼はまた、そのような〔われわれが意識する

17

18

17 Ibid., A 86/B 118-119, pp. 166-167.
18 これについては、冨田恭彦『ロック入門講義』（ちくま学芸文庫、2017年）第3章を参照されたい。
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ことなく持っているような〕種類の表象が存在することを否認した 。

文言の趣旨は、明らかであろう。カントは、このロック説を受け入れていたことから、純粋知性
概念が知性にそのままの形であらかじめ存在すると主張すれば、ロックの生得説批判を正面から
浴びることになると思っていたに違いない。そこで、「胚芽」や「素質」といった言葉を使い、当初
知性に備わっているのは純粋知性概念そのものではなくその「胚芽」や「素質」でしかないとし、こ
れによって、当該概念のアプリオリ性を主張しながら、同時にロックの批判を免れようとしたと
考えられる。
ロックの批判を回避しようとするこの方向性は、1790年の『純粋理性の新たな批判がすべて古
い批判によって無用となるという発見について』において、いっそう明確に説かれる。カントは
次のように言う。

『批判』は、天賦の表象
4 4

（anerschaffene Vorstellungen）や生得表象
4 4

（angeborne Vorstellun-
gen）をけっして認めない。『批判』は、あらゆる表象を、それらが直観に属するものであろ
うと知性概念に属するものであろうと、すべて獲得されたもの

4 4 4 4 4 4 4

（erworben）とみなす。しか
しまた、（自然法の学者が言うような）原始取得（ursprüngliche Erwerbung）というものがあ
り、したがってまた、以前にはまだまったく存在せず、それゆえこの〔取得〕行為以前にはい
かなるものにも属することのなかったものを取得するということがある。『批判』が主張する
ように、そうしたものとしては、まず

4 4

空間と時間における物の形式があり、第二に
4 4 4

、概念に
おける多様なものの総合的統一がある 。

『純粋理性批判』において「胚芽」や「素質」という言い方で暗示されていたものが、ここでは実に明
確に表明されている。彼は言う、「あらゆる表象を〔……〕すべて獲得されたもの

4 4 4 4 4 4 4

とみなす」と。し
かし、これだけではまるで生得観念否定説そのものである。そこでカントは、「原始取得」という
法的概念を持ち出し、自説が単なるロック的生得観念否定説ではないことを示唆する。つまり、
以前にはまったく存在しなかったものが、われわれの心の働きによって（第4節の二つ目の引用箇
所の言い方では、「全認識力が発動」することによって）存在するようになるというのである。だが、
それでもなお、その限りにおいては、彼の説は、われわれの心のさまざまな働きを介して「経
験」から諸種の基本観念が得られるとするロック説と変わらないことになりかねない。そこでカ
ントは、自説がロック的観念経験論と同一視されることのないよう、上の引用箇所に続けて次の
ように言う。

というのも、われわれの認識能力は両者〔空間と時間における物の形式と、概念における多
様なものの総合的統一〕のいずれをも、対象自体そのものにおいて与えられたものとして客
観から取ってくるのではなく、それらを自身そのものからアプリオリに実現するからである。

19

20

19 Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, in Kant’s gesammelte Schriften, vii. p. 135.
20 Immanuel Kant, Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine 

ältere entbehrlich gemacht werden soll, in Kant’s gesammelte Schriften, viii. p. 221.
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しかし、上の諸表象が他のようにでなくそのようなものとして生じ、その上いまだ与えられ
ていない客観に適用されることを可能にするそのための基礎（Grund）は、主観の中になけれ
ばならず、この基礎は少なくとも生得的

4 4 4

（angeboren）である 。

『純粋理性批判』の「胚芽」や「素質」という言葉に代えて、ここでは「基礎」という言葉が用いられて
いる。空間や時間といった形式、それに「総合的統一」の仕方としての純粋知性概念をそのような
ものとして生じさせる「基礎」は、「生得的

4 4 4

である」と言う。趣旨は、「胚芽」や「素質」を用いた説明と
同じである。それらのもとになるものは、経験から得られたのではなく、生得的であると主張し
ているのである 。

6　ロックとの比較

「感官の印象」が「機会」となってアプリオリな諸概念が「生み出される」というカントのこの見解
は、『純粋理性批判』の執筆において彼がしばしば念頭に置いていたロックの見解の具体的記述と
比較するとき、ある興味深い事柄をわれわれに示す。周知のように、ロックは『人間知性論』第一
巻において、生得原理と生得観念を徹底的に否定し、それを承けて、第二巻のはじめのところで、
われわれの心を「白紙」に喩えた 。ロックのこの見解と、知識の構成要素をなす観念の起源を一
言で「経験から」 と言う彼のいわゆる「観念経験論」とを念頭に置く限り、心ははじめは観念や原
理をまったく持たないとするロックの考えと、心（知性）にははじめから純粋知性概念が胚芽ない
し素質として備わっているとするカントの考えは、決定的に異なっているように見える。ところ
が、ロックの場合、心に原理と観念が生まれながらに備わっていることは否定されるものの、し
ばしば指摘されているように、与えられた観念に対してさまざまな心の働き（作用）が行使される
ことがはじめから認められており、その点で、彼の見解は、なんらかのきっかけ（「機会」ないし
「機会原因」）が与えられれば「全認識力が発動」するというカントの見方と異なるところはない。
しかも、そればかりか、実際のロックの議論においては、心（知性）は単に経験からなにかを受け
取るのみという捉え方にはなっていないことに、われわれは気づくのである。
しかし、この件についてはこれまでさまざまな機会に論じてきたので 、ここではそれについ
ては立ち入らず、結論に向かうことにする。

21

22

23

24

25

21 Ibid., pp. 221-222.
22 カントが『純粋理性批判』において使用した「胚芽」と「素質」、そして、ここに出てくる「基礎」の使用文脈を
十全に押さえるためには、Immanuel Kant, ‘Von den verschiedenen Racen der Menschen’, in Kant’s 

gesammelte Schriften, ii. pp. 434-435 に見られるような、カントの生物学的（発生学的）視点を表明するカ
ント自身の別の書き物をもあわせて参照する必要がある。これについては、『カント批判』pp. 72-74 を参
照されたい。

23 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ed. Peter H. Nidditch (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1975), II. i. 2, p. 104.

24 Ibid.
25 Yasuhiko Tomida, Locke, Berkeley, Kant: From a Naturalistic Point of View (2nd edn., revised and en-

larged, Hildesheim, Zürich, and New York: Georg Olms, 2015), chs. 2-5 参照。
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7　人類学主義以上のものになりえているか？

問題は、純粋知性概念のカント的生得化（アプリオリ化）がなぜ所期の目的を果たさないと考え
られるかである。
それは、彼の「胚芽生得説」ないし「素質生得説」が、われわれ人間の場合には、ある〈ものの捉
え方〉のもとが生まれつき備わっているということを、主張するにすぎないからである。この主
張は、例えば神が物事の必然的な捉え方として人間に授けた等の、別の周到な主張がその支えと
ならなければ、単にわれわれ人間の場合にはそういう事実があるということ、つまり、ある種の
事実確認を言い立てるものでしかない。もしそれが本当に事実であるとしても、その事実を経験
によって知るのであれば、経験は必然性を教えないというカント的原則による限り、それはカン
トの役には立たない。われわれはある〈ものの捉え方〉（例えば、原因・結果の必然的関係におい
てものごとを捉えるという捉え方）をする生物種であると言い立てても、それはある生物種に関
する事実を述べようとしたまでで、それが本当に事実であるとしても、カントの先の原則からす
れば、その関係が必然的なものであることを示すことになるわけではない。われわれ人間にはそ
れがアプリオリなものであっても、別の生物種はそれとは別のアプリオリなものを持っているか
もしれないからである 。
このいわゆる「人類学主義」（Anthropologismus）の問題は、かつてフッサールが（カントを批判
の対象としたわけではないものの）『論理学研究』第一巻で論じたことがあり 、ここで立ち入るこ
とはしない。が、それはともかく、カントが行う概念の生得化は、なんらかの更なる方途によっ
て当該概念の必然的（普遍的）性格が保証されない限り、単なる人類学主義的主張と見られるにす
ぎず、そのためカントの当初の目的を果たさないことになる。しかし、これが人類学主義ではな
いことを、カントはいかなる立論によって明らかにするだろうか。たかだか、「アプリオリな認

26

27

26 発生学に対するカントの関心、および、「胚芽」や「素質」という『純粋理性批判』の語彙とその発生学への関
心との密接な関係については、すでにいくつかの重要な研究がある。ここでは特に次のものを挙げておく。
Phillip R. Sloan, ‘Preforming the Categories: Eighteenth-Century Generation Theory and the Biologi-
cal Roots of Kant’s A Priori’, Journal of the History of Philosophy, 40, no. 2 (2002), pp. 229-253. カント
が純粋知性概念（カテゴリー）の起源をこうした観点から捉えていたことが明らかになればなるほど、理由
はともあれ結論としては、ツェラーの言うように、「あらゆる知識のアプリオリな要素を人間本性の構造
の疑似アプリオリなファクターへと貶める」（Günter Zöller, ‘Kant on the Generation of Metaphysical 
Knowledge’, in Hariolf Oberer and Gerhard Seel [eds.], Kant: Analysen-Probleme-Kritik [Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 1988], p. 79）ことになることを、私は認めざるをえないと思う。そのことは
また、カントの形而上学的知見が実は自然科学ベースのものであり、その意味で彼の『純粋理性批判』の試
みが基本的にフッサールやクワインが言う意味での「自然主義」的色彩を帯びたものであったことを証拠立
てるものとなる。カントの「胚芽」や「素質」の用法については、また、Clark Zumbach, The Transcendent 

Science: Kant’s Conception of Biological Methodology (Nijhoff International Philosophy Series, 15; The 
Hague, Boston, and Lancaster: Martinus Nijhoff, 1984), p. 102; Robert Bernasconi, ‘The Place of Race 
in Kant’s Physical Geography and in the Writings of the 1790s’, in Pablo Muchnik (ed.), Rethinking 

Kant: Volume 2 (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010), pp. 280 ff. を参照された
い。

27 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, 2. Band, 1. Teil, ed. Ursula Panzer (Husserliana, xix/1;
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拙著『カント哲学の奇妙な歪み』補遺

識」の存在とそれを論じるための「超越論的視点」の妥当性を独断的に主張するだけではないかと、
私には思われる。

『純粋理性批判』のカントの議論については、まだまだ多くの謎が残されている。それらの一部
については、『カント哲学の奇妙な歪み』の続編の『カント批判』の諸章をあわせてご参照いただけ
れば幸いである。

 The Hague, Boston, and Lancaster: Martinus Nijhoff, 1984), pp. 124 ff. 参照。





79

〈共同討議Ⅱ概要報告〉

カントと神学

手代木　陽

「信仰に場所を開けるために知を廃棄しなければならなかった」カントにとって、神学が大きな
意味を持つことは言うまでもないことである。この共同討議ではカントと神学を巡る主要な二つ
の問題について提題していただいた。神学がご専門で、プロイセン政府の宗教政策がカント晩年
の宗教的著述群にどのような影響をあたえたかについて研究され、『カントにおける神学と哲学
―プロイセン反啓蒙政府とカントの自由を巡る闘い』と題するご高著にまとめられた髙田太氏に
は、カントと神学との関係を宗教的著述群における批判哲学のスタンスの継続性という視点から
提題していただいた。髙田氏によれば、カントの批判哲学はたんに「すべてを破壊すること」を目
指すのではなく、一方の反宗教的で過激な啓蒙主義や自由主義と、他方の迷信や狂信といった宗
教的蒙昧主義という二つの方向での逸脱から真理を救い出す試みでもある。双方の「真ん中の道」
を見出すことが批判哲学のスタンスであり、それは晩年の宗教的著述群においても貫かれている
のである。また敬虔主義神学とりわけシュペーナー神学のカント哲学への影響について研究され、
『カントと敬虔主義―カント哲学とシュペーナー神学の比較』と題するご高著にまとめられた山下
和也氏には、敬虔主義とカントの批判哲学には共通項が存在するという視点から提題していただ
いた。山下氏によれば、『敬虔ナル願望』に著されたシュペーナーの敬虔主義の本質は、徹底した
聖書主義、形而上学的神学の排除、神学知に対する隣人愛の社会的実践の優位、神への信頼に基
づく未来への楽観主義、聖職者と一般信者の宗教的平等、偽信につながる教会形式主義への批判
にある。そこにはカントが批判した神秘的な要素や超自然主義はなく、それはむしろ後年フラン
ケらによって付加された要素である。本来の敬虔主義は『たんなる理性の限界内における宗教』で
の再生論や、『実践理性批判』での隣人愛の実践的義務、『永遠平和のために』での「先慮」（Vorse-
hung）による永遠平和の到来の保証などによって、カントの哲学に直接継承されているのである。
日本ではあまり取り上げられることのない当時のプロイセンの宗教事情や敬虔主義運動の歴史に
おいて、カントの批判哲学がどのように位置づけられるかを明らかにし、その新たな一面に照射
することができたと思う。
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〈共同討議Ⅱ〉

カント宗教的著述群における批判哲学のスタンスについて

髙田　太　

1. はじめに

1790年の『判断力批判』出版以降、カントは立て続けに宗教に関連する論考を発表している。
1791年の「神義論におけるあらゆる哲学的試みの失敗」、1792年の「人間本性における根元悪につ
いて」、1793年の『単なる理性の限界内の宗教』、1794年の「万物の終わり」、そして執筆時期と内
容を勘案すれば「諸学部の争い」（これは1798年に出版された『諸学部の争い』の第一部となる）がそ
れである。カント晩年のこれらの取り組みをして「宗教的著述群」と称することができる。筆者の
課題は、この「宗教的著述群」において「批判哲学のスタンス」が継続されているかどうかを明らか
にすることである。
しかし、なぜそもそもそのようなことを問わなければならないのだろうか。ある一人の人物の、
とりわけ既に基礎を積み上げ、そこから展開する理論についていくつもの書を著し、いまや晩年
を迎えた人物の基本的なスタンスが、10年やそこらで大幅に転換することなど、通常は考えにく
い（当人がその転換を宣言しているのならば話は別であろうが）。そこでひとまず、「批判哲学の
スタンス」が1781年の『純粋理性批判』第一版から、1790年の『判断力批判』までのおよそ10年間に
継続していると考えることが許されるならば 、その翌年から始まる宗教的著述群の執筆に際し
ても、その基本的なスタンス、考え方は継続していると考えるのが自然である。
それにもかかわらず、カント研究史のいくらかの局面において、しばしばその継続性が問題と
なってきた 。カントの死後200年以上の間に、何度もこれが問われてきたのはなぜであるのか、

1

2

凡例

本論文中カントの著作からの引用、参照に関しては、著作名、アカデミー版全集の巻数、ページ数を引用文の
後の丸括弧（ ） 内に記す。引用文中の角括弧［ ］は筆者による補足である。また書簡からの引用に際しては、当
該書簡を収録するアカデミー版全集の巻数、書簡の日付、宛名、アカデミー版全集第10巻、11巻、12巻におい
て付された書簡番号を記す。なお、以下のものに関しては著作名を略記号で示す。
　Kritik der reinen Vernunft (1.Aufl.), IV→A
　Kritik der reinen Vernunft (2.Aufl.), III→B
　Kritik der praktischen Vernunft, V→KdpV
　Kritik der Urteilskraft, V→KdU
　Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, VI→Rel.
　Der Streit der Fakultäten, VII→SdF
1 氷見が指摘する通り、こうした想定には様々な問題が指摘されもするだろう。例えば、氷見潔、「カント

の宗教哲学思想」、『カント全集別巻カント哲学案内』、岩波書店、339 ～ 356 頁に所収、344頁参照。
2 同時代人ゲーテは『単なる理性の限界内の宗教』を読み、その印象についてヘルダー夫妻に宛てた手紙にお
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むしろこちらの方が興味を持って問われるべきではないかと思われる。なぜ人は、批判哲学のス
タンスが、カント晩年の宗教的諸著述において貫かれていると考えてこなかったのか。あるいは、
仮にカントの著述や理論において、そのスタンスの継続性を疑わせるような不整合が見出された
として、これを単に不整合として捉えるのではなくて、むしろそれをも包み込むより包括的な
「批判哲学のスタンス」、あるいはそうした地平について考えてこなかったのはなぜであるのか。

2. 批判書と宗教的著述群との接続の問題

その原因が事柄それ自体の側にあることは確かである。これを挙げれば次のとおりである。①
プロイセン政府が反啓蒙の方向に転じたこと（宗教勅令の発布）、②カントが当該政府との関係で
検閲問題に巻きこまれ、最終的に宗教的著述を自ら断念したこと、③カント自身が著述でそうし
た背景に言及していること、④カントが『単なる理性の限界内の宗教』を自らの純粋哲学の三つ目
の問い（わたしは何を希望してよいか）に関わるものだと述べていること（vgl., Briefwechsel, XI, 
4.5.1793, an Stäudlin, Brief 574）。これらに加えて、宗教やキリスト教について表だって論じる
ことについて、明らかにカント自身のスタンスが変化しており、カント自身もそのような意識で
著述を進めているのだから、⑤カント自身の宗教的著述についてのスタンスが変化しているとい
うこと。
これらが重なりあって継続性に関する複雑な問いが現れてくる。中でも④は批判哲学のスタン
スの継続を示唆し、⑤はそれ自体ある種のスタンスの変化を示すのだから、なお複雑である。
そこで拙著『カントにおける神学と哲学─プロイセン反啓蒙政府とカントの自由を巡る闘い』
においては、この最後のカント自身の著述のスタンスの変化について、1783年の合理神学講義の

 いて次のように述べている。「しかしカントもまたその哲学のマントを、様々な汚れに満ちた偏見から浄
化することに長い人生を費やしたその後で、なんたることかキリスト者達がその［マントの］裾に口づけす
るよう誘き寄せようとして、恥ずべきことに［そのマントを］根元悪という汚点によって汚してしまったの
である」（Johann Wolfgang von Goethe, an das Ehepaar Johann Gottfried Herder, 7. Juni 1793）。繰り
返し引用されてきたこのゲーテの言明は、批判哲学のスタンスが『単なる理性の限界内の宗教』において継
続されているかどうかを問うための枠組みとして機能してきた。第一に、同書の根元悪の論述、すなわち
その第一編が『実践理性批判』の自由論との関係で注目を集め、第二にそこに、カントのキリスト教に対す
る歩み寄り（へつらい、あるいは妥協）が看取され、第三にそれらが批判哲学のスタンスの不継続だと見な
されたという点で、そのように言うことができるだろう。

3 この講義の記録は、アカデミー版全集第28巻第二巻第二分冊に収録されている以下のものである。「ペー
リッツによる哲学的宗教論」、「バウムバッハによるフォルクマン自然的神学」、「バウムバッハによるダン
ツィヒの合理神学」。なお、カントのすべての講義録において、神学を単独で扱い、尚かつ完結した講義
録はこの三つだけである。それぞれの講義録の元になった講義がいつなされたものであるかを推定するの
は困難であるが、編者レーマンの解説と、このうちの第一のものを『カントの哲学的宗教論』として翻訳出
版した近藤の解説に従い、これらが1783年の冬学期の同じ講義に由来するものと推定したい。Vgl., Ger-
hard Lehmann, Einleitung, in: Immanuel Kant, Kants Gesammelte Schriften, Bd.XXVIII, Die Deut-
sche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Hg.), Walter de Gruyter, Berlin 1972, S.1338-1372, 
S.1360ff.. 近藤功、「解説」、カール・ペーリツ編、『カントの哲学的宗教論』、近藤功訳、朝日出版社、
1986年、213 ～ 242頁、223頁以下参照。
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構成を確認することから検討を開始した 。そこでカントはキリスト教の事柄や聖書の事柄につ
いて、また啓示神学としての聖書神学の事柄について、哲学の限界外のものとしてこれに一切立
ち入ることはしてはいなかった（vgl., Philosophische Religionslehre nach Pölitz, XXVIII, 
S.999, u. Natürliche Theologie Volckmann nach Baumbach, XXVIII, S.1139, u. Danziger Rati-
onaltheologie nach Baumbach, XXVIII, S.1240）。ところがそうした宗教的著述についてのカン
トのスタンスは、そこからおよそ10年を経て変化した。実際にそうした著述が為されたというそ
のことが、その変化を表している。ところで、この10年は批判哲学の展開と完成の期間でもある。
そうだとすれば、④との関連で、前記のスタンスの変化は、批判哲学の果実であると、あるいは
批判哲学の完成を経てこそ、そのような変化が起こったのだと考えることもできる。
拙著においては、1783年のものと推定される合理神学講義において、道徳神学の講述に神義論
の講述が続き、その枠内で悪の問題が取り扱われるという構成に着目し、この順序が『判断力批
判』における道徳神学の叙述から、「神義論

4 4 4

のあらゆる哲学的試みの失敗［傍点は筆者による］」を
経て「人間本性における根元悪

4 4 4

について［傍点は筆者による］に至るそれと合致していることを確
認して、カントの宗教的著述が為されたことの必然性、ならびにその順序の必然性を明らかにし
た 。それらは既に合理神学講義において、すなわち哲学の限界内で扱われていた主題であった。
しかしカントはそこを更に越えて、『単なる理性の限界内の宗教』第二編以降のキリスト論や教会
論の叙述へと踏み出して行く。かつては自らが定めた哲学の境界線のそうした踏み越えは 、し
かし、批判哲学の完成を経て為される道徳神学の位置づけの変化に由来するものである。つまり、
かつては道徳神学を含む合理神学には、経験神学としての啓示神学が対置されており、カントは
ここに哲学の境界線があると認めていた。しかし、『判断力批判』の最後の節「実践的信仰による
信憑の種類について」や、「神義論のあらゆる哲学的試みの失敗」における確証的神義論の叙述を
経て、（確認できる限り）1792年以降の形而上学講義内部での神学講述に際して、カントはいつも
講義の同じ位置で為している神学の体系区分を変更している。すなわち、啓示神学への言及をそ
もそも排し、実践理性に基づく従来の道徳神学を、その同じ位置で「信仰の神学」 と称するので
ある。このようなカントの神学講述のスタイルの変化が、批判哲学のスタンスを示すと思われる
一句に従って、すなわち「信じること

4 4 4 4 4

に場を開けるために、知ること
4 4 4 4

を廃棄する」（BXXX）ことで
為されているのだとしたら、これはまさに批判哲学の成果であると考えることができるはずである。
ところで、⑤の変化が起こったこの10年の間に、プロイセンにおいては汎神論論争があり、秘
密結社やメスマー主義の流行があり、迷信や狂信、似非科学や陰謀論、これらについての好奇心
と、これらを打破せんとする啓蒙主義とが論壇を賑やかしてもいた。アメリカ独立革命も、フラ
ンス革命もまたこの10年のことであり、これらがまたプロイセン政府にも影響を及ぼし、①の問
題が生じている 。

3

4

5

6

7

4 髙田太、『カントにおける哲学と神学──プロイセン反啓蒙政府とカントの自由を巡る闘い』、晃洋書房、
2016年、第一章、21 ～ 55頁参照。

5 この踏み越えについては、vgl., Vorredeentwurfe zur Religionsphilosophie, XX, S.440.
6 Vgl., Metaphysik Dohna, XXVIII, S.691. なおこの「ドーナ形而上学」は扉に1792年冬学期の講義のものだ
と記されている。Vgl., Kants Gesammelte Schriften, Bd.XXVIII, Die Deutsche Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin (Hg.), Walter de Gruyter, Berlin 1972, S.613.

