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日本カント協会
第３６回大会

日時：2011年11月12日（土）
場所：首都大学東京・南大沢キャンパス

住所：〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1 

＊会場までの詳細は、プログラム表紙の見開き、および裏表紙の案内図をご覧ください。

プログラム
（以下、敬称略）

【午前の部】

１０：００～１２：４０ 一般研究発表

Ａ会場（１号館１０３）

1．10：00～10：40 藤尾靖彦「リスボン大地震とカント

―自然における人間の地位について」

2．10：40～11：20 辻麻衣子「経験世界の権利保証としての「私は思考する」」

3．11：20～12：00 井上春樹「第二版演繹論における経験論批判の意義

―演繹論の整合的解釈の可能性について」

4．12：00～12：40 村井忠康「B版演繹における直観の二元性」 
司会 犬竹正幸（１，２）、木阪貴行（３，４）

Ｂ会場（１号館１０４）

1．10：00～10：40 池水円佳「実在性と現実性

―『純粋理性批判』における「感覚」の問題」

2．10：40～11：20 鵜澤和彦「感性概念の図式―心象の構成と判定の原理」

3．11：20～12：00 朴 修範「『純粋理性批判』における世界の概念」

4．12：00～12：40 林 克樹「カントの弁証論における「超越論的対象」

―場所論からの照明」 
司会 渋谷治美（１，２）、牧野英二（３，４） 

Ｃ会場（１号館１０７）

1．10：00～10：40 松本大理「『道徳形而上学の基礎づけ』における実践哲学の限界」

2．10：40～11：20 渋川優太「拘束性をめぐって

―カント実践哲学における意志規定と定言命法」

3．11：20～12：00 石田京子「いかにして法と道徳は区別しうるか―批判から形而上学へ」

4．12：00～12：40 平田俊博「カントの定言命法の英語訳の問題

―負担なき自我と負担ある自我」

司会 舟場保之（１，２）、円谷裕二（３，４）
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Ｄ会場（１号館１０９）

1．10：00～10：40 能登谷美佳「カントの「反省的判断力」について」

2．10：40～11：20 細谷章夫「カントの「目的論」」

3．11：20～12：00 矢口正史「カントにおける倫理神学の構築」

4．12：00～12：40 伊古田理「ニヒリズムに抗して

―スピノザ倫理学とカント倫理学の間で」

司会 大橋容一郎（１，２）、加藤泰史（３，４）

＊昼食は、生協食堂、南大沢駅周辺の飲食店などをご利用ください。

【午後の部】

１２：４０～１３：３０ 委員会（１号館１４８演習室）

１３：３０～１４：３０ 総会（１号館１１０）

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６回濱田賞授賞式（受賞者：増山浩人）

次年度開催校挨拶

その他

１４：３０～１６：００

共同討議１「概念史研究の意義と課題」（１号館１０７）

討議者：中澤 武、山根雄一郎

司 会：河村克俊

共同討議２「朝永三十郎と『カントの平和論』をめぐって」（１号館１１０）
討議者：芝崎厚士、寺田俊郎

司 会：御子柴善之

１６：００～１８：３０ シンポジウム「カントと形而上学」(１号館１１０)

提題者：福谷 茂、石川 求、柏端達也

司 会：加藤泰史、下野正俊

１８：４５～２０：４５ 懇親会（南大沢キャンパス国際交流会館内

「レストラン ルヴェ・ソン・ヴェール」）

会費：１人５，０００円
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リスボン大地震とカント
－自然における人間の地位について－

藤尾 靖彦（東北大学大学院）

1755年 11月 1日に発生した大地震によってポルトガル王国の首都リスボンは灰燼に
帰した。当日の万聖節のミサに参列していた多くの信徒達が崩壊した教会の下敷きとな

り死亡したという悲劇は、敬虔な信徒がなぜこの様な惨事に遭遇しなければならないの

かという問いを惹起し、「全ては善い」と見做す「オプティミズム」に対する疑念を生

じさせた。例えば、ヴォルテールが人間に降りかかる不運、不幸を無視して現実を肯定

するオプティミズムを批判する一方で、ルソーはこうした災厄は稠密な都市を建設した

人間の営為に負うところが大きいと主張し、災厄から神の摂理を擁護することでヴォル

テールとは一線を画すのであった。 
大地震のヨーロッパ世界に与えた衝撃に対してカントもまた無縁ではなかった。大地

震の報を受けて、カントは翌年『地震原因論』を初めとする三篇の論考を発表した。こ

れらの論考におけるカントの姿勢は一貫している。即ち、当時の自然学上の知見に基づ

いて、地震及びそれに付随して生じた津波等の原因をあくまで自然現象として究明しよ

うとしているのであって、（当時でも散見された）彗星や神といった俗信的ないし超自

然的原因に帰する様な態度は微塵もない。更にこうした災害によって地上の幸福の脆さ

が想い起されると述べる様に、人間の幸福の不安定さを指摘している。後年、幸福を道

徳行為における意志の規定根拠と見做す「幸福主義」をカントは拒絶するが、こうして

みると大地震はカント実践哲学の形成、発展に少なからず寄与しているのではと推察出

来るのではなかろうか。

そこで本発表の目標は、カントにおける「幸福に相応しい」という語の意義を、大地

震並びにオプティミズムに関するカントの論考の検討を通じて明らかにすることであ

る。大地震はヨーロッパの政治、思想に衝撃を与えたとされるが、カントもまた例外で

はないと思われる。カントが「道徳は如何にして我々が幸福に相応しくなるべきかにつ

いての教えである」と述べる様な後の実践哲学の構想の萌芽を、彼の地震に対する考察

から看取することも可能であろう。

本発表は次の様に進めて行く。まず、大地震に対するヴォルテール、ルソーの反応を

通して、当時の支配的世界観であったオプティミズムを概観する。次に、批判前期にお

けるカントの自然学の検討を通じて、生成、発展する自然というカントの自然観を浮き

彫りにする。最後にカントの大地震に関する論考から、人間には自然内の特権的地位は

何ら保証されないということと、地上における人間の幸福の不確実性が明らかとなる。

こうした考察の結果、後のカントの実践哲学の形成、発展に対する大地震の寄与が明

らかになるであろう。
 
The Lisbon earthquake and Kant － On humans’ status in nature 
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経験世界の権利保証としての「私は思考する」

辻 麻衣子（上智大学）

「『私は思考する
．．．．．．

』ということは、私の全ての表象に伴いうる
．．
のでなければならない。

なぜなら、さもなければ私のうちで全く思考されえないであろうものが表象されること

になるからであるが、このことは、それらの表象が不可能であるか、もしくは少なくと

も私にとって何ものでもないかのどちらかと同じことに他ならない」（B132）。 
『純粋理性批判』「超越論的演繹論」中の§16 は、この余りにも有名な文言をもって

始まる。まずカントは直前に位置する冒頭の§15において、認識一般の成立に、自発的
能力である悟性による結合が不可欠であると述べる。結合には、多様な表象同士を互い

に結び付ける作用、すなわち総合と並んで、ある（質的な統一としての）統一（B131）
が含まれており、この統一、およびその根拠が§15の最後に要請される。上の引用はそ
の直後に続く。 
ところで、難解を極める「演繹論」の中でも、この記述がとりわけ議論を呼ぶ箇所で

あり、多くの研究者たちを悩ませてきたことは、もはや言うまでもないだろう。第二版

「演繹論」の象徴とも言える「私は思考する」が登場することにより、議論は更に複雑

さを増す。しかしながら「演繹論」全体を俯瞰するとき、「私は考える」の導入によっ

て論証を始めることは、読者にいささかの違和感を与える。§15で要請された統一の内
実として、§16 において「私は考える」を持ち込むのは、確かに妥当な行論であろう。
だが、§15 が悟性の論理的使用の観点から論じられているのに対し、「私は考える」に
関する記述を含む§16は、「自己意識の、かの一貫した同一性」（B135）を基軸として展
開されており、議論の位相が異なっている。この位相の差異が、「私は思考する」から

始まる§16に唐突な印象をもたらしているのである。 
では、当の「私は思考する」とは、その実、いかなるものであるのか。そもそも第一

版「演繹論」中では、この文言が用いられることは無かった。第二版において突如とし

て「演繹論」に導入され、根源的統覚と同一視される「私は思考する」は、あらゆる認

識に表裏一体となって随伴することによって、それらの認識の権利保証を担っている。

本発表では、上述した§§15,16 の位相の差異に留意しつつ、経験世界を構成する要であ
る「私は思考する」の内実に一考を投じる。 
 
“Ich denke” als die Rechtsgarantie der Erfahrungswelt 
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第二版演繹論における経験論批判の意義
─演繹論の整合的解釈の可能性について─

