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〈シンポジウム／近代日本とカント哲学〉

日本におけるカント受容第三の経路
―山崎為徳と大西祝の場合―

平山　洋　

1.　カント受容の三つの経路

シンポジウム「近代日本とカント哲学」の提題の一つとして、大西祝〔1864～1900〕 のカント受
容に焦点をあてる。この問題についての研究者の関心は依然として高く、21世紀に入ってからだ
けでも、藤田正勝（2004）・堀孝彦（2009）・御子柴善之（2012）・小坂国継（2013）・脇崇晴（2016）・
郭馳洋（2018）・平出喜代恵（2020）らが主題的に取り上げている。その最大公約数的な見解は、こ
と大西のカント受容については、東京大学のお雇い外国人教師であったルードイッヒ・ブッセ

〔1862～1907〕からの影響を大きく見ていることである。その結論自体は論者自身がかつて著書
『大西祝とその時代』（1989）でも述べたことであり、異存はない。とはいえ、大西が大学に入学し
て初めてカントについて知ったのかといえば、それは違うのである。大西が1885年の東大進学前
の同志社時代〔1877～1884〕にすでにカントを学んでいたことは、これまで指摘されていなかった。

研究史を顧みると日本の思想界へのカントの受容は、おおむね次の二つの側面から検討されて
きた。第 1 は幕末にオランダへ留学した西周による『永久平和論』（1795）の作者としてのカントへ
の着目である。不平等条約の改正を目指していた幕府は、カントの思想がそのために有意義であ
るという目論見をもっていたのである。第 2 は明治維新後に導入された西洋の大学制度において、
近代啓蒙思想の祖として尊重されていたカントを、主に三批判書の著者として解釈しようとする
立場である。これは講壇哲学的関心とでもいうべきあり方で、現在にいたるまで中心となってい
るカント理解である。

本論文が追究するのはそれらのいずれでもない、宗教思想家としてカントを理解しようとする
あり方で、この神学的立場ともいうべき第 3 のアプローチは日本へのカント受容の研究史上、管
見のかぎりこれまで一度も言及されていない側面である。

2．大西祝の師山崎為徳

昨今の大西ブームでも、対象とされる時代は東大入学以降のことで、同志社神学科で何を学ん
だかについては、資料的制約もあってほとんどなされていない。そこで論者が重要と考えるのは、

1

1 カッコ内の4桁算用数字は西暦を示す。人物名や時代の後の〔 〕は生没年等、人物名・著作名の後の( )は
刊行年である。
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同志社の教員だった J.D. デービスと山崎為徳の共著『天地大原因論』 （1881）という自然神学の教
科書である。今まで一度も指摘されてこなかったことだが、そこには 1 か所だけカントからの引
用とされる部分がある。その原文は以下の通りである（括弧句読点は論者）。

独逸理学士カント云ヘルアリ。曰ク『天地間物質アリ且上帝アリトセバ予能ク天地造化ノ術
ヲ論究シ得ベシ。然レドモ天地間只物質ノミアリトセバ予更ニ一小虫造化ノ方ヲモ理解スル
事能ハズ』ト。（14頁）

宮永孝（2020）によれば、西周による草稿を除いて、カントの名前がプリントされているのは、
『明六雑誌』第38号（1875）掲載の西の論文「人生三宝説」で『純粋理性批判』（B 版・1787）の内容が紹
介されたのち、西村茂樹が講演中で名前のみあげた1877年の次にあたっている。ただし宮永は

『天地大原因論』でのカント言及を指摘していない。
カントの思想内容に触れた日本語による刊本としては 2 番目となる本著作で、カントは「神の

不存在は証明できない」と言明したとの文脈で引用されている。後に扱う『天地大原因論』の引用
書目にカントの著作は見当たらず、またこの引用と正確に一致するカントの著述にもめぐり逢え
ていない。

カントは若い時に神の存在証明を試みて結局断念し、いわゆる要請の神へと立場を移したわけ
だから、記述自体に間違いがあるわけではないのだが、なぜ若き神学者山崎はその議論を使った
のか、また、その知識をどこから得たのか、興味深い問題である。

3．山崎為徳の生涯と思想

そこでまずは大西に大きな影響を与えた山崎為徳の生涯と思想をたどることにしたい。彼は
1857年 3 月、後の岩手県水沢（現奥州市）に留守家家臣の長男として生まれた。留守家は仙台伊達
家の家来だったため、陪臣となり維新後の族籍は平民である。戊辰戦役では仙台藩軍の一員とし
て戦い、敗軍の卒となった。1868年、水沢に肥後実学党員である安場保和・野田豁通らが参事と
して着任、彼らの部下となった山崎はその人脈を通じて1871年に設立されたばかりの熊本洋学校
に進学した。