7 合理神学講義の1783年は『ベルリン月報』創刊の年である。そこから10年を経て、検閲問題に巻きこまれて
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そうした中で、カント自身は、汎神論論争の最中に、1785年の「思考において方位を定めると
はいかなることか」において、狂乱する論壇に警鐘を鳴らし、野放図な言論の自由の行使が政府
による言論統制を招くことを予言していた（vgl., Sich im Denken orientieren, VIII, S.144ff.）。
そして「狂信」、「迷信」、「不信仰」、「自由精神」を太字で強調しつつ批判の対象としたのであった
（これらに対抗するのが理性信仰である）。1787年の『純粋理性批判』第二版序文にも、同様の問題
意識をみることができる。「そこで、唯物論

4 4 4

、宿命論
4 4 4

、無神論
4 4 4

、自由精神の不信仰
4 4 4

、狂信
4 4

や迷信
4 4

のような、一般に有害でありうるものにせよ、観念論
4 4 4

や懐疑主義
4 4 4 4

など、諸学派にとってより危険
であり、公衆の内に入り込む可能性の乏しいものにしても、批判によってのみ、その根が断ち切
られることができるのである」（BXXXIV）。
そこで仮に、批判哲学のスタンスというものを、前記の通り「信仰の神学」（あるいは理性信仰
や理性宗教）を示すことで、迷信や狂信の根を断ち切るというところに確認することが許される
のだとしたら、そのようなカントのスタンスの萌芽が、既に1766年の『視霊者の夢』に先取り的に
現れているとみることもできるだろう。『単なる理性の限界内の宗教』も、四編それぞれの末尾に
付された「一般的注解」において、狂信、迷信、召命や贖罪並びに選びの神秘、そして魔術を退け
ている。
カントの批判哲学は、単に批判によって「すべてを破壊すること」を目指すものではなくて、ハ
ーバーマスが指摘する通り、批判に耐える真理を二つの方向での逸脱から救い出す試みでもあっ
た 。カントの眼前には、一方に過激な自由思想や啓蒙主義、ネオロギーが、他方に、国家権力
や国教会の正当信仰主義 Orthodoxismus、宗教的蒙昧主義、敬虔主義、場合によっては秘儀的
秘密結社のようなものがあった。双方の「真ん中の道を見出すこと」、これが弁証論の手法にも現
れているとおり、批判哲学のスタンスである。こうしたスタンスというべきものは、例えばフィ
ヒテの検閲を巡る手紙のやり取りにおいて、フィヒテに対して独断論的信仰と道徳的信仰の「真
ん中の道 Mittelweg」を示したところにも現れている（Briefwechsel, XI, 2.2.1792, an Fichte, 
Brief 504）。そしてまた、②と③の問題に関して、反啓蒙的政府との関係で、自らの著述を公表
するに当たって型どおりの検閲を求め、検閲局と衝突し、それでもなお合法的に著述を公表し、
最後には王からの奉書を受けて自ら宗教的著述を断念するという、法治国家の理念とその法に従
い抜いたその歩みもまた、こうしたスタンスに基づくものであると言える。カントは一方で法に
従いつつ、その枠内で可能なすべての手段を用いて、国家の矛盾を明らかにして、「真の啓蒙」に
従事しようとしたのである 。

8

9

 いる最中の1793年に、カントは同誌に「理論と実践」を発表する。そして、これを受けて同誌の編集者ビー
スターはその10年を「甘やかされた10年」であったとの反省を述べるに至る。曰く、「われわれの甘やかさ
れた10年は、当局、臣民、元首、服従といった言葉を、神経発作なくしては聞くことができなかった」
（E.v.K., Ueber die Besoldung der Geistlichkeit vom Volke, In: Berlinische Monatschrift, 1783-1811, 
1793, S.469-485, S.476.）。この10年は、『純粋理性批判』第一版の発表から、批判哲学の完成に至るまでの
およそ10年とは少しずれはするが、それでも時代の状況、論壇の状況についての一つの証言としてこれを
聞くことはできよう。

8 Vgl., Jürgen Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Mein 
2005, S.218.

9 1793年、検閲問題の傍らで著された「理論と実践」はまさにこうした問題を扱うものである。なお、「真の
啓蒙」については、vgl., Rel., VI, S.57, S.123 in Fußnote, S.179, S.181.
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3. カントのキリスト教理解

カント「批判哲学のスタンス」をこうしたところに捉えることが許されるならば、この共同討議
の枠組みの中で問題になってくるだろうは、カント自らがその中で生きた敬虔主義に対して、彼
がその批判哲学のスタンスにおいてどのように向き合ったのかという点である。敬虔主義は単な
る思想ではない。宗教がそのエネルギーを得るのは通例、特殊な宗教実践からである。それは同
時に社会的行為であり、ある種の結社活動やサロン的活動としてもその命脈を育んだ。こうした
ことは、敬虔主義においては「教会内教会 ecclesiolae in ecclesia」と呼ばれるような活動として、
家庭集会としても営まれてきたし、その精神と宗教実践とは学校教育においても力を発揮した。
さてここで問題は、時に迷信や狂信がこうした宗教に大きなエネルギーを与えるということで
ある。そのエネルギーは様々な仕方で、様々なところで発露する。プロイセンの宮廷において起
こったのはこれであった。プロイセン政府の中枢にまで入り込み、反啓蒙政策を導いていた秘儀
的秘密結社黄金薔薇十字は、その創始者に敬虔主義のアルント（Johann Arndt, 1555-1621）やア
ンドレーエ（Johann Varentin Andreae, 1586-1654）を据えていた 。啓蒙を敵視していたヴェル
ナーは黄金薔薇十字に王を導き、その秘儀的集会において幻灯に魅せられ、また夢遊病の少女の
託宣に神の声を聞いたその王は、プロイセン全土に「真のキリスト教」を、「旧来のイエスの宗教」
を取り戻すことを自らの目的とした。同じく黄金薔薇十字に連なり、これを通じて王への影響力
を獲得した、ブレスラウのヘルメス（Daniel Hermann Hermes, 1734-1807）やヒルマー（Gottlob 
Friedrich Hillmer, 1756-1835）もまた、敬虔主義の路線上にいた（彼らは『単なる理性の限界内の
宗教』第二論文の検閲問題における検閲官として登場する）。教会を巡る反啓蒙政府の政策は、大
きくは敬虔主義の枠内で動機づけられていた 。そのような反啓蒙政府の宗教政策は、聖職者に
対する旧来の信条書の拘束性を確認することであり、他方でこれにあからさまに反するような言
論を検閲によって抑え込むことであった。
「われわれの時代は、真の批判の時代である。すべてがこれに服さねばならない」（AXI）として
批判哲学を開始したカントは、宗教から迷信や狂信が根絶されることを望んでいた。キリスト教
が政府宗務省の監督下で国教として機能しており 、読み書きの次元からの教育の手段でもあっ
たその時代、それがそれとして社会の中で公共的に担うべき機能というものもあるからである。
しかしそうだからといって、宗教のそうした公共的機能を強化することで国民を統制しようとし
て、国民や聖職者に、宗教の規範的押しつけや、良心の確信を伴わない告白を強制すること、確
信なき服従を強いることは、それが仮に「よく考えられた意図」（SdF, VII, S.5）であり「キリスト
教を本当によくするもの」（Das Ende aller Dinge, VIII, S.338）であったとしても、そしてまた、
たとえそれが国家の教会に過激な批判を向けて、信条書の拘束性や聖書の権威を根こそぎにする

10

11

12

10 田村一郎、『一八世紀ドイツ思想と「秘儀結社」（上）』、多賀出版、1994年、64頁以下参照。
11 これについてはカントが『諸学部の争い』の序文でも指摘している。Vgl., SdF, VII, S.10.
12 宗教勅令においては、ルター派、改革派、カトリックについてのみ、そのような機能が認められていた。
宗教勅令第一条を参照。Vgl., No. XLIX. Circulare an alle Inspectoren der Churmark, nebst Edict von 
9. Juli. Die Religions=Verfassung in den Preußischen Staaten betreffend. De Dato Berlin, den 25. 
Juli. 1788., in: Novum corpus constitutionum prussico, Teil VIII, S. 2175-2183, S.2176.
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ことを目論む自由精神や自然主義、行き過ぎた啓蒙、ネオロギーに対抗するものであったとして
も、なされてはならないのだとカントは考えていた。
なぜなら、そのようなことはキリスト教に本来備わっているべき「キリスト教の愛すべきとこ
ろ Liebenswürdigkeit des Christentums」を失わせるものであり、それゆえ反目的的だからであ
る。そして「ある人に何かを為せというだけでなく、それを好んで為すべきだと命じるのは矛盾
だからである」（Das Ende aller Dinge, VIII, S.338）。
理性は「理性の自由で公共の öffentlich 吟味に持ちこたえることができたものにだけ偽りのな
い unverstellt 尊敬」（AXI）を是認する。カントは宗教的著述群においてキリスト教に批判的に、
そして公共的に取り組むことで（すなわち、すべての論考を『ベルリン月報』において発表しよう
と試みたことで）、キリスト教において、この「偽りのない尊敬」を要求することのできる部分を
浮かび上がらせようと試みた。そしてその部分を理性宗教と称したのである。
愛には尊敬が先行せねばならない。「尊敬なくして真の愛はない」（Das Ende aller Dinge, 

VIII, S.337, S.339）。これはキリスト教にもまた当てはまる。キリスト教が真に尊敬に値するも
のを含んでいる限り、その部分は自ずからキリスト教に対する「偽りのない尊敬」を生み出す。そ
うであればキリスト教は自らへの尊敬を強要する必要はない。むしろ断固としてその部分を保持
することで（これは「将来の公の国民の教師のアカデミックな教育という静かな道」によって達成
される。Vgl., SdF, VII, S.5）、自ずから公衆の尊敬を集めることを待つべきである。この「寛容」
こそが「キリスト教の愛すべきところ」である。尊敬に値する部分を確かに内にふくむ限りで、キ
リスト教は更に愛を自らの本分とすることができる。そしてこの寛容は、伝統的な教理や儀式、
聖書それ自体、様々な信仰論、諸教派、セクトに対する寛容ともなる（vgl., Briefwechsel, 
4.12.1794, an Stäudlin, Brief 644.）。
その場合キリスト教は乗り物として、場合によってはそこに迷信や狂信に陥りやすい多くの
人々を乗せて進むことになる（vgl., SdF, VII, S.45）。実定宗教が国民に対して有する影響力は、
明らかに、学派を経由せねばならない哲学の影響力よりも大きかった（vgl., BXXXIIIff.）。カン
トの時代、プロイセンにおいてキリスト教はなおもそのような力を有していた。そこでのキリス
ト教は、イエスの言葉に重ねるならば、加えて、カントの啓示宗教と理性宗教の二つの円の描像
に重ねて語るならば（vgl., Rel., VI, S.12）、広い門であると言える。しかし実にカント自身が大
きな共感を寄せる山上の垂訓において、イエスは狭い門から入るよう教えたのであった（マタイ
による福音書７章13～14節）。狭い門はイエスの教えに基づき、常に問いつつ行為することに通
じる（マタイによる福音書７章12節）。宗教にはそのような狭い門が含まれている。カントはプラ
トンに連なって、そうした宗教の社会的機能を視野に収めつつ 、広い門のみを称揚しこれに人
を縛り付けようとするもの達、また広い門ともどもに狭い門をも破壊しようとするもの達、広い
門から狭い門だけを取り出そうとするもの達から、これを救い出そうと試みたのであった 。こ
れもまた「真ん中の道」であると言える。

13

14

13 Vgl., Christine Axt-Piscalar, Was ist Theologie –Klassische Entwürfe von Paulus bis zur Gegenwart, 
Mohr Siebeck Tübingen 2013, S.42.

14 カント自身も以下で広い門と狭い門の教えに言及している。Vgl., Rel., VI, S.160 in Fußnote.
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4. 「カントの宗教哲学」と宗教学における継続性問題

この点で、この共同討議提題の冒頭の問いに立ち戻るならば、19世紀後半から20世紀初頭の宗
教学の勃興期に為された、カントとの取り組みが問題となってくる。これらの取り組みにおいて
も、批判哲学のスタンスの継続性が問題となった。1899年のシュヴァイツァーの試みに現れてい
る通り 、「カントの宗教哲学」は『単なる理性の限界内の宗教』に現れているのではなく、再構成
されるべき対象と見られた。また多くのものが「カントの宗教哲学」の描出を試みた。あるいは、
そうした試みに批判を向けたトレルチは、1904年に『カント研究 Kantstudien』に寄稿した論文で、
『単なる理性の限界内の宗教』を本来の「宗教哲学」とは異なった「妥協あるいは連立の試み

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 Kom-
promiss oder Koalitionsversuch」 として位置づけた。
こうした時代に生じた宗教学は、「優れて」宗教的な現象、あるいは言説を分析の対象に据えた。
他の人間の活動とは異なって、「優れて」宗教的として現れてくるそれは、神との人格的な出会い
であり、ドラマティックな回心体験であり、幻視体験や神との神秘的合一の体験、聖なるものの
体験、そして脱自的な祈りであり、それらについての言説でありもする。宗教学はこれらの方に
宗教の本質を見出そうとして、またそれらに学問的な装いを与えて、カントの示した宗教の内な
る狭い門を脇へと押しやったかに見える。
トレルチは次のように述べている。「この宗教的アプリオリの実現の問題、並びに、具体的、
個体的、心理的な諸現象とその宗教的アプリオリとの関連という問題を、カントは彼の抽象的な
宗教概念において完全に見過ごしていた、あるいはむしろ［そうした問題を］明確に回避したので
あった。‥‥実際ここには、回心、祈り、瞑想から狂信や幻視 Vision 、脱自 Ekstase に至るま
での神秘主義のあらゆる特殊な諸現象が待ち構えている。しかし、こうした神秘主義なしには、
本当の宗教 wirkliche Religion は存在しない。‥‥神秘体験のない宗教は、本来の真実の宗教 
eigentliche und wirkliche Religion の前段階か、余韻にすぎない」 。
そうして1917年、ルドルフ・オットーは、「聖なるもの」に宗教の本質を見出し、この部門を構
成するアプリオリな原理の能力について論じるに至った 。しかしこれは、カントの批判哲学と
は異なっている。カントにおいては、悟性、理性、判断力に並んで、宗教を単独で構成するよう
な第四のアプリオリな原理の能力は断固存在しない（もちろん、それだけをもってオットーの試
みを非難することはできないのだが）。

15

16

17

18

15 Albert Schweitzer, Die Religionsphilosophie Kants –von der Kritik der reinen Vernunft bis zur Religi-

on innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Georg Olms Verlag, Hildesheim 2011.
16 Vgl., Ernst Troeltsch, Das Historische in Kants Religionsphilosophie, zugleich ein Beitrrag zu den Un-

tersuchungen über Kants Philosophie der Geschichte, Verlag von Reuther & Reichard, Berlin, 1904, 
S.40.

17 Ernst Troeltsch, Psychologie und Erkenntnistheorie in der Religionswissenscchadft–Eine Untersu-

chung über die Bedeutung der Kantischen Religionslehre für die heutige Religionswissenschaft, J. C. 
B. Mohr, Tübingen 1905, S.46f. 

18 Vgl., Rudolf Otto, Das Heilige–Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis 

zum Rationalen, C.H. Beck, München 1963, Nachdruck 2004, S.165ff..
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このように宗教学を経てもたらされた宗教概念は、その後の世界の大きな変化を経て、現代の
我々の宗教理解を規定している。そうして宗教は、とりわけ現代の多元的社会、グローバル化す
る世界においては、いわば「私事化 Privatisierung」されて、個人のアイデンティティーに関わる
問題となっている。宗教の多元性が認識されればそれだけに、人は宗教にアイデンティティーを
求めるようになる（これは1791年に政教分離 Separation of church and state と信教の自由を確
立した、米国におけるデノミネーショナリズムの帰結としてまず現れた）。そこで人は、他人と
は違う自分を、また同じく他人とは違う自分たちとの連帯を求めるようになる。しかし、これは
カントには無縁の問題であった。
宗教的アイデンティティーは一方で観念の問題であるが、他方で生き方 Lebensführung、生
活実践の問題として現れてくる。なぜなら、そこでこそ人は、他者との差異を見出し、また自分
と同じようなものとの連帯を見出すからである。しかし、カントにとってそれはセクトや結社の
問題であった。国教会とは別に、時に迷信や狂信を軸にしても人々が結集するそうした現象に、
カント自身は冷めた態度と距離を取り続けた。一人の世界市民として、しかし最高善を目指す人
類の目的論的進展を、現下の史的状況から地に足をつけて見つめるカントにとって、ひとまずは
希望の事柄は、国家の教会によって担われるべきものであったのである。カントにとって宗教は
国家の事柄である（vgl., SdF, VII, S.60 in Fußnote）。しかしそれは国家の教会が見えざる教会に
繫がっており、理性宗教を内に含み、その乗り物となっているからである。それはまた、法の進
展に希望を見出すところにも現れている（Vgl., SdF, VII, S.88f., S.92） 。
ところで、この宗教がもたらすアイデンティティーの問題は、奇妙にずれた形で、宗教学の勃
興期からある種の表現を見出したのであった。すなわち、宗教が他に還元できない特殊領域であ
り、尚かつそれが人間的生の遂行にとって実は欠くことのできない次元であるのだとしたら、そ
してそれが世俗に生きる他人には隠されているものであるのだとしたら、その時にこそ「宗教者」
を自認する人々が登場し、またそうした人々は自らの「宗教者」にアイデンティティーを求めたの
である。俗人とは異なる宗教の高み、俗人には経験できない特殊宗教体験、これがそうした人々
に、自らは高みに立って俗人を見下ろす視線を形成するということもあったかもしれない 。し

19

20

19 Otfried Höffe, Immanuel Kant, C.H. Beck, München 1983, überarbeitete Aufl. 2007, S.250f..
20 「宗教者」ではなく「哲学者」に力点をおいたものではあるが、1796年の「最近の哲学おける尊大な語調につ
いて」は、全体としてこうした主題に仕えるものであった。こうした近代宗教学の宗教理解に起因する問
題は、近年多方面からの厳しい批判にさらされている。そうした近代宗教学のコロニアリズムを批判する
「宗教概念論」を視野に収めた磯前の指摘は示唆的である。「いわゆる宗教概念論と呼ばれるこれらの言説
批判は、宗教概念および宗教学のもつ認識の超越的欲求が、その言説に支えられた論者の立場を特定の政
治的文脈から遊離させ、ある種の、神のごとき認識の透明性や超越性を帯びたものであるという虚偽意識
を成り立たせる傾向にあることを暴露してきたといえる。つまり、個別宗教の主張する真理の唯一性の持
つ傲岸さを批判するかたちで登場してきた宗教学、あるいはそこに擁されてきた宗教概念もまた、自己の
認識のもつ超越性を唯一のものとして信じる点では、みずからが批判してきた個別宗教と何ら変わらない
地平に立つものであったということになる」（磯前順一、「宗教研究とポストコロニアル状況」、磯前順一、
タラル・アサド編、『宗教を語り直す──近代的カテゴリーの再考』、みすず書房、2006年、8頁）。カント
の宗教的著述群の取り組みに「聖書の中心的な意味内容 Gehalte を理性信仰の中に取り戻す」（Habermas, 
a.a.O., S.218）ためのヒントを探ろうとするハーバーマスもまた、そうした取り組みの最後に、後期ハイ
デッガーの哲学を「宗教的な哲学」として批判している。これもまた磯前の指摘に通じるものがある。「カ
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かしカントはこれを、達人妄想 Adeptenwahn や天才狂 Geniesschwärmerey として、鋭い批判
の対象に据えていた（vgl., Rel., VI, S.53 in Fußnote, u. Sich im Denken orientieren, VII, S.145, 
u. Briefwechsel, X, 2.1786 an Herz, Brief 259）。

5. カントの聖書解釈と「批判哲学のスタンス」

そうしたアイデンティティーの問題に引き寄せて考えるならば、カントの場合に、とりわけ宗
教的著述群において問題となるのは、彼の哲学者としてのそれであり、これと神学部の聖書学者 
Schriftsgelehrte との差異であり、そうした聖書学者に対する彼の意識であった。これはまた聖
書の学識の差異である。すなわち、神学部の聖書学者が有する聖書全体についての学識、また言
語的、文献学的、史的学識に、哲学部の哲学者のそれは及ばない（vgl., Vorredeentwürfe zur 
Religionsphilosophie, XX, 440）。
とはいえ、カントに聖書の学識がまったく欠けていたというわけでもない 。それでも、カン
トは自らの試みを未熟なものとする謙遜を表している（vgl., Rel, VI, S.10）。実際のところ、カン
トの聖書からの引用は、カント自身も認める通り偏向を有するものであるし、意図してかそうで
ないかは別にして、しばしば正確さを欠いてもいる 。
この学識の差異、聖なる書物、史的な文書に関するアクセス権の問題を、またアクセスの手法
の問題を、カントは理性宗教を手段にして消し去ろうと試みたかにみえる（vgl., Rel., VI, S.129, 
u. SdF, VI, S.68f.）。例えば次のような言明にこれが現れている。「聖書の学識や、この学識を介
して、誤った推測にすぎないことがよくある文献学的知識によって聖書から引き出される

4 4 4 4 4 4

もの、
そのようなものではなく、道徳的な考え方をもって（それゆえ神の精神に沿って）聖書のなかに持

4

ち込まれる
4 4 4 4 4

もの、そして、間違いが決してありえず、必ずや有益な効果をもたらす教説、こうし
たものこそが、この説教という国民に対する講述を導かなければならない」（SdF, VII, S.68）。
こうしたところでカントの念頭に置かれていたのは、礼拝における説教という形での聖書につ
いての講述である。礼拝においては、聖句は短い引用の形で朗読され、説教者はこれに基づき説
教を語る。これを念頭に置きつつ、ひとまずカントは、その講述に際しての（史的な）学識の無用、
歴史信仰の無用を説いている。なぜかといえば、カントにとって教会が国家の機関であり、説教
の講述はそうした国家の機能において理解され、聖書が政府に認可された文書だったからである。

21

22

 ントが宗教哲学的に行ったように理性を実践的使用に制限することは、今日では宗教的狂信 religiöse 
Schwärmerei によりもむしろ、狂信的哲学 schwärmerische  Philosophie にこそ当てはまるものであ
る」（a.a.O., S.257）。しかし思い起こすべきは、すでにカントの批判がその双方の狂信に向けられていた
ということである。

21 カントは「あやしげな数のカバラ」との関係においてではあるが、聖書の歴史物語の大きな構造を把握して
いる。Vgl., SdF, VII, S. 62 in Fußnote. 同時に、聖書の編集者は誰なのか、聖書正典がいつ成立したのか
と、聖書に史的な関心を向けもしている。Vgl., SdF, VII, S.68.

22 ヘッフェもまた正当にこの偏向を指摘している。Höffe, Einführung in Kants Religionsschrift, in: Ot-
fried Höffe (hg.), Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Klassiker 
Auslegen Bd.41, Akademie Verlag, Berlin 2011, S.1-28, S.26f..
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そうであれば、その講述は「最も無学な人間 unbelehrtester Mensch」にも備わっている自然的な
道徳的素質から展開されねばならない、ということになる。その学識の差異を意識すればこそ、
また、学部に関わるアイデンティティーを意識すればこそ、カントは最も学識のないものに対し
ても、聖書がその力を発揮する一点をこのように指摘する。理性宗教はここに基づく。それはカ
ントにとっては「わが内なる道徳法則」（KdpV, V, S.161）であり、これをカントは「キリストの精
神」（vgl., Rel., VI, S.183.）とも言い換えている。そのようなものが自らの内に存することの驚き
と感動が、カント自身の宗教の根幹にあることに間違いはない（vgl., SdF, VII, S.59）。
そうであれば、カント自身の聖書からの恣意的にもみえる引用、時に前後の文脈を無視しもす
るかにみえるそれは 、そうした説教の講述を視野に収め、自ら哲学的解釈の実例を示そうとし
たが故のものであるようにも思われる。『単なる理性の限界内の宗教』序文や、『諸学部の争い』序
文での神学教育への視線もまた、これに関連しているだろう。
このようにしてみれば「聖書の中心的な意味内容を理性信仰の中に取り戻す

4 4 4 4

」という点で、ある
いは「宗教的な意味論の持つ世界開示的な力」 を見つけ出すという点で、カントの取り組み方が
十分であったのかどうかは、改めて問われねばならないはずである。そうしたものは、聖書を聖
書自体が要求するように（カント自身が指摘する通り、聖書は世界の始まりから終わりまでを描
いているのだから）歴史物語としてみた場合にこそ、十分に取り出すことができるだろうからで
ある。理性宗教を「探査機 Sonde」として、自らに気に入る聖書箇所だけを「つまみ出す」 かにみ
えるそのやり方には、明らかに問題があると言わざるを得ない。
しかし先の指摘に反して、カントがそのような聖書の歴史物語としての形式、あるいはここか
ら生じる歴史信仰 Geschichtsglaube を、いかなる場合においても無意味なものとした、という
のでもない 。事態は些か複雑ではあるが、これを顧慮するのは、哲学者として、しかし自らを
対立する神学部の側に置き入れて考えるカントである（「拡張された考え方の格率」、vgl., KdU, 

23

24

25

26

23 2003年発行のフェリックスマイナー社哲学文庫版の『単なる理性の限界内の宗教』には、付録としてカント
の聖書からの引用のリストが収めている。そこではカントの引用文とカントが使用したルター訳聖書の原
文が共に示されており、その異同を確認することができる。Vgl., Bibelstellenregister, in: Immanuel 
Kant, Die Religion innerharb der Grenzen der bloßen Vernunft, Felix Meiner Verlag GmbH Hamburg 
2003, S.309-320.なお、こうした聖書の取り扱いについては、思わずボロウスキーのように「ただしそここ
こで極めて正確さを欠いてはいるが」と声をあげざるを得ないものである。Vgl., Ludwig Ernst Borow-
ski, Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kants, in: Immanuel Kant –Sein Leben in 

Darstellungen von Zeitgenossen / Die Biographien von Borowski, Jachmann und Wasianski, Deut-
sche Bibliothek in Berlin Berlin 1912, Neuausgabe 2012, S.1-102, S.60.