井上春樹（九州大学）

「純粋悟性概念の演繹」（以下、演繹論）は、『純粋理性批判』の中でも最も難解な箇

所のひとつとされている。それは、内容の複雑さもさることながら、演繹論が第一版か

ら第二版にかけて全面的に書き直されており、この記述の差異自体が解釈上の大きな問

題となるからである。それゆえ本発表では、ハイデガーの『カントと形而上学の問題』

におけるカント解釈を手掛かりとしつつ、特に演繹論第一節末尾が第二版で経験論批判

へと置き換えられた理由を明らかにし、また同箇所における両版の整合性を示すことを

試みる。

さてカントによれば、このような記述の変更は、第一版における曖昧さを是正し誤解

を招かぬ表現に書き改めるためのものであり、それゆえ内容に関して変更はなされてい

ない。しかしながら、このようなカントの立場を尊重し整合的解釈を試みるためには、

次の二つの観点が不可欠となる。第一に、両版の記述の差異を明らかにし、それらがい

かにして整合的たりうるかを吟味することが必要である。その際、両版の非整合的な
．．．．．

解

釈の論拠を再検討することは、解釈上問題となる記述の差異および曖昧さを浮き彫りに

するために有益であろう。第二に、カントがそのような変更を行った理由を明らかにす

ることが必要である。それによって、カントの本来の意図を明らかにし、記述の変更は

あれ内容の本質には相違ないことを示すことができるであろう。これらを踏まえつつ、

本発表では以下の手順で論証を行う。

演繹論第一節の末尾は、第一版では三つの根本能力に関する記述であるが、それに対

して、第二版では経験論への批判へと置き換えられた。ハイデガーはこの箇所について、

カントが自らの第一版の記述を経験論に近いものと見なしていると批判している。それ

ゆえ、まずはハイデガーの指摘する両版の相違点およびその論拠を確認する。次に、綜

合という概念に着目し、第二版演繹論の記述をもとに綜合の働きを司る能力が構想力で

はなく統覚であるということを明確にする。続いて、第一版演繹論における綜合および

統覚の記述を吟味し、それらが第二版の記述と矛盾しないことを示す。また、カントが

第一版演繹論においても経験論に対する批判を行っていることを確認し、その批判がい

かなる論点において展開されているかを検討する。最後に、記述の変更がなされた理由

が演繹論の証明構造に存することを明らかにする。

本発表は、以上のような論証によって、演繹論におけるカントの立場に本質的な変更

はないこと、またそれゆえ第一版から第二版への改訂は、カントの言葉通り単に曖昧さ

を是正し誤解を招かぬためになされた処置であり、整合的な解釈が可能であることを示

すものである。
 
Die Bedeutung der Kritik des Empirismus’ in der Deduktion der zweiten Auflage 
─ Über die Möglichkeit der konsequenten Interpretation der Deduktion ─ 
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B版演繹における直観の二元性
 

村井忠康（慶應義塾大学）
 
『純粋理性批判』において純粋直観としての空間と時間という考えが重要な役割を果

たしているのは疑いないにせよ、カントのいう直観をまずは、具体的な個物についての

感性的意識として理解することは間違いではないだろう。そして、こうした意味での直

観が一般性を特徴とする概念と対比されるものであることは、言を俟たないように思わ

れる。しかし他方で、「カテゴリーの超越論的演繹」において、われわれの認識が直観

と概念の共働であるという考えが詳論されるなかで、直観と概念の区別が失われるよう

な印象を受けるのもまた確かである。たとえば、B 版演繹でカントは、「悟性との関係

におけるすべての直観の可能性
．．．

の最高原則は、直観のすべての多様が統覚の総合的統一

の条件に従うということである」と述べている (B136: 傍点強調は発表者による)。こ
れは、直観が感性の現実化という側面だけでなく、悟性つまり概念の能力の現実化とい

う側面も持ち合わせていることを意味しているように思われる。上の引用中の表現をよ

り反映させるなら、直観の統一性とは、多様な特徴と部分を備えた個物についての感性

的意識という様態で現実化した統覚の統一性である、とさえ言えるかもしれない。

本発表では、こうした仕方で直観に二元性をみる可能性を探求しているマクダウェル

のカント論に着目することにより、この解釈の意味するところを具体的に明らかにする

ことを試みたい。マクダウェルが直観の二元性という見方を初めて提示したのは、いま

やポスト分析哲学的運動の古典とも言える『心と世界』であるが、そこでは必ずしも厳

密な意味でのカント解釈が意図されていたわけではなかった。だが次第に彼は、カント

のテキスト、とりわけ B 版演繹の解釈上の問題（たとえば二段階証明問題）に踏み込
むかたちで、直観の二元性という見方を提示するようになった。本発表では、カントに

対するマクダウェルの近年のこうした直接的な取り組みを背景として、次のように議論

を進める。第一に、マクダウェルの考える直観の二元性が、直観における感性的要素と

概念的要素の単なる並存ではなく、感性そのものが概念能力の浸透の結果として変容す

るという事態を意味していることを確認するとともに、この方向での直観の見方をカン

ト自身に帰することができると論じる。第二に、直観の概念的内容を命題的としていた

初期の解釈をマクダウェルが最近撤回したことは、カント解釈の観点から正しいものと

して評価できる一方で、その後の解釈もまた依然として、直観の二元性の具体的なあり

方を捉えるものではないことを指摘する。そして最後に、その原因が、B版演繹のなか
で「直観における概念の描出」という考えが果たしている役割を彼が正しく評価できて

いない点にあると論じる。
 
The Duality of Intuition in B-Deduction
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実在性と現実性 
―『純粋理性批判』における「感覚」の問題― 

 
池水円佳（東京大学大学院） 

 
『純粋理性批判』中、「感覚」(Empfindung) が積極的に主題にされる箇所として、原

則論における「知覚の予料」、ならびに「経験的思惟一般の要請」の「現実性」の要請

の二箇所がある。すなわち、知覚の予料では、「感覚の対象である実在的なものは、内

包量を持つ」といわれ、現実性の要請では、「感覚と連関するものは現実的である」と

いわれる。本発表は、この二箇所の関係がどうなっているのかを考察するものである。 
このことに関して想定される妥当な回答として、まず、「知覚の予料」原則は質のカ

テゴリーの、「現実性」の要請は様相のカテゴリーの、それぞれ客観的使用の規則であ

り、両者はカテゴリーが根本的に異なるということがあろう。しかし、このような説明

だけでは、少なくとも同じ「感覚」という事柄に両者が関わっていることについて何も

述べたことにはならない。そこで、もう一つの想定される回答として、「知覚の予料」

原則でその内実が展開される「（感覚の対象である）実在的なもの」は、対象が現実的

であるかそうでないかを決定しうるためにそもそも与えられていなければならない「事

物性」であり、このようにして「実在性」は「現実性」の基礎であるということがあろ

う。けれども、実在性の概念はそれほど自明のものではない。実在性と現実性、両概念

の詳細な検討が要求される。 
本発表が主張したいと思う両概念の検討の内容ならびに両者の関係は、次のようなも

のである。すなわち、「知覚の予料」原則の証明においては、感覚の実在的なものが、

その不在（＝0）とそれとの間に度として無限の段階を持つ（＝内包量を持つ）という
ことが、量の連続性や時間意識の特性から導かれている。しかし、度ということは実在

性が「定立」されなければ意味をなさず、にもかかわらず、度という観点からしてみれ

ば、「定立」は一種の限界である。様相の原則は、「定立」を認識能力の付加の問題とし

て捉えることで、こうした困難を克服しようとする。したがって、感覚ということをめ

ぐる、実在性と現実性の関係とは、実在性を様相のもとで捉え返すことで実在性概念を

補い、それによってはじめて現実的に与えられた知覚の背後に、実在的なもの、すなわ

ち、現実性とは区別される潜在的な諸可能性の領域も確保する、そのような関係にある

と言うことができるのではないだろうか。 
実在性と現実性の両概念がそれに向けられている感覚という事柄は、主観と客観のま

さに境界線上に位置し、経験における実質・内容を担うものである。本発表は、そうし

た実質的なものの力、経験の質料的側面それ自身の持つ奥行きと、そうしたものをどの

ように形式の媒介のもとに取り込むかということを解明しようとする試みの一端であ

る。 
 
Realität und Wirklichkeit   
-von der Empfindung in der Kritik der reinen Vernunft- 
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感性的概念の図式 
－心象の構成と判定の原理－ 