洋学校では教師 L.L. ジェーンズの感化を受け、1875年に卒業後は東京開成学校化学課程に進
学した。開成学校では W.E. パーソンと D.H. マッカーティという二人の宣教師の教えを受けた。
数学と理学担当のパーソンは科学と宗教の関係について、1877年に東京大学に招かれることにな
る E.S. モースとは異なる見解を有していた。すなわち、宗教は科学文明をも包摂するものであ
り、両者は矛盾しない、というのである。もう一人のマッカーティは生物学教師として自然界に
神の意図の証拠を示す自然神学の講義を行った。

1877年に開成学校は東京大学に改組され、山崎はその理学部化学科に在籍することになった。
だが、キリスト教への憧憬はやみがたく、同年 9 月には東大を退学して同志社へと向かった。そ

2

2 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/752991。
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こにはかつての熊本洋学校出身者や後には帝大教授となる中島力造や元良勇次郎が学んでいた。
1879年同志社余科（神学科）を卒業して教員となった。そこで指導を受けたのが大西祝や徳富蘇峰
ら後輩であった。

山崎の思想を今日知ることができるのは、『七一雑報』に載せられた諸論文と、卒業演説「日本
学術論」及び『天地大原因論』などである。「道心は人心の主宰たる説」（『七一雑報』掲載）に始まり

「不釣合を論ず」「日本学術論」を経て『天地大原因論』に至る彼の思索は、当時の学界を席巻してい
た無神進化論と鋭く対立し、それを乗り越えるためになされたのであった。

伊勢時雄（横井小楠の息子）と共訳した H. フォールズの『変遷論』もダーウィニズム批判を主な
目的としている。当時のキリスト教界は1877年10月から「進化論」を講じ始めた E.S. モースによ
って危機に陥っており、無神進化論に反駁するため、キリスト者たちは新たに理論武装しなけれ
ばならなかったのである。ほかに注目するべき有神進化論を唱えた宣教師に、『七一雑報』編集長
である J.T. ギュリックがいた。

山崎は彼らの考えを引き継ぎ、目的論的進化論を基調とする『天地大原因論』を著した。この著
作は1880年 8 月から12月まで『七一雑報』紙上に連載され、1881年10月に第 2 章が増補されて神戸
の福音舎から出版された。同志社教師 J.D. デービス〔1838～1910〕との共著とされているが、実
際に書いたのは山崎であった。おそらくデービスの神学講義を筆記したノートをもとに、山崎が
再構成執筆完成させたということであろう。その内容は次節で扱いたい。
『天地大原因論』の完成を急いでいた1881年 7 月、山崎は結核を悪化させて11月に帰らぬ人とな

った。24歳 9 ヶ月の短い生涯だった。

4．山崎著『天地大原因論』（1881）の内容

山崎唯一の刊本『天地大原因論』は長らく稀覯本として読み難い作品となっていたが、国立国会
図書館のデジタルコレクションに収録されたため、今では容易に閲覧することができる。

第 1 章「天地大原因論」第 1 節「天地大原因論」は、「何の原因ありて天地万物変化するや」という
問いから始まっている。この大問題について欧米の学者の大部分は絶対神を信じる「有原因論」を
支持しているとする。それに対してハクスリー・チンダル・スペンサーは「不可知論」を、またヒ
ューム・ベンサム・ミル・ダーウィンは「無神論」を唱えている。第 2 節「スペンソル氏神性不可
識論を駁す」では、その不可知論に反論している。第 3 節「天地万物の本源を論ず」、第 4 節「星学
士の無神変遷論を駁す」では、第一原因たる絶対神の存在は否定できないと主張している。第 5
節「植物動物の大原因を論ず」、第 6 節「植物動物の変遷論を論ず」の中で、自然選択だけでは進化
の事実を説明できず、どうしても何らかの超越的作用を想定しなければならないという。第 7 節

「生命論」は Lionel S. Beale の Protoplasm or Matter and Life の要約である。そうして第 8 節
「結末総論」が置かれている。 

第 2 章「有神論を論定す」の第 1 節「天地万物の大原因存在するの証拠第一」では、古来多くの学
者が神の存在を信じていることを根拠とした「歴史神学的証明」による神の存在証明を行っている。
第 2 節「天地万物の大原因存在するの証拠第二」ではミルの無神進化論に反論する形で神の「宇宙
論的証明」を行っている。そうしてさらに第 3 節「天地万物の大原因存在するの証拠第三」では神
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の「目的論的証明」を行っている。第 4 節「有神論抄訳」は B.P.Bowne の Studies in Theism の要
約である。第 5 節「上帝の性を論ず」、第 6 節「結末総論」となっている。

以上が『天地大原因論』の内容であるが、本文中でカントが引用されているのは、第 2 章第 3 節
の「目的論的証明」の部分ではなく、第 1 章第 5 節「植物動物の変遷論を論ず」においてである。し
かもその肩書は「理学士」となっている。これはどうしたことなのだろうか。

5．『天地大原因論』引用書目とそこでのカント引用

いったい山崎はカントのどの著作から引用したのであろうか。『天地大原因論』の本文には手掛
かりがないため、その引用書目に目を向けたい。その一覧は以下の通りで、全著作の原文がグー
グルブックスで閲覧が可能となっていて、そこからカントの全用例を抽出することもできる。そ
の結果は以下の通りである。