24 Habermas, a.a.O., S.225.
25 Höffe, a.a.O., S.26.
26 カントは、そのような立場を称揚するヴィルマンスの論文の一部を『諸学部の争い』第一部に付録として掲
載している。しかしそこには「わたしの考え方と彼の考え方が似ているという主張を、わたしは無条件に
承認するわけではない」（SdF, VII, S.69.）との但し書きが付されている。また先の発言はこの付録の直前
に置かれた付録の部分のものである。おそらくは検閲問題の最中の1793年頃に表された「諸学部の争い」を、
1798年に出版するに当たってカントはこの二つの付録を添えたのだと思われる。更に言えば、『諸学部の
争い』の内、哲学部と神学部の争いの描出の実質的な部分を為すIIの部分全体もまた「付録」とされており、
その構成は相当に複雑である。これらが批判哲学のスタンスの絶妙なさじ加減によるものであるのか、ま
たこれらのことでカントが何を意図しているのかは更に検討の余地がある。
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V, S.294）。
このようなカントは、哲学の限界外に視線を投げかけつつ、神学部のために聖書の正典性、そ
の確証性、そしてこれに基づく歴史信仰を擁護しもするのである。「諸学部の争いの平和締結」に
おいて、カントは神学部の側に自らを置き入れて次のように語っている。「その［聖書の］歴史信
仰としての（必ずしも道徳的信仰としてのというわけではない。というのも道徳的信仰であれば
哲学からも引き出しうるであろうからである）確証性 Authenticität は、しかし、聖書に含まれ
ている教説や物語の批判的吟味による証明というよりは、聖書を読むことが人間の心に及ぼすで
あろう作用によってこそ期待してよい。また、その［聖書の］解釈も信徒の自然的理性ではなく、
聖書学者 Schriftgelehrte の洞察力にだけ委ねられる」（SdF, VII, S.61）。　
トレルチがそう指摘した「抽象的な宗教概念」である理性宗教に比べて、歴史信仰が「一般的に
受け入れられるのは実に簡単」（Rel., VI, S.181）なことである。歴史信仰は「遙か昔から確証的 
authentisch なものとして認められた資料 Urkunde に基礎づけられるならなおさら」人々の内に
深く根付くだろうし、「そうした信仰は実際のところ、きわめてありふれた人間的能力にもまた
適合している」（a.a.O.）。そうであればこそ、キリスト教は多くの人を乗せて進むことができる
はずである。
しかし、「かくも多くの（誠実な意図をもったものですら）論争にさらされているような信仰を、
普遍的でそれだけで浄福にする信仰の最上の制約として想定することは、人が考えることのでき
るもののうちで、もっとも不合理なもの Widersinnischste」（a.a.O.）である。カントは、おそら
くその時代の聖書の正典性をめぐる議論や、ライマールスにその始点を定める史的批判的聖書研
究を視野に収めつつ、このように述べている。それでも、聖書学者が、理性宗教（神の語り 
Rede von Gott を、まさに神の語りとして認識するための基準）を見失うことがなければ、その
時、「道徳的信仰者 Moralisch＝ Gläubige は、純粋な宗教の心術 Religionsgesinnung を鼓舞し
てもらうために有益だと思う限りで、それでも歴史信仰に開かれているのであって、この［歴史］
信仰はこうした仕方でのみ、純粋に道徳的な価値を有するのであるが、それは彼が自由であり、
脅しによって（これに際して彼は誠実であることができない）無理強いされているのではないから
である」（Rel., VI, S.182）。
ここにもまた、「真ん中の道」を見出そうとする批判哲学のスタンスが現れている。そのスタン
スにおいて、カントは哲学の限界ぎりぎりで、神学部にその本来の職務を指し示し、歴史信仰を
養う作業を神学部に委ね、自らはそこに立ち入ることをしなかったのである。そうであればこそ、
旧来の信条書が共通して告白するキリスト教宗教の意味論的な遺産の中心部分、すなわち、新旧
約聖書が一つの正典とされ、一つの歴史物語とされた場合にこそ浮かび上がってくる、その中心
点としてイエス・キリストの十字架と復活とが有するそれを、そしてまたこれらが浮かび上がら
せる「愛である神」を、カントは十分に把握してはいない。いや、把握しようともしていない。カ
ントは哲学者として、その批判哲学のスタンスの絶妙なバランス感覚で、この課題を神学部に委
ねたのだと考えたい。
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6. 「批判哲学のスタンス」をどう捉えるか

カント自身は自らに与えられた状況において、実定宗教としてのキリスト教に哲学者として関
わりを持ち、これに自らの批判哲学の成果を用いてあるべき姿を示そうと試みた。そこでカント
は自らに与えられた史的状況に対する、また自らのアイデンティティーに対する省察を深め、最
終的に自らの立つべき地点を「哲学部」に定めて、そこから状況に対する可能的で具体的な提案を
行っている。
先に述べたとおり、こうしたカントの状況との関わりこそが、批判哲学のスタンスの継続性の
問題を形成してきた。トレルチはそうした関わりを「妥協と連立の試み」と評したのであった。こ
れを受けてカッシーラーは、『単なる理性の限界内の宗教』について、それが「終始妥協的著作の
性格を保持している」 と、またそれは「彼の純粋に哲学的な活動に属するというよりは、むしろ
彼の教育学的な活動に属する。‥‥しかしそれは確かにその本来的な意味において『実定的 
positiv』になったのである」 とも述べている。
トレルチはカントの宗教哲学を構成する問題を、「認識論的・形而上学的」な問題と「宗教史的」
な問題に区分し、前者がカント自身の著述の営み Schriftstellerei においては、繰り返し主要著
作 Hauptentwürfe においてなされているのに対して、後者は『単なる理性の限界内の宗教』を除
けば、時々の論文 Gelegenheitsschriften において展開されたものであると指摘している 。そ
の例外である『単なる理性の限界内の宗教』も、あるいは『諸学部の争い』も、状況との関連の中で
一冊の著作の形を取ったにすぎず、それらがそもそも後者の形での公刊を意図したものであるこ
との痕跡は、それら著作の内にカント自身によって意図的に残されている（直接の言及の他にも、
それぞれの美しく整えられたのではない目次がそれを示している）。つまり、カント自身は、自
らがそのように理解されることを欲している。
批判哲学は前者においてこそ打ち立てられ、そこでこそ批判哲学のスタンスが形成されている
のだと捉えればこそ、それと後者の間にあるスタンスの不一致のようなものが視野に入ってくる。
その不一致をトレルチは「史的なもの」や「実定的なもの」との関わりに起因すると見ている。
こうした状況との関わりはまた、フリードリヒ二世の時代に隆盛を極めた、雑誌媒体による読
者公衆の啓蒙に対するカントの取り組みにも関連している。一時、迷信や狂信の問題を巡って狂
乱状態に陥った『ベルリン月報』に距離を置くことはありもしたが、それでもカントは最後まで、
この道での啓蒙を諦めることはなかった。そうしてみれば、カント晩年の宗教的著述群は、ヘッ
フェが指摘する通り、1784年の「世界市民的見地における普遍史の理念」（『ベルリン月報』）や、
1785年のヘルダー書評（『一般文芸新聞』）、「人種の概念の規定」（『ベルリン月報』）、1786年の「人
類史の憶測的起源」（『ベルリン月報』）の問題設定、つまりカントの「歴史哲学」的な問題設定に繫
がっていることも理解できる。トレルチもまた正当にこれを指摘している。
カントの批判哲学を、三批判書を代表とする「認識論的・形而上学的」な主要著作に局限される

27

28

29

27 Cassirer, S.412.
28 a.a.O., S.413f..
29 Vgl., Ernst Troeltsch, Das Historische in Kants Religionsphilosophie, S.20.
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ものと考えるならば、それらと上記著述との間のスタンスの不一致が目に入ってくるかもしれな
い。しかし、カントは宗教的著述群執筆の営みと、諸学部の争いに関する考察を経て、最終的に
はそうした自らの純粋哲学の営みすらをも、史的な摂理の普遍的進行の内に位置づけようと欲し
ていた──そのように考えることはできないだろうか。カントは自らの足場を、純粋哲学の内に
求めたのではなくて、史的な、あるいは実定的な「哲学部」の内に求めたのである。「批判哲学の
スタンス」の足場がまさにそこにこそ、つまり「哲学部」にこそ存在するのか、というのは一つの
問いである。誰もが「哲学する」営みにおいて哲学者たり得るのか、それとも哲学者であることに、
何らかの外的な資格づけが必要なのか。
カント自身は学部の哲学者として神学を講じていたし、神学の問題に入り込んで考察を進めて
もいる。更にロイス宛ての書簡においては、自らを「純粋に哲学する神学者 rein philosophie-
render Theolog」（Briefwechsel, XI, 7.5.1793, an Reuß（Entwurf in zwei Bruchstücken）, Brief 
575）と称してもいる。
誰が神学者であり、哲学者であるのか、このアイデンティティーに関わる問題は、『単なる理
性の限界内の宗教』第二論文の検閲問題において、検閲官の権限を巡って生じてきた問題に深く
関係しているであろう。カント自身が検閲官の権限を、最終的に政府の任用という外的形式によ
って判定したように 、哲学者や神学者といったアイデンティティーの問題を、カントはその所
属する学部によって、つまり国家の機能との関係で外的に判定しようとしたのである。諸学部は
国家との関係においてこそ、その使命を有している。

7. 終わりに

最後に、カントが宗教を構成するアプリオリな能力を認めなかったということを今一度思い起
こしておきたい。（三批判書の）全批判哲学が宗教哲学であるとするような理解はここにこそ基づ
き得る 。批判哲学の最終目標地点は、その叙述の置かれた位置からしても明らかであるように、
神学である。信仰の神学、理性宗教、理性信仰の描出がこれに属している。哲学部の批判の哲学
者は、これらによって神学部という主人に松明を掲げその道を切り開く従者の役割に徹しきった
と言える（vgl., SdF, VII, S.28）。しかしそれも、その主人の主人が「仕えられるためにではなく
仕えるために」（マルコによる福音書10章45節）来たからである。そうであれば、哲学部の哲学者
はその営みを通じて全ての人に仕えることにもなるはずである。
そうした点において、カントが、またその他の全ての人が、自らの全権を要求できる純粋哲学
の領域での作業に比べて、宗教的著述群が置かれている時代的制約は、またそこでのカント自身
の「未熟さ」は残り続ける。この点においてだけ見るならば、また、ここで「批判哲学のスタンス」
の継続性の問題を巡って生じてくるであろうカントの宗教的著述群の評価に関して言うならば、
例えば『単なる理性の限界内の宗教』は、カント自身の言明に反して、三批判書に並んでの純粋哲

30

31

30 髙田太、『カントにおける哲学と神学──プロイセン反啓蒙政府とカントの自由を巡る闘い』、192 ～ 196
頁参照。

31 山下和也、『カントと敬虔主義──カント哲学とシュペーナー神学の比較』、晃洋書房、2016年、339頁。
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学としての重要性は持たないと言わざるを得ない。
しかし、史的な地平に立って、実定的なもののうちに希望を描出する素材を求めようとするそ
のカントの姿勢にも「批判哲学のスタンス」を認めることができるとするならば、そしてそこに
「純粋哲学」がそのスタンスの足場を定めていると見ることができるならば、「哲学者」もまた一人
の史的な人間として、一人の世界市民として、そこから豊かに学ぶべきところがあるのではない
だろうか。
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〈共同討議Ⅱ〉

カントとシュペーナー
―批判哲学と敬虔主義神学―

山下　和也　

カント研究者であれば、カントが敬虔主義（Pietismus）を信奉する両親の下に生まれ育ち、敬
虔主義神学者であるフランツ・アルベルト・シュルツ（1692-1763）に見いだされて敬虔主義の学
校であるフリードリッヒ学院に学び、ケーニヒスベルク大学ではシュルツとやはり敬虔主義者で
あるマルティン・クヌッツェン（1713-1751）の授業に出ていたことは、誰でも知っているであろ
う。しかしながら、この敬虔主義がそもそもいかなるキリスト教であり、いかなる神学に基づく
のかは、ほとんど知られていないのではないだろうか。そこで本論文では、敬虔主義神学の本質
とそれがカントに与えた影響について、「敬虔主義の父」と呼ばれる神学者フィリップ・ヤーコ
プ・シュペーナー（1635-1705）の主著であり、「敬虔主義の綱領書」とも称される『敬虔ナル願望
（Pia Desideria）』 （1675）によって検討していく 。実は、カントは『諸学部の争い』において、敬
虔主義について比較的詳しく論じ、その際にシュペーナーに言及しているのである。そこでは、
『単なる理性の限界内における宗教』（以下『宗教論』）第一部で扱われた「再生論」が、「（誠実なシュ
ペーナーが熱意をもって、教会の全ての教師らに呼び掛けた）課題」（VII54 ）と呼ばれている。
「再生（Wiedergeburt）」は、シュペーナー神学の中心テーマであった。

第一節　歴史的経緯

そもそもヨハネス・ヴァルマンによれば、「敬虔主義は17世紀に成立し、18世紀に全盛を迎え
た、大陸ヨーロッパのプロテスタントにおける宗教的改革運動である」 。1517年にマルティン・
ルター（1483-1546）が始めた宗教改革によって、ローマ・カトリック教会の権威は揺らぎ、1530
年のアウグスブルク宗教告白によってルター派教会が成立、ルターの死後、1555年のアウグスブ

1 2

3

4

1 Philipp Jakob Spener: Pia Desideria, in: Kurt Aland (Hrsg.): Die Werke Philipp Jakob Speners / Stu-
dienausgabe Band I : Die Grundschriften, Teil 1, Gießen/Basel, 1996, S. 86-257.　この部分はラテン語
対訳であるが、ここではドイツ語原典のみを用いる。ここからの引用はPDで表記。傍点は原文ゲシュペ
ルト。邦訳もある。シュペーナー「敬虔なる願望」堀孝彦訳（佐藤敏夫編『シュペーナー・トレルチ・ブルン
ナー他（世界教育宝典 ; キリスト教教育編）』玉川大学出版部、1968年、47-176頁）。

2 本論文の内容の詳細については、拙著『カントと敬虔主義　カント哲学とシュペーナー神学の比較』晃洋書
房、2016年を参照。

3 本発表中、カントからの引用はアカデミー版の巻号と頁で、『純粋理性批判』からの引用は慣例に従い第二
版をBで表す。

4 Wallmann, Johannes: Der Pietismus, Göttingen, 1990, (Die Kirhe in ihrer Geschichte; Lfg. O, 1: Bd. 
4), S. 7. 
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ルク宗教和議によってそのカトリック教会との両立が保証された。しかし、このルター派教会は
国家・領邦教会であり、「領土ノ属スルモノニ宗教モ属ス（cuius regio, eius religio）」という原則
の下で、世俗的権力に従属しなければならなかった。そのうち、ジャン・カルヴァン（1509-1564）
がジュネーブで新たな宗教改革を始める。誰が救済されるかについての神の厳格な予定を主張し、
聖餐をキリストの霊的身体そのものでなく象徴的なものと解釈するカルヴァン主義はルター主義
に対立し、改革派教会としてルター派教会と分かれてしまう。ルター派内部でのルター神学をめ
ぐる論争や、改革派教会、カトリック教会との論争のために、教義の統一の必要が生じ、『和協
信條（Konkordiensformel）』と『和協書（Konkordiensbuch）』によってルター派の教義が細部にい
たるまで固定される。これによって「ルター派正統主義（lutherische Orthodoxie）」が成立し、そ
れからわずかでも逸脱するものは非正統信仰とされ、迫害された。
このようにして成立したルター派正統主義は、当然のように硬直化して様々な問題を引き起こ
し、多くの批判者を生んだ。その中には、ルター派正統主義を内部から改革しようと試みた神学
者たちがおり、彼らは「改革派正統主義（Reformorthodoxie）」と呼ばれている。また、信仰促進
文学と呼ばれる、キリスト教教化のための著書を書いた作家たちもその中に含まれる。その代表
が、当時の大ベストセラー『真のキリスト教についての四巻』（1605-1610）を著したヨハン・アル
ント（1555-1621）であり、シュペーナーをはじめとする敬虔主義者たちに大きな影響を与えた。
こうした、ルター派教会のさまざまな改革運動の集大成が、すなわち、シュペーナーが生み出し
た敬虔主義なのである。

第二節　神学者シュペーナー

ここで簡単にシュペーナーの人物について見ておこう。1635年１月13日、当時まだプロイセン
であった上エルザスのラッポルツヴァイラーに生まれ、敬虔なルター派プロテスタントの両親の
下で育ったシュペーナーは、幼いころから種々の信仰促進文学に親しんでおり、その中にはアル
ントの『真のキリスト教についての四巻』もあった。1651年からシュトラスブルク大学で、改革派
正統主義の神学者たちの下、神学を学び、1664年に神学博士号を取得する。1666年にフランクフ
ルトのルター派牧師団の長老職に招聘されたシュペーナーは、本格的に教会改革運動を開始した。
特に重要なのは、1670年から、おそらくはシュペーナーが行った説教に触発された友人の願いに
応え、個人的な教化集会「敬虔ノ集会（collegia pietatis）」を週２回、開催したことである。そこ
では信者たちが日曜日の説教を復習したり、信仰促進文学や聖書を読んで、それについて話し合
ったりしていた。この集会は評判となり、参加者がどんどん増え、すぐにドイツ中で模倣される
ようになる。実のところ、敬虔主義とは、この集会の参加者が、批判者から嘲笑的に「敬虔主義
者（Pietist）」と呼ばれたことに由来する。「敬虔ノ集会」は非正統主義的であるとして、ルター派
正統主義から激しい攻撃を受けた。
決定的だったのは、1675年に『敬虔ナル願望』を出版したことである。これはもともと、アルン
トの福音説教集の新版にシュペーナーが依頼されて書いた序文であった。シュペーナーはこの序
文で、自分の考えた教会改革プログラムを発表したのである。この序文は大評判となり、すでに
同年のうちに独立した著書として再出版されることになる。これが『敬虔ナル願望』であり、この



97

カントとシュペーナー

本は非常に大きな反響を呼び起こして版を重ね、ドイツ中に普及していった。端的に言って、当
時そう呼ばれた敬虔主義とは本来、『敬虔ナル願望』におけるシュペーナーの改革プログラムを実
現しようとする運動を指す、と言っていい 。これにより、シュペーナーはルター派正統主義か
ら批判も受けるようになるのだが。シュペーナー自身は、1686年、当時のドイツプロテスタント
内では最も権威のある、ザクセン選帝侯家の主席宮廷牧師に招聘され、その地位の力で教会改革
を強力に進めようとしたが、これはあまり成功しなかった。
シュペーナーは、ブランデンブルク選帝侯家の招きを受け、1691年、ベルリンのニコライ教会
の宗教局評定官兼監督教区長兼視察官として赴任する。この地位と、選帝侯家の周囲に有力な協
力者 を得たことによって、シュペーナーはブランデンブルクの宮廷にある程度の影響力を行使
することができた。それによりシュペーナーは、1691年にハレ大学が創設される際、人事に影響
を及ぼし、何人かの敬虔主義者を大学に送り込んだ。その一人が、シュペーナーのいわば弟子で、
のちにハレ派敬虔主義の指導者となるアウグスト・ヘルマン・フランケ（1663-1727）である。シ
ュペーナーは、この後、ベルリンの教会改革を推進しつつ、その力で各地の敬虔主義者たちを支
援していくことになる。その結果として、シュペーナーはルター派正統主義との激しい論争に巻
き込まれた。それでも、最晩年には論争から退いて、著作に専念し、膨大な量の著作を残して 、
1705年に亡くなっている。最後に、1667年にフランクフルトを訪ねたライプニッツがシュペーナ
ーと親交を結び、その後も往復書簡を続けたことと、シュペーナーの教会改革には、君主の力も
借りた貧民や孤児の救済という社会福祉的実践が含まれていたことを特筆しておく 。

第三節　『敬虔ナル願望』

では、『敬虔ナル願望』で提起された教会改革プログラムとは、いかなるものだったのであろう
か。そしてそれは、シュペーナーのいかなる神学に基づいていたのか。ここから実際に『敬虔ナ
ル願望』の内容を見ていこう。ただし紙数の都合もあり、本論文の主旨にとって重要な点に限ら
ざるをえない。この著書自身にはいかなる章節の区分もないのだが、校訂者のクルト・アラント
も言うように、内容面から大きく三つに区分できる。アラントは順に、「現状の悲惨」、「現在の
不愉快と将来の希望」、「改革提案」という見出しを付けている 。シュペーナーは、まず現状のル
ター派教会の状態を厳しく批判し、その上で将来的な教会改革実現の希望を語り、最後に六項目
の具体的な改革提案を行う。『敬虔ナル願望』の冒頭で述べられているように、シュペーナーの目
的は、自分の見解を刊行することにより、教会改革へ向けて、牧師の間での意見交換と議論を促
進することにあった 。改革の実行に当たっては、

5
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5 教会史・神学史研究においては、より広範囲の運動が敬虔主義と呼ばれることもある。
6 カンシュタイン男爵カール・ヒルデブラント（1667-1719）などが挙げられる。
7 「シュペーナーの著作は200以上の単著を数え、その多くの巻は1000ページ以上ある」。Wallmann, a.a. 