 
鵜澤和彦 

 
心象概念(image)に関する記述主義と心象主義の論争(imagery debate)は、哲学史を振り

返れば、普遍的表象と個別的表象、すなわち、概念と直観の関係をテーマにする古典的

な表象理論と問題圏を共有している。そこで、本研究発表は、カントの感性的概念の図

式に関する思想から両陣営の対立を克服できる一つの理論的立場を提示することをね

らいとする。 
 カントは、感性的概念の図式の特徴を言い表すためにモノグラムという用語
(A142/B181、  A833/B861)を使用するが、この意味が明らかになるのは「弁証論」
(A570f/B598)においてである。そこで示されるのは、１）「浮動する素描」という表現
に見られる輪郭の動的特徴、２）自らの思考の内にのみ存在し、他者に伝達不可能であ

るとされる素描（「影絵」）の観念的特徴、３）「感性の理想」あるいは「可能な経験的

諸直観の原型」などの表現から帰結する素描の理想的・理念的特徴である。これらの特

徴から明らかになるのは、感性的概念の図式が心象 (Bild)を産出する構想力
(Einbildungskraft)の働きと一体化していることである。したがって、感性的概念の図式
は、厳密には一つの固定した輪郭によって描かれるような心象、また、心の中で一つの

対象として意識できるような表象像ではない。むしろ、それはいわば「影絵」のように

個々の表象像（知覚像や図形の表象）の背後に退くことによって、その表象像と概念と

を媒介する「第三者」として機能する。このように、感性的概念の図式は、それ以上遡

行不可能な原型像の位置価を獲得することで、媒介の議論が無限背信に陥る危険から免

れている。 
図式論では「純粋な感性的概念」としての「三角形一般」(A140/B180)の図式が論じ

られるが、これは普遍的三角形の存在を否定したバークリーやヒュームの議論を念頭に

おいたものであろう。普遍的三角形はそもそも描出不可能であるから存在しえないとす

る経験主義的な表象理論に対して、カントは「空間の純粋形態に関する構想力の綜合の

規則」(A141/B180)として普遍的三角形の図式を擁護する。これは、三辺から成る図形
という定義命題がすでに構想力の図形描出の規則、すなわち図式として理解されている

ことを意味している。ここでは概念の論弁性が重要な役割を果たしており、この点だけ

を見れば、カントは記述主義の立場をとっているようにみえる。これに対し、経験的な

感性的概念、たとえば「犬」の図式(ibid.)では、その概念は経験から由来するために、
その図式の獲得は『判断力批判』の「規準理念」と同様に無数の知覚経験を前提しなく

てはならない。経験的概念の理念的な原型像、すなわちその図式は、その経験から得ら

れる様々な表象像の集積・比較・抽象から形成されることになる。もちろん、この原型

像は固定した輪郭像として表象できるものではないが、様々な心象が理念像の形成やそ

の経験的概念の外延理解に決定的な影響を与える点は否定できない。この側面を見れば、

カントはいわば心象主義の立場を支持しているように思われる。 
カントの立場は、問題となる感性的概念の種類に応じて、その心象を構成し判定する

規則、すなわち図式を使い分ける点にその特徴がある。このように概念にシフトした図

式と心象に基づく図式を両立させることで、心象をめぐる現代の議論に一つの解決策を

提示することが可能になる。 
 
Schema sinnlicher Begriffe 
 – Das Prinzip der Konstruktion und Beurteilung von bildhaften mentalen Repräsentationen – 
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『純粋理性批判』における世界の概念 
 

朴修範（九州大学大学院） 
 
『純粋理性批判』における「弁証論」の箇所は、従来のカント解釈においてそれほど

積極的に論じられなかったと思われる。カントは「弁証論」において、伝統的な形而上

学が明らかにしようとしていた諸問題は、実は私たち人間の経験を超えるものと見なし

ている。そしてそのような問題について答えている伝統的な形而上学は仮象の論理学に

すぎないのだと批判している。換言すれば、「弁証論」の主な目的とは答えられない問

いに関して、それがなぜ答えられないのかを明らかにすることであると言えよう。とこ

ろが上のような表面上の批判とともに、そのような批判を行っているカントの論述と彼

の認識論との繋がりが見えてくるのも当然であろう。というのも仮象の論理学として批

判されている伝統的な形而上学は、ほかではなくあくまでもカント自身の認識論的な立

場から批判されているからである。それゆえに、カントの認識論を明らかにするために

は「感性論」及び「分析論」とともに「弁証論」の箇所をも積極的に考察してみること

も有意味ではなかろうか。 
『純粋理性批判』におけるカントの認識論が「感性論」から「分析論」までの議論の

範囲内で完結されているのか、あるいは「弁証論」もかかわっているのではないのかと

いうことは大問題である。もしカントの認識論の成立において「弁証論」が欠かせない

箇所であるとすれば、そのように考えられうる根拠と、それによって『純粋理性批判』

における対象の経験の可能性の意味がどのように変わるのかを明らかにしなければな

らない。そこで本発表は、特に「弁証論」における世界概念を吟味し、「感性論」およ

び「分析論」までの議論における経験の対象の成立と、それとの関係における理念とし

ての世界の位相を明らかにしようと思う。以上のように「弁証論」における世界概念を

考察することを通じて、「感性論」から「分析論」までの議論において見られる形式―

質料という大きな枠だけではなく、全体―部分という観点を加えてカントの経験理論に

ついての解釈を試みる。 
 
Der Begriff der Welt in der Kritik der reinen Vernunft 
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カントの弁証論における「超越論的対象」 
─場所的論理からの照明─ 

 
林克樹（同志社大学） 

 
「因果性の自然法則の普遍性」対して「自由」を擁護しようとする第三アンチノミー

解決の中で、「超越論的対象」の概念は重要な役割を果たしている。まず、諸現象の根

底に考えられるこの対象に「現象ではない原因性」を付与することを「妨げるものは何

もない」述べられ、「消極的な意味での可想体」の意義以上のものを考える余地が示さ

れる。さらに、「あらゆる作用する原因は性格を、すなわちその原因性の法則をもたな

ければならない」ことが指摘され、超越論的対象に付与される原因性は「叡智的性格」、

すなわちある種の理性的性質をもつことができる、と想定される。しかしこの想定は大

いに問題である。超越論的対象は単に現象を対象の側に超越したところに考えられるだ

けでなく、同時に「超越論的主観=X」でもあるという、「誤謬推理」章で示唆された思
惟方法が新たな脈絡の中で力を発揮していると思われるが、「現象ではない」叡智的原

因と理性的性質との結合は、合理論的形而上学を背景にするのでない仕方で正当化され

得るであろうか。 
超越論的対象の意義は、M・ヴィラシェックが第三アンチノミー解決の鍵と見る「性

格」概念の「全体論的（holistisch）」な特徴と関係している。すなわち「異なった叡智
的性格は単に異なった経験的性格を『与える』ことができたであろうだけでなく、自然

の叡智的基体の部分として異なった自然経過をも与えることができたであろう」。つま

り、ある人は行為を規定する一切の自然必然性にもかかわらず、別な仕方で行為するこ

とができた。しかしそれはその人が別な人間であり得たということであり、その人が別

な人間であり得たということはこの世界が別な世界であり得たということである。この

解法は「行動は、それを規定する全過去と共に、理性的存在者が自分自身で手に入れる

彼の性格の唯一の現象に属している」という『実践理性批判』で示される思想にも添い

得るものである。ここでは「全過去」によって規定される全体としての世界という、対

象の側に超越して考えられるものの実在性の根拠が行為主体の側に置かれている。思え

ば、「カテゴリーの超越論的演繹」に際して提示される超越論的対象は、《表象の主観（経

験的統覚）を作用の方向へ、すなわち自己自身（超越論的統覚）へと超越することによ

って考えられるもの》と解することができる。これと並行して、弁証論における超越論

的対象を、《認識主観（超越論的統覚）を作用の方向へ、すなわち自己自身（行為的自

己）へと超越することによって考えられるもの》と解することはできないであろうか。 
本発表はかかる思惟方法の可能性を、「ノエマとはノエシス自身の中に映されるノエ

シスの影である」と見る西田幾多郎の場所的論理を参照して検討する。これによれば、

超越論的対象とは、自己がそのノエシスの側に超越することによってノエマの側に考え

られるもの、と解することができる。考察の結果として、『純粋理性批判』において複

義的な超越論的対象は、結局のところ、「無条件のもの」によって駆り立てられている

純粋理性の関心の対象である、ということもまた、明らかになると思われる。 
 
Der “transzendentale Gegenstand” in Kants Dialektik 
-Ein Interpretationsversuch im Licht des „Ort-logischen“ Denkens- 
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『道徳形而上学の基礎づけ』における実践哲学の限界 
 

