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日本カント協会　第 34 回学会　プログラム（敬称略）

【午前の部】

10:00 ～ 12:40　一般研究発表

Ａ会場（9B11）
１．10:00 ～ 10:40　増山浩人「第二類推論と充足根拠律」　　　　　　　　　　
２．10:40 ～ 11:20　中野裕考「判断の主観的妥当性はいかにして可能か」
３．11:20 ～ 12:00　新堂　彩「カントと単純なものへの問い」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　円谷裕二
Ｂ会場（9B12）

１．10:00 ～ 10:40　三谷尚澄「知覚と直観―感性の受容性をめぐるマクダウエルのセラーズ批判」
２．10:40 ～ 11:20　杉山卓史「カントにおける「もう一つの」共通感覚論―ゼンメリンクとの対話」
３．11:20 ～ 12:00　平田俊博「カントの感性概念の諸相―こころの在り処」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　渋谷治美
Ｃ会場（9B13）

１．10:00 ～ 10:40　山蔦真之「カント批判倫理学の生成史―道徳的動機の問題を中心に」
２．10:40 ～ 11:20　宮村悠介「徳は教えられうるか―カントの徳理論における知と意志」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　檜垣良成
３．11:20 ～ 12:00　三浦　立「恩寵をめぐるカントの思考」
４．12:00 ～ 12:40　山根雄一郎「「もうひとつの革命」への視線」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　高田　純
＊昼食は学内食堂がご利用いただけます。また、大学周辺にも多数飲食店がございます。

12:40 ～ 13:25　委員会（1 号館 1 階第 3 会議室）

【午後の部】

13:25 ～ 14:00　総　会（9B21）

議長選出
会長挨拶
会務報告
会計報告
会計監査報告
規約改正の件
編集委員会報告
第４回濱田賞授賞式（受賞者：宮本敬子）

※会場は本冊子末の会場案内をご参照下さい。
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事務局交代の件
次年度開催校挨拶
その他

14:00 ～ 15:30　共同討議（9B11）およびワークショップ（9B12）　　※同時に別々の会場にて開催

共同討議（9B11）：「カントの経験の哲学―山本道雄『カントとその時代』をめぐって」
提題者：山本道雄「共同討議に向けて」
　　　　藤本　忠「ドイツ啓蒙思想期におけるカント哲学の特異性とその問題」
司会者：犬竹正幸

ワークショップ（9B12）：「パラロギスムス論究―『純粋理性批判』書き換え問題（1）」
提題者：佐藤慶太
　　　　重松順二
司会者：木阪貴行

15:30 ～ 18:00　シンポジウム (9B21)：「カントと幸福論」

提題者：神崎　繁「カントにおける道徳性と幸福―「ストア哲学」からの影響を媒介にして」
　　　　城戸　淳「カントにおける幸福のパラドクス―幸福主義批判と最高善とのあいだ」
　　　　宮島光志「実践的幸福論としてのカント人間学」
司会者：大橋容一郎、新田孝彦

18:00 ～ 20:00　懇親会

懇親会場：（1 号館 4 階第 7 会議室：本冊子末の会場案内をご参照下さい）
会費：1 人 5,000 円

※会員控室として 9B14 を使用できます。
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これまで、「第二類推論」の哲学史的意義は、主に因果律に関するヒュームの懐疑論との関連から考
察されてきた。ところが、「第二類推論」はおろか、「経験の類推」の全体を見てもヒュームへの直接の
言及は見出されない。むしろ、「第二類推論」においてカントが批判を向けているのは、ライプニッツ
に端を発する「充足根拠律」に関連する問題である。この点を受けて、「充足根拠律」とのかかわりか
ら、「第二類推論」の哲学史的意義を再検討することが本発表の目的である。そのために、『純粋理性批
判』においてカントが「充足根拠律」に言及している三つの箇所（B246, B264-265, B811）に依拠して、
以下の二つの論点を考察する。

第一の論点は、従来の哲学者の「充足根拠律」の取り扱いに対するカントの批判にかかわる。「経
験の類推」の末尾（B264-265）と「超越論的方法論」の「純粋理性の証明に関する純粋理性の訓練」

（B811）において、カントは、自身の提唱する証明方法を採用しなかったがゆえに、これまで試みられ
てきた独断論的な仕方での「充足根拠律」の証明は徒労に終わった、と述べている。この点を受けて、
本発表では、『純粋理性批判』の関連箇所や『純粋理性批判の無用論』におけるエーベルハルトの「充
足根拠律」の証明に対するカントの批判をてがかりに、独断論的な仕方での「充足根拠律」の証明の内
実とカントがこの証明に見出した問題点を解明する。

第二の論点は、カント自身が行った「充足根拠律」の新たな証明にかかわる。「第二類推論」の中間
部において、カントは「充足根拠律は可能的経験の根拠である」（B246）と述べた上で、彼独自の「充
足根拠律」の証明根拠を提示している。しかし、これまでの「第二類推論」の先行研究において、この
箇所は正面から考察されてこなかった。それどころか、この箇所の「充足根拠律」に対する言及はカン
トの「単なる不注意」であり、それに後続する証明根拠を扱う段落は「第二類推論」の要約でしかな
い、と主張するペイトンのような論者さえいる。本発表では、カントが提示している証明根拠の内実を、

「第二類推論」の他の箇所の議論を視野に入れて考察することで、「第二類推」の原則が「充足根拠律」
をカントの批判哲学の体系へと取り入れる役割を果たしていることを明らかにする。また、可能性や現
実性といった様相概念を、カントが彼以前の哲学者と異なる意味で使っていることを手引きに、カント
が「充足根拠律」にどのような改変を施しているかを考察する。　　

以上の考察から、「第二類推論」の哲学史的意義は「充足根拠律」の新たな証明方法を示しつつ、批
判哲学の枠内での「充足根拠律」の有効範囲とその役割を示すことにある、という結論を提示したい。

Die zweite Analogie und der Satz des zureichenden Grundes
Hiroto MASUYAMA

第二類推論と充足根拠律

【一般研究発表　A 会場─ 1】 　増山浩人（北海道大学）
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【一般研究発表　A 会場─ 2】

判断の主観的妥当性はいかにして可能か

中野裕考（横浜国立大学）

『純粋理性批判』初版（1781 年）および第二版（1787 年）、さらには『プロレゴメナ』（1783 年）に
おけるカントの「演繹」は、いうまでもなくカテゴリーの「客観的妥当性」の論証を目指している。そ
れは、ヒュームによって疑義を呈された認識の客観性を、純粋悟性概念と認識対象の間の必然的関係を
示すことで確保する試みであった。他方、こうした客観的妥当性の可能性の条件に関する問いに比べて
判断の主観的妥当性の問題は、カントにとって明らかにより低い重要性しかもたなかった。