O., S. 58.
8 フリードリッヒ学院につながるフランケの「孤児学院（Waisenhaus）」は、その延長線上にある。
9 Kurt Aland: Einführung in: Die Werke Philipp Jakob Speners, S.58-61.
10 興味深いことに、ここでシュペーナーは、カントが検閲に対して要求した「ペンの自由」に近いことを要求
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「まず、教化のために為すことをみずから進んで引き受けようとする人々に任せよう。教区
民の中の誰かがこのことを何よりも配慮することが最も求められる。そうすれば彼らは敬神
の程度においてますます成長し、彼らの実例はまた他の人々にとっても範を示すだろう」
（PD100）

というのが、シュペーナーの基本方針である。この方針は、シュペーナーの「教会内小教会
（Ecclesiola in ecclesia）」という神学テーゼに深く関わっている。これは、教会内部に形成され
る真のキリスト教徒の小集団であり、教会改革運動の細胞となるべきものである。シュペーナー
は、ルター派教会全体を一気に変革することは不可能と見て、こうした小集団を通じた漸進的な
改革を志向していた。
当時ルター派教会地域を襲っていたペストや飢餓、そして戦争は、シュペーナーにとって、教
会の腐敗への神の怒りの徴に他ならなかった。シュペーナーはこうした目に見える悲惨と並んで、
教会の「霊的悲惨

4 4 4 4

」（PD106）を嘆く。その原因は、シュペーナーの見るところ、一つは相当な成果
を上げたローマ・カトリック教会の対抗宗教改革運動であり、もう一つがルター派教会自身の欠
陥である。シュペーナーは、ルター派教会を、君主階級、聖職者階級、俗人市民階級の三つの身
分に分けて批判している。まず君主階級については、その宮廷における非キリスト教的生活様式
と、政治的関心からの教会への介入、そしてシュペーナーが「皇帝教皇主義（caesaropapiam）」と
呼ぶ君主的教会政治が、シュペーナーの批判の対象である。そして、三身分のどれよりもシュペ
ーナーが力を入れ、頁を割いて批判したのは聖職者階級であった 。シュペーナーの批判は、「真
のキリスト教を（それは外面的な悪徳を控えることや外面的な道徳的に善い生活に存するのでは
ない）正しく理解し、実践する」（PD114）牧師が少ないということである。シュペーナーは、「キ
リスト教の第一の実践的原理、すなわち自己自身の否定

4 4

」（ibid.）、言い換えれば世俗的欲望の否
定と神への恭順を、牧師が真剣に受け止めていない、と嘆く。それどころか、シュペーナーはさ
らに踏み込み、牧師たちが世俗的な欲望にとらわれ、「彼らがいかに深く古い誕生にはまり込み、
実際には再生の正しい徴をもっていないか」（ibid.）とまで言い切る。
先述した通り、再生はシュペーナー神学の中心概念である。もともと、『新約聖書』におけるイ
エスの言葉、「新たに生まれた者でなければ、神の国を見ることはできない」（『ヨハネによる福音
書』３章３節）に基づいており、再生していることは、真の信仰をもったキリスト教徒であること
を意味する。したがって、「再生の正しい徴をもっていない」ということは、真の信仰をもってい
ない、ということであり、シュペーナーは、「そのような多くの牧師について、彼らの生活と信
仰の果実の欠如は、彼ら自身に信仰が欠けていることを示している」（PD116）とすら断言する。
ここで言う「信仰の果実」とは、真に敬神な生活の実践を意味し、それを行わず、真の信仰を欠い
た牧師は、信者の悪い手本になるから、その職務にふさわしくない、とされるのである。
聖職者階級に対するシュペーナーの批判のもう一つの論点は、論争神学の過剰である。シュペ
ーナーは、神学論争の重要性を否定はしないが、「それが唯一のものでも最も大事なものでもな

11

 している。高田太『カントにおける神学と哲学　プロイセン反啓蒙政府とカントの自由を巡る闘い』晃洋書
房、2016年、208頁以下を参照。

11 聖職者階級への批判は分量的に教会批判の半分以上の頁を占める。
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い」（PD120）と明言する。そして、古代の教父や近世の神学者から、敬虔な信仰生活の実践より
も教説に関する論争を重視することを非難する、多くの文言を引用している。シュペーナーによ
れば、ルター派正統主義は聖書の純粋な教説を維持してはいるが、そこには「多くの異質なもの、
役に立たないもの、世俗の知恵の風味がするもの」（PD124）が混入してしまっている。実は、こ
こで批判されているのは、神学への形而上学の導入なのである。ルター派正統主義は、先述した
事情のために、カトリックや改革派との論争を強いられ、また内部でもルター神学の解釈を巡っ
て論争を繰り広げたが、その際の理論武装をアリストテレス哲学に依存した。それはいわば、中
世のスコラ神学の復活であった。シュペーナーはここで、サタンが割り込むために大学において
用いた手段が哲学であったとする、ルターの言葉を引用している。無論、ここで言う哲学はアリ
ストテレス哲学を意味する。シュペーナーの時代の書物は、「聖書以上に超えてはならない事柄
において、人間的で虚栄に満ちた学識や、詭弁的なものや、出過ぎた瑣末さの多くの道具立て」
（PD126）に満ちているとされるが、これらはまさに思弁的スコラ神学を指す。この後シュペーナ
ーは、ルター派におけるスコラ神学の復活を非難する多くの神学者の言葉と、哲学のキリスト教
への導入を批判するパウロの言葉を引用している 。興味深いのは、シュペーナーが、哲学や形
而上学を「我々の理性にとってより面白い事物」（PD134）と呼んでいることである。
俗人市民階級に対するシュペーナーの批判は、まず、彼らのもとに「キリストの規則が明らか
に行き渡っているのが見られない」（PD136）ことである。具体的には、日常生活における隣人愛
の実践の不足を指す。シュペーナーにとって、隣人愛とは、「明らかに表に現れ、単に心の内に
もっているが、実を結ばないという口実におけるものではない」（PD138）愛、すなわち実践され
る愛でなければならなかった。シュペーナーは理想のキリスト教共同体として、初期キリスト教
徒の共同体を対置するが、そこでは貧者が物乞いする必要がなかったとして、シュペーナーの当
時の乞食の蔓延が批判されているのが興味深い。
シュペーナーの最大の批判点は、信仰のみによる救済というルターの義認論の誤解と濫用、加
えて、神学において「事効論」と呼ばれる、教会行事への参加を自分の救済の根拠とする確信に基
づく、市民階級の倫理的弛緩である。シュペーナーによれば、ルターの教えが「我々は我々の生
活によって救われてはならないのであるから、キリストを信じ、全幅の信頼を置いていることで、
確実に救われることはまちがいない」（PD150）としばしば曲解されていた。それもあり、多くの
ルター派教徒が非キリスト教的生活を公然としながら、「自分のキリスト教はただ洗礼を受け、
説教の神の言葉を聞き、懺悔をし、免罪を受け、聖餐式に行くことにあり、それだけで礼拝を十
分にしていると考えている」（PD154）。この確信は「為サレタル働キ（opus operatum）」と呼ばれ、
呪術的としてルター派がカトリックを批判してきたものであった。しかし、シュペーナーは言う、
真の信仰のないところでは、こうした教会行為はそれだけでは救済の役に立たないと。シュペー
ナーの主張はすなわち、ルターに従い、「信仰は我々の内なる神の業であって、我々を変化させ、

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

神から新しく誕生させ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」（PD152）るゆえに、常に「善き業」と呼ばれる実践を伴うという神学に基
づく、教会形式主義への批判に他ならない。

12

12 敬虔主義のこうした傾向を、アルブレヒト・ボイテルは「アリストテレス的学問概念からの離反」と呼んで
いる。Albrecht Beutel: Kirchengeschichte Im Zeitalter Der Aufklärung: Ein Kompendium, Göttingen, 
2009, S.78.
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現状への批判に続き、シュペーナーは、将来の教会の改善を神学的に論証しようと試みる。
「我々が聖書を見れば、神がここ地上における彼の教会のなおいくらかより善い状態を約束して
いることは、疑いえない」（PD172）。これは、敬虔主義研究において、「より良い時代への希望」
と呼ばれる、重要なシュペーナーの神学テーマである。シュペーナーは『ローマ人への手紙』11章
25節以下のユダヤ人の改宗と『ヨハネ黙示録』18、19章のローマの没落をまだ成就していない神の
約束と理解している。シュペーナーにとって、このローマとは、ローマ・カトリック教会に他な
らなかった。「この二つのことが成就するとすれば、私は、すべての真の教会が現にそうあるよ
り、はるかに至福ですばらしい状態にならないなどと、いかにして疑いうるかわからない」
（PD174）。
シュペーナーのこのテーゼが重要なのは、それがシュペーナー独自のものだからである。シュ
ペーナーの挙げた聖書の箇所は、カトリックにおいては、ローマ・カトリック教会の成立そのも
のを暗示すると理解されてきた。ルター派は、これを宗教改革の実現の予言と見なしていた。そ
して、カトリックもルター派も、当時すでに神の約束はすべて成就し、最後の審判と世界の終末
は近い、と考えていたのである。18世紀においてすら、プファルツ継承戦争を起こしたルイ14世
は、終末を告げる『黙示録』３章11節の二番目の獣と見なされていたし、彗星は黙示録的な徴とさ
れていた。それに対し、シュペーナーのテーゼは、終末を遠い未来に先送り、神の導きによる将
来の改善を信じる楽観主義的なものである 。その意味において、ドイツにおける、それまでの
悲観主義から啓蒙的楽観主義への転換点にあると言っていい。
もう一つ重要なのは、シュペーナーの次の言葉である。「それは神によって約束されているの
で、その時には必然的に実現せねばならない。［中略］我々すべてに義務づけられているのは、あ
るいはユダヤ人の改宗と教皇制の霊的弱体化のため、あるいは我々の教会の改善のために多くが
為されるよう、業を為すことに怠慢であってはならないということである」（PD176）。教会の改
善は神の約束であるから必ず実現するが、しかしそれでもルター派教徒は、改善のために可能な
限りの努力を義務づけられる。これは、シュペーナー神学におけるもう一つの重要テーゼである
先慮論に関わっている。「先慮 （Vorsehung）」とは、神が人間の意志の決定を予見することによ
り、その行為を成功させるか否かによって、世界をコントロールすることである。「予定説」と異
なり、神は誰を救済するか自ら決めるのではない。さらに、永劫の罰を受ける者も神によって永
遠の昔から予定されているとするカルヴァンの「二重予定説」は、シュペーナーによる改革派の批
判点であった。先慮論と予定説の違いはつまり、先慮論が、先慮に違反するという人間の否定的
な自由意志を承認することにある。救済されるかどうかは、神の決定ではなく、その人の意志に
かかってくる。先慮論は、意志と行為結果のギャップによって、人間の自由意志と神の全能を両
立させるのである。
最後にシュペーナーは、六項目の具体的な改善提案を提起する。その第一のテーゼは、「神の

4 4

（御）言葉がより豊かに我々のもとにもたらされるように
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

考慮されるべきであろう」（PD192）とい
うものである。これは信者が、聖書からの抜粋による説教を聞くだけでなく、自身で「聖書その

4 4 4 4

13

14

13 ボイテルは、「敬虔主義の楽観主義的終末論」と呼び、「確実な宗教的、道徳的、社会的進歩の期待」を作り
だしたとしている。A.a.O. S.95.

14 この言葉は「摂理」と訳されるのが普通だが、敬虔主義研究では、伊藤利男に従って先慮としている。伊藤
利男『敬虔主義と自己証明の文学』人文書院、1994年、157頁を参照。
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もの
4 4

、特に『新約聖書』を熱心に読むことによって
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」（PD196）実現される 。実は、先述した「敬虔
ノ集会」は、このための方法論として案出されたものであり、「教会の集会の古い使徒的なやり
方」（ibid.）を真似して、礼拝以外で信者たちが集まって、牧師の指導の下、聖書を朗読し、その
理解について互いに語りあうというものであった。シュペーナーは、これにより集会の参加者た
ちが信仰心を高め、自分の「子供たちや使用人をより良く教育」（PD198）できるようになると考え
ていたのである。こうしたシュペーナーの聖書主義は、フリードリッヒ学院のような敬虔主義の
学校における聖書教育の根拠となっている。
シュペーナーの第二の提案は、「霊的司祭制の施行と熱心な実行

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」（PD202）である。これは、も
ともとルターが唱えたもので、シュペーナーは「普遍司祭制」とも呼ぶが、日本では普通「万人司
祭制」と呼ばれる。「牧師のみならず、全てのキリスト教徒が、その救済者［キリスト］によって司
祭とされ、聖霊によって聖別されて、霊的司祭の役目に献身する」（ibid.）というのがその主旨で
ある。それゆえに、「全てのキリスト教徒に、総じて区別なしに、全ての霊的職務が属している」
（PD204）。これに基づいて、シュペーナーは、ローマ・カトリックの教皇制度を、「全てのそう
した霊的職務を僧侶階級にのみ」（ibid.）割り当て、他のキリスト教徒をそこから排除した「霊的
身分の不当な独占（Monopolium）」（ibid.）として攻撃している。霊的司祭制によれば、全ての信
者が教会の公的職務を場合によっては代行でき、公的でない職務については家庭や日常生活で、
常に遂行しなければならない。ここで言う公的でない職務とは、「ただ単に自分と彼に責任ある
ものを祈り、感謝の言葉、善き業、喜捨などに捧げるのみならず、主の言葉を勤勉に学び、他の
者、特に自分の家の者を、与えられた恩寵に応じて、教え、罰し、訓戒し、回心させ、教化し、
その生活を監督し、皆のために祈り、可能な限り彼らの至福を気遣うようにし続ける」（PD206）
ことを指す。この霊的司祭制は、教会における司祭と信者の宗教的差別を否定するものであった。
第三にシュペーナーが提案するのは、「人々をよく印象づけ、キリスト教における知だけでは
まったく十分でなく、むしろそれは実践にこそあると信じるようにやがて彼らを習慣づけるこ
と」（PD208）である。シュペーナーにとって、キリスト教における実践とは、先述したごとく、
隣人愛の実践であった。「もし我々が熱烈な愛を、まず我々キリスト教徒相互の間で、さらには
全ての人間に対して呼び覚まし、［中略］実行に移せるならば」（ibid.）、それがシュペーナーの求
める全てなのである。ここでは、「隣人愛の素晴らしさと、それに対し、対立する自己愛の大き
な危険と害」（PD210）が強調されている。しかも、シュペーナーが、「真の愛から為したのか、他
の意図をその際もっていたのか」（ibid.）、心をよく吟味するよう求めているのが、非常に興味深
い。シュペーナーが問題にしているのは、私欲を含まない、動機の真実性なのである。ただし、
聴罪司祭や他のキリスト教徒に、自分の隣人愛の実践について報告するという提案は、行き過ぎ
であろうが。
第四の改善提案のテーマは宗教論争である。不信仰者や異端者に対しても、キリスト教徒は彼
らのために神に祈り、良い模範とならねばならず、真理を謙虚な、しかし力強い告白と論駁によ
って教え、一切を彼らのために彼らへの愛から為すことが求められる。宗教を理由とする迫害は
許されない。これによってシュペーナーは、啓蒙における宗教的寛容に道を開いたと言える。さ

15

15 フランケの下、ハレ派の聖書出版社は大量の聖書を印刷して安価に販売し、ドイツにおいて初めて、聖書
を一般家庭にまで普及させた。これもシュペーナーのこの改革提案に基づく。
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らにシュペーナーは、論争は無用ではないが可能な限り抑制されるべきとして、アルントの『真
のキリスト教についての四巻』から、論争よりも神聖な生活を重視するように説いた箇所をいく
つか引用している。我々にとって重要なのは、シュペーナーによる論争抑制の神学的基礎づけで
ある。論争はしばしば「霊も信仰もなく肉的知によって」（PD216）よって生じるが、「我々がみず
からの自然的力や単に人間的勤勉によって、聖霊の光なしに聖書から理解するものも肉的な知で
あり、そうでなければ、理性には神的知が可能であるなどと言わねばならなくなる」（ibid.）。つ
まり、シュペーナーは、人間的理性には神的知は不可能であるから、理性による宗教論争は無意
味だとしているのである。また、「父［神］の意志を為し、よって若干の知に留まらせるだけでは
ない意志」（PD220）が求められ、実践と知が対置されている。
第五の提案は、大学における牧師の育成の改善である。シュペーナーの見解では、牧師にとっ
て、「最も必要とされるのは自身が真のキリスト教徒であることであり、そして他人を慎重に主
の道へ導く神的知をもつこと」（PD222）であった。牧師は常に神の栄光を求め、世俗的な意図で
行動してはならない。こうした牧師を育成するために、シュペーナーは、非キリスト教的な学生
生活の排除、教授たちが学生にとってキリスト教的学園生活の生きた手本となること、学習にお
ける敬虔な生活の重要性が強調されること、神学生が「世間ではすでに死んでいるかのようでな
ければならないと第一学年において信じ、いつか大衆の手本となるべきような生活をするよう
に」（PD230）教育されること、そして教授による学生のしつけを提案する。注目すべきことに、
知識のみならず実践こそが重要であることが繰り返し、多くの引用によって強調されている。
シュペーナーの最後の提案は、教化のための説教と定義できる。説教は、「信仰とその果実が、
聴衆の下で最大限に促進される」（PD244）ようになされなければならない。これは当時の、教区
民には理解不可能な知識や外国語の引用で飾られ、修辞のみを気にした、バロック・スタイルの
説教に対する批判である。シュペーナーにとって、「説教壇は人が自分の技術を見せびらかすと
ころではなく、主の言葉を素朴に、しかし力強く説教するところ」（PD246）なのであった。
『敬虔ナル願望』の最後に、シュペーナーは自分のキリスト教論をまとめている。「我々のキリ
スト教の全体は、内なる、あるいは新しい人間

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に存し、その魂が信仰であり、その働きが生命の
果実である」（ibid.）。この内なる人間、あるいは新しい人間とは、再生によってキリスト教徒の
中に生まれる人間であり、神に従って隣人の福祉を追求する。全ての教会行事は、この人間のた
めのものでなければならない。その対概念が外なる人間であって、これはみずからの理性に従っ
て自分自身の快を追求し、悪にのみ傾きがちである。それゆえに、「我々は人々を外面的な悪徳
を控え、外面的徳を実行するように駆り立て、いわば単に外なる人間に関わるだけでは、断じて
十分ではない。それは異教の倫理でもすることである。そうではなく、我々はまさしく心の内に
こそ根拠を置くのであって、この根拠から出たのでないものはまったくの偽信であることを示す
のである」（ibid.）。ここに、シュペーナーの考えるキリスト教の神髄がある。

第四節　カントとシュペーナー

以上が、シュペーナーが唱えた、本来の意味での敬虔主義の神学である。シュペーナーの後、
敬虔主義はさまざまな方向へ分岐していくが、この基本線は、多少極端な現れ方をすることはあ
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っても、変らなかった。すなわち、敬虔主義の本質は、徹底した聖書主義、理性に基づく形而上
学的神学の排除、神学的知に対する隣人愛の社会的実践の優位、神への信頼に基づく未来への楽
観主義、聖職者と俗人信者の宗教的平等、そして偽信につながる教会形式主義への批判と内面の
真実性の要求にある。本来の敬虔主義には、『諸学部の争い』 において、「神秘的（mystisch）」と
か「超自然主義（Supernaturalisum）」とカントが呼んでいるような要素（VII54）は存在しない 。
それはむしろ、フランケが後から付け加えてしまったものなのである 。何より、先述したよう
に、カントがシュペーナーから受け継いだ課題とは、「宗教の講演は、我々から別の人間を、
（我々はすでに相当に善いのだが、ただ程度に関してのみおろそかになっているかのように）単に
より善い人間をでなく、作ることを目的にもつのでなければならない」（ibid.）、というものであ
る。カントがここで語っているのはまさに、再生のテーマなのであった。カントの再生論は、先
述したように『宗教論』の第一部で、「新たなる創造に等しい一種の再生によってのみの新しい人
間（『ヨハネによる福音書』３章５節、『モーセ第一書』１章２節を参照）、心の変化」（VI46）という
術語を用いて展開されている。
のみならず、理性に基づく形而上学的神学の排除とは、『純粋理性批判』の弁証論のテーマに他
ならないし、カントは「信仰

4 4

に場所を得るために、知
4

を破棄しなければならなかった」（BXXX）。
かつカントの信仰とは、「道徳的に善い生活様式への不屈の熱心こそが、神の王国における神の
お気に入りの臣民であるために、神が人間に求めることの全てである」（VI103）と考える「理性信
仰」に他ならない。カントは『実践理性批判』において、隣人愛を「隣人に対する全ての義務をすす

4 4

んで
4 4

実行すること」（V83）と、実践的に理解しているし、『人倫の形而上学』で「同時に義務である
目的」の一つとされるのは「他者の幸福」（VI385）である。
また、『永遠平和のために』を見れば、永遠平和の到来を保証するものは、「より高次の、人類
の客観的最終目的へと向けられ、この世界経過を先行して決定している原因の、深く存在する知
恵として、先慮と呼ばれる」（VIII361）ものに他ならない。『ペーリツによる合理神学講義』では次
のようにさえ言う。「まさに同様に、我々は世界史においても、人間の自由の結果である出来事
を神的統治に従って連関し、計画的に遂行されたものと考えることができる」（XXVIII2・1114）。
『人類史の憶測的起源』では、「先慮に満足していること

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」（VIII121）の重要性が説かれる。加えて
『宗教論』には、「人間には、あたかもおのおのが自分の道徳的な個人的要件のみを追及し、人類
の要件の全体は（その道徳的規定に関して）しかし、より高次の智に任せてもよいかのように、こ
の仕事に関して無為であること、先慮に任せ切りにすることは許されない」（VI100）という一文
もある。アンナ・スチルヴィンスカも言うように、カントとシュペーナーの自由論は、「行為の
自由と意志の自由の次元の間の区別」に基づく「非両立主義（Inkompatibilismus）」という共通点
をもつ 。無論、カントの同時代の哲学者や神学者も Vorsehungという言葉自体は使っているが、
その自由概念はヴォルフの影響下でほぼ両立主義的である 。それはカントが『実践理性批判』に

16

17

18

19

20

16 ここでカントは、シュペーナーとフランケのハレ派のみを敬虔主義と呼んでいる。Vgl.Ⅶ55．
17 シュペーナーが実践的理由のみで、ドイツ神秘主義の著書を推奨して、助長してしまった部分はあるのだ
が。シュペーナー自身は同時代の神秘家たちに対して懐疑的であった。

18 フランケは、「リューネブルクの回心」と言われる自身の神秘体験を敬虔主義神学にもちこんだのである。
19 Anna Szyrwińska: Wiedergeborene Freiheit: Der Einfluss des Pietismus auf die Ethik Immanuel 

Kants, Wiesbaden, 2017, S. 250f.
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20 実は、ハレ派敬虔主義はヴォルフを決定論者として批判していた。拙論「ドイツ啓蒙と敬虔主義　―自由
論を巡って―」（カント研究会編『現代カント研究9　近代からの問いかけ　―啓蒙と理性批判―』晃洋書房、
2004年）116頁以下を参照。

21 ウルリッヒ・L・レーナーによれば、カントはすでに1750年代には、ライプニッツの予定調和説に、神の
悟性と意志の分裂を見ている。Vgl. Ulrich L. Lehner: Kants Vorsehungskonzept Auf Dem Hintergrund 
Der Deutschen Schulphilosophie Und -theologie (Brill's Studies in Intellectual History), Leiden/
Boston, 2007, 221f.

22 マンフレッド・キューン『カント伝』菅沢龍文・中澤武・山根雄一郎訳、春風社、2017年、100頁。
23 ただし、高田が言うごとく、カントはそのために、逆に既存の教会から遠ざかることになるのだが。高田、
前掲書、274頁を参照。実は、既存教会への批判から教会離脱に至った敬虔主義者は多い。シュペーナー
自身はそれを防ごうとしていたにもかかわらず。

おいて「回転串焼き機の自由」（V97）と嘲ったものに他ならなかった。カントのこの議論は同時に、
神学的決定論とも言える予定調和説への批判 であり、『学部の争い』では、予定説を自由と帰責
を、それによって道徳をも不可能にする、使徒パウロの「個人的見解」（VII41）とすら攻撃してい
る。
カントは「越権した神の代理人」（VI131）による支配である教皇制の敵であり、「見えざる立法
者の意志の唯一権威づけられた保持者、解釈者として、信仰の命令を独占的に司る権威をもつ」
（VI180）という、聖職者の特権性を自称する「僧侶制（Pfaffentum）」の批判者である。教会による
国家の支配はカントにとって、「偽信の習慣化」（VI180）をもたらすものであった。さらに、「カ
ルトの宗教的行為によって、神の前での義認に関して何かを達成するという迷妄は宗教的迷信

4 4

で
ある」（VI174）として、「呪術信仰

4 4 4 4

」（VI193）である教会的形式主義を攻撃している。『ポヴァルス
キーによる道徳哲学講義』ではまさに「為サレタル働キ」（XXVII1186）という言葉も使われる。

結語

結論として言えば、マンフレッド・キューンのように、「敬虔主義がカント哲学に何らかの根
本的で持続する影響を与えたということはありそうもない」 とは、とても言えない。カントの抱
いているキリスト教の理想的イメージと、カントが用いる宗教的概念は、まさに敬虔主義的なも
のである。前者がカントの両親の宗教教育によるものだとしたら、カントは、シュペーナーの言
う霊的司祭制による家庭教育の成功例とすら言えるであろう 。後者は、フリードリッヒ学院と
ケーニヒスベルク大学における神学教育の成果と見てよいのではないだろうか。

21

22

23
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〈書　評〉
Allen Wood

Formulas of the Moral Law
（Cambridge UP, 2017）

平出　喜代恵

Allen Wood, Formulas of the Moral Law. Cambridge UP, 2017は、その書名と80ページ余り
のコンパクトな装丁から、『道徳形而上学の基礎づけ』（以下『基礎づけ』と略記）の入門書であるか
のように思われるかもしれない。しかし本書における定言命法の取り扱いは、道徳哲学の文脈に
限定されるものではない。したがって、カント哲学とその影響を広範にわたって概説する狙いで
立ち上げられた Cambridge Elements in the Philosophy of Immanuel Kantシリーズ一作目に
ふさわしい著作と言えよう。著者のウッドは現在インディアナ大学ブルーミントン校教授を勤め
ており、本シリーズの編集長のひとりでもある。
周知のとおり、『基礎づけ』の目的は「道徳性の最上の原理を探求し、それを確立する」ことであ
る（IV 392）。本書の出発点は、この問題構制の背景にある、カントの時代に道徳の原理に求めら
れていた役割―道徳的正不正の判定規準―に異論を唱えるカントの姿勢である。もっとも、
現代にもこうした道徳の原理理解は根強く残っている。それどころかカントの意に反して、普遍
的法則の法式を道徳的正不正の判定規準としての道徳の原理とみなす立場がある。そこで本書は、
カントの道徳哲学そのものの解釈にも通じるこうした誤解を一掃すべく、定言命法の諸法式それ
ぞれの意義、とりわけ普遍的法則の法式に委ねられた役割を解明していく。
本書の構成を概観しよう。まず「諸法式の体系」と題される第一部で『基礎づけ』の概要と論点が
整理されたのち、第二部以下で定言命法の諸法式５つと義務の実例４つの考察が続く。諸法式の
数え方は論者によってさまざまだが、本書はペイトン以来の慣例にしたがって、「普遍的法則の
法式」とその派生式「自然法則の法式」を合わせて「第一法式」、「目的それ自体としての人間性の法
式」を「第二法式」、「自律の法式」とその派生式「目的の国の法式」を合わせて「第三法式」と数えて
いる。
第二部「普遍的法則」では、諸法式の考察に先んじて本書の出発点が検証される。すなわち、カ
ントが道徳の原理をめぐる既述の立場には与しえないことの確認作業である。そのさい著者は、
自らの行為の道徳的正不正の判定規準を欲しがるひとの魂胆を探る。それによれば、カントの考
えでは、人間誰しも常識によって自らの行為の道徳的正不正を判定できる。にもかかわらず規準
を要求するのは、自らの行為が不正であるとわかっていながら、それをどうにか正当化しようと
企んでいるからである、と。
以上のように、道徳の原理が行為の道徳的正不正を判定するためのものではないことを確認し
たのち、第二部の表題どおり、第一法式２つと義務の実例４つの考察が続く。注目すべきはその
分量、本書の実に６割にあたる48ページがここに充てられている点である。なるほど、カント自
身が普遍的法則の法式を道徳的「判定の規準」（IV 404）と呼称することも、本法式を道徳的正不正
の判定規準としての道徳の原理とみなす誤解が生じる一因であろう。著者の整理では、第一法式
の役割は一般に、格率の普遍的許容可能性を吟味することと理解されている。しかし著者は、そ
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こに付される義務の実例４つの共通点に着目する。いずれも、きわめて特殊な
4 4 4