①B.P.Bowne Review of Herbert Spencer’s Philosophy (1874)  カント言及 5 回
②B.P.Bowne Studies in Theism (1879) 6 回
③Fisher Faith and Rationalism (1879) 3 回
④Hall The problem of Human Life (1877) 5 回
⑤Flint Anti theistic Theories (1877) 5 回
⑥Winchell Reconciliation between Science and Religion (1877) 18回
⑦Chadbourne Natural Theology (1867) 0 回
⑧Lionel S. Beale Protoplasm or Matter and Life (1874) 0 回
⑨Mivart Lessons from Nature (1874) 4 回
⑩McCosh Examination of J.S.Mill’s philosophy (1875) 30回
⑪Clerk Maxwell Theory of Heat (1871) 0 回
⑫Tate Lectures on the Recent Advances in Physical Science (1876) 2 回
⑬Stewart & Tate Unseen Universe (1876) 1 回
⑭W.S.Jevons Mill’s Experimental Methods (1876) 0 回
⑮Dawson Origin of the World (1875) 0 回

15冊の引用書目のうち 5 冊にはカントの用例はなかった。また、言及 5 回までの 7 冊はカント
の認識論上の立場を説明している部分での用例で、神の存在証明にかかわるものではなかった。
カントについて実質的な言及があるのは 6 回以上の②⑥⑩の 3 冊である。

以下で『天地大原因論』の引用書目におけるカントの意義について述べたい。

6．ジェイムズ・マコッシュ〔1811 ～ 1894〕

最も言及回数が多いのは⑩ Examination of J.S.Mill’s philosophy（1875）であるが、『天地大
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原因論』第 2 章第 2 節の原型ともいうべき著作である。その作者の生涯を述べるならば、ジェイ
ムズ・マコッシュ〔1811～1894〕 はスコットランド人で、1881年当時は米国プリンストン大学の
総長だった。

マコッシュの立場は、主にトマス・リードや他のスコットランド常識学派の哲学者の伝統にあ
った。彼は、外界の性質についての人の信念が、知覚的アイディアからの因果的または他の推論
に基づいていることを否定したが、それらは感覚の直接の伴奏であり、したがって疑問の余地は
ないと主張した。彼はまた、因果関係や道徳などの基本原則の先験的な性質についても明言した。
私たちの判断や他の認識は自明のことながら必要であると認識されたときに、私たちの経験を振
り返ることによって到達することができるとした。

マコッシュは、進化論とキリスト教の調和を試みた。1874年、プリンストンの長老派教会の神
学者であり知的指導者であるチャールズ・ホッジは、ダーウィニズムを無神論とする発表をした。
一方マコッシュは、ダーウィニズムの多くが健全であることが証明される可能性があると主張し
た。マコッシュは、自然界のデザインの原則を主張し、ダーウィンの発見を宇宙における事前配
置・スキル・目的のより多くの証拠として解釈した。このように彼は、ダーウィニズムが無神論
的でも、聖書に対して敵意をもつものでもないことを示した。

⑩は主として J.S. ミルの無神論を神デザイナー説によって反論するものであるが、そこでの
30回に及ぶカント言及は神デザイナー論に親和的とも思われるカントの目的論にではなく、認識
論においてカントがヒュームの強い影響下にあることを示すところにあった。そのためか、『天
地大原因論』唯一のカント引用の由来を探るための示唆を得ることはできなかった。

7．アレキサンダー・ウィンチェル〔1824 ～ 1891〕

次の⑥ Reconciliation between Science and Religion（1877）の作者であるアレキサンダー・ウ
ィンチェル〔1824～1891〕 であるが、彼はニューヨーク州出身の米国人である。1847年にコネチ
カット州のウエズリアン大学を卒業後、ニュージャージー州のペニントン神学校、ニューヨーク
州のアメニア神学校を経て、1854年にミシガン大学の物理学と土木工学の教授となった。1872年
から74年はシュラキュース大学に在籍し、1875年から78年まではワンダービルト大学、その後ミ
シガン大学に戻り、地質学と古生物学の教授を務めた。彼は科学と宗教の調和に非常に関心を持
っていて、有神論的進化論の提唱者であった。

そうではあるのだが、カントについては⑥の106頁に以下のようにある。

カントは、しかしながら、有神論を信仰の問題として受け入れつつ、その信念を支持する目
的論的および他の議論の妥当性に疑問を投げかけた。そして現代の科学者養成学校は、神の
存在を受け入れるか、少なくともそれに反対する議論を展開しない一方で、動機を未知のも

3

4

3 以下マコッシュの生涯と思想については、 J. David Hoeveler(1981)による。
4 以下ウインチェルの思想と生涯については、ベントレー歴史図書館、伝記 http://quod.lib.umich.edu/cgi/

f/findaid/findaid-idx?c=bhlead;idno=umich-bhl-86321による。
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のに帰することは、有限の知性には適していないと主張する。そのため、自然を有神論的に
解釈しようとするすべての試みを軽視している。（論者訳）