とはいえ、単に主観的妥当性しかもたない「判断」あるいは言明の存在をカントははっきりと認め、
いくつかの例を挙げることも怠ってはいない。怠ったのは、こうした主観的妥当性しかもたない言明の
構造と可能性の条件に関して一貫した説明を与えるという作業の方であった。
『純粋理性批判』初版演繹論では、果たして主観的妥当性しかもたない判断の可能性を認めることは

できるのだろうか。さらに『プロレゴメナ』で突如出現した「知覚判断」の理論は、『純粋理性批判』
第二版演繹論の「意識の主観的統一」の理論と整合的なのだろうか。「知覚判断」はいかなる純粋悟性
概念も必要としないというが、カテゴリーはあらゆる私の表象に妥当するのではなかったか。それとも

『プロレゴメナ』は入門書でしかないのだから過度に重視すべきではないのか。
プラウス、ベック以来盛んに議論されてきた、すでに古典的といってよいこれらの諸問題に一つの見

通しをつけることが本発表の目的である。ガイヤーやステパネンコが指摘するように、カントの「演
繹」プログラムにおいてカテゴリーは二種類の役割を与えられている。ある場合にはカテゴリーは、単
なる主観的な表象連関から客観的連関を区別する対象一般の概念であり、またある場合には主観的なも
のも含めあらゆる表象を含む意識統一の枠組みそのものでもある。カテゴリーのこれら二つの役割の間
の葛藤と調和こそ、いくつかの「演繹論」における主観的妥当性の地位をめぐる揺れを生んでいる当の
ものなのだ。単なる主観的妥当性がいかにして可能か、この問題は、こうしてカテゴリーの演繹の中心
課題をいわば裏側から照らし出す重要性を獲得することになる。本発表は、初版演繹論、『プロレゴメ
ナ』、第二版演繹論を整合的なものとして読むというよりは、カテゴリーの役割と主観的表象連関をめ
ぐるカントの探求の深化の過程として読む。第二版演繹論において、客観的統一も主観的統一もともに
統覚の超越論的統一から「派生した／導出された [abgeleitet]」ものとみなす視点において、すなわち
同時に客観性と主観性との根拠でありつつそれ自身は単に客観的でも単に主観的でもない根源的統一へ
の眼差しにおいて、問題は一応の解決をみることになるであろう。

Wie ist subjektive Gültigkeit eines Urteils möglich?
Hirotaka NAKANO
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【一般研究発表　A 会場─ 3】 　新堂　彩（上智大学）

カントと単純なものへの問い

『純粋理性批判』の「超越論的弁証論」第二篇第二章「純粋理性のアンチノミー」の議論には、「超越
論的弁証論」内の他の章（「純粋理性の誤謬推理について」および「純粋理性の理想」）にはない、際
立った特徴がある。即ち、第一に、理念に対して対象を求めるのではなく、予め経験的に与えられた対
象と理念の適合のみが目指されている点であり （A478 ＝ B506） 、第二に、問題の解決が同時に、現象
の超越論的観念性の間接的証明であるとされる点である （A506=B534） 。

第二の点に関して、具体的には、「世界は無限か有限のいずれかである」と言うならば、そのとき私
は世界を「一つのそれ自体で現存する全体」として捉えている （ebd. ） 。つまり世界が実体的合成体と
見なされ、ひいては時間および空間からみた世界の限界や、世界における実体の絶対的単純性に関する
諸命題が立てられるのである。しかしそれらの諸命題が悉く偽であることから、そもそも、そうした諸
命題の前提である「世界は一つのそれ自体で現存する全体である」という主張が偽であることが明らか
になる。このことこそ「諸現象一般は我々の表象の外では何ものでもない」という「現象の超越論的観
念性」の「間接的証明」である （A507=B535） 。

注目すべき点は、「世界を一つのそれ自体で現存する全体として捉える」という、我々が事物に対
してとる一定の態度に問題の出発点が置かれていることである。即ち、主張内容の真偽にかかわらず、
我々は世界を或る与えられた無限量として表象しうる。つまり世界は一つのそれ自体で現存する全体で
あるということが「偽である」としても、それは我々にとって観念的には妥当しないという以上のこと
を意味するものではない。これを、むしろ別の妥当する仕方に対しては可能性が開かれていると解する
こともできよう。

いずれにせよ「間接的証明」の前提として、諸表象を実体化するか、さもないと超越論的観念論を必
然的に受け入れざるをえないという図式が存すると考えられるが、こうした二者択一的な問いを立てる
必然性について、まずは問われねばならないだろう。また、この前提は「純粋理性の誤謬推理につい
て」の議論にもあてはまる。但し「純粋理性の誤謬推理について」における実体の概念は「純粋理性の
アンチノミー」におけるそれとは異なり、一つの純粋に知性的な概念として捉えられ、とりわけ精神的
諸人格が時間的あるいは空間的場所関係にかかわらない存在であることが主張される。つまり先の前提
における二者択一的な問いは、少なくともその及ぶ範囲が議論の内容の差異にかかわらず決定されうる
ものであると言える。

本発表では、以上のような問題を考察するとともに、「純粋理性のアンチノミー」から超越論的観念
論を受け入れざるをえないという見解が引き出される根拠について論究することとしたい。

Kant und die Frage nach dem Einfachen
Aya SHINDO

【参考文献】
Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft,  Raymund Schmidt (Hg.), Hamburg, 1990.
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知覚と直観
―感性の受容性をめぐるマクダウエルのセラーズ批判から

【一般研究発表　B 会場─ 1】 三谷尚澄（信州大学）

ウィルフリッド・セラーズの哲学が、カントに対する関心と取り組みをその体系の中心にもっている、
という事実は、残念ながらそれほど知られてきたとはいいがたいことである。しかし、近年のジョン・
マクダウエルが「セラーズのカント」をテーマをした論考を継続的に発表してきたことなどをきっかけ
として、カント研究上のこの不幸な空白状況にも大きな変化が生じつつある。

マクダウエルとセラーズの関係は、長く、複雑なものであるが、1997 年のウッドブリッジ講義以後、
マクダウエルはとくに「感性の受容性」をめぐるセラーズの批判的カント解釈を集中的にとりあげ、立
ち入った水準でのセラーズ批判を行ってきた。
『科学と形而上学』において、セラーズは、概念的要素を含まず、それゆえ志向的性格をもたない

「まったくの受容性」としての側面が感性の役割には認められるべきことを強調している。しかしなが
ら、このような変更を施された「セラーズのカント」は、「われわれの思考はいかにして世界へと方向
づけられているか」という「志向性」問題の哲学的解消をめぐるカントの根本的洞察を無効化する方向
にしか機能しないのではないか。すなわち、「概念的能力は受容性のうちにおいて発動されている」と
いうカントの根本的発想は、セラーズ的な直観概念の理解に依拠するかぎり接近不可能なままにとどま
ることになるのではないか。マクダウエルはそう主張するのである。