状況の下で、ひと
4 4

り
4

の人間が、自らのみを義務の例外としてよいか苦悩するさまを描出しているのだ。特殊的場面
において或る格率を採用してよいかどうか道徳的に判定するのは、それに直面している当事者し
かいない。もっとも、人間は有限な理性的存在者にすぎないのだから、自分だけに甘い道徳的判
定を下すかもしれない。この道徳的堕落を防止する作用を、著者は第一法式に与えている。
続く第三部で、残りの法式の役割が検討される。著者は第二法式の「目的それ自体」を、人間が
それを目指すよう義務づけられるものとして理解する。それゆえ本法式には、人間に対して定言
命法を遵守する動機づけを与える役割が見定められる。この第二法式と第一法式との結合である
第三法式は、その吟味を経た格率には人間に遵守するよう迫ってくる力があることに注意が向け
られる。著者の指摘では、『基礎づけ』で探求される道徳性の最上の原理とは、第三法式、なかで
もより抽象的で厳格な自律の法式を指す。
諸法式はそれぞれ独自の役割を担っている。このことを強調したうえで、著者は最終部である
第四部において道徳の原理の役割を再検討する。著者が注目するのは、諸法式を同等だとするカ
ントの叙述である（Ⅳ 436）。著者は、この叙述を全法式が同等に作用するという意味で理解して
はならないと警告する。なぜなら、その場合には全法式が一様に格率や行為の道徳的正不正を判
定すると想定されることになるからである。既存のモノサシを満たしさえすれば道徳的に善く生
きられるという発想は、カントの描き出す人間像と相容れない。カントにおいて人間は、傾向性
から逃れられないにもかかわらず、しかしなお有徳な生へと自らを牽引するよう義務づけられて
いる。
以上に見るように、本書は主に諸法式、とりわけ第一法式の意義の解明に取り組むものである。
そこから『基礎づけ』執筆に至ったカントの問題意識に立ち戻ることによって、人間が自らの行為
について下す道徳的判定こそがカントの道徳哲学において重要であることを裏づけるとともに、
いっそう広い文脈、カントの道徳哲学全体の解釈へとつなげている。しかし本書はまた、諸法式
それ自体のみならず、そこに付された義務の実例にも説得的な解釈を提供している。なかでも本
書評では、自然法則の法式に付された義務の実例をめぐる解釈を取り上げたい。
カントは或る格率が自然法則の法式に適合するかどうか、４つの義務区分にしたがって吟味す
る。だが、とりわけ不完全義務２つの実例の説得力には懐疑的な目が向けられがちである。一般
的な理解にしたがって整理すれば、カントが不完全義務の実例で吟味した格率とその棄却理由は
以下のとおりである。

（1） ひとは才能を開発する義務を放棄してよいか。それはいけない。なぜなら、理性的存在者
は自らの才能を開発する意欲をもって当然だからだ。

（2） ひとは慈善の義務を放棄してよいか。それはいけない。そんなことをすれば、自分が苦境
に陥ったときに誰も助けてくれなくなってしまおう。

これらに対して、（1）は理性的という語の多義性に依拠する論証にすぎず、（2）は義務論的では
なく自己利益に訴えているとして、その論証の脆弱性が指摘されてきた。だが著者は、第一法式
を理性的存在者としてのひとり

4 4 4

の人間が自らの行為
4 4 4 4 4

について道徳的判定を下す際の羅針盤として
解釈する立場から、以下のように実例の論点を整理する。
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（1’） この実例は、自らの或る才能を開発する義務を放棄してよいか悩むひとりの人間を描き出
している。こうした悩みが生じるのは、その才能が安楽に生きていくのに役立つと確信し
ているからこそである。ところで人間が理性的存在者であるというのは、目的を設定し、
それに向けて合理的な手段を選択する能力をもつという意味である。したがって、望まし
いに違いない安楽な生活のための手段を敢えて放棄するのは、自らを理性的存在者として
扱っていないことであり、現状に矛盾する。道具的観点からも不合理である。

（2’） この実例は、目の前にいる他人の不幸に無関心でいてよいか悩むひとりの人間を描き出し
ている。こうした悩みを抱える当事者は、現時点では順調な生活を送っているに違いない。
ところでカントの考えでは、人間は相互依存的な存在者であり、順調な生活を送るひとは
少なからず他者の共感を得ている。したがって、他人の不幸に無関心であることは、自ら
の現状の成立を不可能にすることであり、不合理である。

以上のような論理にしたがって、著者は自然法則の法式とそれに付された義務の実例を、人間
が自らの行為について下す道徳的判定をキーワードとして整合的に解釈する道筋をつけた。不完
全義務には完全遂行の基準がなく、その拘束力は状況次第である。それゆえにこそ、ひとりの人
間が自らの行為について下す道徳的判定を考察するときの有効な手段となる。以上の再解釈によ
って、疑念の多い不完全義務はむしろ第一法式の役割を如実に表すものとして示されたことにな
る。
一方、著者の分析には疑問に思う点もある。それは、こうした道徳的判定の誤謬可能性を認め
つつ、しかし咎なしとする理由である。著者によれば、誤判定もまた良心にしたがって下された
ものであるがゆえ、それに対して人間は道徳的責任を負わない。だが、カントは誤った道徳的判
定の言い逃れのために良心に言及したのだろうか。『徳の形而上学的定礎』に展開される良心論を
見る限り、カントは良心（カントはこれを「内的法廷」とも呼ぶ）を、道徳的努力を放棄しかねない
自己を諫めるものとして描き出している。そもそもカントの描き出す内的法廷には、二世界論に
基づいて、被告として裁かれる自己（感性的存在者）と原告として裁く自己（叡知的存在者）とが出
廷する。したがってカントの良心論を、叡知界への言及なしに、生身の人間による特殊的な道徳
的判定に直接的に援用することはできないはずである。
良心概念に限らず、本書は一貫して生身の人間の義務意識に焦点をあて、二世界論にできるだ
け立ち入らない。なるほど、常識に定位して道徳性の最上の原理を探求する『基礎づけ』の解釈に
際して、あるいは形而上学的思索が好まれない現代には受け入れられやすい手法だろう。著者は
この方法論によって人間性概念の解釈も試みる。著者によれば、人間性とは生身の人間の理性的
本性であり、文脈次第では人格や人間とも互換可能である。まさにこの意味での人間性が、第三
法式を介して最高善や神の国への結びつく、と。だが、感性界には収まりきらない理念性として
の人間性への言及は、本書のスタンスからすればいささか唐突だと言わざるを得ない。
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〈書　評〉
Rollmann, Veit Justus

Apperzeption und dynamisches Naturgesetz in Kants Opus postumum
―Ein Kommentar zu “Übergang 1-14”

（Kantstudien-Ergänzungshefte Bd. 181, De Gruyter, 2015）

内田　浩明

本書は、2014年６月にトリーア大学で受理された著者の学位論文をもとに１冊の著作として
『カント研究別冊』のかたちで公刊されたものである。著者のロルマン氏は、マールブルク大学の
B.トゥシュリング教授に長年師事していたが、2012年にトゥシュリング教授が急逝し、トリー
ア大学で学位を取得する運びとなったようである。
『オプス・ポストゥムム』（以下、『遺稿』）を研究する場合、『純粋理性批判』（以下、『批判』）、
『自然科学の形而上学的原理』、『判断力批判』をはじめとして、公刊著作との関連を――その多く
は批判期の著作では十分には展開されなかった問題やカントの思想を補完するものとして、とり
わけ著者が強調しているのは、1798年の秋のガルヴェとキーゼヴェッター宛書簡における「批判
哲学の体系におけるギャップ（Lücke）」（XII 257、 258）への解答として（vgl. S. 8）――発展史的に
解明するスタイルが大多数を占める。これに対して、本書の最大の特徴は、メインタイトルより
もサブタイトルが如実に物語っているように、『遺稿』の「移行（Übergang）1-14」と呼ばれる草稿
群の考察に相当の紙幅を割いている点に存する。『遺稿』は、周知の通り、「自然科学の形而上学
的原理から物理学への移行」を主題として、遅くとも1796年頃から1803年までカントが執筆して
いた草稿の総称である。このうち「移行1-14」とは1799年５月から８月という短期間に書かれた
『遺稿』全体の一部分、しかも第２束と第５束、そして第12束の一部（具体的には XXI 206-247, 
XXI 535-612, XXI 512-520, XXII 609-615が該当する）にすぎない。しかし、「移行1-14」のいくつ
かの「移行」ではいわゆる「エーテル証明」（「エーテル演繹」ともと呼ばれる）という独特の議論が行
われており、これを『遺稿』の「中核部分」と位置づける研究者も多い（vgl. S. 3）。しかしながら、
本書以上に「移行1-14」に焦点を当て詳細なコメントを付している研究は他になく、その意味で本
書はきわめて貴重であると言える。
本書は次の全六章から構成されている。第一章「序論」（S. 1-31）、第二章「『移行1-14』構想」（S. 
32-228）、第三章「問題としての経験の統一：一つの解決案としての『移行1-14』」（S. 229-284）、第
四章「超越論的自己意識と世界元素（Weltstoff）」（S. 285-293）、第五章「カントにおける主観と客
観の同一性」（S. 294-302）、第六章「結び」（S. 303-309）。各章のページ数からも明らかなように、
第二章が本書の三分の二近くを占めているのに対して、第四章以降はすべて10ページにも満たな
い。このため、全体としてアンバランスな構成になっていることは否めない。しかし、そのこと
は、裏を返せば、著者が「移行1-14」に対して心血を注ぎ綿密な考察を行っていることの証左にほ
かならない。実際、第二章本文のページ数もさることながら、第二章だけでも注の数は実に800
以上にも及んでいる。本書評では、第二章におけるカントの原文に対する膨大なコメントを逐一
紹介することはもちろんできない。以下では、『遺稿』解釈における特徴や強調点を見ていくこと
にしたい。
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第一章「序論」の冒頭で著者は、本書が「ある特定の事柄に即した問題」の観点から『遺稿』を解釈
する研究であることを明言している。その問題とは、一言で言えば、現象界に汎通的に連関する
「絶対的な統一としての経験の基礎づけ」の問題である。ただし、ここでの経験ないしは絶対的な
統一としての経験とは、『批判』等で述べられている形式的意味における自然の合法則的な統一や
単なる理念にとどまる経験の絶対的統一ではなく、むしろ質料的意味における「経験自身の絶対
的統一」であり、「物質の運動力の体系」として考えられる「集合的（kollektiv）統一」である。そし
て著者によれば、「移行1-14」では「経験的自然論（Naturlehre）全体の新たな形而上学的基礎づけ
と体系化」が試みられる一方で、その試みが「全体としての経験自身を統一する」試みと一致する
とされる（vgl. S. 1）。つまり、「経験の絶対的統一」という問題に定位しつつ、自然科学の新たな
基礎づけと体系化を「移行1-14」を中心にして解釈することが本書の最大の狙いであると言える。
こうした問題意識に則り、第二章では「移行1-14」に関する長大な考察がなされる。とはいえ、
著者も「移行1-14」のすべてに詳細なコメントしていくわけではなく、「移行1、2、11、12」の４つ
に重点を置き、残る箇所については「概略的」な解明を行うという方針を採っている（vgl. S. 7）。
「移行1-14」の序論的役割を担っている「移行1」で注目すべきは、「移行1-14」だけに特有というわ
けではないが、自然論の対象の区分に関して、通常我々が「物体」と考えている「物理的な物体」の
みならず、「有機的な物体」として「有機体」が「移行」プロジェクトに組み入れられていることであ
る（vgl. S. 43、 58）。また、「移行1」とともに特に「移行2」では「自然科学の対象」について、「物理
的な物体」が世界元素としての「物質一般」との対比のもと、形式を欠いた（formlos）後者に対して、
形式を有する前者が物質固有の「物質の運動力」によって、「自発的」で「自己活動的」に自己規定・
自己組織化することが強調され、その点が「移行1-14」におけるまったく新しい物質理論であると
されている（vgl. S. 83）。
これら以外にも興味深い叙述やコメントが間々見受けられるが、「移行1-14」が『遺稿』の他の草
稿と決定的に異なるのは、前批判期からカントが一貫して「仮説的」と見なしていたエーテルを、
理性によって与えられたものとして、その現実存在ないしは現実性をアプリオリに証明しようと
する「エーテル証明」にほかならない。エーテルは、「熱素、光素、燃素」はもとより「世界元素」や
「基本元素（Elementarstoff）」、そしてときには「物質一般」とも同義とされ（vgl. S. 38、 116）、そ
の 性 質としては宇宙空間やあらゆる物質に「全拡散的（allverbreitet）、全透入的
（alldurchdringend）、全運動的、全持続的」（vgl. XXI 576、 580、 584、 600）である微細な「根源的
物質」を指す。そして既に述べたように、『遺稿』ないしは「移行1-14」における経験とは、「物質の
運動力の体系」による「集合的統一」としての経験であるがゆえに、エーテルは「アプリオリな自然
論の新たな体系的区分の最上の原理」のみならず、「経験自身の根元的な超越論的原理」でもある
（vgl. S. 116）。しかも、もしエーテルが現実的に存在しなければ、「物理的物体の形成に必要な
いかなる凝集」（XXI 378）等すらも考えることが不可能となると考えたために、カントはエーテ
ル証明を行っていくことになる。ただし、カントの証明方法は、あくまで、その反対を考えれば、
矛盾に陥るという「間接的」（XXI 592）、同一律に基づく「分析的」（XXI 559）、そして「消極的」な
もの等として性格づけられる（vgl. S. 118）。こうしたエーテルの存在証明についてカントは「移
行11や12」において「物質の運動力の概念がそれへと関係づけられる一なる経験全体の客観（das 
Object Einer gesammten Erfahrung）それ自身が、また単一であるがゆえに」、エーテル証明の
仕方が「奇妙とされてはならない」（vgl. S. 166、 193、 XXI 574、 586）というかたちでその特異性・
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唯一性を強調しているが、こうした独特の証明方法が第二章では浮き彫りにされている。また、
「経験の絶対的統一」という意味では「一なる空間と一なる時間、そして一なる物質のみ」が存在す
るだけ（vgl. XXI 224）という事態こそが重要であるが、その一方でエーテルが空間を充実してい
るがゆえに、「移行1-14」ではエーテルが、知覚可能・経験可能な対象としての「空間を動力学的
に実在化」（vgl. S. 120）する役割を担っているという論点も著者は見逃さない。
第三章においては「移行1-14」と「経験の類推」（第一類推と第三類推）、「観念論論駁」、「純粋理
性の理想」等の『批判』におけるさまざまな箇所に加え、『判断力批判』の「有機体」との比較がなさ
れているが、なかでも「実体」概念に関する「経験の第一類推」の考察が詳しく行われている。そこ
での著者の主張は、次のようにきわめてシンプルである。すなわち「移行1-14」を手がかりにすれ
ば、『批判』の「経験の第一類推」においてすでにカントは「世界元素と現象的実体、つまり空間に
おける実体とを同一視」（vgl. S. 8）しているというものである。このことは、『批判』の「純粋理性
の理想」においてカントが許容しなかった「悟性の経験使用の配分的統一を経験全体の集合的統一
へと」（vgl. B 610）変容せしめることが「移行1-14」を待つまでもなく、「経験の第一類推」において
もすでに生じている（vgl. S. 243）ことを意味する。ただし、これには異論もあるだろう。
第四章以降の議論は、紙幅の都合上、割愛せざるをえないが、いずれにせよ「経験の絶対的統
一」という問題に定位しながら、エーテル証明等を含め「移行1-14」について詳細に論究している
本書は、難解な『遺稿』を研究しようとする者やカントの自然哲学の終着点を見定めようとする者
にとって、最も重要な文献のうちの一つに数え入れられることは確かである。
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〈書　評〉
近堂秀著

『『純粋理性批判』の言語分析哲学的解釈
―カントにおける知の非還元主義―』

（晃洋書房、2018年）

村井　忠康

本書は、著者の博士論文をもとにした分析的カント研究の書である。本書の本体をなす１章か
ら９章までは、20年にわたり各所で公刊されてきた９編の論文がもとになっており、博士論文と
してまとめられるさいに大幅に加筆修正され、さらに本書においても手を加えられている。この
意味で、本書は単なる論文集ではなく、全体として、著者の設定した三つの課題の達成を目指す
ものである。第一の課題は、『純粋理性批判』では、外的世界の知識、他人の心の知識、自分の心
の知識という三種類の知識が還元不可能な関係にあることを示すことである。第二の課題は、カ
ント自身の立場としての超越論的心理学には、デイヴィドソンの非法則的一元論、すなわち、心
的出来事は物的出来事とトークンとしては同一でありながらも、心的概念は物的概念に還元でき
ないとする立場との共通性があると示すことである。第三の課題は、超越論的論理学を認知の外
在化プロジェクトとして位置づけたうえで、そこに、実在論的意味論として知られるデイヴィド
ソンの真理条件意味論との共通点を指摘することである。序論冒頭で第一の課題が述べられるさ
いにデイヴィドソンの名前は言及されていないが、すぐに示唆され、また、本論で明らかとなる
ように、第一の課題もまた、デイヴィドソンを念頭に置いたものである。著者の意図を汲んで言
い換えるなら、外界、他者、主体の関係を捉えるデイヴィドソンの三角測量メタファーによる知
識論が、『批判』において表裏一体の関係にある超越論的論理学と超越論的心理学によって基礎づ
けられるということを示すことが、第一の課題である。したがって、本書全体の狙いは、デイヴ
ィドソン哲学と『批判』との共通性を明らかにすることだと言える。
本書の読後、評者は戸惑いを覚えた。というのも、デイヴィドソンはもちろんのこと、本書で
取り上げられる多くの分析哲学者、あるいは英語圏のカント研究者についての解説に混乱がある
と感じることが少なくなかったからである。もちろん、英語圏のカント研究を含む分析系の論稿
の検討が本書の主軸ではないなら、そうした問題含みの解説に目を瞑ることもできただろう。し
かし、本書のタイトルが示唆するとおり、著者が分析哲学におけるカント受容の検討を主要な作
業として引き受けている以上、この短所を低く見積もることはできない。以下では、書評として
は異例かもしれないが、各章の無難な要約に代えて、著者の解説のまずさを示す具体例をいくつ
か指摘することにより、この書評を、今後の分析的カント研究のよりよい発展のための礎とした
い。
まず、ストローソンによる「カテゴリーの超越論的演繹」再構成の解説から取り上げよう。著者
は、『意味の限界』におけるストローソンの悪名高いカント評、すなわち、心的能力の働きに訴え
るカントの総合理論は架空の学科としての超越論的心理学にすぎないとする批判から、現代の心
の哲学に寄与しうるものとして総合理論を救おうとする。言い換えれば、総合理論は、否定的な
意味ではなく肯定的な意味での超越論的心理学として評価されるべきである、というのが著者の
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立場である。この方針自体は理解できるものであるし、また、その方針の既存の実践としてキッ
チャーやブルックのような自然主義的あるいは機能主義的な解釈を取り上げ、それらとも袂を分
かとうとするのも、筋書きとしては追いやすい。しかし、ストローソンが総合理論なしに演繹の
核として取り出せるとした分析的論証についての解説は、彼の論点をまったく捉え損ねている。
たとえば、１章では、分析的論証が明らかにするのは、「意識から独立しているという「重い意味
での客観（object in the weighty sense）」が認識される経験は、「再認知の構成要素（component 
of recognition）」に要求される経験の自己帰属の可能性を含意し、それゆえに経験がそれ自体に
関して思考する余地を与える「自己再帰性（self-reflexiveness）」を含意するという前提である」と
述べられている（23頁）。訳語の問題はさておき、この解説は、ストローソンの意図する論証の向
きをまったく逆に捉えている。ストローソンは、経験の自己帰属の可能性が、経験の自己再帰性
を含意し、さらに後者が重い意味での対象の経験を含意すると結論づけたいのであって、これは
著者が言うのとは逆向きの論証である。もちろん、解釈の問題として、ストローソンは著者が言
う向きの論証、すなわち、経験の客観性から経験の自己帰属の可能性を導く論証も

4

意図していた
のだという読み方を提案できるかもしれない。しかし、ここで著者はそのような解釈上の論点を
打ち出しているわけではない。だとすれば、「経験の自己帰属の可能性を含意する経験の客観性
という前提」（同頁）という著者のまとめは、ストローソンに対する無理解を示していると言わざ
るをえない。
２章では、ストローソンによる演繹の反心理学的再構成の精神を受け継ぐ解釈としてガイヤー
の立場が取り上げられる。著者が参照している論文でガイヤーは、演繹の議論、より厳密に言う
なら、本来的には観念論論駁までも含むべき演繹の議論がヒュームとテーテンスの意味で心理学
的ではないと主張する。さらにガイヤーはそこから、演繹がそもそも心理学的ではないと結論す
る。著者は、ガイヤーが心理学的議論の三つの基準として指摘した特徴づけを述べたあとで、彼
が演繹に見出す三つのレベルがそれぞれこの三つの基準を満たすかどうかという問題を取り上げ
ている。そのうえで、ガイヤーの答えの解説を意図して著者は、ガイヤーによれば、演繹の第三
のレベルが三つの基準のうち一つだけを満たすだけであると述べている。しかしガイヤーは、演
繹が心理学的議論の三つの基準のどれも満たさないと論じている。ここでは、著者の誤解がある
レベルと基準のみを取り上げる。
ガイヤーによれば、心理学的議論の第一の基準は、そうした議論が現実の心的出来事を必要と
するというものである。認知システムが時間において継起する表象を入力として受け取り、その
後、再生されるものを現実に認知するとされるかぎりにおいて、カントの議論は、この基準を満
たすように見えるかもしれない。しかし、ガイヤーによれば、多様な表象が継起するこというこ
とは、心に関する事実というよりは時間に関する事実である。ガイヤーはこの点に「コンピュー
ターによるデータの再生」との共通性を見ている。認識主体としての人間あるいはコンピュータ
ーに各時点において入力されたデータが、適切な処理によってのみ後に復元されるというのは、
とくに心理学的事実ではない。
こうした議論としてガイヤーが念頭においているのは、多様な状態が時間において継起すると
いう事実を前提として、われわれの経験がカテゴリーに従うものであるという結論を導くカント
の議論である。この議論によれば、まず、われわれがいま対象の変化を知覚するためには、この
知覚は同じ対象の過去の諸知覚も表象（再生）しなければならない。これを確定するのは、いま現
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在の知覚がその対象の継起的な諸状態を表象していると確定することによってのみ可能である。
さらに、そうするために、われわれの知覚とは異なる持続的対象、この対象の側で一定の仕方で
継起しなければならない状態、そして、こうした状態の継起とわれわれの側での知覚的表象の継
起を相関させる規則といった概念と、そうした対象、状態、規則について判断するための原則が
導入されなければならない。著者はこの議論を次のようにまとめている。すなわちそれは、「表
象から区別された「存続する対象（enduring object）」があり、その対象が一定の仕方で継起して
いる状態が必然的であるという前提に対して、そうした状態と自己意識における表象の状態とを
相関させる規則として判断と概念の原理を導入する」（47頁）。「対象が継起している」という記述
から察するに、著者は、対象の側の状態の継起とわれわれの側の表象の継起の相関というガイヤ
ーの論点をまったく捉え損なっている。
この箇所に続く段落には、いっそう致命的な誤読がある。ガイヤーの論文への応答論文におい
てストローソンは、総合理論に対するかつての粗雑な解釈をすでに撤回していることを踏まえて、
ガイヤーの反心理学的解釈が、ある意味でカントの心理学的解釈と両立すると主張する。つまり
ストローソンは、総合理論を認知科学のような現代の経験的心理学の萌芽としても読めると論じ
たうえで、これはまさにガイヤーの反心理学的解釈と一致すると指摘する。著者はストローソン
のこの指摘を正しく読み取っている。しかし、著者がその指摘の意味を理解しているかというと、
はなはだ疑問である。というのも、著者はストローソンの見解として、「カントは、超越論的演
繹では、因果的能力を持って存続する対象という概念の使用を欠いては意識的な知覚経験が正確
に特徴づけられないことを示した。これは神経生理学では情報処理と呼ばれる内的操作と「アナ
ロガス」である」と述べているからである（同頁）。ストローソンがアナロジーが成り立つとするの
は、カントの言う総合と情報処理のあいだであって、これらはどちらもサブパーソナルなレベル
にあるものとして、パーソナルなレベルにある意識的な知覚経験とは峻別される。
本書は、分析哲学の文献が一次文献として扱われていると言ってもよいくらいのカント研究書
である。上述のような短所があるとはいえ、カント哲学のポテンシャルを測るこの大胆な試み自
体については、評価されてしかるべきである。評者自身そうであったように、著者の読解の検証
を通じて分析的カント研究の理解を深めることができるという点は、本書の大きな長所であると
言えるだろう。
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〈書　評〉
相原博著