要するにウィンチェルは、カントを有神進化論の根拠ともなる目的論の積極的な擁護者とはみ
なさず、逆に目的論を否定はしないものの、神については不可知論に近い立場をとっている、と
解釈していたのである。マコッシュの場合もそうなのであるが、この神概念を弱くとらえるカン
ト解釈は、当時の英語圏で、カントの思想といえば英語訳の『純粋理性批判』（B 版・1787）だけで
あったことと関係があるのかもしれない。『天地大原因論』でのカントからの引用は、それよりも
積極的な上帝（神）観が示されていて、ウィンチェルとは立場を異にしているようだ。実際出典の
ヒントとなるような部分は見当たらなかった。

8．ボーデン・パーカー・バウン〔1847 ～ 1910〕

最後にバウンの② Studies in Theism（1879）であるが、この『有神論』は、『天地大原因論』で第
2 章第 4 節がまるまる要約に充てられていることからもうかがわれるように、J.D. デービスの
神学講義の中心となるものであった。本著作は植村正久による日本語訳『有神原論』（1894）があっ
て、国会図書館デジタルコレクションで容易に閲覧できる。著作の内容について扱う前にまずバ
ウン本人について述べたい 。

ボーデン・パーカー・バウン〔1847～1910〕は米国ニュージャージー州に生まれた。ニューヨー
ク大学を卒業後ボストン大学で教鞭をとった。メソジストの神学者で晩年にはノーベル文学賞に
9 回ノミネートされた。彼は1876年、29歳でボストン大学の哲学教授となり、以後30年以上教え
た。その中には同志社出身で後に帝大の心理学教授となる元良勇次郎もいた。

ヘルマン・ロッツェの影響を受けたバウンはカントの立場を堅持して、機械論的決定論・実証
主義および自然主義を鋭く批判する一方、自由と自己の重要性を強調した。彼の影響は後代にも
及んだ。ボストン大学で学び、そこで「すべての人間の人格の尊厳と価値の形而上学的基盤」を獲
得したと『自由への歩み』（1964）で語ったマーティン・ルーサー・キング・ジュニアが、このボス
トン人格主義の後継者ということができる。

バウンが人格者として全米の尊敬を集めるようになるのは『天地大原因論』の刊行よりずっと後
のことで、J.D. デービスと山崎にとっては『有神論』（1879）を出したばかりの新進気鋭の神学者
であった。その著作におけるカント思想の受容は、さすがにロッツェに私淑していただけあって、
認識論にとどまらない、論者が求めている目的論への積極的な志向を含むものである。以下で

『有神論』の内容に移る。

5

5 以下バウンの生涯と思想については Randall E.Auxier(1997)による。
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9．バウン著『有神論』（1879）の内容

ここまで検討してきた他の著作は、カントを認識論の立場に押し込んで、場合によってはヒュ
ームの従属者のように描いていたが、さすがに『有神論』の記述は広く目配りがなされており、引
照は三批判書全部に及んでいる（他の著作は『純粋理性批判』のみ）。ただし『宗教論』（1793）からの
引用は確認できない。

神の存在証明の記述についても『純粋理性批判』「純粋理性の理想」の章を丁寧に要約している。
その要点は『天地大原因論』に引き継がれていて、その第 2 章はカントの分類に基づいている。た
だ、『有神論』全般を見渡してみるならば、その結構はとくに『判断力批判』（1790）の影響の下にあ
るように見える。

この『有神論』はバウン32歳のときの作品で、ボストン大学への就職著作となった『スペンサー
哲学概論』（1874）に続く 2 作目である。植村の日本語訳で原稿用紙450枚もの大作で、緒論（宗教
史）・第 1 章「世界の原由一なる事」・第 2 章「世界の原由は智力を有す」「世界の秩序及び其の領会
せらるべきことより立論す」「意匠に基づく立論」「智識論に依りてこれを証す」・第 3 章「世界の原
由は有心なり」・第 4 章「世界の原由の形而上学的属性」・第 5 章「神と世界」・第 6 章「倫理的なる
世界の原由」・第 7 章「有神説と生命」・結論となっている。

全体としてカントが『判断力批判』の「目的論的判断力の弁証論」の編において慎重に保留しつつ
述べている有神論を、自らの確信をもって事実と捉え、積極的に祖述したものと読める。『判断
力批判』の解釈としては明らかにカントの意図を超えているのであるが、『有神論』は神学論文な
ので神の根拠づけについてためらう必要はないということなのであろう。

この『有神論』を『天地大原因論』はその第 2 章第 4 節に組み込んでいるばかりか、著作全体とし
ても基調をなしている。すなわち『判断力批判』は、めぐりめぐって『天地大原因論』の下地になっ
ているのである。