このようなマクダウエルの批判は、セラーズに対する、そしてセラーズの提示するカントに対する正
当な評価たりえているだろうか。この問いに対して「否」と回答することが本発表の第一の目的である。
例として、本発表では、セラーズ主義陣営を代表する研究者の一人、ジェイ・ローゼンバーグの次のよ
うな指摘をとりあげる。マクダウエルは、セラーズにおける感覚印象のはたらきを、「概念能力の外部
から知覚内容に関する概念的表象をガイドする外的制約」としてのみ捉えているが、このことは産出的
構想力のはたらきをめぐるセラーズの分析が見落とされていることに起因する完全な誤解である。セ
ラーズは、「外的対象に関する「イメージ・モデル」の構築を、「感覚入力」と「背景的信念・記憶等の
悟性的機能」とが複合したものによって「ガイドされる」統一的プロセス」として捉えているのであっ
て、セラーズのこの論点はマクダウエルの批判に対する免疫をもつ、という指摘である。

また、本発表では、第二の目的として、「セラーズ主義的に理解されたカント」に関するマクダウエ
ルの「誤読」が、産出的構想力をめぐる論点の取り逃がし、という表面的事情にのみ由来するものでは
なく、「科学的イメージの支配する時代において、経験の構成要素である感覚にはどのような役割が認
められるべきか」というより大きな問題をめぐる哲学的見解の相違に本質的原因をもつ、という点を明
らかにすることをも試みてみたい。

Perception and Intuition :
Reviewing McDowell's Critique of Sellars's Interpretation of Sense.

Naozumi MITANI
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カントにおける「もう一つの」共通感覚論
―ゼンメリンクとの対話―

【一般研究発表　B 会場─ 2】 杉山卓史（京都市立芸術大学）

「カントにおける共通感覚」――こう聞いて、誰もが思い浮かべるのは、『判断力批判』における共通
感覚概念であろう。同書において「趣味」という美の判定能力が主観的でありながらも普遍妥当性を
要求しうることを説いた彼は、この能力に「共通感覚」という名を充てた。ここにおいてこの概念は、

「常識」を言い表すもの（カントに先立つリードらスコットランド学派やメンデルスゾーンらドイツ通
俗哲学における用例）から、概念形成に先立つ心的状態においてはたらく能力（＝趣味）を言い表すも
のへとドラスティックな変容を遂げた、と言える。

しかし、それは共通感覚概念が有する二つの意味内容の流れの一方においてなされたにすぎない、と
も言える。というのも、カントにおける「趣味」としての共通感覚も「常識」としての共通感覚も

「人々」に「共通」の「感覚」であることに変わりはないが、これとは別に、この概念は「五官」に
「共通」の「感覚」という意味で用いられてきたからである。とはいえ、アリストテレスにまで遡るこ
の用法は、近代以降は底流として残ったにすぎないという感が否めない。カントも例外ではないのであ
ろうか。

否である。たしかに、カントの公刊著作において「五官」に「共通」の「感覚」という意味での
共通感覚概念は登場しない。しかし 1795 年、若き解剖学者ゼンメリンクが著した『魂の器官につい
て』に対して論評を求められたカントは、詳細な論評を送っている。ゼンメリンクは、この書におい
て「魂の器官」が脳水であることを解剖学的に突き止め、これを「共通感覚中枢（der gemeinsame 
Empfindungsplatz / sensorium commune）」と呼んだ。これは「五官」に「共通」の「感覚」という
意味での共通感覚概念にほかならない。それゆえ、この『魂の器官について』に対するカントの論評は、

「五官」に「共通」の「感覚」という意味での共通感覚概念を彼が論じた唯一のテクストなのである。
カントは、この論評を自由に公表してよい、とゼンメリンクに対して明言している。当時の書簡が半

ば公的なメディアであったにせよ、カントはそれ以上の完全に公的な、著作に準じるものという位置づ
けを、この論評に与えている。さらに、この論評をまとめるに際し、カントは三種類の準備草稿（しか
も、そのうちの二つは最終稿よりも長い）を遺している。すなわち、この論評は決して片手間に手がけ
られたものではなく、真剣に時間をかけてゼンメリンクの著作と向き合った末の産物なのである。その
意味で、この論評にはカント哲学の核心的な部分が幾許か盛り込まれている、と見るべきであろう。

本発表では、このゼンメリンク論評に即して「カント哲学の核心的な部分」としての「五官」に「共
通」の「感覚」という意味での共通感覚概念を解明していく。

Sensorium commune bei Kant. Ein Dialog mit Soemmerring.
Takashi SUGIYAMA
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【一般研究発表　B 会場─ 3】

カントの感性概念の諸相
―こころの在り処―

平田俊博（山形大学）

[1] フランク・バースナーの最近の概念史的研究によれば、18 世紀後半にフランスで感性に関する諸
概念が急速に発展したようである。これに呼応してか、カントは『実用的見地における人間学』（1798）
において、ドイツ語の感性概念の諸相を分析し整理している。それによれば、認識能力における感性

（Sinnlichkeit）とは､ 直観における表象の能力であって､ ２部分を含む、つまり、感官（Sinn）は対象
が現在する場合の直観の能力。構想力（Einbildungskraft）は対象が現在しなくとも直観する能力。さ
らに、感官は二分される。すなわち、外的感官（aeusserer Sinn）は 人間の身体が物体的事物によって
触発される場合の感官で、経験的直観の単なる知覚能力｡ 内的感官（innerer Sinn. sensus internus）
は人間の身体が心情（Gemuet）によって触発される場合の感官｡ 　また、快と不快の感情（Gefuehl）
が内部感官と名づけられる。内部感官（ inwendiger Sinn. sensus interior）とは、ある表象の状態を受
け入れるか阻止するかが当の表象によって決定される､ 主体の感受性（Empfaenglichkeit）｡  感官によ
る表象には､ ほかに感応がある｡ 感応（Sensatio）とは、感覚（Empfindung）が同時に主体の状態へ
の注意を喚起する場合に意識される､ 感官による表象｡ 外的感官は身体感覚（Koerperempfindung）
の感官とも呼ばれ、さらに、生命感覚の感官と器官感覚の感官とに二分される。器官感覚の感官（Sinne 
der Organempfindung）は固定感官（sensus fixus）を、すなわち、触覚、視覚、聴覚、味覚、臭覚の
ために特定の感覚器官を必要とする｡