松本大理 
 

カントの『道徳形而上学の基礎づけ』の第三章末尾で展開されている、「あらゆる実

践哲学の究極の限界について」と題された節の議論には、不透明なところがある。本発

表では、これまであまり論じられてこなかったこの不透明さを分析し、そこに存する議

論のねじれが『実践理性批判』において解消されることを明らかにする。 
当該の節においてカントは、実践的認識の限界ならびに道徳性の原理の演繹の限界を

指摘し、「あらゆる実践哲学の究極の限界」がどこに存するかを述べる。その際カント

は、「実践哲学の限界」を「理論哲学の限界」と比較しながら論じており、両者の同一

性を提示している。すなわち悟性界へと「移入して直観」したり「移入して感覚」した

りすることは、たんに「理論理性」にとってのみならず、「実践理性」にとっても限界

を超えた試みであって、理論哲学において限界であることが、実践哲学においても同じ

ような仕方で限界だというわけである。それゆえ、「自由の理念」が解明不可能である

ことが、他ならぬ実践哲学の限界でもあると言われる。しかしこのように二つの理性使

用の限界が同一とされることによって、議論のねじれが生じることとなる。というのも、

実践的な理念の客観的実在性の演繹に関して、その客観的実在性の基準を理論哲学に求

めることになってくるからである。こうした曖昧さは、最終的には、そこで遂行された

演繹や証明についての評価自身の不透明さにもつながってくる。遂行された演繹に「限

界」があるとしても、それゆえ最終的にその演繹は失敗しているということなのか、そ

れとも単にその有効な範囲が確定されているだけであって、演繹の議論そのものは成功

していると見なされるべきなのか、不明瞭となる。 
こうした問題は、結局のところ、『道徳形而上学の基礎づけ』においてはまだ「実践

的観点」に関する反省が徹底していないところに起因している。これに対して『実践理

性批判』では、この実践哲学の固有の観点が明確に反省されており、「理性の事実」の

テーゼとともに、「実践的な客観的実在性」を語る枠組みが確立され、理論哲学との相

違が明確にされる。そしてそれと共に、『道徳形而上学の基礎づけ』で主張されていた

理論理性と実践理性の限界の同一性は、『実践理性批判』では退けられる。ここでは、

「移入して直観」したり「移入して感覚」したりするという（限界を踏み超える試みと

しての）想定そのものが、もはや不要なのであって、道徳法則についての意識が、自由

の理念の客観的実在性の十分な論拠とされる。これにより、不明瞭であった実践哲学の

限界に関する議論は、クリアに整理されることとなる。 
 

„Äußerste Grenze aller praktischen Philosophie“ in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 
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拘束性をめぐって 
!カント実践哲学における意志規定と定言命法! 

 
渋川優太（首都大学東京大学院） 

 
倫理学を実践的なものとして原理的に基礎づける際、前批判期のカントが考察の中心

に据えたのは「拘束性 Verbindlichkeit, obligatio」であった。このことは「自然神学と道
徳の原則の判明性について」（以下、「判明性論文」）や 70年代のものと思われるい
くつかの講義録を一瞥すれば明らかである。ところで、彼が「判明性論文」で道徳の問

題にアプローチするために「拘束性」を取り上げたこと自体は、何ら彼の独自性を感じ

させるものではない。というのは、ヴォルフとその弟子のバウムガルテンやマイアー、

あるいは反ヴォルフの急先鋒であるクルージウスらの当時の哲学者達にとって一般的

に、ある存在者がある行為をする（しない）よう拘束されている（強いられている）事

態を意味する拘束性の概念は「義務 Pflicht, officium」を、ひいては倫理学を実践的に有
意味なものとして成立させるための要の概念であり、彼らはこの概念をおのおの独自に

展開していたからである。つまり、カントは「判明性論文」では、当時の実践哲学にお

いては論じなければならなかった概念を取り上げたに過ぎず、その限りで彼は当時の問

題圏に留まっていたといえる。 
ところが批判期の『道徳形而上学の基礎づけ』『実践理性批判』に至ると、拘束性と

いう言葉は数えるほどしか登場せず、その概念が考察の中心にあるとはもはやいえない。

しかしこれは逆に、カントが実践哲学において従来の問題圏を飛び出し、それに伴い、

これらの著作では拘束性の概念が新たに捉えなおされていることを示唆している。そこ

では、拘束性は定言命法としての道徳法則に対する意志の関係を表すとされ、この関係

は道徳法則への意志の「依存性 Abhängigkeit」(V 32)と表現される。結論から言えば、
この表現に実践哲学に関する彼の思索の成果が結実し、従来と比較したときの彼の独自

性が如実に現れているのである。本発表の目的は、カント実践哲学においてこのような

状況にある「拘束性」の概念の変容と内実を明らかにすることで、カントが従来のどの

ような問題圏を脱し、実践哲学をいかにして捉えなおしたのかを明確にすることである。 
本発表では、まず、前批判期におけるカントや当時の哲学者が「拘束性」について述

べる際に抱いている問題意識を確認する。次に、カントが実践哲学において従来の問題

圏を飛び出し、独自の観点から実践哲学を思索したことを、「命法」一般とそれによる

「意志規定Willensbestimmung」の意味を考察することによって明らかにする。という
のは、従来は経験心理学的概念であった意志が、カント実践哲学においては『純粋理性

批判』で示されたカテゴリーに基づいて、実践的な命題（規則）との関係においてある

種の論理的な性格をもつことになり、このことを命法による意志の規定という事態が明

確に示しているからである。最後に、定言命法と意志との間に成り立つ関係を確認し、

これにより、定言命法への意志の依存性としての拘束性の概念を、カントの実践哲学に

おける独自の問題意識のもとで明らかにしたい。 
 
Über Verbindlichkeit 
- Willensbestimmung und kategorischer Imperativ bei der praktischen Philosophie Kants - 
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いかにして法と道徳は区別しうるか 
―批判から形而上学へ― 

 
石田京子（慶応義塾大学） 

 
本発表は、『人倫の形而上学』（1797）において、カントが法と道徳がいかなる観点か

ら区別したのかを検討する。この問題はとりわけカントの法哲学研究にとっては重大な

問題であった。というのも、法は行為の外見、すなわち適法性のみにかかわり、その動

機については考慮しないと、カント自身が述べているからである。『人倫の形而上学の

基礎づけ』において、カントは道徳的行為が単なる適法的にでなく、義務の意識からな

されなければならないと述べていることを鑑みれば、行為の適法性だけを命じる法義務

というものは、カント実践哲学にとって異端な存在とみなされうるだろう。このような

見方は別に古いものではない。むしろ 1980年代になるまでは、「法論」を彼独自の批判
哲学から独立したものとみなす、このようないわゆる「独立理論」の方が優勢であり、

現在でもこれに賛同する研究者は少なくない。 
道徳と（徳論としての）倫理の差異を確保しながら、それでも法論が道徳的な根拠を

もっていることはいかにして示しうるのであろうか。一つのアプローチとしては、定言

命法と法の普遍的原理との導出関係を探求するというものが考えられる。しかし、カン

ト自身は『基礎づけ』や『実践理性批判』はもとより、『人倫の形而上学』においてす

ら、そのような記述をしていない。『人倫の形而上学』でカントが法と道徳を区別する

ものとして挙げているのは、立法（法理的立法と倫理的立法）や義務（法義務と徳義務）

の種類だが、そのような区別は『基礎づけ』『実践理性批判』における議論とは独立に、

まったく唐突に導入されているように思われる。1780 年代のその二つの著作と『人倫
の形而上学』との関係も、法と（徳論としての）道徳を区別しながらやはり前者がなん