『カントと啓蒙のプロジェクト』
（法政大学出版局、2017年）

山蔦　真之

本書の特色は何と言っても、冒頭に著者自身が記しているように、「ハルムート・ベーメとゲ
ルノート・ベーメによるカント批判および啓蒙批判に反論する」（1） ことを作品全体の目的とし
た点にあるだろう。『理性の他者 Das Andere der Vernunft』（1985）を始めとするベーメ兄弟の著
作における『判断力批判』解釈を取り上げ、そこに著者の見解、多くの場合は反論を加えることが
本書のメインテーマとなっている 。本書の基本的な論述の流れは、ベーメ兄弟によるカント解
釈（多くの場合はカント批判）を示した上で、それに対する反論を『判断力批判』のテクスト解釈か
ら試みる、というものである。反論の対象とされるベーメのカント解釈を章ごとに示すと―
一章：判断力は「自然支配の能力」である。
二章：趣味判断は「自然からの疎外」をもたらす。
三章：崇高論もまた「自然支配の計画」に属している。
四章：目的論は「生ける自然」の可能性を認めていない。
著者はこういった、必ずしもカントに対して好意的ではないベーメ兄弟のカント理解に対して、
一つ一つ丁寧な反論を試みる。その具体的な内容は、それこそが本書の醍醐味であるゆえに各々
の読者が直接当たられることを期待したいが、結論だけを簡潔に叙述する。
一章では、判断力を「自然支配の能力」と捉えるベーメの見解に対して、著者はベーメが規定的
判断力のみに着目し、反省的判断力の本質を見誤ったと批判する。反省的判断力は「自然を未規
定のまま多様な理念に関係づけるかぎり、悟性の支配から自然を解放する能力に他ならない」
（51）のであって、それは感性的な自然を「支配」するのではなく、超感性的な理念とのつながりに
おいてそれを「理解」しようとする。このような反省的判断力の機能に対し著者は「自然の解釈学」
という名前を与えている。二章では、趣味判断が人間を自然から「疎外」するという見解に対し、
趣味判断は自然から距離をとり「疎外」された人間の認識だけではなく、「自然美の解釈学」の機能
によって理論理性と実践理性を媒介することができると論じられる。三章では崇高の概念につい
て、崇高もまた、自然の支配を目指すものではなく、「総括できない自然を理念の「否定的描出」
として理解する、「崇高な自然の解釈学」を意味する」（136）ことを著者は主張する。四章ではカン
トが「生きた自然」の存在を認めていないという批判に対し、カントの自然目的論は反省的判断力
の「自己自律」に基づいて、自然の「自立性」を認める理論」（179）であり、かつ、「有機的自然の解
釈学」として自然概念から自由概念への移行を可能にしていると論じられる。
著者によるベーメに対する反論は、堅実なテクスト解釈と幅広い研究史への目配りの上になさ

1

2

1 以下、相原博『カントと啓蒙のプロジェクト』からの引用は（）内にページ数を記すことによって行う。
2 本巻収録のG・ベーメ『新しい視点から見たカント『判断力批判』』（河村克俊監訳　二〇一八）の書評も参照
されたい
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れており、説得的なものであると評者には思える。上記の結論だけを読んでも、多くの研究者は
ベーメより著者の解釈を妥当なものだと考えるのではないだろうか。―しかし、評者がなお問
題であると思うのは、このような反論がベーメのカント解釈に対してどこまで有効であるのか、
誤解を恐れずに言えば、そのような反論に意味があるのか、という点である。正しいカント解釈
を競い合うためにベーメ兄弟をとりあげたことはそもそも正当であったのか。ベーメはそもそも、
カントのテクストを正しく解釈することを目指していたのか。この点が問われなければならない
ように評者には思われるのである。
ベーメ兄弟のカント解釈に戻ろう。判断力が「自然支配」の能力であり、その結果われわれは自
然から「疎外」され、「生きた」自然を理解することができない。このようなカント解釈を聞いたと
き我々は、アドルノ /ホルクハイマーの『啓蒙の弁証法』を想起するだろう。この連想は間違った
ものではない。本書でもベーメ兄弟のいわば主著として扱われている作品『理性の他者』では冒頭
から、そのカント解釈や「啓蒙」についての理解がアドルノ /ホルクハイマーの著作に多くを負っ
ていることが明言されている。あるいは、G・ベーメは一つのインタビューにおいて、自分とハ
ーバマスらフランクフルト学派の違いについてこのように言っている。「彼らとの違いは一つの
点において明確です。新しいフランクフルト学派、ハーバマスとは違い、私は啓蒙の弁証法に固
くとどまっています。新しいフランクフルト学派においてホルクハイマーとアドルノによる『啓
蒙の弁証法』は脇へ置かれ、乗り越えられたとされていますが、私は『啓蒙の弁証法』には何か、
啓蒙において非常に本質的なものがあると考えています」 。
こういった事態を考えた時、評者にはベーメ兄弟によるカント解釈は、必ずしもカントのテク
ストに忠実なものではなく、それどころか、最初から忠実であろうという意図をもってなされた
ものでもないようにすら思えるのである。それはむしろ『啓蒙の弁証法』の近代哲学批判を引き継
ぎ、カントを曲解するとまでは言えないにせよ、しかし意図的にテクストの読み替えを行うこと
によって、啓蒙哲学の孕む問題点を浮き上がらせようとしているのではないか。そうであるのな
ら、カントのテクストに忠実な解釈のみでは、ベーメ兄弟に対する反論としては不十分ではない
だろうか。求められることは、ベーメのカントに対する思想的な批判に向き合うことではないだ
ろうか。
評者のこのような疑問に対して答えが与えられるのが、書下ろしとして準備され、本書のタイ
トルでもある「啓蒙のプロジェクト」の名を章題に持った第五章である。そこで論者は、『判断力
批判』のテクスト解釈に限定されない広い視野において、ベーメ兄弟、とりわけ G・ベーメのカ
ント批判、および啓蒙批判と向き合っている。著作『理性の他者』以降もベーメは啓蒙批判を継続
しており、90年代に至ってそれは「自然の批判理論」という形に結実する。「自然の批判理論」とは、
人間が自然を理性によっては把握しきれない「理性の他者」として認める理論とされる。自らに対
する外的な自然（環境・生活空間）や内的自然（身体）を、理性や啓蒙の支配の下におくのではなく、
人間自身を自然の一部として理解すること―、これがベーメの提示した啓蒙に対するオルタナ
ティブであった。
ベーメの啓蒙批判および「自然の批判理論」に対し著者は、「ベーメは啓蒙を誤解しており、そ

3

3 Böhme, G., Legewie, H., & Seel, H.-J.. Im Gespräch: Gernot Böhme mit Heiner Legewie und Hans-
Jürgen Seel, in; Journal für Psychologie, 1(4), 34-43, 1993. p. 38, 9. 
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のため行き過ぎた修正を要求している」（215）と反論する。理性を「支配」の能力としてのみ捉える
ことは、理性や啓蒙に対する一面的な理解でしかない。この啓蒙理解はまた、ベーメが反省的判
断力を見過ごしたことにも起因する。「もしも理性批判の動機として「支配欲求」だけを認めるな
らば、反省的判断力に固有の解釈学的含意がまさに否定されるからである」（216）。そして著者は
ベーメによる「自然の批判理論」の代替物として、反省的判断力に基づいた自らの「自然の解釈学」
を提示する。「自然の解釈学」は、カントの反省的判断力に基づいた自然解釈、および政治的合意
の理論として、一人一人の人間の考える「自然や文化の多様性」（220）と「「よき生」にかんする多様
な構想」（221）を認めることができる。―このように著者は、ベーメに対する自らの思想的な反
論を提出する。
反省的判断力に「よき生」の希望を託す著者の立場は、今日のいくつかの思想的な潮流と一致す
るように思える。それは、一元的な真理を放棄し美的多様性に哲学の可能性を模索した、本書で
も折に触れ言及されるポストモダニズムの立場にも近いように思えるし、判断力を政治的判断力
の能力に読み替えたハンナ・アレントのカント解釈にも通ずるところがあるだろう。とはいえ、
そのカント解釈がどこまで妥当なものであるのか、さらには、そういった今日もまだ影響力の強
い思想的立場の有効性もまた、問われなければならないだろう。著者は反省的判断力が「よき生」
「人間の価値ある生」をもたらすことを主張するが、「善き生」のためには純粋実践理性による規定
的な道徳法則が欠かせないこと、道徳性なしにはあらゆる価値は失われてしまうことこそが、カ
ントの主張ではなかったか。なるほど、実践理性が時に暴力的なものへと転化し、正義の名のも
とに人々の「よき生」を破壊することを、我々はカント以降の歴史的な事実と哲学史の展開から知
っている。しかしだからこそ、「善き生」の探求においては、理性の暴力性を意識しつつ、理性と
の緊張関係になくてはならないことこそ、アドルノ /ホルクハイマーらの、そしておそらくはベ
ーメによる批判理論の要点ではないのか。理性の暴力性にひるみ、「多様性を認める」「反省的判
断力」へと逃避することは、今日の思想的・政治的状況において問題視されるべきであり、まさ
にそれゆえにこそ、あらためてカントが読まれるべきなのではないか。―評者のこのような疑
問は本書においては応えられることはなかった。しかし、反論の余地のない断定ではなく、さら
なる思考の呼び水となることが優れた研究の条件であるのなら、本書は間違いなくその基準を満
たしている。本書の成功を喜ぶとともに、今後の論者の研究のさらなる進展に期待するところで
ある。
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〈書　評〉
ゲルノート・ベーメ著、河村克俊監訳

『新しい視点から見たカント『判断力批判』』
（晃洋書房、2018年）

宮﨑　裕助

現代ドイツを代表する哲学者の一人ゲルノート・ベーメは、カント業界では弟ハルトムートと
の大部の共著『理性の他者』（1983年）によってすでに知られるところであろう。しかしながら、ベ
ーメ兄弟の主著といってよいこの著作は、残念ながらいまだ日本語では読めないのが現状である。
ゲルノート・ベーメの著作は、日本語の文脈では、カントや哲学史に密着した研究よりも、美
学者としての仕事のほうが紹介されてきたといってよい。すなわち「雰囲気の美学」ないし、より
広義では「感覚学の美学」を提唱する感性論の研究である（こちらには同題名の日本語の訳書があ
る）。
初期のカント研究と、それ以後の美学研究─とはいえ、その両面のあいだに分裂はない。

『理性の他者』で焦点となっていたカント像は、いわゆる理性主義ないし啓蒙主義者としてのカン
ト、あるいはそれと関連して打ち出される道徳の厳格主義者としてのカント、あるいは永遠平和
を掲げる理想主義としてのカントといった定型像ではない。そうではなく、それは、いわば情動
に突き動かされた「身体の生動性」に繊細な関心を払っているカント像であり、そこでは、美学の
問いへと接続されてゆく広義の感性論（エステティクス）がすでに焦点となっていたのである。
このたび公刊された本訳書は、文字通りその両面の結節点をなす。すなわち、文字通り美学

4 4

を
主題化しているカント

4 4 4

の著書『判断力批判』にベーメが取り組んだ著作である。
本書そのものはけっしてベーメの仕事にとってメインストリームをなす著作とは言えないかも
しれない。本書は原著（1999年）では130頁ほどの小著であり、他の著作と比べるとベーメ自身の
独自テーゼを打ち出すというよりは、一見『判断力批判』の註釈にとどまっている。
しかし（本誌学会の会員のような）カントの読者にとっては、だからこそ、本書はベーメの思考
の手つきがよくわかるものとなっていると言えよう。つまり、カントの著作にある程度慣れ親し
んできた読者にとってみれば、ベーメがカントの議論のどこに注目し、いかなる視点からそのテ
クストに切り込むのか、という点において、彼の思考の実際のあり方が際立つのである。
付言すれば、本書は、『判断力批判』の註釈書という面は大きいものの、けっしてカントのたん
なる補足物にとどまるものではない。本書の題名が掲げる「新しい視点」によれば、『判断力批判』
をこれから読もうとする人にとっても、一定程度カント内部の問題設定から独立して本書を興味
深く読み進めることができるだろう。
本書は、一方では、カントが生きた18世紀ヨーロッパの後期啓蒙思想および近代市民社会の勃
興期における美学思想のコンテクスト、他方では、1980年代以降のヨーロッパ現代思想で流行し
た崇高論、とりわけその主導的な位置にいたジャン＝フランソワ・リオタールの著作の余波とい
うコンテクスト（ベーメはリオタールのカント崇高論研究書の編者もしている）、その二つの文脈
を『判断力批判』へのアプローチにとって不可欠な背景として設定している。そこから、本書のい
う「新しい視点」が切り出されるのである。
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では、本書のいう「新しい視点」とは何か。本書はまず次の点で従来のカント研究から距離を置
こうとする。既存の研究によれば、カントの著作は「きわめて難解であるため、あらゆる世代の
カント研究者たちは、まず、とにもかくにも彼を全般的に理解することに心血をそそがなければ
ならない」（xiii頁。以下、丸括弧内に本書の頁数を示す）のである。したがって、カント研究と
はカント自身の立論の解明がなによりも重要なのであり、カントの著作の内的な整合性を証示し
たりその欠陥を正したりしながら、その体系化の正当性や一貫性を理解し主張することが必要不
可欠だということになる。
こうした読解態度はもちろん間違っていない。しかし、こと『判断力批判』にあっては、そうし
た正面突破一本やりのアプローチでは不十分だ、というのがベーメの見立てである。ベーメが企
てたのは、ある種テクストを突き放しながら「斜に構えて読む（querlesen）」（4頁）仕方、ゲーテが
「のめり込みはしないにせよ、それをできるだけ役立てる」と述べたような読解の仕方である。
具体的にはそれは『判断力批判』に出てくる「実例（Beispiel）」に着目することである。『判断力
批判』の読者なら知るように、カントは自身の議論を練り上げてゆくなかでしばしば具体例を出
す。カント美学の範型をなすのは自然美、たとえば、チューリップやバラのような草花、あるい
は貝などの甲殻類、羽毛や水晶であり、動物ではナイチンゲールや馬が出てくる。
ここで重要なのは、カントは自然に存在するものだけを比較すべき例として挙げているわけで
はない点である。自然物をモチーフとした人工物、室内装飾、家具調度、葉形をあしらった壁紙、
遊歩庭園、等々も含まれる。ベーメはこれを、現代の言葉で「デザイン」と呼ばれる領域のもので
あると要約している。
カントがこうした例を持ち出す仕方はいささか唐突なところがあり、そうした発想の典拠を示
すわけでもなく、なぜその例でなければならないのか

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を十分に説明しているようには見えない。
カント自身は諸美術や芸術作品についての知識が乏しく、畢竟そのような素朴な例しか挙げられ
なかっただけだとみる向きもあるだろう。
従来の『判断力批判』の理解が、当のテクストの射程をカントという人間の個人的能力の経験的
限界に押し込めようとしていたとすれば、それに対してベーメがとる読解手法とは、そうした諸
実例から浮かび上がってくる「間テクスト性」というべき余白をひとつひとつ丁寧に埋めていくと
いう仕方である。
カントが芸術作品に疎かったことは事実だとしても、カントの何気ない言及や注記、あるいは
伝記や同時代の記録等の調査によってベーメが喚起しているのは、カントがディドロ、シャフツ
ベリ、バーク、ハチソン、さらにはヴィンケルマンやレッシングなどの17～18世紀当時のさまざ
まな美学的言説に通じていたということである（14頁）。カントが自然美学やそれをモティーフと
したデザインのうちに趣味判断の範型をみてとったその発想は、カントの生きていた18世紀の美
的経験のうちに明確に跡づけることができるのである。
そこからベーメが引き出す帰結のひとつは、カントがロココの人間だということである（22頁
等）。カントが範型としたデザインは、ルイ15世、ルイ16世の家具調度、後期バロックのスタッ
コ装飾や懸華装飾等、要するに「ロココ」と呼ばれる美的趣味に適合するものである。ベーメはま
た、カントがハーマンを介してイギリスの画家ウィリアム・ホガースの著作に出会ったことにも
注意を向けている。そこからわかるのは、カントが美の範型とした線描デザインが、ロココの線
だということにほかならない。
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意図的であるか否かはさておき、カントは例を挙げるのに、自身の発想を支えている参照先を
適切な仕方では明らかにしていない。ベーメはそこでカントのテクストの行間に自身の該博な学
識を投入し丹念な文献博捜を通じてカントが基づいている美的経験の背景を明示化していくので
ある。これは『判断力批判』のたんなる註釈を超えて、18世紀ヨーロッパに根づいたひとつの典型
をなす美的経験の広がりを示してみせてくれるという意味で非常に興味深いものだ。
誤解してはならないのは、ベーメが、そうした文献学的考証を通じてカント美学を時代に制約
された美的様式のひとつへと還元しようとしているわけではないという点である。ベーメの議論
は、カントの発想の源泉を突き止める、謎解きにも似た興趣をかき立てることは事実だが、本来
の主眼はそこにはない。そうではなく、ベーメはこうした論点を契機として、家具調度をはじめ
とした人々の日常生活に根ざした装飾やデザインをカント美学が指向していることを示したうえ
で、その射程が多くの市民に開かれた日々の生活世界に及ぶということを強調するのである。
ここには要するに、ヨーロッパ啓蒙期の近代社会の市民が基づく趣味判断のパラダイムが素描
されているのであり、人々の共有する共通感覚の枠組を提示することによって、市民的教養の開
化と陶冶を推進することが目指されているのである。社交的で流行に敏感でもあったというカン
ト像は、頭の堅い理想主義者で厳格なモラリストといったしばしば流布しているカント像とは異
なり、ここにきて、ようやくカント美学との関連のなかでその理論的な実質を得るのだと言うこ
とができるだろう。
以上は第一章の議論の筋をたどったものだが、続く章でもおおむね実例とそれが背景に擁する
間テクスト的な連関を明示するという読解手法がとられている。第二章は挿入的な短い章だが、
「スマトラの胡椒園」という例をめぐって、それを描写した同時代の著者ウィリアム・マースデン
とカントの見解の距たりが書き留められている。
第三章は『判断力批判』第42節「美しいものに対する知性的関心について」の有名な一節に読み取
られる「自然の言葉＝語り（Sprache）」や「暗号（Chiffreschrift）」をめぐっての分析である。ここで
は「自然という書物」の伝統、パラケルススやヤコブ・ベーメの神秘主義や言語哲学が背景にある
こと、カント自身はハーマンを経由しつつ、そのような伝統に遡行していることが明らかにされ
ている。
こうした読解手法は、崇高論を取り上げる場合にとりわけ威力を発揮するであろう。第四章は、
冒頭にも述べたように、20世紀において崇高論の新たな読解のコンテクストを切り開いたジャン
＝フランソワ・リオタールの『判断力批判』研究との対決が図られている。リオタールがカントの
崇高論を「呈示しえないものの否定的な呈示」としてあくまで前衛芸術の理論的支柱として捉えよ
うとするのに対して、ベーメは続く第五章において、カントの引き合い出している自然を介した
崇高なものの対象、すなわち、アルプス山脈への言及から、カントが自然神学の伝統との対決を
図っていることを看て取り、シャフツベリやアディソンといったイギリスの美学的言説のうちに
カントの崇高論が成立した発想の素地を明らかにしていくのである（なお、自然神学ないし物理
神学との対決については、第六章では『判断力批判』第64節の一節に関して目的論的推論の観点か
ら検討されている）。
しばしば言われるように、カント自身はアルプス体験を実地でしたわけではない。地質学者お
よび気象学者オラス＝ベネディクト・ド・ソシュール（彼は有名な言語学者フェルディナン・ド・
ソシュールのの曾祖父にあたる）のアルプス旅行記に依拠しつつ、高く聳える山脈の連なりが喚
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起する美的経験を想像してカントはその崇高論を執筆したにすぎなかった。ケーニヒスベルクに
退きこもっていたカントは、アルプスに限らず、例を引いてくるそのほとんどに関して自分の体
験に拠らず、当時の書物の定型的な記述を頼りに『判断力批判』の議論を展開していったのであっ
た。
こうしたカントのいかにも超越論哲学者然とした反経験主義的な美学理論は、直感を重んじる
美学者たちによって頻繁に揶揄の標的にされてきた。しかしながら、カントの事例のうちに間テ
クスト的な連関を丁寧に読み解いていくベーメの崇高論読解は、むしろこうしたカントの立論に
こそ18世紀美学の広がりとその限界を見いだす。すなわち、本書は、他の著作を介した事例に基
づいて、いわば「テクスト的崇高」（という言い方をベーメはしていないが）を呈示する『判断力批
判』のこうした美的態度にこそ、近代社会の美的共同体の成立にとってカント美学が担う普遍的
な射程を解明するのである。
ベーメ自身は十分に論じているように思われないが、評者からすると、『判断力批判』を事例に
基づいて読解するという一見搦め手のベーメの読解手法は、そこで呈示されている美感的判断力
の内在的論理からも十分に正当化されうるものだ。というのも、『判断力批判』前半の主眼をなし
ている美感判断力は、原理上規定的にではなくあくまで反省的にのみ下されるからである。とり
わけ趣味判断の場合には、その対象が美しいのは、いかなる関心もなしに

4 4 4

、概念なしに
4 4 4

、目的の
表象なしに

4 4 4

、というように「ないないづくし」による「否定美学」（5頁）という様相を呈することに
なる。つまり判断の規定根拠は、概念や関心などの当の判断に先行する審級から論理的に導出す
ることはできず（導出してしまえば「規定的判断力」の対象になる）、心の純粋に主観的な状態に照
らして反省的にのみ得られるほかはないのである。
このことが具体的に意味していることは、反省的判断力がどこまでも当の主観が直面する個別
の対象（事例）にかかわるほかないということ、さまざまな事例を通してのみその判断の普遍的な
妥当性が得られるのだということである。この種の妥当性をカントは「範例的必然性」と呼んでい
たことを銘記しなければならない。「この必然性は、美感的判断において考えられる必然性とし
て、たんに範例的

4 4 4

（exemplarisch）と呼ばれることができるのであって、言い換えれば〔それ自体
としては〕呈示されることのできないある普遍的規則の実例とみなされる判断に対して、すべて

4 4 4

の人
4 4

が賛同することの必然性である」（『判断力批判』第18節）。
つまりカント自身は、美感的判断力の普遍妥当性を、個々の実例＝範例によってこそ浮き彫り
にし（規定的根拠なく否定的に）基礎づけていたことになるのである。まさしく『判断力批判』自体
が、そのように書かれており、そのようなものとして読解しなければならないということである。
ベーメは「緒論」においてジャック・デリダの『絵画における真理』（1978年）のカント論を実際に
読むことなく参照している。実のところ、ベーメより20年も先にデリダはこうした範例に照らし