生命感覚の感官（Sinn der Vitalempfindung、不定感官 sensus vagus）は特定の感覚器官を必要とし
ない。

[2] 従来の研究では専ら理性論の側から考察されてきたカント倫理学を、近年目覚しい進歩を遂げつ
つある脳神経科学の視座を援用して、私は感性論の側から分析したい。そして、カント的感性を３分し
て物理的感性と構想的感性と感情的感性に分類して、こころの在り処を探ってみたい。人間の脳に剰余
が生じたために、人間の脳内には、動物に見られるような生理的な回路と、象徴的なアナロジー回路と
が、二重に存在する。動物が生理的に必要な行動をしている間は、環境からの特定の刺激によって脳は
働く。

人間では、環境からの刺激だけではなく、脳内活動そのものが、脳の活動を引き起こす刺激に変化し
て、類比というアナロジー機能を発生させる。

[3] 『純粋理性批判』の超越論的分析論でカントは無（Nichts）との相関で有（Etwas）を分類してい
るが、そこでの欠性的無（nihil privativum）に私はこころの在り処を探りたい。欠性的無とは影や寒
気のような空虚な対象としての無と定義されるが、幻肢や幻影もそこに属しうる。心の在り処を導いて
くれそうな幻肢と幻影は、象徴的なアナロジー回路の産物である。

Von den Begriffen der Sinnlichkeit bei Kant – Wo ist die Seele ? -
Toshihiro HIRATA
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カント批判倫理学の生成史
―道徳的動機の問題を中心に―

【一般研究発表　C 会場─ 1】 山蔦真之（東京大学）

カント哲学解釈において発展史的な叙述は、19 世紀から絶えることなく今日まで、不可欠な研究方
法として認められてきた。解釈者は 1780 年代の主著に見られる批判哲学が、カントの思考過程におい
て何時現れたのか、何がそれを可能にしたのかについて議論を交わしている。しかし少なくとも『純粋
理性批判』に見られる超越論的哲学が、カント哲学の展開におけるある断絶、すくなくとも変化より産
まれた事に関しては、カント自身の言葉がそれを証言していることもあり、解釈における共通の認識で
あるように思われる。

しかしながら問題がカント実践哲学の領域に及んだとき、このような共通の了解は必ずしも得られ
ていない。Ｊ・シュムッカーはその古典的研究において、カント倫理学は定言命法の公式が見られる
1765 年にはすでに大筋において固まっており、超越論的哲学におけるような大きな転回はその後なかっ
たと議論している。このような主張はさらに、そもそもカント批判哲学において「批判倫理学」など
というものは存在しないのではないかという極端な議論まで（『実践理性批判』という書名にも関わら
ず）可能にしたのである。

本発表はこうした研究状況をふまえた上で、それでもなお批判倫理学の生成を叙述することを試みる。
その際、批判倫理学が産まれる契機は道徳的動機をめぐる議論のうちに求められる。というのもこの問
題をたどる限りにおいては、批判期におけるカントの思考の、少なくともゆるやかな移行が見られるよ
うに思われるからである。道徳的動機の議論が定言命法の問題とはひとまず切り離され、さらにそれが
カント倫理学の生成において大きな役割を担っていることは、古くはＤ・ヘンリッヒによって、その後
もＨ・アリソンや最近では角忍によって既に指摘されている。本発表もこのような解釈の図式に基本的
に従いつつ、しかしそれを確認しさらに詳細なカント哲学の展開をたどるために、カントの道徳哲学講
義を考察の中心に据えることにする。

古くから参照されているＰ・メンツァー編集の講義録に加えて、アカデミー版によって異なる時期に
なされた複数の講義録が使用可能になったことで、発展史的研究は主著群に見られる議論を体系的に跡
付けることが出来るようになった。すでにこの分野にはＣ・シュヴァイガーによる画期的研究が存在す
るが、しかしシュヴァイガーは上記の道徳的動機の問題に関しては、その重要性は認めてはいるものの、
それを考察の中心には据えていない。加えてさらに近年、Ｗ・シュタルク編纂の新たな道徳哲学講義が
出版されたことで、この問題をさらに詳細にたどる道筋が開かれたように思われる。本発表はこういっ
た講義録の内に、道徳的動機の問題の展開と批判倫理学の生成を探求する試みである。

Entstehungsgeschichte der kritischen Ethik Kants – das Problem der moralischen Motivation –
Saneyuki YAMATSUTA
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【一般研究発表　C 会場─ 2】 宮村悠介（東京大学）

徳は教えられうるか
―カントの徳理論における知と意志

現代倫理学における「徳倫理学」の立場をとる論者たちによって、カント倫理学が主要な批判の対象
のひとつとされてきたことなども手伝って、カントの「徳」の理論は近年あらためて広く論じられてい
る。カント倫理学において徳概念の占める位置や、他の諸概念との布置関係などは、すでに解明されて
きているといえるだろう。ただそうした研究においては注目されることの稀な、徳をめぐる原理的な問
題もいくつか残されているようにおもわれる。そうした問題のひとつとして、知の徳へのかかわりかた
の問題がある。
「徳は教えられうるか」という問い、つまり知は人間主体そのものの善さの獲得に寄与しうるかとい

う問題は、周知のように、倫理学の原点において盛んに論じられた問題であった。また一般に、徳が倫
理学の主要なテーマであり、倫理学がひとつの学知であるかぎり、この問いは倫理学という学の根本に
かかわりつづける、普遍的な問題でもあるようにおもわれる。近年の解釈者たちが強調するように、カ
ント倫理学においても徳が中心的な主題であるならば、ここでも同様の問題が問われうるであろう。事
実カントは『人倫の形而上学』において、「徳は教えられうるし、教えられねばならないことは、それ
が生得のものではないことからただちに帰結する。徳論はだから、ひとつの教説である」〔VI, 477〕と、
右の問題への態度表明とも見なしうる主張をしている。もちろんカントの解答自体はすでに明らかであ
るが、しかしこの解答において前提とされていることがらこそが、むしろ問われなければならない。徳
が「教えられる」とはいかなる事態であり、そうしたことを可能にする知とは、いかなる知であらねば
ならないのだろうか。こうした問いは、カントの徳概念の特質に従来とは異なる観点から光を当てうる
問題であるとともに、カント倫理学の基本的なスタンスをあらためて浮き彫りにしうるものでもあるよ
うにおもわれる。

本発表はこうした問題意識のもと、カントの徳理論における知と意志の問題を検討する。まずカント
の徳概念を『人倫の形而上学』を中心に、徳の一性と多性、人間的自由との関係など、主題に沿う論点
に絞り概観したうえで、そうした徳の獲得と、学としてのカント倫理学の関係を問いたい。本発表が目
指すのは、カントの徳理論の全体像を提示することでも、カントの徳の理論自体を擁護することでもな
い。むしろ「徳は教えられうるか」という、倫理学の根幹にかかわるようにおもわれる問いを光源にし
て、人間の「知」と「善さ」の関係をめぐるカントの洞察の深部に迫ること、このことが本発表の課題
である。