この事実は、初期の同志社の生徒だった元良勇次郎・中島力造・大西祝らが知らず識らずのう
ちにカントの思想に触れていたということでもある。同志社を卒業してから元良は実際にバウン
に弟子入りし、中島はエール大学神学科に進んでカントの物自体の研究で神学博士号を得た。ま
た、大西の『良心起源論』は全体の構成が『天地大原因論』にそっくりである。さらに中島と大西が
ともに英国新カント派の T.H. グリーンの日本への紹介に寄与することになるのも偶然ではない
だろう。

だが、ここに至っても解決されていない問題が残っている。それは『天地大原因論』が唯一引用
しているカントの出典が未発見であることと、そこにある理学士という肩書についてである。

10．科学者カントについて

1870年代の日本において「理学」が、philosophy と science の両用に使われていたことはよく
知られている。1877年、東京大学に philosophy を学ぶ学科として哲学科が、また science を学
ぶ学部として理学部が設置されたことにより、理学を philosophy の訳とする中江兆民らの主張
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はほぼ聞かれなくなったのだが、その影響は今なお一部に残っている。というのは、物理学は理
学部で、論理学と倫理学は文学部で学ばれるという、名称の混乱が起きていることである。

山崎が「理学士カント」と書いたとき、それは philosopher なのか scientist なのかといえば、
それは scientist の意味であったと考えられる。その理由は山崎は東京大学理学部化学科を中退
して同志社余科（神学科）に転学した人物だったからである。この事実は出典の探求にあたり一つ
のヒントとなるように思われる。カントからの引用が置かれていたのは、動植物の造化にあたっ
て、デザイナーたる神を想定しないと説明がつかないという部分であった。表現は明らかに三批
判書よりも有神論に関して積極的で、引用文中の「小虫」という語彙から前批判期の自然学の一部
のようでもある。だからカントの肩書に理学士とあるのかもしれない。

先にも触れたように、『天地大原因論』の主目的は、ダーウィンの無神進化論を否定するところ
にあった。引用書目にある書籍の作者たちは、バウン・ウィンチェル・マコシュを含めいずれも
ダーウィン進化論とキリスト教は矛盾しないと主張していた。彼らが有神進化論を唱えるにあた
って、カントが（解釈次第では）強い味方となるであろうとされるようになったのには、一つのき
っかけがあった。それは1872年から73年にかけての英国アイルランドの物理学者 J. チンダルに
よる米国東部を巡回した講演旅行で、その講演の中身により科学者カントという新たな像が米国
内で浮かび上がってきたのである。

11．チンダルのアメリカ講演旅行

ダーウィニズムが当時の思想界に与えていたインパクトは、おおよそ40年後にマルクス主義が
全世界に及ぼした影響に似ていた。無神進化論が声高に叫ばれれば、反対派はそれに対抗する運
動を積極的に行った。その反対の仕方にも 2 通りがあって、ダーウィニズムを全否定する信仰原
理主義ともいうべき立場と、ダーウィニズムは神を否定していないとする有神進化主義ともいう
べき立場をとったグループである。

後者の立場をとったのが英国で X クラブ（エックスクラブ） と呼ばれた科学者集団で、それは
19世紀後半のイングランドで自然選択説と学問の自由を支持した 9 人の男性による非公式のダイ
ニングクラブであった。トマス・ハクスリーが創始者で、月に一度ロンドンで会食した。クラブ
は1864年11月から1893年 3 月まで続いてイギリスの科学界に幅広い影響を与えた。

クラブのメンバーは医者・古生物学者ジョージ・バスク、化学者エドワード・フランクランド、
数学者トマス・ハースト、植物学者ジョセフ・ダルトン・フッカー、トマス・ハクスリー、考古
学者ジョン・ラボック、哲学者ハーバート・スペンサー、数学者・物理学者ウィリアム・スポテ
ィスウッド、物理学者ジョン・チンダルである。彼らのうちフッカー、スポティスウッド、ハク
スリーの 3 人はロンドン王立協会の役員、わけてもハクスリーは会長にもなった。また、ハクス
リーは聖書と進化論は矛盾しないという立場を堅持していて、『天地大原因論』では「不可知論者」
とされる X クラブのメンバーではあるものの、信仰の堅持という立場は他の会員も同じだった。

一般には不可知論者とされるチンダルの講演旅行 での役回りは、進化論と宗教は矛盾しない

6

7

6 以下Xクラブについては、永田英治（2013）による。
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という主張を米国で広めることにあった。「聖書を英語に訳した神学者チンダルの末裔、信仰と
進化論をともに守るためにアメリカに来たる」というのがその触れ込みだった。チンダルが講演
の中で敬虔なキリスト者にして科学者の実例としてあげたのがニュートンとカントで、多くの米
国人はそのときはじめてカントに科学者としての過去があったことを知ったのである。

チンダルはこの米国旅行においてボストンやニューヨークで講演を行っている。当時25歳でニ
ューヨーク大学の学生だったバウンは、このチンダルの講演会に出席していたのではなかろうか。