らかの道徳性を有することを可能にする構造についても、カントは積極的には語ってお

らず、だからこそ今日まで多くの解釈が提示されてきたともいえるだろう。 
本発表では、批判と形而上学との課題の違いに着目して、法と道徳がいかなる前提を

共有しているのか、そして法と道徳がいかなる観点から区別されているのかを検討し、

カントが明示的に語らなかった、すなわち暗黙の裡に前提としていた論理を浮かび上が

らせたいと思う。そのために、Wolfgang Bartushatの議論（Der Moralische Begriff des Rechts 
in Kants Rechtslehre, 2008）を参照しつつ、（１）批判の課題と形而上学の課題、（２）法
と徳を区別するメルクマール、（３）『人倫の形而上学』における自由の概念、という３

点を検討する。具体的には、（１）では形而上学が批判によって得られたアプリオリな

諸原理を経験に適用するという課題に関わっていることを、（２）ではとくに「徳論」

において考察される「抵抗」という概念を考察することで、法と徳の区別が他者と自己

という区別に由来することを、（３）「法論」においても自由の消極的概念と積極的概念

とが導入されていることを、それぞれ明らかにする。 
 
Wie kann man Recht und Moral unterscheiden? 
―von der Kritik zur Metaphysik― 
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カントの定言命法の英語訳の問題 
―負荷なき自我と負荷ある自我― 

 
平田俊博（山形大学） 

 
 [1]各自の基本的人権を無条件に前提するジョン・ロールズらのカント主義は、｢負荷なき自我｣
に立脚した個人主義にすぎず、公共的な共通善を基礎づけることができない、とアラスデア・マ

ッキンタイアやマイケル・サンデルらの共同体主義者(コミュニタリアン)は主張する。サンデル
は人間を間主観的な存在と見なして、自己の所属するコミュニティが自己のアイデンティティを

構成すると説く。「人間は本来ポリス的動物」(アリストテレス)であり、「負荷ある自我」として、
個人の自由や権利よりも「共通善」を追求していく存在だとするのである。しかしサンデルのカ

ント批判は、英語訳に起因するカントの定言命法の誤解に基づく。 
[2] サンデルやロールズら現代アメリカの公共哲学者に通底するカント理解に大きく影響した
のが、ジョージ・ハーバード・ミードによる社会学のコミュニケーション論的基礎づけである。

ミードによれば、人間の自我は孤立したものではなく、社会的経験と社会的活動の過程で他の人

間との関わりで生まれ発達する。他者の期待を取り入れることによって、つまり役割取得によっ

て自我は形成される。普遍化できるのは形式だけとするカントに対して、ミードは目的そのもの

をも実際に普遍化すると言う。モノローグ化した見かけ上の対話によって代用されたカントの定

言命法を、現実の討議的な意思形成の手続きによって置き換えようとするのである。 
[3] 現代アメリカの公共哲学者に大きな影響力をもつユルゲン・ハーバーマスによれば、ミード
による社会学のコミュニケーション論的基礎づけには行動主義的な個体発生的視座が混入して

いて、了解をもたらす言語の働きや言語の内的構造をなおざりにしている。エミール・デュルケ

ームの社会的連帯論(宗教社会学)でもって補正して系統発生的観点を貫徹し、さらにマックス・
ウェーバーの合理化論を取り込むことによって、ハーバーマスは独自のコミュニケーション的行

為論を完成しようとする。自己意識を原理とする近代的世界観のモノローグ的な目的志向的行為

から、コミュニケーション的行為への、パラダイム転換を図るのである。 
 [4]カントら自由主義者の義務論的正義観の問題は「負荷なき自己」、つまり抽象的で非歴史的
な独立自存のアトムである個人から出発する点にあるとする、サンデルらは、カントの人格の定

言命法に次の 2種類あることを見過ごしている。 
①「自分の人格のうちにも他の誰もの人格のうちにもある人間性を、自分がいつでも同時に目的

として必要とし、決してただ手段としてだけ必要としないように、行為しなさい。」 
②「理性的存在者のおのおのが自分自身と他のすべてを決してただ手段としてだけではなくて、

むしろいつでも同時に目的自体それ自身として扱うべきである。」 
カントは①を「人間的意志についての定言的命法」と呼んでいる。この定言的命法の趣旨は、

有限な理性的存在者（人格）にすぎない人間が、本来の理性的存在者（人格）となるためには、

可能的人格としての自分や他人のうちにある人間性を行為の目的とすることが「必要」(brauchen)
である、という点にある。定言的命法に従わない限り、人間は自然の一現象にすぎず、本来の理

性的存在者ではないのである。だから brauchenを gebrauchenと同一視して「使用する」と訳す
のは、適切だとは思われない。そもそも人間性は必要とされるものであって、使用されるもので

はあるまい。 
②は「理性的存在者たち」の「共同的な客体的法則」であり、ここでは人間ではなくて理性的

存在者が、しかも基本的に理性的存在者たち相互の関係が問題となっている。だから「扱う」

(behandeln)という言葉が使われているのである。 従来の訳では前者が「使用する」と訳された

ために、「扱う」とする後者との位相差が見失われる恐れがあった。前者を、ドイツの学者は「使

用する」(gebrauchen)と混同し、英語圏の学者は「使用する」(use)あるいは「扱う」(treat)と訳し
たのである。 
 
Kant’s categorical imperative and its problem with the english version  
!unencumbered self vs. encumbered self! 
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カントの「反省的判断力」について 
 

能登谷 美佳（北海道大学大学院） 
 
カントは、自然は単に無目的に考察できないような一面をもつことから、自然の領域

では「合目的性」という見方が不可欠だとしている。カントの「合目的性」は「反省的

判断力」の主観的原理である。『判断力批判』の第 76 節には、「自然の合目的性の概念
は人間の判断力にとって不可欠な概念であるが、客観の規定にはかかわらない概念であ

ろう」[B344]とある。カントは、自然それ自体の合目的的なはたらきを実在論的に捉え
ようとはしていない。「有機的自然」を正面から論じることを試みたのがシェリングで

あり、『自然哲学考案』(1797 年)において「合目的性」はカントとは違う形で捉え直さ
れている。 
本発表では、自然の問題がドイツ観念論の思想的展開の中でどのような形で深化して

いくのかをみてみることで、カントの立場を相対化したい。 
シェリング自然論を支える重要な要素は、シェリング哲学の出発点である「自我」の

哲学の中にある。「自然」の問題に対する哲学的なアプローチのしかたが、カントとシ

ェリングにおいてどのように異なっているのかを明らかにするためには、シェリング自

然哲学をその思想的土壌にまで広げて特徴づけながらカントの自然論と比較してみる

という作業が必要となってくる。 
一切は、「自我」のためにのみあり「自我」の自発的活動を制限するものとしてのみ

「非我」が成立するという「自我」と「非我」の対立の構図が崩され、「客観」が成立

する余地が生まれてくるのは、フィヒテにみられる「絶対的自我」の二義性を捨て去る

ことによってである。「絶対的自我」に関して、シェリングの理解はフィヒテのものと

はそのまま重なってはいない。フィヒテの初期知識学においては、「絶対的自我」は一

義的ではない。「絶対的自我」は、一方では、われわれの経験的自我の根底にあるもの、

あるいは、意識を可能にする根拠になるものであり、他方では、経験的有限的自我の実

現すべき理念としての無限的神的自我でもある。シェリングは当時からフィヒテのよき

理解者として知られていたといわれるが、『哲学の原理としての自我について、または

人間知における無制約者について』(1795年)を読み解いていくと、フィヒテとは異なる
「絶対的自我」がみえてくる。そこではフィヒテのようにではなく、ある意味、より明

快な形で、「絶対的自我」はすべての実在性をうちに含むひとつのものと解釈されてい

る。「絶対的自我」は無限的な神的な自我と捉えられている。シェリングにおいては、

「絶対的自我」が、「自我」と「非我」を本来同一的で存在自体として相互に共通性を

もつものと位置づける役割を果たしている。「絶対的自我」が契機となって、フィヒテ

的な「非我」ではなくて「自然」が成り立つ可能性が開けてきているのである。 
このようなシェリング独自の形態の「絶対的自我」がシェリングの自然論を原理とし

て支えている。今回は、遠回りではあるが、『哲学の原理としての自我について』(1795
年)に示されている構図を読み取って、シェリング自然論を支える原理を明らかにしな
がら、カントの「反省的判断力」を再考してみたい。 
 