Ist Tugend lehrbar ? ― Wissen und Wille in Kants Theorie der Tugend
Yusuke MIYAMURA
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【一般研究発表　C 会場─ 3】 三浦　立（北海道大学）

恩寵をめぐるカントの思考

カントにとっての宗教とは、ふつう我々が知るような宗教ではなく、「理性宗教（Vernunftreligion）」
（Ⅵ 123Anm.）と云われる或る意味特異な宗教であった。この宗教観のもと、理性宗教が啓示宗教と触
れ合う部分があるとすれば、或いは、何らかの包摂関係がみられると仮定した場合、最も微妙な位置を
占めるのは「恩寵」の概念であろう。カントが恩寵をどのように捉えていたのか、この探究は、カント
の宗教論及び信仰論の全体像を明らかにするうえで少なくとも一つの鍵となるであろうことに異論はあ
るまい。

一般的に「恩寵（羅：gratia）」は、神による罪の赦しや救いを意味し、キリスト教の基本的な信条
に含まれている。たとえば、トマス＝アクィナス（1225 ～ 1274）の「恩寵は自然を破壊せず却ってこ
れを完成する」（『神学大全』Ⅰ -1.Q1 .art.8）や、「信仰は自然的認識を予想するものであり、恩寵が自
然を予想し、完成が完成さるべきものを予想する」（Ⅰ -1.Q2 .art.2）という有名な章句からは、人智を
越えた何らかの超自然的な助力という意味をとることができる。

カントは『純粋理性批判』（1781/1787）の規準論において、ライプニッツを引き合いに出しながら恩
寵について比較的まとまった見解を示し、「自然の国」とは区別される「恩寵の国」について触れてい
る（Vgl.A812 ／ B840）。また『実践理性批判』（1788）においても、道徳法則への無私な尊敬は、「超
感性的なものの国への展望を、それもただおぼろげな形で許すのである」（Ⅴ 147）としている。ここ
でいう「超感性的なものの国（Reich des Übersinnlichen）」は、カントが『純粋理性批判』で述べた

「恩寵の国」を強く示唆している。
後年カントは、『たんなる理性の限界内における宗教』（1793. 以下、『宗教論』と略す）において「恩

寵」を「無条件的な思し召し」（Vgl. Ⅵ 143）とし、第１篇と第４篇の「一般的注解」で「恩寵の作用」
と「恩寵の手段」としてそれぞれ違った角度から述べている。『宗教論』における「恩寵」は、『純粋理
性批判』の時点とは、異なる捉え方がされているように感ぜられる。

カントは、徹頭徹尾人間による道徳的努力を先行させ、その遙か先に神を望見する。このような神と
の向き合い方は、そもそも宗教的ではないという批判もあろう。この点をカントの宗教哲学の失敗とみ
るか、あるいは逆にキリスト教（特にもトマスのスコラ学）とのぎりぎりの接点とみるか、これは大い
に議論が分かれる部分であるに違いない。

本研究では、カントの「恩寵」の捉え方を、スコラ哲学との照応関係にも留意しつつ、批判期と晩年
期の思想の懸隔をふまえながら浮き彫りにし、以て理性宗教の解明の礎石としたい。

結論を望見すれば、神学者としてのトマスの場合、恩寵を受ける人間の側にある「それに値する」と
いう条件すらも、恩寵のはたらきによって人間に準備されるという視角に立つであろう。カントの場合、
哲学側から徹底的に突き詰めた一種独特のものとなっている。

Kant’s Idea over Grace
Tatsu　MIURA
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アカデミー版カント全集手稿部門の編者アディッケスによって、概ね 1780 年代に書き付けられたと
考証されている「人間学のための覚書」第 1520 番に、「スラヴ族によるもうひとつの革命が私たちの目
前に迫ってはいないか」という一節がある。「スラヴ族による」という以上、この「革命」がカント解
釈者にとって馴染み深いフランス革命であり得ないことは明白である。では具体的に何を意味するのか。
この長大な「覚書」から特にこの一節を引用して注意を喚起するグリガにしても、テキスト解釈につい
ては沈黙を貫いている。

本報告は、カントが予感していた（とされる）「革命」とは、ポーランド＝リトアニア「共和国 
Rzeczpospolita」において、周辺列強による 1772 年の国土分割（いわゆる第一次ポーランド分割）以
来進行していた危機を脱すべく、88 年 10 月に開始された「四年議会」内外の状況に対応し得ると考え
る。この議会は、革命フランスの 91 年 9 月憲法に先駆けて、「5 月 3 日憲法」と通称される本格的な成
文憲法をヨーロッパで初めて結実させた。しかも四年議会による体制転換を「革命」とする見方は当時
から行われていた。

内外の社会情勢に強い関心を抱き続けたカントは、ポーランド社会についても立ち入った観察（そ
の当否は慎重に吟味されるべきだが）を残している。ポーランド語を操らなかったカントにポーラン
ド事情への接近を可能にしたのは何か。それは第一に、彼の生活史に関わる外的条件である。一時期

（1766[?]-77 年）の下宿先でもあったカンター書店はスラヴ諸語の書籍を扱う特許をもっていた。各時期
を通じ、（下宿ないし自宅の講義室で行われた）カントの講義にはポーランド語を話す学生の姿があっ
た。彼らとカントが没交渉だったと断じるのは無謀に近い。第二に、より肝要な思想的内的理由として、
ルソー（1712-78 年）の影響が考えられる。『社会契約論』（1762 年刊）にもポーランドへの言及がある
が、それ以上に注目に値するのは、上述の国土分割前夜に一ポーランド貴族の慫慂に応えて執筆された

『ポーランド統治論』（1770 年 10 月 -71 年 6 月執筆、1782 年刊）の存在である。
ボロフスキはそのカント伝（1792 年脱稿）の中で、「カントはルソーの諸著作を読み尽くしていた 

Des J.J.Rousseaus Werke kannte er [sc. Kant] alle」と証言しており、論理的にはここから『ポーラン
ド統治論』を除外すべき理由はない。（ここにはカントは実際にフランス語を読んだのかという近年提
起される問題が絡むが、「カントはフランス語を理解したが話すことはなかった」というヤッハマンの
証言を尊重したい。）本報告では、同書やカントの「人間学」関係文書を導きとして、「もうひとつの革
命」へのカントの問題意識の再構成を試み、90 年代のカントの社会哲学を理解するためのひとつの足
がかりとしたい。

Kants Blick auf „noch eine Revolution“
Yuichiro YAMANE

「もうひとつの革命」への視線

【一般研究発表　C 会場─ 4】 山根雄一郎（大東文化大学）
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「共同討議」に向けて