12．1867年、『思弁哲学雑誌』の創刊

さらに米国において神学的カントとでもいうべき流れを作り出した要因の今一つとして、哲学
雑誌 The Journal of Speculative Philosophy の創刊（1867）があげられる。この雑誌はドイツの
哲学の英語による紹介を主とし、以後そこにドイツ観念論哲学の翻訳が続々掲載されるようにな
ったのである。とりわけ注目されるのは第 1 巻第 3 号（1867）に掲載された “A Criticism of 
Philosophical Systems” で、中身はフィヒテの『知識学』第 2 序論後半の翻訳であった。

フィヒテが紹介されるまで、米国ではカントの思想の最大の特徴は、理論理性と実践理性を峻
別し、両者を異なる原理で説明したこととされてきた。客観的な認識は理論理性の領域の問題で
あり、そこでは神や魂の不死と言った理念は認識の対象とはならない。それに対して実践理性は、
神や魂の不死と言った理念を、理性的な認識とは異なった原理に基づいて対象とする。それに対
してフィヒテは、理論理性と実践理性、感性的世界と叡智的世界とを、同一の原理によって統一
的に説明する。こんなカント解釈があったのか、という驚きが米国の思想界に広まった。

このような次第で、1870年頃を境として、米国におけるカント理解は単なる認識論の研究者と
してではなく、一方で信仰を擁護する科学者としてのカントの再発見、もう一方でヘーゲルへと
つながるドイツ観念論の嚆矢としての、具体的には『判断力批判』の作者としてのカントとして、
その理解の幅が広がったのである。

バウンの『有神論』は『判断力批判』の「目的論的判断力の弁証論」編を神の存在証明として「深読
み」した著作であり、その影響下にある山崎の『天地大原因論』は、無神論としてのダーウィニズ
ムを論駁するため、『有神論』を全体の骨格としつつ、その影の作者であるカントをあえて信仰心
の篤い「科学者」として登場させた、そのように思われるのである。

13．カント著『天界の一般自然史と理論』（1755）について

とはいえなおも残された謎がある。それは、『天地大原因論』でたった一度だけ引用されている
カント由来とされる言辞の出典は、いったいどこに由来するのか、という問題である。次にその
ことに触れたい。

8

7 以下チンダルの米国講演旅行については、永田英治（2014）による。
8 同雑誌については Arthur E.Murphy（1996）による。
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大雑把に言って、引用が本文の忠実な翻訳ではなく、ある程度の幅をもった記述の要約だとす
るなら、「上帝」（神）の存在への確信が強すぎることを除いて、カントの著作のどれにでもあては
まりそうである。そこで、文意ではなく語彙に注目して、引用文中に印象的に使われている「小
虫」の由来をたどることにした。小虫の原語を insect または caterpillar だと推測し、グーグル
ブックスを用いてまず『有神論』の原文を検索したが、insect は 1 度だけ出現するものの、引用文
とは似ても似つかぬ文脈においてだった。また、英語版の『判断力批判』ではどうかといえば、
insects は 3 カ所で使われているが、いずれも下等生物名を列記する部分においてだった。近く
に神（God）の語彙もない。

そこで範囲を広げて、英訳されたカントの著作で、神（God）と昆虫（insect または caterpillar）
が近くにある著作はないものかと、グーグルブックスで検索することにした。そこで行き当たっ
たのが、『天界の一般自然史と理論』（1755）の序文（A229,C231,W236）である。

この『天界の一般自然史と理論』という著作は、カント30歳代初めの1755年の刊行とされてはい
るが、印刷中に出版社が破産したため、初版はほとんど世間には出回らなかったらしい。副題に

「ニュートンの原理に従って論述した全宇宙構造の編成と力学的起源についての試論」とあるよう
に、カントは、太陽系の現状に見られる特色すなわち惑星・衛星の公転、太陽の自転の向きと面
が共通していることに着目し、これらが偶然の所作によるとは考えられないとして、物質粒子の
混沌とした始源状態から、ニュートンの万有引力の作用により必然的に太陽系が生成されること
を導こうとしたのである。

刊行36年後の1791年になって、ドイツ語に翻訳された天文学者 W. ハーシェル〔1738～1822〕の
著作の付録として抜粋が収録され、ようやく「カントの宇宙論」として流通するようになる。1797
年には、『時代順カント小論文全集』第 1 巻、および『カント初期未収録小論文集』に再録される。
その後単行本としても出版されたとのことである。

実際に世に知られるようになったのが初版よりずっと後になったおかげで、カントの宇宙論は、
自然科学の世界ではカントよりずっと大物の PS. ラプラス〔1749～1827〕の宇宙論（『宇宙の体系』
1796）と時代的に重なり、共通点も少なくなかったことから、「カント＝ラプラス説」と称される
ようになった。『天文の事典』（平凡社刊・1987）の『天界の一般自然史と理論』の項には、「カント
の一連の自然哲学に関する論説中もっとも著名なものであり、1755年の著作。（中略）本書に展開
されたカントの太陽系、銀河系宇宙に関する構想は、定性的には現代にも通用するものを含んで
いて興味深い」（473頁）とある。