Von der reflektierenden Urteilskraft in Kant 
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カントの「目的論」 
 

細谷章夫（鹿児島県立短期大学名誉教授） 
 
第三批判におけるカントの目的論における基本的な考え方を示すのがこの発表での

主旨である。第一批判においてカントは科学的認識がどのような性格のものであるかを

解明した。簡単にいえば、それは感性と悟性の働きによる、ア・プリオリな直観と諸カ

テゴリーによって構成されるものであった。それに対して目的論はそのような厳密な意

味での認識ではない。そのことをカントは科学的認識の正確を第一批判で論究したのと

同様に、この第三批判において、目的論の性格を認識論的に追求する。カントが目的論

を統制的原理に基づくもの、あるいは反省的判断力によるものと述べるとき、それは認

識論的な特色づけなのである。 
ところでカントは目的論が適用されるものとして、自然全体および有機的存在者を考

えた。動植物に見られる有機的存在者に目的論的な視点が必要なのはいうまでもない。

しかしそれを自然全体にも目的論を適用しようとするとき、明かに両者には相違が存在

する。その違いをカントはどのように説明したのか、そのことが論ぜられる。 
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カントにおける倫理神学の構築 
 

矢口 正史（東北大学） 
 
 カントは『純粋理性批判』超越論的感性論において自然神学について言及し、時間・
空間の超越論的観念性を根拠として神とは時間・空間的な存在ではないことを示唆した。

三批判書出版とほぼ同年代の講義とされるカ－ル・ペ－リッツ編『カントにおける哲学的

宗教論の講義』の存在神学では、一切の感性的なものが神の認識から遠ざけられ、「神

は物それ自体」とされた（ただしカントはそこで我々の認識の限界性を述べたに過ぎな

かったと考えられるのだが）。 
そしてカントは『純粋理性批判』弁証論において時間・空間無き無制約者を定立し、

そこに自由の理念を定立する。さらに『実践理性批判』において最高善から神を要請し

道徳的神学を構築した。 
先行二批判書の批判哲学は『判断力批判』に至って認識の多重化となって顕れる。す

なわち「美感的判断力の批判」において、悟性の合法則性の原理による自然法則の認識

に対し、多重的に美感的認識能力が加わり、さらに自然に対する崇高の理念による道徳

的認識能力が加わる。こうして感性形式と悟性形式による自然法則的認識に対して、美

感的認識と理性の道徳的認識が多重的に加わることを通して、カントは主観内における

反省的判断力のア・プリオリな合目的性の原理を明らかにしていく。つまり人間の認識

能力の深さと限界性を叙述していくのである。以上の認識能力の構造に対して、さらに

「目的論的判断力の批判」において目的論的認識能力が多重的に加わり、人間の認識及

び判断能力は『純粋理性批判』で述べていた感性形式と悟性形式による自然法則的認識

に、美観的認識、道徳的認識、目的論的認識と深みを加えていくのである。そして、上

述した認識能力の多重化は「目的論的判断力の批判」の補遺において次の通り展開する。 
すなわち「世界の現存在の究極目的」によって、＜認識主観内に構築される自然法則

により成立する世界＞の現存在の究極目的は、道徳法則のもとにある理性的存在者の現

存在であること（換言すれば、我々人間の道徳法則に基づく行為であること）が提示さ

れる。 
こうした「世界の現存在の究極目的」の考え方は、自然法則と究極目的である道徳法

則の、主観における結合の思想であると言えるであろう。なぜなら自然法則と究極目的

の結合は、主観における反省的判断力のア・プリオリな合目的性の原理の媒介によって

成立することが、三批判書の体系構成（『判断力批判』序論）から見て取れるからであ

る。そしてカントは自然法則と道徳法則の結合によって、上述した多重的な媒介をなさ

しめ全自然を従わせうる道徳的世界原因を想定した。彼は、以上述べた結合と道徳的世

界原因の考え方を、『判断力批判』において「倫理神学」と称したのである。 
 
Die Konstruktion der Ethikotheologie bei Kant. 
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ニヒリズムに抗して 
―スピノザ倫理学とカント倫理学のあいだ― 

 
伊古田 理（千葉工業大学） 

 
渋谷治美氏はその論文「カントにおける価値のコペルニクス的転回」のなかで、「道

徳ニヒリズム、価値ニヒリズムこそがカントの思想闘争の明白な批判対象だった」(p.25)
と指摘し、そのうえでこうしたカントにとってスピノザの「自由ニヒリズム」が「隠れ

た難敵」である、とする。しかしながらカントが「理性の事実」という術語で狙おうと

した水準は「理性は道徳法則によって「自由に」意志を決定することができる」であっ

たが、実際に残るのは、自らが自由に意志を決定できる「と当の理性は〈自由に〉思う

ことが現にできる」といった、いわば擬似的な準〈理性の事実〉だけであり、と論じ、

これは「まさに予めスピノザから嘲笑されていた児戯に等しい目出度さを事後的に繰り

返したものにすぎない」(p.37)と評する。 
「理性の事実」という論法にひそむ危うさを剔決したこの論文の意義について否定す

るつもりはない。ただ、ここで考えてみたいのが、氏の引きあいに出しているスピノザ

とカントとの相違についてである。 
周知のように、スピノザの存在論では、すべてのものごとは必然性の様相のもとにあ

るとされ、「なしうる」ないしは「なすべきである」といった様相概念は、たんにわれ

われの認識が不完全であることに由来するものであって、ものの実在的な存在様式を意

味するものではない、とされる。しかしカントの実践哲学は、「現にある」自然に対す

る立法を問題とする理論哲学に対して、「あるべき」自然への立法を課題とするもので

あり、この様相概念のずれがカント倫理学の依って立つ存在論的地平なのである。 
スピノザとカント、それぞれの倫理学が依拠する存在論がまるで違うことは、明らか

である。だが、この違いは具体的にそれぞれの倫理学に、結果として何をもたらしてい

るのだろうか。この点をめぐって、本発表はとくに「希望」の概念に光をあてて考察を

試みる。 
スピノザは人間の立場からの未来のものごとに対する感情である「希望」に積極的な

価値をおかない。むしろそれは、必然的なものをめぐる理性の知によって克服すべきも

のでしかない。これに対してカントの「希望」は、理論知と実践知の及ばない「対岸の

見えない深淵」を媒介しようと試みる。これは、カントにとっての「価値」の問題は、

理性のもたらす「知」のみによって解決されるものではないことを意味する。 
では、「希望の倫理学」としてカント倫理学を性格づけるとすると、その基本的な考

えかたの構図は どうとらえられるか。この点を明らかにするために、以下の考察では、
とくにスピノザとの比較を通して 
(1)「希望の倫理学」としてのカント倫理学にとってその様相概念が意味するもの 
(2)「価値」の問題が理性の「知」の地平に収まらないことの意義についての考察を試
みる。 
 
Against Nihilism 
!Between the Ethical Thought of Spinoza and That of Kant ! 
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概念史研究!

―その意義と限界―!
!

中澤 武（早稲田大学） 
 

カントの感性（Sinnlichkeit）概念とは何であったのか？ ――この問いは歴

史的性格を有し、その一義的な解答は困難である。それ故、拙著『カントの感

性概念 Kants Begriff der Sinnlichkeit』は、きわめて単純な疑問から出発しつつも、
広範な原典資料の調査分析を必要とした。その際とくに概念史研究については

視点の多元性が特徴であり、従来の概念史研究とは一線を画する。従来の概念

史研究ではほとんど顧みられなかった資料の分析により、18世紀の「感性」の
背後に複雑な歴史的情景が浮かび上がる。 
従来の概念史研究によれば、Sinnlichkeitは中世から近現代に至る「時代を越
えた zeitlos」伝統的哲学用語である。このテーゼは、歴史的文脈に依存せず、
一元的・絶対的な主張である。だが当時の文献を渉猟し、18世紀ドイツの知的
指導者たちのネットワークに沈潜するとき、この種の歴史像は疑念の対象とな

る。概念史の移行期である 18世紀の実相を一元的に再構成することはできない。
その「豊かな混沌」を照明するためには、歴史的文脈に依拠した研究姿勢と、

多元的で相対的な視点が必要になる。 
主として 17～18世紀の辞書・事典類を収集分析し、概念史・言語史・源泉史
にわたる原典資料を検討した結果は、①ドイツ語の「感性」が 18世紀には比較
的まれな術語であり、②その用例は多様な意味をもち、③理論的意味では 18
世紀末に至るも一般には受け入れられず、むしろ実践的理解が主流であったこ