【共同討議】 山本道雄（関西看護医療大学）

最近カントの「心の哲学」に関する幾つかの研究に当たってみて印象に残った点が二つある。ひとつ
は特定の領域においてであるが、カント研究のパラダイムシフトが生じたのではないかという点である。
それはアリソンの『超越論的観念論』（1983）からキッチャーの『超越論的心理学』（1993） への推移、
あるいは権利問題（論理学）から事実問題（心理学）への、演繹論でいえば第二版から第一版への関心
の移行として表現できるかも知れない。例えばブルックの研究（Kant and the Mind, 1994）に示され
るように、認知科学の成果を踏まえてカントの心の哲学の現代的意義を探るという魅力的かつ刺激的な
研究がある。しかし気になるのは、これが第二の印象であるが、もしブルックの依拠する認知科学（機
能主義）が破綻すれば、彼の研究はどう評価されるべきかという点である。ブルックによれば機能主義
が破綻して消去主義が勝利すればカントは何物でもなくなる（A. Brook, p. 20, 1994）。しかし哲学は経
験科学の成果を踏まえて議論されねばならないにしても、それから相対的に独立した役割もある。双方
をあまりに密接に連関させると、破綻した科学と一緒に哲学も洗い流すことになるのではないか。この
点は類推論解釈がよき先例をなす。これを特定の自然学説につよく結びつけて解釈すれば類推論の哲学
的意義は理解できない。アリソンにしてもガイア－にしても、自然学説としての質料恒存説からの相対
的独立性を強調することで、哲学的原理としての第一類推論の意義を救出している。他方フリードマン
はニュートンの運動法則にあまりに密接に連関させるために第二類推論の核心を取り逃している。ち
なみにブルック自身、カントの「超越論的議論」は認知科学の「唯一主要な方法」であるという（A. 
Brook, p. 12, 1994）。ならばたとえ機能主義が否定されてもこの方法は消去主義にも有効であるはずで
ある。付言すれば「超越論的議論」は類推論のための「唯一主要な方法」でもある。おそらくカント哲
学の魅力のひとつはこのような事態にあるのではないか。経験科学に立脚しつつもそれから相対的に独
立した哲学的視点を確保している点にその魅力があるように私には思える。そしてそれは事実問題に還
元できない権利問題が哲学において重要であることを意味するのかも知れない。演繹論でいえば主観的
演繹に対する客観的演繹の関係である。そういえばカント自身、主観的演繹論は私の目的にとって「主
要目的」ではないと述べている（A, ⅹⅶ）。共同討議のための提題としてはあまりに雑感的で恐縮であ
るが、潮目の変化に戸惑ったものの感想として読んで頂ければ幸いである。既に定められた字数を大き
く超えたのでここではとりあえずこれで終えたい。大会では藤本忠氏の提題にお応えする形で議論を進
めたい。

Michio YAMAMOTO
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ドイツ啓蒙思想期におけるカント哲学の特異性とその問題

藤本　忠（龍谷大学）【共同討議】

山本道雄氏『カントとその時代―ドイツ啓蒙思想の一潮流―』（晃洋書房、2008 年） は、山本氏が十
数年来、意欲的に取り組んでこられた Ch. ヴォルフを中心とするドイツ啓蒙期の哲学に関する論文の中
から、選りすぐられた論考をもとに編まれている。日本国内においてもカント哲学の研究は長い歴史と
蓄積がある。しかし、それらはどちらかというとカントを最初から大きな思想的峰と捉えるところから
始まっており、カント哲学を中心とする哲学史観を一旦括弧にくくったような研究はほとんどなされて
いない。山本氏の著作では、ドイツ啓蒙期の諸思想が体系的にかつ公平・網羅的に扱われており、国内
では白眉の研究であろう。

この共同討議においては、こうした山本氏の業績に敬意を払いつつ、カント哲学をドイツ啓蒙期の哲
学の一思想とみなした時、どのような特異性が浮かび上がってくるのか、という視点にたって問題を提
起したい。具体的には、以下の諸点について検討する予定である。

1　カントの論理思想は、そのア・プリオリ性、反経験心理学の立場から、広い意味での反自然主義
的思想とみることができるだろう。そこでア・プリオリの概念をめぐって、カントの論理思想の限界と
その特異性について、ドイツ啓蒙期の他の論理思想を考慮に入れつつ検討を加えたい。

2　カントはその初期から物理影響説の影響下にあった。こうした点が心身問題についてのカントの
解釈に複雑な影響を与えることになった。この点について、機会原因説、予定調和説、物理影響説を手
かがりに、カントの二元論（二世界論）を視野に入れつつ考えたい。

3　カント哲学は、その代名詞ともいわれる超越論的哲学によって特徴づけられる。そしてその中核
にあるのは、一般論理学と、それを介した超越論的論理学である。これらによってカントは哲学の基礎
づけを果たそうとした。しかし、そうしたカントのプログラムは、いわゆる哲学のメタ科学化を進め、
広義の自然主義的アプローチと反目する結果をまねいたと思われる。ヴォルフやクルージウス、テーテ
ンス、ランベルトらの哲学との関係を考慮に入れ、学問論的な立場も踏まえて、超越論的哲学の問題点
について、自然主義との関係を軸に考えてみたい。

Tadashi FUJIMOTO
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パラロギスムス論究―『純粋理性批判』書き換え問題（1）
＊

自我の存在を巡る、合理的心理学と超越論的心理学あるいは外界存在を巡る、蓋然的観念論と超越論的観念論

【ワークショップ】 佐藤慶太（香川大学）
重松順二（九州大学）
木阪貴行（国士舘大学）

経験的与件に依拠しない純粋心理学というものが成立しうるとすれば、それはアプリオリな概念的認
識になる。「誤謬推理論」はそのような学を否定している。つまり、それに対して純粋概念認識が成立
し、また哲学者達もそこに住まってもいたであろう、英知界に属する諸物にかんする諸認識はもはやこ
れを認めない、ということである。私たちは思惟実体として英知界に存在する、などとは言えないので
ある。ところがこのカントの超越論的な立場が、外的空間的世界に関しては観念論なのである。それに
よると、客観的認識においては超越論的統覚の「私」が形式として不可避的に機能するから、私たちは
その外、つまり「私」の外に客観的に立つことはできない。

このように、「私」は、英知界における存在者であることも認められず、また、超越論的には自らの
外へと出て行くことができない。これでは、それはやはり独我論的な自己に傾いてしまってはいないの
だろうか｡ - ① だがこの「私」は、同時にデカルト的な蓋然的観念論を批判する。その場合の論点は外
的なものの直接的知覚ということである｡  そしてこの論点と密接に関連しているのが、特に「誤謬推
理論」の初版から第二版への書き換えであり、第二版における「観念論論駁」の追加である｡ - ② これ
らには第二版序文で「哲学のスキャンダル」と呼ばれている近代哲学の根本的な困難に関わる種々の言
説を成立させていた、時代の思想的状況が絡んで来る｡ - ③