4 4 4 4 4 4

た
4

『判断力批判』の読解の道を切り開いていた（この点については、拙著『判断と崇高』知泉書館、
2009年、68頁以下を参照）。ベーメがみずからの崇高論研究の先駆としてリオタールとの綿密な
対決を図っているのはこのうえなく適切であったにせよ、おそらくそれ以上に本書は、デリダと
の対決、少なくともデリダとの対話が必要であったであろう。
現在では、カントの『判断力批判』の議論を「事例」の特異性に着目して究明するという研究はベ
ーメに限ったことではなく、すでに数多くの研究がなされている（さしあたり、David Lloyd, 
Irene E. Harvey, Alessandro Ferrara, Olivia Custerらの研究があるとのみ述べておく）。そう
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であるにしても、ベーメの『判断力批判』読解は、できるだけ多くの事例を扱うとする網羅性、ま
たそれらが背後に擁する文脈の広さと詳しさ、狭義のカント研究にとどまらない学識の該博さと
いう点で他に抜きんでている。
本書は、刊行からすでに20年を経たいまでも、『判断力批判』に本格的に取り組もうとする者は
必ず経なければならない読解の水準をもたらしているということは疑いを容れない。今回日本語
に翻訳されたことで、本書は『判断力批判』を読むための優れた手引きとなるだけでなく、日本語
圏の『判断力批判』の研究水準をさらに押し上げる貢献を果たすにちがいない。
最後に訳業について申し添えておきたい。『判断力批判』の日本語訳では「適意」や「満足」が定訳
となっている「Wohlgefallen」が本書では「愉悦」となっている点は賛成できない。美感的判断力の
反省的根拠となっている「快（Lust）」は、一切の関心を欠いていると言われるが、適意
（Wohlgefallen）は、それ自体としては感官にとって快適なものや概念的に善いものといった関心
に結びつくものとしても

4

言われており、美感的判断の成立にとってなるべく中立的な訳語を選択
する必要がある。「愉悦」という訳語はあまりに「快」寄りの積極的な言葉であり、不要な先入見を
導きかねない訳語である。
また本書の「日本語版のための序言」でベーメは本書の「カント美学に出てくる諸々の実例の索
引」（viii）に言及しているが、この索引は本訳書のどこにも見当たらない。どういうことかと読者
は訝しむだろうが、本訳書では、原書に掲載されていた実例の索引が断りなしに割愛されている
のである（！）。好意的にとれば、訳者は事項索引がこれを兼ねるとみなし省略したのかもしれな
い。しかし、だからといってその情報が網羅的にカバーされているわけではなく、省略するなら
するで説明が必要である。こうした割愛は、原書ではわざわざ独立して索引を設けたベーメの意
図を明確に損なうと言わざるをえない。事例分析は、まさに本書の重要な論点だからである。本
書の版を重ねることがあれば、ぜひこの索引の日本語版を作成し、増補していただきたく思う。
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〈書　評〉
ヘンリー・E・アリソン著、城戸淳訳

『カントの自由論』
（法政大学出版局、2012年）

入江　幸男

アリソン（1937年～）は、カントの三批判書それぞれについて大部の研究書を出版し、その後そ
れを補う研究書をいくつか出版しており、アメリカにおけるカント研究の最重要人物である。ち
なみに2016年には「第二次大戦後の最も優れたカント研究者は誰か」という問いかけに対するイン
ターネット投票（by CIVS）で飛び抜けての一位を獲得している。
本書はアリソンが、カントの自由論と道徳論の擁護可能性を追求した著作であり、全体で五百
頁を超える大著である。本書は、第一批判を論じた『カントの超越論的観念論―解釈と擁護』と
並ぶアリソンの代表作であり、城戸氏による翻訳の意義は非常に大きい。これは、三部からなる
がその全体を総括して論評する能力も紙数もないので、中心的な興味深い論点を紹介し考察する
ことでご容赦願いたい。
アリソンは『第一批判』を扱った『カントの超越論的観念論―解釈と擁護』（1983、大幅な改訂
版2014）で、現象と物自体の「二対象」解釈ないし「二世界」解釈に対して、「二側面」解釈を主張し
た。「二側面」解釈とは、「超越論的区別」を「人間経験の対象が哲学的反省において「考察」されう
る二つの異なった仕方」言い換えると「現象する姿での対象を考察する仕方と、それ自体であるが
ままの対象を考察する仕方との区別」とみなす解釈である（「序論」6、本訳書からの引用はページ
数だけを記す）。本書は、この「二側面解釈」が自由論でも有効であることを示すものである。そ
の際に要となる主張が「取り込みテーゼ」である。アリソンは「これこそは理性的行為者性につい
てカントが述べることのおよそすべての根底に横たわるものである」（74）と述べている。
本書は三部からなるが、第 I部の第二章でアリソンは「取り込みテーゼ」を説明する。従来の二
世界解釈は、行為は現象界で行われ、自由な行為者は「叡知界」に存在するという見解であり、こ
のように理解されたカントに対して多くの批判がなされてきた。二側面解釈はそれらの批判を無
効化できる。しかし二側面解釈は、新たな問題を惹き起こす。それは、因果的決定に服従すると
いう行為者の「経験的性格」と、因果的決定から独立しているという「叡知的性格」は両立しないよ
うにみえるが、単一の主体（理性的行為者）がこの二つの性格を併せ持つことをどう説明するか、
という問題である。行為者が経験的性格をもつのは自明だとすると、この問題は、「なぜカント
は叡知的性格の導入が必要だと思ったのか」（66）という問題になる。
この問題に対してアリソンは、「取り込みテーゼ（Incorporation Thesis）」（74）と呼ぶもので答
える。「取り込みテーゼ」とは、「自発性が理性的行為者性の不可欠の構成要素である」（10）という
主張であり、より詳しくいうと「選択意志の自由は全く独特の性質のものである。というのも選
択意志が動機によって行為へと決定されうるのは、ただ人がその動機をみずからの格率へと取り
込んだかぎり（それを自らの普遍的な規則にして、その規則に従って行動しようとする限り）のこ
とに過ぎないからである」（『宗教論』Rel 6: 23-24）というような主張である。つまり、動機が直接
に行為を決定するのでなく、格率に取り込まれる限りで、行為を決定するという行為理解である。
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アリソンは、ここで二つの行為者性のモデルを対比する。一つは、「信念＋欲望モデル」（9）な
いし「ライプニッツ＝ヒュームモデル」（92）であり、これは「行為は、強い欲望によってほぼ機械
論的に決定している」（72）と考える。アリソンは、ミーアボーデによる現代的なカント解釈、つ
まり「〈信念＋欲望モデル〉のデイヴィドソン版（合理化モデル）」（152） もこのモデルに加えている。
ミーアボーデは、このモデルによって因果的決定論と自由の両立論をカントに帰するが、アリソ
ンはこのような自然主義的で両立論的な行為理解を批判する。このモデルに対して、アリソンは
「叡知的性格モデル」（10）あるいは「熟慮的な合理性というモデル」（71）を採用する。これは、「理
性的に熟慮する者としての行為者に備わる自発性」（9）に訴えるものであり、この自発性を「取り
込みテーゼ」で説明する。アリソンは、このモデルによってカントを非両立論者として理解する。
この「取り込みテーゼ」は、言い換えれば、理性的行為者は〈動機と格率を前提として、行為を結
論とする〉実践的推論を行っていると主張することである。「実践的推論に携わることとは何を為
すべきか（道徳の意味でも賢明さの意味でもよい）について熟慮することである」（66）。
最初の問題「なぜカントは叡智的性格の導入が必要だと思ったのか」に戻ろう。叡知的性格を導
入する理由は、一般には定言命法の主張のためだと言われているが、アリソンはそうではなく、
取り込みテーゼが示す行為者の自発性の説明のために、叡智的性格が導入が必要になると考える。
この自発性は、道徳的な行為の自発性に限らず、格率が働いているときのすべての行為に妥当す
るという（cf. 65）。
第 I 部第三章は、経験的性格と超越論的性格の区別と並ぶ重要な区別、超越論的自由と実践的
自由の区別について論じる。カントは、「弁証論」では、実践的自由は超越論的自由を前提すると
論じ（A533-4/B561-2）、「規準章」では、この二つの自由概念を分離し、実践的自由は、たとえ超
越論的自由が無くとも成立し続けると考えているように見える（A801-2/B829-30）（cf. 105）。この
矛盾から「継ぎ接ぎ細工説」という解釈が登場するが、アリソンは二つの説明は矛盾しないと考え
る。ベックもこの矛盾を否定しようとしていたが、ベックは、「規準章」では、超越論的自由がな
くても実践的自由が成り立つ、とは言われていないと解釈することによって矛盾を否定するのに
対して、アリソンは、それとは別の仕方で否定する。アリソンは、「弁証論」でカントが述べる
「実践的自由の超越論的自由への依存」は「存在論的」ではなく、「概念的」依存であるとして矛盾を
解消する。アリソンの調停によれば、弁証論は概念的依存関係を主張しており、規準論は存在論
的依存関係を否定していることになるだろう。ここでの「存在論的依存」と「概念的依存」の区別は、
重要な提案だが、アリソンの説明は少ないので、この区別の詳細な検討が必要だと思われる。
第Ⅱ部では、アリソンは、カントの道徳論の重要な概念、自律、格率、選択意志、心魂、根源
悪、などを論じ、そのさい「取り込みテーゼ」が解明に役立つことを示している。例えば、出生前
の無時間的な心魂（根本的格率）の獲得という『宗教論』での議論は、二世界解釈を支持するように
見えるが、それに対してアリソンは、「取り込みテーゼ」が説明する格率による行為の決定は、第
一モデルの因果的な帰結ではなく、単に機械的な演繹的帰結でもなく、「広い意味で」論理的なも
のであるとし、「格率には実践的判断をゆるす余地がある」と言うこの理解を、心魂（根本格率）に
も当てはめることによって二側面解釈を擁護しようとする（cf. 271）。これは「叡智的性格」の概念
を「分厚くする」（266）ことでもある。
アリソンは、第Ⅱ部では道徳性そのものの基礎づけを括弧に入れているが、最後の第Ⅲ部でそ
れを正面から論じている。この議論で基礎となるのが「相互性テーゼ」である。アリソンは〈道徳
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性と超越論的自由は、互いに含意し合う〉という主張を「相互性テーゼ」（382）と名付けて証明する。
言うまでもなく、このテーゼは、道徳性を根拠づけるうえでも、自由を根拠づけるうえでも重要
である。このテーゼを証明するには、両方向の含意を証明する必要があるが、ここでとりわけ興
味深いのは、〈意志の自由は、道徳法則を含意する〉という方向の含意についての次のような考察
である。
自由な意志は、何らかの意味で法則に支配されていなければならない、とカントは考える（こ
の主張を問題にするような外在的批判がありうることは、アリソンも承知しているが、その類の
外在的な批判（例えば、徳倫理学のフットからの批判など）への応答は、本書の課題ではないと述
べている（455））。ところで「法則の表象に従って行為する能力」は、「格率を基礎として行為する
能力」である（387）。ただし、格率は「主観的な法則」であるが、「理性的行為者はその格率を、何
らかの意味で理性的に正当化可能なものとみなしているはずである」（388）。それゆえに、理性的
行為者は、普遍化可能な法則、ないし「無制約的な実践的法則」を行為の原理とする。しかし、こ
れはまだ道徳法則ではない。道徳法則であるためには、「きみの行為を普遍的法則に適合させよ」
ということだけでなく、「きみの格率が普遍的法則になることを、きみがその格率をとおして同
時に意欲しうる、そのような格率に従ってのみ行為せよ」ということを論証するが必要がある（cf. 
400）。これを論証するために、アリソンは、『宗教論』での「ある存在者が理性をもつからといっ
て、…それ自身で実践的であるという能力が備わっているということにはならない」（Rel6:26n）
という発言をもとに、「薄い概念としての理性的存在者」と「厚い概念としての（超越論的意味で
の）自由意志をそなえた理性的行為者」を区別する（395）。そして単なる実践的自由でなく超越論
的な自由ならば、道徳法則を含意することを示す。ここでの「薄い」理性と「厚い」理性の区別は、
『宗教論』での人間の３つの素質のなかの「人間性への素質」と「人格性への素質」の区別にも対応し
ている重要なものであり、豊かな可能性をもつ構想である。
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マンフレッド・キューン著、菅沢龍文・中澤武・山根雄一郎訳

『カント伝』
（春風社、2017年）

宮島　光志

どの書籍もそれが誕生した時代や社会の文化状況を映す鏡である。この全体で千頁を超える大
著では、カントの80年に及ぶ生涯が丹念に描き出されており、大小の著作に結実した彼の思索が
手際よく解説されている。カントの執筆活動は彼が置かれていた知的環境を色濃く反映していた。
その事情を浮き彫りにした本書は、カントの生涯と哲学を統合するという意図を十分に達成して
いる。本書もまた現代日本の文化状況を映す鏡である。
この日本語版には邦訳書としての強い拘りが感じられ、熟達したカント研究者の三氏が分担し
ても訳出と刊行に相応の歳月を要した事情も頷ける。「訳者あとがき」では、2001年刊の英語原著
（および2003年刊の独訳版）に対して本書をその逐語訳というよりも「いわば日本語版として」理解
して欲しいと記して、律儀にも原文と訳文の段落構成が厳密に対応しないことが弁明されている。
だが、むしろ日本の翻訳文化を表す美質として、各種の工夫に注目したい。例えば、カバーの装
画「カントと食卓仲間」が本書の核心的な部分を暗示しており、判型（四六判）と分厚さが（奇しく
も？）哲学文庫版の『純粋理性批判』に照応している。本体の擬古的な（赤と黒を配色した）装丁と
読み易いレイアウトも工夫されている。これらは単に外見上の事柄として受け流されるかも知れ
ないが、形式への周到な配慮は日本の翻訳文化ないし出版文化の重要な側面を示している。そし
て翻訳自体の優れた出来栄えも特筆に値し、訳者三氏がそれぞれに厳密性と読み易さの両面に意
を尽くした努力の跡が随所に伺われる。ただし、「共通感能」や『純然たる理性の限界内の宗教』な
どの新たな訳語については、自ずと評価が分かれてこよう。
本書の本文は「序」と次の九章からなる。すなわち、「一．子供時代と青年時代の初期（一七二四
―四〇年）」「二．学生と家庭教師（一七四〇―五五年）」「三．洗練された修士殿（一七五五―六四
年）」「四．新生とその結果（一七六四―六九年）」「五．沈黙の歳月（一七七〇―八〇年）」「六．「すべ
てを粉砕する」形而上学批判者（一七八〇―八四年）」「七．人倫の形而上学の定礎者（一七八四―
八七年）」「八．宗教と政治に関する異議申し立て（一七八八―九五年）」「九．老カント（一七九六―
一八〇四年）」である。この全体構成は標準的であるが、特に前半部の叙述が旧来のカント伝を遙
かに凌いでいる。
なお、本文に先立って、カントを含む主要人物と関連施設の図版、かなり詳細な凡例、簡潔な
謝辞、長い人物解説、さらに日本語版独自の「カントの滞在地」を示す図版が添えられている。そ
れらのうち謝辞では、まず著者が北米カント協会の書誌部門に身を置いて「共同的な企て」として
本書を纏め上げたこと、そしてマールブルク大学のカント研究者たちとの国際的な研究交流によ
って本書の改善が図られたことが強調されている。今日では人文学の分野でも組織的なプロジェ
クト研究が一般化している。カントを結節点とする〈一八世紀ヨーロッパにおける知のネットワ
ーク〉を捉え直すためには、欧米の国際共同研究が不可欠であった（デジタル人文学も援用された
はずである）。そうした現代の知的状況を背景として本書が成立したことを、この簡潔な謝辞は
雄弁に物語っている。
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次いで人物解説ではカントと密接な関係にあった26名の人物像が略述され、序章ではカントの
臨終の場面から説き起こして、二世紀に及ぶカント伝の系譜が批判的に辿り直される。要するに、
従来のカント伝は仮象にすぎなかった。その典型が臨終の床に横たわるカントの姿であり、国王
さながら恭しく葬送されたカントの栄光であった。いまや本書がその仮象を暴いてみせ、カント
その人が一己の生身の人間として、その生きた時代と社会の只中で丸ごと描き出される。旧来の
英雄視も戯画化も、等しく仮象として、葬り去られる時を迎えた。この序章はカント伝小史（最
初期の三部作から20世紀のフォアレンダー、カッシーラー、グリガ、シュターヴェンハーゲンに
及ぶ）であり、ステレオタイプ化したカント像の変遷史を辿り直す挑戦的な試論として、大いに
注目されてよいであろう。
ところで、本書は A・ポープ著『人間論』の章句で全編が閉じられる。カントの愛読書であり、
人間学講義にも引用された古典である。カントの葬儀では哀悼の詩（本書の序章にはフリードリ
ヒ二世のために書かれた「カンタータ」とある）が捧げられたが、著者によればそれは不似合いで
あった。そこで著者は、独自に、カントの霊前にポープの一節を捧げている。ポープは人間を
「中間状態という狭い地域に」身を置く存在として捉えた。「神にもなれず、獣とも思えず、／精
神と肉体の選択もつきかね、／生まれては死に、判断は誤謬ばかり」であり、人間は「まことに世
界の壮観で、お笑い草で、おまけに謎でもある！」と綴られる。本書が描いたのは「ひたすら人間
でありたいと思っていたカント」であり、そうした人類の「きわめて注目すべき一典型」がカント
なのである。
こうして謂わば「等身大のカント」を描いて見せることが著者の念願であると、序章と最終章で
繰り返し示唆されている。カントの『実用的見地における人間学』の英訳者として、またヒューム
を中心にイギリス啓蒙哲学を幅広く研究してきた経歴からも、その念願には頷ける。そして本書
を構成する各章では、カントと彼をめぐる登場人物、とりわけ食卓仲間たちが織り成す悲喜交々
の人間模様がたっぷりと物語られる。読者は18世紀のケーニヒスベルクを舞台として、北辺の個
性的な文化都市でカントの周囲に集った人々が演じる悲喜劇を堪能する。カントがコスモポリタ
ンを志向してグローカルな思索を展開したように、本書は21世紀初頭にグローカルな視点から新
たなカント像を打ち立てた。
幼少期から青少年期にかけてのカントについては、馬具職人の質実な家庭環境から受けた影響
が、そして修学時代には学校教育を通じて抑圧感に喘いでいた様子が丹念に描かれている。それ
は H・ヘッセの『車輪の下』を連想させる。カントは後に自律と啓蒙に向けた人間形成を「未成年
からの脱却」に譬えるが、その個人史的な背景を本書は、マールブルクの研究者たちによる地道
な資料史的研究を援用しながら、見事に描き切っている。
カントは少壮の大学教師として教え子の死に際会し、その母親に宛てた手紙という形式で「ヨ
ハン・フリードリヒ・フォン・フンク君の早世を悼む」を執筆した。そして四年後、40歳のカン
トは、法学教授で三歳年長の親友、ヨハン・ダニエル・フンクを突然の死によって奪われる。こ
の二度にわたる死別体験がカントの死生観に少なからず影響を与えたとして、著者は余情を湛え
た筆致で描いている。教え子の追悼文でカントは人間の運命と使命に想いを致したが、同僚との
死別を境にカントの生活様式が一変する。放縦な大学人のフンクを失った後、カントが親交を結
んだのは自己規律に優れた英国商人のグリーンである。この交友がカントの生活と思想に多大な
影響を与え、40歳のカントは新生を遂げて厳格主義者となる。本書ではカントがヒュームの懐疑
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論から受けた影響を大きく見積もり、グリーンの介在を強調している。今後のカント研究を通じ
て議論すべき点である。
以上はごく一例であるが、同様のエピソードが盛り沢山な本書は、最新かつ最も詳細なカント
伝として読み応えがある。ちなみに、二人のフンクとの関連で、改めて日本語版の質の高さを強
調したい。すなわち、英語原著と独訳版の索引では両者が混同されて（同僚のフンクのみ立項さ
れて）いるのに対して、日本語版の索引では慎重に、両者が別個に立項されている。英語原著と
独訳版の索引は、全項目がアルファベット順に網羅・配列されているだけだが、日本語版の索引
は、人名索引を独立させるなどして全体が四部に分かたれ、さらにカント関連事項索引は「人物
全般」から「取り上げられた作品」までの五部に下位区分されている。この日本語版に独自の配慮
と工夫によって、本書は一種の「カント事典」として縦横に活用できる。困難な索引作りに協力さ
れた鵜澤和彦氏の功績を称えたい。
本書ではカント生来の虚弱体質と健康維持の工夫が随所で話題にされ、老衰と死については、
上述のように、序章と最終章で丹念に描かれている。生老病死の全体を通じて生身のカントを蘇
らせるには、そして先進諸国が超高齢化社会に突入した今日ではなおさら、カントの病弱と衰弱
という「弱さ」の側面が注目されてよい。カントは壮年期から意志の力で虚弱体質と上手く折り合
いをつけ、格率に従って生活した。自ら性格形成を成し遂げ、多忙な大学人として旺盛な知的活
動を展開した。だが、本書を読むと、カントの全体的な強さがじつは色々な弱さに裏張りされて
いたことを思い知らされる。
最初期のカント伝から定番となっているカントの老衰と死については、著者はあたかも近親者
を見守るような眼差しで事態の推移を見据えて、淡々と筆を進めている。すっかり痩せ衰えた老
カントが、長寿に恵まれて、そっと死に赴く。たしかに各種の認知症状を呈していたし、死に直
面しての葛藤もあったが、それは人間の尊厳を保っての死であった。
最後に評者は、2000年以降の研究成果を取り入れて本書の増補改訂版が企画されるとすれば、
自然地理学に関する記述がさらに充実するものと期待したい。フォルマー版の出版に係る闘争な
ども見逃せない。カント生誕300年を機縁としてカント研究は新生面を拓くに違いない。私たち
がこの日本語版を共有財産として存分に活用するならば、日本のグローカルなカント研究が原著
の増補改訂に一役買うことも夢ではあるまい。
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〈海外学会報告〉
Multilateral Kant Colloquium 8th Edition

Kant and the Contemporary World ̶Philosophy, Science, Politics̶
二〇一八年一〇月一一日～一三日　カターニャ（イタリア）

山蔦　真之

「マルチラテラル・カント・コロキウム」の名を持つ本学会は、二〇〇八年より毎年あるいは隔
年のペースで行われており、第八回となる今回は、二〇一六年のヘムステッド（アメリカ）、
二〇一七年のハレ（ドイツ）に続いて三年連続の開催となった。今年のテーマは「カントと現代世
界」というもので、主催者の意図としては、我々が生きるこの世界においてカント哲学の持って
いる意味、たとえば、今日新たに生じた政治的な諸問題に対してカント哲学が提示しうる洞察の
可能性、といったことをテーマにしたかったようである。とはいえ、比較的規模が大きい学会で
はありがちなことであるけれど、全体のテーマに正面から答えようとする発表者は少なく、結局
は個人的な研究の発表になってしまうことが容認されていたようにも思える。仕方のないことで
はあるが。
学会の場所となったカターニャは、首都であるパレルモやリゾート地として名高いタオルミー
ナといったところと比べると、シチリアの都市としてはややマイナーであるかもしれない。しか
しカターニャは古代ギリシア時代からの長い歴史を持っており、町全体が（やや煤けた）古都の雰
囲気を漂わせている。一四三四年に建立されたカターニャ大学も、シチリアでもっとも歴史のあ
る大学だという。ヨーロッパ中世の大学の例外にもれずそこには哲学部も含まれていたのであっ
て、その意味ではカターニャ大学での開催は、シチリアにおける学問の歴史の重みを背景に持っ
たものであると言えるかもしれない。
三日に渡って開催された今回の学会は、一〇〇人を超える発表者、最大では六つの発表が同時
進行で行われるという、にぎにぎしい様相であった。西欧諸国からだけではなく、東欧やロシア、
あるいは南米からも多くの研究者が参加しており、「マルチラテラル（多国間、とでも訳されるの
だろうか）」という学会名の面目躍如といったところであろう。基調講演者は、R・ラウデン、B・
ドルフリンガー、P・ガイアー、P・クラインゲルト、M・カイミ、P・K・レイテ、L・フォン
ネスといったメンバーで、こちらもバラエティ豊かな顔ぶれであった。こういった学会に出席す
ると今更ながら、カント研究のグローバル化を感じざるをえない。
しかし多くの「グローバリゼーション」がそうであるように、多国からの参加者がすぐさま多様
な内容を産み出すわけではなく、やはりそこには英語圏の研究の支配的な影響があるように思わ
れた（英語の発表が多いのでそう感じただけかもしれないが）。例えば政治哲学の分野では、現代
においてカントを理解するための参照点として、未だにロールズが持ち出されることが多々あっ
た。ある種の「標準的」解釈が形成されること自体は学問において自然なことだけれど、それが再
生産され続けることが哲学研究としてどこまで意味があるのか、改めて問われなければならない
ようにも思われる。とはいえ、個人的な印象に過ぎないが、フランスやイタリアからの発表者で、
「標準的」なカント研究とは異なる文脈でなされた研究発表に見るべきものがあったことも追記し
ておきたい。
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最後に、これもまた個人的な事柄で恐縮であるが、筆者は「純粋欲求としての道徳法則　――
ラカンによるカント倫理学解釈」という、およそ「標準的」なカント解釈からはかけ離れたテーマ
での発表を行った。このような発表が許容されるのであるから、機会が許すのであれば、日本の
カント研究者からも自らの研究の成果を世に問う機会として、今後の学会に積極的な参加がなさ
れることを願いたい。
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2018年度会務報告