また、『天界の一般自然史と理論』への評価については、S.A. アレニウス〔1859～1927〕の『史的
に見たる科学的宇宙観の変遷』（1908）に、「カントの宇宙開闢説の基礎には實際の關係とは一致し
ないやうな空想的な假定が澤山にはひつて居ることが分るであらう」（148頁）と但し書きのうえ、

「併しこの美しい哲學的詩に物理學の尺度をあてがふのは穩當ではあるまい。カントでさへ此の
詩の美しさの餘りにしばらくいつもの書き振りを違えたのである。（中略）吾々がカントの宇宙開
闢論の著述を讚美するのは物理學的見地から見てではなくて、寧ろ其の企圖の規模の偉大な點に
ある。此の企圖を細密に仕上げることは蓋しカントの任ではなかつたのである」（209頁）とある。
要するにアレニウスは、カントの『天界の一般自然史と理論』は間違っているけれど美しい、と言
っているわけである。
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14.　『天界の一般自然史と理論』序文の前半部

さて、『天界の一般自然史と理論』の序文の冒頭に近いところで、カントは宇宙の始原を自然法
則で説明しようとする試みに不安を覚えるであろう信仰の擁護者との架空の対話を試みている。
すなわち、信仰の擁護者の抱く懸念とは、「もしあらゆる秩序と美をそなえた宇宙が一般的運動
法則にしたがう物質の結果にすぎないとすれば、もし自然力の盲目の機械的作用がカオスからそ
れほどまでみごとに展開しうるのであり、そのような完全性におのずと到達するとすれば、宇宙
の美を注視することから引きだされる神的創造者の証明はまったく無力になる」（『カント全集』第
2 巻10頁）ということである。

こうした懸念に対するカントの回答は次の通り。「この非難がかりにそれなりに筋の通ったも
のであるとしても、私は神の真理が無謬であるときわめて深く確信しているので、神の真理に矛
盾するものはすべてこの真理によって十分に反駁されたものであるとみなし、これを拒否するだ
ろう。しかしながら、私の学説と宗教はまさに一致するのであって、この一致のおかげで私の確
信は、どれほどの困難を顧慮しようとも、恐れを知らぬ不動心に高まる」（10頁）というのである。

このようにカントは「宗教の側から私の主張を脅かすようにみえた困難を除去しようと試みた」
（18頁）序文前半部において、ニュートンの学説に基づいて宇宙を説明するとしても、そのことに
よって神が否定されるわけではない、と述べているのである。

15.『天界の一般自然史と理論』序文の後半部

続く後半部では、神が自然力の中に付与した完全な宇宙構造を形成する秘術の例として「昆虫」
（insect）や「芋虫」（caterpillar）をあげている。そこで昆虫は物質ではない生命体のいわば代表と
して重要な意味が与えられている。以下に序文後半部の論者による日本語訳を示す（『カント全
集』第 2 巻では19、20頁）。

①私の見解では、私たちはここで明確な理解をもって、また推測なしに、「私に物質を与えよ、
そうしたら私はそれから世界を構築することができる！」と言うことが可能である。

②すなわち、私に物質を与えてくださるなら、私は世界がそれからどのように生まれるのかを
あなたに示せるのである。

③なぜなら、本質的な力としての引力を備えた物質が存在する場合、大規模な宇宙体系の生成
に寄与しえた可能性のある原因を考慮することは難しくないからである。

④私たちは、物体が球形を獲得するために何が関係しているのかを知っている。
⑤自由に吊るされた球体が、それらが引き付けられる中間点の周りで円運動をするために必要

なものを理解している。
⑥軌道の相対的な位置、方向の一致、離心率、すべては最も単純な機械的原因から生じる可能

性があり、最も簡単で明確な理由で確立できるため、自信を持ってそれらを発見することを
期待できるである。
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⑦しかしながら、私たちは最小の植物や昆虫に対してそのような先見性を誇ることができるの
であろうか？

⑧「私たちに物質を与えよ、それなら私は芋虫がどのように発達したかをあなたに示すことが
できる」、などと言える立場にあるのであろうか？

⑨対象の真の内部構成と、その複数の要素に固有の発達について、私たちは何も知らないのだ
から、私たちはここで最初の一段より上に昇ることはできないのではなかろうか？

⑩そうであるので、機械的原因に基づいて、単純な植物または芋虫の発達を完全かつ明確に理
解するに先立って、私があえて、すべての天体の発達、それらの動きの原因、要するに現在
の宇宙の全構造の起源を理解できると言ったとしても、それは決して狼狽するようなことで
はないのである。

以上が『天界の一般自然史と理論』の序文後半部である。

16.『天界の一般自然史と理論』序文と『天地大原因論』カント引用部の比較

『天界の一般自然史と理論』の序文の後半部と、『天地大原因論』でのカント引用部を比較してみ
よう。引用は再掲になるが、ここでは便宜上 A と B に分割する。すなわち、