①については、* ①超越論的統覚のアプリオリな普遍性と内官における自我との関係をどう考えるか、
②については、* ②外的なものの直接的知覚の内実をどのように理解するのか、③については、* ③時
代の思想状況の中にあったカントのテクストを、現代の問題状況とどのようにつきあわせて理解するの
か、ということがそれぞれ問われる。

今回は、まず二人の提題者が * ③をそれぞれ確認した上で、* ①と * ②について以下の三点を考慮し
つつ提題することにする。

1. 演繹論における統覚と区別されるような誤謬推理論の統覚といったものがあるのか、あるとすれば
それはどういうものか。2. 批判的心理学というべきものがあるのか、あるとすればそれはどういうもの
か。それはどのように合理的心理学と異なっているのか。3.  演繹論と誤謬推理論の議論水準の異同を
どう考えるか。

◎  重松は、演繹論における統覚とは区別されるような誤謬推理論の統覚といったものがあり（1.）、
これと対応して、統覚に関する議論水準は、演繹論と誤謬推理論では違い（3.）、合理的かつ独断的な
心理学とは区別される、合理的かつ批判的な心理学というべきものがある（2.）、と考える。これらの
主張を、重松は、演繹論において示された統覚とは別の統覚のあり方が、誤謬推理論において議論され
ていることを示すことによって裏づけたい。

立論は、次のような順序で行う。
ア．演繹論第一版のいわゆる三重の綜合の叙述に即しながら、演繹論における統覚を描き出す。とい

うのも、三重の綜合は、直観・構想力・統覚という「三つの主観的認識源泉への導きを与える」（A97）
からである。

イ．誤謬推理論のなかでも特に、第一版の第四誤謬推理を手がかりにして、誤謬推理論における統覚
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を示す。
第一版の第四誤謬推理においてカントは、内的対象と外的対象を区別することなく、それらは「私の

表象の一様式にほかならない」（A370）ものとして「私の自己意識の直接的証拠にもとづいて実際的に
存在する」（A370）という仕方で、外的対象の現実的存在の確実性を証明する。この証明の中での「私
の自己意識」がどのような事態としてあるべきなのか。これがイでの課題である。

ウ．アとイの成果を踏まえながら、演繹論における統覚と誤謬推理における統覚を比較検討すること
を通して、上の主張を裏づけていきたい。

◎　佐藤は、1. と 3. に関連させてまとめると、誤謬推理章のテーマを「根源的かつ超越論的な制約」
としての統覚（演繹論で主題化される側面）における、対象化を許す側面、およびそこに存する誤った
実在化の根拠の暴露のうちに見る。誤謬推理章の問題は統覚そのものではなく、〈対象化される限りで
の統覚〉を根拠として出来する「魂」の概念である。

ここで注目すべきは、初版の誤謬暴露の議論が「概念（Begriff）」、「徴表（Merkmal）」を軸として
展開されている点である。カントにおいて「概念」とは、主語名辞とその徴表との関係によって構成さ
れる全体である。概念の客観的実在性は、その徴表が、表象される対象において常に見出されるもので
あり、当の対象を他の対象と区別する指標となることによって確証される（『イエッシェ編論理学』参
照）。第二誤謬推理の主題である「単純性」は、この要件を満たすかのように見える

4 4 4 4 4 4 4 4

唯一の徴表であり、
第二誤謬推理が合理的心理学の「主柱」と呼ばれるのもこのためである。

合理的心理学の対象は統覚そのものではなく、「魂」である。ゆえに 2. に関して、批判的合理的心理
学があるとすれば、その主題は、「魂」の概念に実在化の道が閉ざされたあと、いかなる積極的な使用
があるのかということであり、すると要するに「魂」の理念の統整的使用以外にはありえない。

第二版の誤謬推理章において、「概念」、「徴表」を軸とした議論はほぼ削除され、論点は〈統覚にお
いて認められることは「客観（Objekt）」の要件を満たさない〉ということに収斂する。「概念」、「徴
表」を軸とする議論の削除は、演繹論、「フェノメナとヌーメナ」、そして Einleitung における「超越
論的（transzendental）」の定義にまで及ぶと考えられる。誤謬推理章の書換えは、「観念論」に関する
周囲の反応への応答という点からだけではなく、『純粋理性批判』全体の議論の枠組みの転換という点
からも考察されるべきである。そしてこの転換は、Vorrede の書換えにおいてはっきりと表れている、

「形而上学」と「批判」の関係の変化に呼応している。
◎　司会者の木阪は、カントの不可知論という観点を背後に置きつつ、パラロギスムス章にカント的

な合理的心理学を見ることに対して積極的な重松と、やや消極的な佐藤に対して、そもそもカント的な
合理的心理学は存在しない、統制的理念としての霊魂という観点は、もはや理論的心理学ではない、と
いう点から問題をより立体的に議論するべく努める。当日は国内外の代表的な先行諸研究との相互関係
にも触れたい。

＊委員会、常任委員会で承認をえて、特に若手・中堅の研究者による、テーマを絞った議論を目指すワーク
ショップを今後事情の許すかぎり継続していくことになった。初回は標記の小テーマ「パラロギスムス論究」で
行う。逐次カント研究の各分野を横断していくこの企画の嚆矢として、第一批判の書き換えを巡る諸問題を大
テーマとして選んだ。ここには、意識を中心に展開された近世哲学に不可避的に伴う根本的な困難、つまり自己
といわゆる外界存在に関わる大きな問題が横たわっている。意識と世界を巡る哲学的言説の在り方を定めている、
時代の思想的状況が問われることになり、現代哲学との連関も深い。演繹論の書き換えまで含め、この最初の大
テーマは数回にわたって行うことを期したい。
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【シンポジウム　カントと幸福論】 神崎　繁（専修大学）

カントにおける道徳性と幸福
―「ストア哲学」からの影響を媒介にして―

カントが、本来的に自己愛を原理とする「幸福概念」に対して厳しい態度をとり、これを「道徳性」
から切り離したことはよく知られている。これは、「幸福であることに対して、徳は充分であるか」と
いうソクラテス以来の古代の道徳的論議における問いの枠組みそのものを崩すものであり、そのことに
よって規範主義・義務論という近代の道徳思想の新たな思考を画するものと見なされてきた。だが「定
言命法」に代表されるカントの倫理思想は、その形式性への批判は、近年、アリストテレスに代表され
る古代の徳倫理学再評価の契機の一つとされてきた。