第43回学会の概要
日本カント協会第43回学会は、2018年11月17日（土）に香川大学・幸町北キャンパスにて開催さ
れた。50名ほどの参加者を得て、盛会であった。プログラムは以下のとおりである。なお、本協
会初めての試みとして昼食時に研究交流会とポスター発表を開催したところ、好評であった。

Ⅰ .　9：30～12：00　一般研究発表
（時間割：①9：30.～10：20、②10：20～11：10、③11：10～12：00）
A会場（幸町北４号館　415教室）（司会①②舟場保之、③御子柴善之）
① 高畑菜子：カント実践哲学における「道徳性」と「善性」
② 檜垣良成：カントにおける普遍性と道徳法則―人間の知性と神の意志
③ 高木裕貴：礼儀作法と主体：カント道徳的人間学への展望
B会場（幸町北３号館　311教室）（司会①中野裕考、②③山根雄一郎）
① 長田蔵人：カントの存在論的証明批判と「事象性」の理論
② 繁田　歩：「矛盾」概念の再検討：カントと二角形の問題
③ 津田栞里： バウムガルテンの「協働」の概念―創造以後の世界の「維持（conservatio）」

という神のはたらき

Ⅱ．研究交流会・ポスター発表（12:00～13:30）ベーカリーカフェ・ソラミ
　　　ポスター発表者：増山浩人／寺田俊郎・舟場保之・御子柴善之／大橋容一郎／庄子綾

Ⅲ．総会（13:30～14:30）（幸町北４号館　415教室）

IV. 共同討議（14:30～16:00）
共同討議1：カントの超越論的観念論は歪んでいるか（幸町北４号館　415教室）
提題者：冨田恭彦、滝沢正之 　司 会：湯浅正彦
共同討議2：カントと神学（幸町北３号館　311教室）
提題者：髙田 太、山下和也 　司 会：手代木陽

V. シンポジウム：カントと理念の問題 （16:00～18:30）（幸町北４号館　415教室）
提題者：松本長彦、宮村悠介、福谷　茂 　司 会：城戸　淳

事務局移転
上智大学文学部哲学科内に移転、事務局長：寺田俊郎（2019年4月より鈴木伸国に交代）、
幹事：浜田郷史

新委員
会長：大橋容一郎
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常任委員： 加藤泰史、城戸 淳、寺田俊郎、小野原雅夫、山根雄一郎、御子柴善之、犬竹正幸、
田中美紀子、石田京子、舟場保之 

委員：中野裕考、湯浅正彦、牧野英二、石川求、福谷茂、菅沢龍文、蔵田伸雄

会員異動
入会者 6名、退会者 10名、会員総数 277名（うち、会員資格停止者 48）

日本カント協会　2018年度収支決算（2017年11月1日～2018年10月31日）
［収入の部］（単位：円）

 

会費収入（大会） 289,000

会費収入（郵便振替） 1,039,000

雑収入（預金利子） 2

小計 1,328,002

学会補助金 0

学会時収入（機関誌・パンフレット販売） 0

雑収入（寄付・直接受付） 30,000

雑収入（寄付・郵便振替等） 6,000

前年度繰越金 909,430

合計 2,273,432

［支出の部］ （単位：円）

大会開催費 74,313

事務局員給与 282,000

通信費 132,286

会議費 104,725

機関紙発行費 680,178

印刷・コピー代 9,384

雑費 46,160

事務局移管費 12,216

文房具代 9,531

合計 1,350,793

［差引残高］―――922,639
［次年度繰越金］――922,639
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日本カント協会　2019年度予算（2018年11月1日～2019年10月31日）
［収入の部］（単位：円）

会費収入（大会） 0

会費収入（郵便振替） 1,400,000

雑収入（預金利子） 0

小計 1,400,000

学会補助金 0

学会時収入（機関誌・パンフレット販売） 0

雑収入（寄付・直接受付） 0

雑収入（寄付・郵便振替等） 0

小計 0

前年度繰越金 922,639

合計 2,322,639

［支出の部］（単位：円）
大会開催費 150,000 
事務局員給与 280,000 
通信費 100,000 
会議費 100,000 
機関紙発行費 400,000 
印刷・コピー代 20,000 
雑費 30,000 
事務局移管費 0 
文房具代 20,000 
小計 1,100,000 
次年度繰越金 1,222,639 
合計 2,322,639 

事務局長の寺田俊郎会員より配布資料に基づき19年度予算案について説明があった。審議のう
え、一部修正（事務局員給与を32万円から28万円に、次年度繰越金を118万2千639円から122万2千
639円に）してこれを承認した。
篤志家の宮地カヅ様から、遺産300万円余りの寄付があり、特にカントの永遠平和論研究に役
立ててもらいたい旨のご遺志が添えられていた（11月に振り込まれたため収支・予算には反映さ
れていない）。ご遺志に沿う運用を委員会で検討したい。

濱田賞について
本年度は濱田賞論文部門、著書部門ともに該当者なし。この事態の一因が、応募件数が非常に
少ないことにあることが指摘されており、自薦・他薦による応募を呼びかけるものである。
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機関誌の発行について
『日本カント研究』第20号が新たにオンライン・ジャーナルとして2019年7月に発行される予定
である。

次回学会開催
第44回学会は拓殖大学（東京都文京区）で11月23日（祝）に開催される。

 以上
 （2019年3月　日本カント協会事務局　記）
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機関紙の原稿募集

2019年12月　日本カント協会

機関紙「日本カント研究」第21号の原稿をつぎの要領で公募いたします。今年度は前年度から大
きな変更はありません。より多くの方が奮ってご応募くださるようご案内いたします。

公募要領

1. 応募資格
　　 日本カント協会会員で、過去に協会で発表したことのある人。なお、原則として連続採用
は行わない。

2. テーマ
　　 カント及び関連の哲学思想を扱った未発表論文。なお、編集委員会が明確な類似を認め二
重投稿と判断した場合には掲載を拒否することがある。

3. 枚数
　　 16000字以内（電子媒体への移行に伴い、2019年度から字数が拡大されました）。枚数厳守
（超過の場合は審査対象とならない）。

4. 様式
　　(1) 原稿のフォーマットは、A4版・横書き・1行40字とする。
　　(2) 改行等による空白も字数に数え入れ、注は本文の後にまとめる。
　　(3) 本文および注のフォントはすべて同一のものとする。欧字は半角とする。
　　(4) 論文題目および別添概要を除くすべての部分（章節名・本文・注・作図・改行・空白部

分等）の合計を16000字（400字詰め原稿用紙40枚相当）以内とする。
　　(5) 手書き原稿の場合は A4版・横書き原稿用紙とし、上記に準じる。
　　(6) 印字原稿および手書き原稿の場合は別添表紙に、電子メール添付原稿の場合は電子メ

ール本文中に、氏名、住所、年齢、電話番号、所属機関、E-mailアドレスおよび、論
文題目、電子ファイルの種類を明記する。

5. 概要
　　 日本語概要は400字詰原稿用紙2枚以内、欧文概要は100語程度。欧文概要はネイティブ・
チェックを済ませておくこと。

6. 提出形態
　　原稿は次のいずれかの方法で提出する。
　　(1)印字原稿の場合
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　　　 原稿および欧文と日本語の概要を正1部・副5部、および原稿ファイルを含む CD-ROM、
DVD-ROM、ＦＤ等の電子媒体を添付して郵送する。

　　(2) 手書き原稿の場合
　　　原稿ファイルおよび欧文と日本語の概要ファイルを正1部・副5部を郵送する。
　　(3) 電子メール添付原稿の場合
　　　 原稿および欧文と日本語の概要ファイルを電子メールに添付し、投稿用アドレスに送信

する。電子メールの件名は「日本カント研究投稿論文（氏名〇〇）」とする。

　7.  締切日
　　 2019年12月20日必着。なお、メール便、電子メール等については、到着にかかる時間が不
定のため、十分な余裕をもって投稿すること。

　8.  送付先
　　日本カント協会編集員会事務局　投稿用アドレス
　　kanteditorialdept@gmail.com
　　郵送の場合：〒102-8554東京都千代田区紀尾井町7-1上智大学文学部哲学研究室）

　9.  採用論文数
　　７本程度

　10. 原稿の返却
　　不採用になった原稿等は返却しない。

以上
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日本カント協会濱田賞応募について

2019年４月　日本カント協会 

本協会は、若手会員の研究促進と業績発表を奨励するため、2006年度より「日本カント協会濱
田賞」を設けております。自薦、他薦の機会もありますので、より多くの方が奮ってご応募下さ
るようご案内いたします。

「論文」部門応募要領

１　選考対象は、2018年４月１日から2019年３月31日までに公刊された論文とする。
２　 応募は自薦および他薦による。ただし、選考年度の『日本カント研究』の掲載論文は自動的に
選考対象となる。この場合、他の論文を自薦もしくは他薦することも可能であるが、選考対
象論文は一人一本とし、複数の論文が推薦された場合は、著者の意向を尊重する。

３　 応募者は、応募用紙に著者の生年月日を明記し、応募論文３部（複写物も認める）を添えて協
会事務局に提出する。応募締め切りは、12月20日（当日消印有効）とする。

４　 上記による選考対象論文を濱田賞選考委員会の委任を受け、編集委員会が審査し、受賞者を
決定する。審査に関する詳細は規程・内規により別に定める。

５　賞金　金３万円
６　 受賞資格　2020年３月31日現在、満35歳未満、かつ受賞時までに会費を納入済みの本協会会
員とする。

７　受賞者の発表は会報にて行い、授与式は総会席上で行う。

「著書」部門応募要領

１　選考対象は、2018年４月１日から2019年３月31日までに公刊された著書とする。
２　 応募は自薦および他薦による。選考対象著書は一人一冊とし、複数の著書が推薦された場合
は、著者の意向を尊重する。

３　 応募者は、応募用紙に著者の生年月日を明記し、応募著書３部（複写物も認めるが、一部は
原本）を添えて協会事務局に提出する。応募締め切りは８月31日必着とする。

４　 上記による選考対象著書を濱田賞選考委員会が審査し、受賞者を決定する。審査に関する詳
細は規程・内規により別に定める。

５　賞金　金３万円
６　 受賞資格　2020年３月31日現在、満40歳未満、かつ受賞時までに会費を納入済みの本協会会
員とする。

７　受賞者の発表は会報にて行い、授与式は総会席上で行う。
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日本カント協会規約

1976年11月制定　　
2005年12月一部改正
2008年11月一部改正
2009年11月一部改正
2011年11月一部改正
2014年11月一部改正
2015年11月一部改正

第１条　本会は日本カント協会（Japanische Kant-Gesellschaft）と称する。
第２条　 本会はカント哲学を中心とした哲学研究を推進し、会員相互の研鑽及び研究上の連絡

をはかることを目的とする。
第３条　本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
　１　学会・総会・研究会・講演会等の開催
　２　機関誌『日本カント研究』及び『会報』の発行
　３　若手研究者育成を目的とする「日本カント協会濱田賞」の授与
　４　ドイツ連邦共和国 Kant-Gesellschaftその他のカント哲学に関連する研究機関との交流
　５　その他の必要な事業
第４条　本会は以下の各項に該当する者をもって会員とする。
　１　一般会員　カント哲学に関心をもつ者及びこれに準ずる者
　２　賛助会員　本会の趣旨に賛同する者
　３　 名誉会員　本会の活動に長年貢献した会員または外国在住のカント研究者でこの資格を

有すると認められた者
第５条
　①　 前条に該当する者は、常任委員会及び委員会の審議を経て、総会で最終的に承認する。
　②　入会申込者は、指定の申込用紙の必要事項を満たすことをその条件とする。
　③　 大学院修士課程の学生については、指導教授またはそれに準ずる紹介者の承認を必要と

する。
第６条　本会は次の役員を置く。
　１　会長 　１名
　２　常任委員 １０名
　３　委員 １８名
　４　編集委員 １０名
　５　会計監査 　２名
　６　幹事 若干名
第７条
　①　 委員及び会計監査は会員の間から選出し、会長及び常任委員は委員の間から互選する。

なお、役員の選挙規程については、別途定める。
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　②　 委員会は、上記の常任委員数にかかわらず、事務局校担当の会員一名を常任委員として
委嘱することができる。

　③　 委員会は、上記の常任委員数にかかわらず、編集委員長及び編集副委員長の会員２名を
常任委員として委嘱することができる。

　④　編集委員は、会員の中から委員会が委嘱する。
　⑤　幹事は、会員の中から会長が若干名を委嘱し、委員会の承認を得るものとする。
第８条
　①　会長は、本会を代表する。
　②　常任委員会は委員会の常務を掌握する。
　③　委員は委員会を構成し、本会の運営について審議・決定する。
　④　編集委員会及び漬田賞選考委員会については、別途両委員会の規程を定める。
　⑤　会計監査は、年一回会計を監査し、総会でその結果を報告する。
　⑥　幹事は本会の事務を行なう。
第９条
　①　役員の任期は、２年とし、重任を妨げない。
　②　但し、会長の任期は、連続二期を限度とする。
　③　編集委員の任期については、別途定める。
第10条
　①　 会員は、第３条で定めた事業に参加することができる。また、第六条で定めた役員の選

挙権及び被選挙権を有する。
　②　名誉会員は役員の選挙権及び被選挙権をもたない。
　③　 年会費滞納会員については、累計額３年分15,000円で機関誌、パンフレット等の配付を

停止し、５年分25,000円で会員資格を停止する。この場合、滞納額を全納すれば、会員
資格を復活する。

　④　会員のその他の権限については別途危機管理規程で定める。
　⑤　 機関誌または濱田賞への応募及び大会等での発表申し込みについては、別途応募規程で

定める。
第11条　会員は年会費5,000円を納入する。但し、名誉会員は、会費を免除する。
第12条　 総会は年一回定期的に開き、必要があれば委員会の決議により臨時に開くことができ

る。総会は、本会の活動の基本方針を決定し、会務報告及ぴ会計報告を受ける。
第13条　本会の事務局は、委員会の議を経て、会長が委嘱する。
第14条　 本規約は、常任委員会及び委員会の決議を経て、変更することができる。但し総会の

承認を要する。
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日本カント協会への入会のお勧め

日本カント協会は1976年に発足した学会です。広くカント哲学に関心を持たれる方のご入会を
お勧めいたします。お問い合わせは協会事務局までお願いいたします。

＊日本カント協会役員（任期2018年４月１日～2020年３月31日）
　会　　長　大橋容一郎
　常任委員　 石田京子・犬竹正幸・小野原雅夫・加藤泰史・城戸淳・田中美紀子・寺田俊郎・

舟場保之・御子柴善之・山根雄一郎
　委　　員　 石川求・石田京子・犬竹正幸・大橋容一郎・小野原雅夫・加藤泰史・城戸淳・蔵

田伸雄・菅沢龍文・田中美紀子・寺田俊郎・中野裕孝・福谷茂・舟場保之・御子
柴善之・山根雄一郎・湯浅正彦

　会計監査　浜野喬士・平田俊博
　幹　　事　鈴木伸国・浜田郷史

連絡先
日本カント協会事務局（2018年４月～2020年３月31日）
〒102-8554
東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学文学部哲学科日本カント協会事務局
日本カント協会事務局
japanischekantgesellschaft@gmail.com
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Über „Gebrechlichkeit“ und „Unlauterkeit“
und in welchem Sinne sie böse sind

Yasutaka AKIMOTO

An unterschiedlichen Stellen erklärt Kant, dass ein Handelnder stets wissen kann, ob er 
moralisch gut gehandelt hat, führt aber auf der anderen Seite Gebrechlichkeit und Unlau-
terkeit als Beispiele für den Hang zum Bösen an, die er als unvorsätzlich charakterisiert. 
Bedeutet das nun, dass es passieren kann, dass jemand moralisch böse handelt, ohne sich 
dessen bewusst zu sein, und eventuell sogar davon überzeugt ist, moralisch gut gehandelt zu 
haben? 

Wenn man Kants Philosophie ohne Widerspruch verstehen will, muss man das „Böse“ in 
„der Hang zum Bösen“ so interpretieren, dass es nicht auf Moralität, sondern auf die Fähig-
keiten eines Menschen abzielt. Es meint dann nicht, dass jemand dazu tendiert, moralisch 
schlecht zu handeln, sondern, dass seine körperlichen und geistigen Möglichkeiten begrenzt 
sind und somit zum Ausgangspunkt eines schlechten Ergebnisses werden können.

　

Kant’s Criticism of Ontological Arguments

Kurando OSADA

As regards Kant’s criticism of ontological arguments of God’s existence, there have been 
several serious objections, according to which his criticism is based on pre-critical views of 
his own that have nothing to do with his critical philosophy or transcendental idealism and 
depend on bare dogmatic empiricism.  The purpose of this paper is to find Kant’s ground for 
his criticism of ontological arguments in his attempt to reform ontology itself, which is made 
in the Transcendental Aesthetic and the Transcendental Analytik, and especially, this paper 
focuses on revealing the full significance which Kant’s revision of the concept of ‘reality’ has 
for his argument against the ontological proof of ‘ens realissimum’.
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Reconsideration of the concept of “contradiction”:
Kant and the problem of Digon

Ayumu SHIGETA

The primary aim of this paper is to shed new light on Kant’s concept of contradiction, 
through an examination on the paradox of Diagon. In 1967, Martin published an article in 
which he found an apparent inconsistency in Kant’s argument on “a rectilinear figure with 
two sides” between the section so-called “table of nothing” (A291/B348) and “postulate” (A220/
B268). Thus far, several studies have attempted to deal with this problem. Unfortunately, 
previous studies have failed to solve this paradox. Until this paradox has been answered, 
Kant’s transcendental logic can be criticized because of its fragility on the logical principle of 
contradiction. However, these conflicting accounts suggest that there is a dual meaning of 
the logical possibility. This study set out to gain a better understanding of Kant's concept of 
contradiction.

　

Kants Ethik und das Problem der Idee der Tugend

Yusuke MIYAMURA

Diese Abhandlung betrachtet die Idee der Tugend in Kants Ethik, im Hinblick auf das 
Problem der „Lehrbarkeit der Tugend “.  Seit der vorkritischen Zeit wird von Kant die „Tu-
gend“ einerseits als ein Ideal, das eine reine Vernunftbegriff ist, und anderseits als eine 
Stärke, die der konkrete Menschen haben muß, betrachtet. Diese beide Seiten der Tugend 
werden erst integriert in Tugendlehre von Metaphysik der Sitten. Hier wird die Tugendlehre 
als eine „dunkel gedachte Metaphysik “, die jeder Mensch in sich selbst hat, bestimmt.
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Von den transzendentalen Ideen in der theoretischen Philosophie Kants

Osahiko MATSUMOTO

Weil die zentrale Funktion des Vernunftschlusses (Syllogismus) im Mittelbegriff liegt, und 
der Mittelbegriff jederzeit in seiner Totalität gedacht werden muss, so ist die aus den Funk-
tionen des Vernunftschlusses entspringenden Ideen nichts anders als die Vernunftbegriffe 
von der Totalität der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten. Wenn man die transzen-
dentalen Ideen, die nur die subjektive Realität haben, durch die transzendentale Subreption 
für die die objektive Realität habenden ansieht, so entsteht der transzendentale Schein. Der 
regulative Gebrauch der Ideen, als der Maximen der Vernunft, bestätigt die Grenze der spe-
kulativen Vernunft, und gibt die Bereitung zur Übersetzung der Ideen in das Feld der prak-
tischen Erkenntnis ab. In diesem regulativen Gebrauch ermöglichen die transzendentalen 
Ideen, ebenso wie die dynamischen Kategorien, der Erfahrung und den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen die Offenheit oder die Plastizität.

　

Judgement and its Object in Kant’s Epistemology

Masayuki TAKIZAWA

Here the author seeks to defend Kant’s theoretical philosophy against recent criticism pre-
sented by Yasuhiko Tomida, who argues that while Kant’s theoretical philosophy is con-
structed on the same presuppositions as Lockean naturalistic idealism, Kant’s rejection of a 
naturalistic explanation for theoretical objects gives rise to some controversial insistences in 
his own epistemology and his philosophy of science. This paper outlines an alternative inter-
pretation of Kant’s philosophy free from dependence on the Lockean thesis by examining ex-
planatory roles of representation in Kant’s epistemology. For Kant, rather than being an ob-
ject of one’s cognition, representation is a mental state that enables a subject to cognize an 
external object directly. The fact that no such characteristic of representation is found in 
Locke’s idea raises issues with Tomida’s interpretation and its emphasis on an inseparable 
link between Locke and Kant.

　



143

欧文要約

A Supplement to my Some Queer Distortions of Kant’s Philosophy:
Did Kant’s Germ-Innatism Achieve Its Expected Purpose?

Yasuhiko TOMIDA

Some replies to Prof. Takizawa’s comments (Section 1): 1) I have never criticised Kant from 
the viewpoint of the so-called ‘veil-of-perception problem’. 2) As I have explained on many oc-
casions, the three-termed-relational framework of the original theory of ideas is not one that 
can be denominated as ‘veil-of-perception doctrine’. 3) It goes without saying that Locke con-
sidered the phenomenon of intentionality from various points of view. 4) Berkeley’s argu-
ments from relativity are essentially not different from Locke’s.

In Sections 2–7 I criticise Kant’s germ-innatism. According to Kant, the germs of the pure 
concepts of understanding are originally in our minds. However, this tenet does not achieve 
his expected purpose, because it is nothing but a sort of anthropologism (Anthropologismus).

　

Kants Kritizismus in seinen späten religiösen Schriften.
Über die Kontinuität seiner kritisch-philosophischen Denkungsart

Tai TAKATA

Nach der „Kritik der Urteilskraft“ (1790) veröffentlichte Immanuel Kant in ununterbroche-
ner Folge seine Schriften über Religion, nämlich: „Über das Mißlingen aller philosophischen 
Versuche in der Theodicee” (1791), „Das radikal Böse“ (1792), „Die Religion innerhalb der 
Grenzen der bloßen Vernunft“ (1793), „Das Ende aller Dinge“ (1794), und, wenn man die Ent-
stehungsphase und den Inhalt in Betracht zieht, gehört auch „Der Streit der Fakultäten“ 
(1798) zu diesen Schriften. Man kann diese Schriften ‚religiöse Schriften‘ nennen, die also in 
Kants späteren Jahren entstanden sind. Hier soll die Frage thematisiert werden, ob Kant 
seinen Kritizismus bzw. seine kritisch-philosophische Denkungsart auch in diesen ,religiösen 
Schriften’ fortgesetzt hat.

In der Geschichte der Kant-Forschung wurde diese Frage nach der Fortsetzung oft proble-
matisiert. Einige Gründe sind miteinander verknüpft und bilden die komplexe Frage. In 
meinem Aufsatz wird diese Frage untersucht und die Notwendigkeit dieser Schriften festge-
stellt. Es wird gezeigt, dass diese Schriften die Frucht seiner kritischen Philosophie sind und 
dass Kant mit seiner Kritik nicht alles zermalmen wollte, sondern vielmehr darauf zielte, 
die Wahrheit, die die Kritik aushält, vor zwei Abweichungen, z.B. vor Freigeist und Aber-
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Kant und Spener 
―Die kritische Philosophie und die pietistische Theologie―

Kazuya YAMASHITA

Kant-Forschern ist sehr bekannt, dass Kant pietistisch erzogen wurde. Aber heutzutage 
hat die pietistische Theologie in der Philosophie keine große Bedeutung mehr. Um diese Lü-
cke zu schließen, behandelt dieser Absatz den Theologen Philipp Jakob Spener, als Vater des 
Pietismus bekannt, und sein Hauptwerk „Pia Desideria“. Spener richtete die Privaterbau-
ungsstunde „collegia pietatis“ ein und erörterte sein Reformprogramm für die lutherische 
Kirche in „Pia Desideria“. Zuerst kritisiert Spener die damalige lutherische Kirche und stellt 
seine These „Hoffnung auf bessere Zeiten“ vor, die von seiner Vorsehungslehre stammt. Spe-
ner lehnt die metaphysische Streittheologie der lutherischen Orthodoxie ab und fordert die 
christliche Praxis, besonders die Praxis der Nächstenliebe. Die Philosophie Kants hat viele 
Gemeinsamkeiten mit der Theologie Speners.

　

glaube, zu retten.
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