A 天地間物質アリ且上帝アリトセバ予能ク天地造化ノ術ヲ論究シ得ベシ。
B 然レドモ天地間只物質ノミトアリトセバ予更ニ一小虫造化ノ方ヲモ理解スル事能ハズ。

の 2 つに分ける。
まず対応する用語を探る。「天地」（AB）は「世界（world）」（①②）、「物質」（AB）は「物質

（material）」（①②③⑧）、「上帝」（AB）は「神（God）」であるが、序文後半部にはなく、「造化」（AB）
は「発達（develop）」（⑧⑨⑩）、「論究」（A）は「考慮（consider）」（③）、「小虫」（B）は「昆虫（insect）・
芋虫（caterpillar）」（⑦⑧⑩）、「理解」（B）は「理解（understand）」（①⑩）に相当しているとわかる。

さらに⑨の「対象（object）」は⑧の「芋虫（caterpillar）」を受けているので、カント引用部の B に
ある「小虫」は⑦⑧⑨⑩に登場しているともいえるわけである。そうなると用語の重複からみて

『天地大原因論』のカント引用部の B と、『天界の一般自然史と理論』序文後半の結論部⑦⑧⑨⑩
が同じ内容であるかどうかを確認する必要がでてくる。

序文結論部⑦で「先見性（advantages）」と呼ばれているのは、物質的世界の生成については完
全に説明しつくすことが可能であるということで、一方⑧⑨⑩では最小の植物や昆虫についてさ
えもそれは不可能であることが示されている。なぜ不可能かといえば、⑨「対象の真の内部構成
と、その複数の要素に固有の発達について、私たちは何も知らない」ためである。

序文結論部⑦⑧⑨⑩とカント引用部 B は果たして同じことを言っているのであろうか。先に
も引用したように、この序文の冒頭近いところで、カントは「私は神の真理が無謬であるときわ
めて深く確信している」（10頁）と述べている。そうであるなら、私たちが何も知らないとされる

「対象の真の内部構成と、その複数の要素に固有の発達」を、カントは神の領域に属すると考えて
いた、そのように解釈するしかないように思われる。

要するに、序文結論部⑨の the true inner constitution を「神の意志」ととらえるならば、神の
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意志なしでは生命発達の経過を説明することはできない、という大意となって、引用部 B では
なくむしろ引用部 A に近い意味をもってくるように思われる。

一方序文結論部①から⑥は、物質世界については自然法則だけで説明できる、と要約すること
ができる。これは裏返していうと、生命体に関しては物質世界を律している自然法則だけでは説
明できない、ということであって、今度は引用部 A ではなく引用部 B に近い意味に解釈が可能
ともなる。

要するに、序文結論部⑨の the true inner constitution を「神の意志」と読み替えることが可能
ならば、『天界の一般自然史と理論』の序文と『天地大原因論』のカント引用部は、神の存在を想定
するなら物質と生命の発達をともに説明できるが、神が存在しないなら生命の発達の説明は不可
能である、という同じ内容を示していると見なすことができるのである。

17．最後に残された問題

さらに山崎が『天地大原因論』で引用したのが『天界の一般自然史と理論』（1755）の序文の一部の
要約であったとしても、なおも問題は残る。というのは、論者がグーグルブックスで調べた限り
では、同論文が最初に英訳されたのは1900年となっており、山崎の死後となることである。山崎
はドイツ語を解さなかったから、何らかの事情で日本に入っていた同論文に接触できたとしても、
中に何が書いてあるかわからなかったはずである。

念のためそのタイトルが英語で紹介された時期を探ってみるなら、第12節で紹介した The 

Journal of speculative philosophy 第15巻（1881）掲載のカント著作目録中に見出すことができる。
だが『天地大原因論』におけるカント引用は1880年執筆の第 1 章中にあるため、この目録によって

『天界の一般自然史と理論』を知ったわけではなさそうである。そこでさらに調査を進めたところ、
ロンドンで刊行された Kant’s Critique of Practical Reason and Other Works on the Theory of 

Ethics（1879）の解説 “Memoir of Kant”（xvi）の中に簡略な内容紹介があることがわかった。こう
してみると山崎を教育した米国人宣教師たちが『天界の一般自然史と理論』の内容を知っていた可
能性はあるとはいえる。

ところが調べたかぎりでは、同志社教師デービスはもとよりバウンも『天界の一般自然史と理
論』に言及したことはないのである。同志社で得た知識ではないとするならば、東京開成学校ま
たは東京大学で山崎が受講した外国人教師が自然科学講義の余談として触れた、ということがあ
り得るのかもしれない。そうだとすると、情報源はいずれも宣教師であったパーソンまたはマッ
カーティとなるのであろうか。けれども、そうだとしても今のところそれ以上の追究は不可能と
なっている。（終）
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