これに対しては、クリスティヌ・コースガードやバーバラ・ハーマン、ナンシー・シャーマンなど、
主としてアメリカの女性研究者を中心に、カントの側における「徳」概念の再検討がなされる一方、ア
リストテレスの側でも徳の規範性を問題とすることで、両者の架橋を試みる考察がなされてきた。さら
に、「義務」と「徳」という近代においては対立する二つの道徳的観点は、実は古代においてはストア
派において、統一的に論じられていた。しかも、ストア派は、徳を幸福の充分条件とする点でソクラテ
スの伝統に直接連なるものである。つまり、「アリストテレス対カント」という対立軸ではなく、その
間にストア派を媒介することで、「義務」「徳」「幸福」という三者の関係を再検討する作業がすでに始
められている（S. Engstrom & J. Whiting ed., Aristotle, Kant, and the Stoics – Rethinking Happiness and 

Duty, Cambridge University Press, 1996）。
この発表では、こうした近年の成果を踏まえながら、まずカントにおけるストア倫理学の影響を、キ

ケロの『義務論（De officiis）』の Christian Garve（1742-98）を介した読解という観点から考察し、そ
こに元々含まれていた「幸福論」消去の経緯を辿る。実際、ストア派においては、知者＝有徳者以外
の所謂「未達者（prokopton）」に対して適用される「義務」は、低次の発達段階にある者には「命令」、
より進んだ発達段階の者には「勧告」という異なる伝達形式が適用されたが、カントでは道徳的発達段
階の度外視によって、「義務」は「定言的命令」に一元化され、「勧告」に本来含まれる行為者の「生の
質」は等閑に付された。

Kant on Morality and Happiness - In consideration for the Stoic Influence upon Kant
Shigeru KANZAKI
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カントにおける幸福のパラドクス
─幸福主義批判と最高善とのあいだ

【シンポジウム　カントと幸福論】 城戸　淳（新潟大学）

カント倫理学を繙いて、幸福が傾向性の満足の総計や快適さの安定的な享受として規定される場面に
出会うとき、ひとはその突き放したような即物性に訝しい思いをいだくであろう。このような幸福概念
の限定は、いうまでもなく、幸福主義的な道徳の基礎づけを排することと表裏一体である。カントは幸
福の経験的性格、不安定性、不確定性を強調し、それに道徳法則のアプリオリな普遍性を対置してやま
ない。このような幸福をめぐる議論は、幸福の私的な

0 0 0

性格をあばくものである。幸福が各人の快不快
の「感情」に依存することはもちろん、なにが幸福なのかはそのひとの「概念」次第であるから、幸福
はそのひとにとってだけ意味をもつ（vgl. R 610）。それゆえに幸福は立ちいって規定しえないのである。
このように、道徳的世界が万人に公共的に開かれるのに対して、幸福は個人に私的にのみ開かれるとい
う点に、カントの幸福主義批判の射程をみてとることができるように思われる。

しかし他方では、カント倫理学は「他人の幸福を促進する」ことを人間の義務だと見なしている。あ
るひとの幸福はそのひとにしか分からないということを考えれば、これはパラドクスに満ちた義務であ
ろう。「わたしは、わたしの

0 0 0 0

幸福の概念にしたがっては、だれも幸福にできない」（VI 454）のであって、
だからこそカントはパターナリズムを拒絶する。わたしは他人の幸福を直接的に増大させることはでき
ず、そのひとが自身の幸福を追求することを側面から承認しうるにすぎない。さらに、このような他人
の幸福の促進の延長線上には万人の「普遍的幸福」の追求があるが、ここでは私的な幸福が普遍化され
ることになり、パラドクスは先鋭化することになる。これに対してカントは、「普遍的幸福と合法則的
人倫性との結合」（V 453）たる最高善において、いわば不可知の幸福に道徳法則という「幸福の形式」
を与えることで、幸福を公共的な次元へと開き、パラドクスを解消しようとしたのである。

Das Paradoxon der Glückseligkeit bei Kant. Zwischen der Eudämonismus-Kritik und dem höchsten 
Gut.

Atsushi　KIDO
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【シンポジウム　カントと幸福論】

実践的幸福論としてのカント人間学

宮島光志（福井大学）

幸福の問題をめぐるカントの思索は、三批判書をへて宗教論にいたる展開の本筋では、人間（自由・
道徳）と自然（必然・技術）とが織り成す世界（歴史・文化）のあるべき姿を論じるという理論構制を
採り、最高善の実現可能性をめぐって神の存在が要請される。ところが実用的人間学――本来の批判哲
学と比べるとき、それはマンガのようなものであると評されもする――においてカントは、むしろ幸福
を具体的な構成要件に即して論じており、みずからの体験や見聞を引き合いに出しながら、幸福を追い
求める人間の姿を多少とも戯画化して描いている。「カントと幸福論」をめぐり多様な議論を喚起する
ために、本報告では「カントが（主に教壇で）折々に披瀝した幸福への処方箋」に注目し、近年の概念
史研究の成果も踏まえて、カントの実践的（正確には実用的）幸福論を吟味したい。

１．構想力の理想としての幸福：「他人の不幸は鴨の味」「隣の芝生は青い」といった諺にも見られる
ように、私たちは他者との対比によって、あるいは過去の自分との対比によって、そのつどわが身の幸
不幸を見定めている。このような卑俗なレベルから始めて、多様な局面をもつカントの幸福概念につい
て、人間学を中心として批判的に検討する。

２．幸福追求能力としての思慮：カントによれば、いわゆる「怜悧（Klugheit）の忠告」が「幸福へ
の処方箋」である。だが、道徳の基礎づけとの関連で定言命法が詳細に論究されはしても、一般に仮言
命法は自明なものとして等閑に付されている。「利口」とも訳される“Klugheit”であるが、「思慮」と
訳すに相応しい積極的な意義が認められよう。

３．幸福の要件としての養生法：幸福な生活の重要な条件となる健康について、カントは人間学で多
くを語っている。彼がみずから克服したという心気症の問題を手掛かりに、名医フーフェラントの『長
寿学』との関連も含めて、カントの健康観を跡づけてみる。

Kants Anthropologie als praktische Glückseligkeitslehre
Mitsushi MIYAJIMA
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会場案内（立正大学　大崎キャンパス）

【最寄り駅まで】 【最寄り駅から立正大学まで】

立正大学大崎キャンパス
〒141-8602　品川区大崎4－2－16
℡03－3492－8791（代）

１号館
9 号館

正 門

山手通り口

山手通り

大会会場：9B11, 9B12, 9B13, 9B14, 9B21…9 号館地下
委員会会場：第 3 会議室…1 号館 1 階
懇親会会場：第 7 会議室…1 号館 4 階

大崎キャンパス

立 正 大 学
大崎キャンパス

西 門

※新幹線ご利用の際は品川駅下車が便利です。

JR 大崎駅 JR五反田駅