と、および④「感性」の一般化には、カント哲学よりも、むしろ例えば美学・

人間学・言語哲学といった 18世紀半ば以降の学問が大きな役割を果たしたこと
等である。 
カントの感性概念は、繊細な用語法についても事柄の複雑性についても、18

世紀ドイツ啓蒙の特殊事象である。すでに 1770 年のラテン語論文が、感性
（sensualitas）概念に明確な輪郭を与えている。後の批判期著作における感性概
念は、ラテン語による術語なしには考えられない。したがって、前述の問いの

答えは、ラテン語哲学用語の歴史の中に求められる。たとえば、それはライプ

ニッツの表象分析論に始まり、ヴォルフの体系を経て A. G. バウムガルテンの
形而上学に至る、感性的認識の理論の伝統である。 
研究の体系性について概念史研究の原理的限界を指摘し、提題を終わる。!
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概念史研究の意義と課題 

 
山根 雄一郎（大東文化大学） 

 
今日、当該分野の基本的情報源として身近な『岩波 哲学・思想事典』（1998
年）は、「特に基本概念の意味内容の歴史的変遷や逆転現象に留意した「概念史」

的な記述を重視する」ことを編集方針のひとつとした（「序文」）。括弧付きの「概

念史」である以上、普通名詞ではなさそうだが、本文には立項されず、索引に

も採られていない。それは自明であり、改めて「概念史」的に解説するに及ば

ないと判断されたのであろうか。   
それから僅か 10年を隔てて完結した中公版『哲学の歴史』（全 12巻、別巻 1。

2007-08年）では、「概念史ではない哲学史」の提示が意図された。この意図は、
「当該の哲学者が、なぜある課題（群）に取り組むようになり、ある方向へと

思索を進めていったのかが、哲学者が生きた時代の、政治、宗教、産業・経済、

文化、科学、そして何より多様な階層の人々の多様な暮らしのありようとのつ

ながりにおいて理解できるような叙述」によって、実現される（別巻 126-127
頁）。このような「叙述」は、「概念史」とは異なるアプローチにおいてこそ達

成可能だと考えられたわけである。 
以上のように、片や前世紀末には、大規模かつ総合的な思想事典を特色づけ、

片や今世紀初頭には、やはり大規模な哲学史叙述が今度は言わばその乗り越え

を目指した「概念史」とは、何であろうか。そもそも両者は同じものなのであ

ろうか。実際、「概念史」において何を理解するかは必ずしも一定でない。近年

のドイツでは、「数多の微妙な含意を背負わされた「概念史 Begriffsgeschichte」
という語を引っ張り出すことは、不必要であり、得策でもないように思われる」

という見解すら聞かれるほどである（W. Schröder）。 
ほぼ同時並行で刊行された二つの概念史事典、すなわち『歴史的基礎概念』

（全 8巻、1972-97年）と『歴史的哲学事典』（全 12巻、1971-2004年。索引巻
は 2007年）が完結し、企画発足時の編者たちが鬼籍に入った今、「概念史研究
の意義と課題」について客観的に考察し得る環境がようやく生まれたと見るこ

ともできるかも知れない。本報告では、「概念史」が元来は「社会史 
Sozialgeschichte」研究との関連において導入され追究されたことにも注意しつ
つ、話題提供を試みることにしたい。 

 
!
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自我と世界の「ぼろつくろい」
『朝永三十郎と「カントの平和論」』補綴

芝崎 厚士
（駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部）

本報告の目的は、哲学史家朝永三十郎(1871-1951)、特にそのカント解釈に注
目した報告者による『近代日本の国際関係認識 朝永三十郎と「カントの平和

論」』（創文社、2009年）を中心に、「忘れられた学者」であった朝永三十郎研究
によって得られた今後の研究の展望や可能性を提示し、参加者の皆様のご意見、

ご批判を仰ぐことにある。 
報告者は第一義的にはカント研究者ではなく国際関係研究者であり、国際文

化論、国際関係思想史といった分野を専門領域としている。朝永三十郎は第一

義的には国際関係研究者ではなく、哲学、哲学史研究者である。したがって、

本研究はカント研究者ではない国際関係研究者が、国際関係研究者ではない哲

学（史）研究者のテクストから国際関係研究にとって重要な意義を見出そうと

して遂行されたことになる。しかし、結果として朝永から見出したことは、狭

い意味での国際関係研究や哲学（史）研究の範囲を超えた、世界のあり方をど

う認識し、理解するかという「世界のできあがり方」をめぐる「歴史の歴史」（宮

澤賢治）の発見であったのである。 
朝永三十郎は、国際政治学、国際関係論だけでなく、哲学史、思想史におい

て学術研究の対象となったことはほとんどなかった。こうした状況において朝

永を研究対象に選んだことによって、第一にまず朝永三十郎とは誰であり、何

であったのかを明らかにする必要があった。第二に、第一の点をふまえ、朝永

三十郎の著作から見出された、国際関係研究者からみて重要な含意を明らかに

していくことになった。 
第一の朝永その人自体の意義は、単なる哲学、哲学史の導入、概説、紹介に

一見見えた朝永の著述は、「近代日本の哲学的形成」と表現できるような、近代

日本・近代日本人の主体形成に大きく貢献する「文脈設定者」としての役割を

果たした点にある。第二の意義は、朝永が近代における「自我と世界」の関係

を定式化しようとした際に＜自我・国家・国際関係＞と表現できる、主体とし

ての自我、主体としての国家が相互参照的に連環することで成り立つ世界構成

を定立した点である。前者の焦点となったのが『近世に於ける「我」の自覚史』

(1916)であり、後者の焦点となったのが『カントの平和論』(1922)であった。 
本報告では、第一に報告者がなぜ、どのような目的から朝永を取り上げたの

か、第二に、具体的に朝永とそのテクストの分析を通して得られた帰結、第三

に研究の結論とその含意、第四にそこからさらに問いうること、問うべきこと

について順を追って論じ、問題提起を試みる。カント研究者の皆様からみた朝

永像と、カントの「門外漢」である報告者からみた朝永像とが交錯することで、

双方にとって意義のある議論の場となれば幸いである。 
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いま朝永三十郎の『カントの平和論』を読むことの意義 
 

寺田俊郎（上智大学） 
 
芝崎厚士氏の近著『日本の国際関係認識――朝永三十郎と「カントの平和論」』

は、朝永三十郎の『カントの平和論』を、近代日本の国際関係認識が歴史的に

形成される過程として読み解くという、ユニークな試みである。芝崎氏の主張

の要点は、私が理解しえたかぎりでは、次のようなものである。国際関係認識

とは「国際関係とは何か」という問いをめぐる思考を規定する思考の枠組みの

ことであり、「世界のできあがり方」にかんする理解のことである。これは国際

関係を対象とする諸研究の前提ともなるべきものだが、これまであまり研究さ

れてこなかった。近代ヨーロッパにおいて国際関係認識を大きく規定してきた

のはカントの平和論に顕著に見られる考え方であり、「自我・国家・国際関係」

と集約的に表現される。そのカントの平和論に時代的な関心に即しつつも哲学

的に誠実に取り組んだ朝永の読みを、近代日本における国際関係認識の形成過

程として読み解くことができる。そして、その国際関係認識の歴史性を自覚す

ることこそが、よりよい世界を構想するために重要である。 
この芝崎氏の論考から刺激を受けつつ、おおよそ次のような問いを中心に論

じてみたい。芝崎氏のいう国際関係認識の研究をたんなる思想史の研究と区別

するものはなにか、という問いである。その問いは、カントの平和論が国際関

係認識を規定する枠組みとして機能してきたこと、そして、朝永がその枠組み

を日本に導入し、南原繁から最上敏樹に至る論者たちがその枠組みのもとで論

じていることを明らかにすることは、現代のわれわれが新たな国際関係認識を

形成してよりよい世界を構成することに、どのようにつながるのだろうか、と

言い換えてもよい。芝崎氏の論考から読み取られる一つの答えは、ある国際関

係認識の歴史性を明らかにし、その思考の枠組みを相対化することが、新たな

枠組みの形成を促す、というものであろうが、それだけならばやはり思想史の

研究で十分であり、国際関係認識論という新たな方法論をあえて模索するまで

もないようにも思われる。むしろ、カントの平和論を自ら読み、また朝永とと

もに読むことには、たんに特定の思考の枠組みを獲得するにとどまらない、哲

学という営みそのものの意味があり、それがこれからの新たな国際関係認識の

形成につながると考えられるのではないだろうか。このような問いの立て方は、

国際関係認識論を「哲学の哲学」に準える芝崎氏の問題意識からもそう遠くな

いはずである。 
 



日本カント協会第 36回学会
シンポジウム

-  - 23 

ヘノロジカル・カント 
 

福谷 茂（京都大学） 
 

カントと形而上学というテーマが立てられることは珍しくない。しかし「存

在論的カント解釈」をはじめとする従来のアプローチは、カントと哲学史との

連関を浮かび上がらせることにはたして成功していたであろうか。残念ながら

形而上学という角度からのカントへのアプローチはカント研究を形而上学の歴

史という大きな世界へと解放する役割を果たしてこなかったように見えるので

ある。 
これは従来の形而上学史観が持つ欠陥に由来する。従来の見方においては、

プラトン主義であろうがアリストテレス主義であろうが、結局のところ形而上

学の根本問題を存在あるいは存在者として捉えている。形而上学の問題は「何

ゆえに無ではなく有があるのか」とシンボライズされてきたのである。存在者

こそが形而上学のテーマであるということだけは前提とされてしまっていた。 
しかしそもそも、「存在論 ontologia」という語自体が 17世紀の新造語であり、
その背景にあるのはスアレスの第 2 スコラ哲学である。それを継承して誕生し
たドイツ講壇哲学は媒介を重ねたきわめて特異なタイプの形而上学であり、本

来の形而上学はけっして存在論に尽きるものではない。カントを理解するうえ

で参照されるべき形而上学は「存在論」だけではないのである。 
それでは本来の形而上学とはいかなるものか。ここでヘノロジーというター

ムを導入しなければならない。ヘノロジー（henology）は「ト・ヘン」、すなわ
ち「一（者）」に関する学であり、新プラトン主義を形容する術語であるが、さ

らに広く存在ではなく「一（者）」をこそ形而上学のもっとも根源的な課題とみ

なす立場をさす用語として各国で使われ始めている。形而上学の歴史を存在で

はなく「一」の思考とみることでまったく違った、そしてより射程の長い歴史

が見えてくるのである（この点に関しては、科学研究費基盤研究(C)「形而上学
史再構築のための基礎的研究 – カント《Opus postumum》への道」の専用サイ
ト http://modephil.ivory.ne.jp/ を参照）。 
ところでカントのテクストを読むとき、われわれはそこで「一」と「多」と

いう図式が純粋悟性概念の演繹というきわめて重要な箇所で登場してくること

を見出す。この箇所で EinheitとMannigfaltigkeitという言葉が頻出すること、そ
して演繹の成否が両者の関係付けにかかっていることは誰しもが確認せざるを

得ないことであろう。演繹こそは「一」と「多」の関係という形而上学の根本

問題にカントが新プラトン主義の諸家に劣らぬ精密な思考を加えた箇所にほか

ならない。カントがヘノロジーの系譜に属することがカントをしてカントたら

しめたのである。演繹にとどまらず、カント哲学のさまざまな場所でヘノロジ

ーの発想は姿を現している。 
以上を踏まえ、「ヘノロジカル・カント」という視点がカント解釈に必要なこ

とを論じたい。  
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カントと「形而上学への恐れ」（仮題）

石川 求（首都大学東京）

「神においては存在と本質とは同じである」（トマス）、あるいは「実体はその

本質に存在を含む」（スピノザ）。このような伝来の文章にいまだもって馴染め

ずに悶々としつづける私のような者にとって、カント哲学は（憩えるかどうか

は別にして）数少ない息抜きの場である。ただしそれもほんの束の間、存在や

本質をめぐる例の論議はすぐに再開のゴングが鳴らされてしまう。この意味で、

わずかな例外を除いた西洋哲学史とは形而上学の歴史いがいの何ものでもなか

ったのではないかとさえ思える。 
「形而上学への恐れ Furcht vor Metaphysik」あるいは懸念―この言葉は 20
世紀前半に活躍し（て物議もかもし）た生物学者にして哲学者いな形而上学者

のハンス・ドリーシュ(1867-1941)がカントの思惟傾向をなにげなく評したもの
である。彼はカント哲学において（たんなる部分の集合や総和を超えた）真の

意味での「全体性 Ganzheit」が考え抜かれていないことに不満を表明した。この
批判が、同時代のナチズムによるいわゆる“全体主義”思想や、これに同調した当
時の“全体論”的なカント研究と一線を画すのは、ドリーシュが、全体性とは

ひっきょう「個体性 Individualität」の確立であることを鋭く洞察していたことに
ある（ちなみにドリーシュはユダヤ人ではないが、ナチスを嫌い、ナチスから

も嫌われる平和主義的コスモポリタンとして早々と公職を追放された）。なるほ

ど、カントの認識論には存在や本質だけではなく、個体についての理説もどう

したわけかない。 
最も単純な個が最も豊かな全体と密に連関するという（あえて言えば）神秘

や玄義に思索を傾注した世紀の哲人なら、カントのすぐ前と後にも二人いる。

ライプニッツとヘーゲルである。前者は「魂すなわちエンテレケイア」の「豊

かな単純さ」を語り、後者は「概念」を「最も豊かなものでもある単純」と表

現した。「ヘン・カイ・パン（一にして全）」とはなにも汎神論者だけの専有物

ではなかった。 
ではカントはどうだったのだろう。もちろん違っていたのだ、と本提題は立

場上？苦しまぎれにも言わなければならない。手ごわい双璧に歴史上はさまれ

た形のカントにおいて、それでは概念とは何だったのか、どうあるべきであっ

たのかに照準を合わせつつまずこの両人と比較対照することにより、形而上学

の太い流れに棹をささなかった彼の偏屈かつ孤高な側面をあえてクローズアッ

プさせてみたい。  
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現代の分析形而上学における若干の「カント的」概念について 
 

柏端達也（慶応義塾大学） 
 
現代のとりわけ分析哲学の文脈において「カントと形而上学」というテーマ

を、真面目に、文字どおり扱おうとしたとき、いくつかの初歩的な困難に突き

当たるように思われる。すなわち、まず (1)「形而上学（metaphysics）」の語が
多義的で非常に広い意味をもつ、というおなじみの問題がある。カントを論じ

る文脈で登場しうる「形而上学」と、分析哲学において用いられる「形而上学」

の語のあいだに、どれほどの、どのような共通性があるかが明白でないのであ

る。それらは一つの文脈のもとで捉えるのが困難なほど意味を違えているかも

しれない。また他方で、(2) カント哲学の影響が今日（当然のことながら）あま
りに深く、広範囲に及んでいるという事実がある。分析哲学の伝統もその例外

ではない。カントの影はいたるところに浸透しており、それゆえかえって、カ

ントからもっぱら引き継いだと言えるような特定のトピックを見つけだすのが

容易でなくなっている。 
(2) に関して、現代の分析的な形而上学の議論にカントが比較的明確な仕方で
登場する例をもし探すとすれば、空間論（たとえば右と左に関する議論）や、

自由意志をめぐる議論などが思いつかれる。（もちろん他にも探していけばある

だろう。Van Cleve の丁寧な指摘を参照すれば分かるように。）もっともそれら
が、カント解釈として精確な仕方での登場であるかどうかは別問題であるし、

論争の当事者にとってもおそらくそれは第一の関心事ではない。このシンポジ

ウムの提題のなかで私は、あらたな一例として、近年の分析形而上学において

なされている「世界」に関するある存在論的な
．．．．．

議論を取りあげたいと思う。そ

れは、一元論のいくつかのバージョンをめぐる議論であり、そこにおいては「物

自体」や「カント的」といった語が些細でない仕方で用いられているように見

える。その議論を一例として検討することにより、現代の（つまり現代的な意

味での）形而上学に、カントの議論が具体的にどのように関わりうるのかを見

定めたいと思う。もとより私はカントの専門家でないため、見当を外している

かもしれない。もしも一連の議論がカントの哲学とじつはあまり関係のないも

のであるなら、その点をご教示いただければ幸いである。 
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