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日本カント協会 
第３９回学会 

 

日時： 2014年 11月 22日（土）  

場所：岡山大学・津島キャンパス  

住所：〒 700-8530 岡山市北区津島中 3丁目 1番 1号  

 

＊会場までの詳細等は、プログラム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（文法経講義棟 1F 15 番講義室）  

1: 10:00～ 10:40 五十嵐涼介：無限判断と存在措定  

2: 10:40～ 11:20 栗原  拓也：前批判期における二つの観念論  

3: 11:20～ 12:00 浜田  郷史：物体は重さを持つという判断について  

 ―『純粋理性批判』「第二類推」論の原因性論証―  

4: 12:00～ 12:40 岩井  拓朗：直観の形式と綜合の関係について  

     司会者：鈴木崇夫［第 1・ 2発表］・木阪貴行［第 3・ 4発表］  

 

B 会場（文法経講義棟 1F 12 番講義室）  

1: 10:00～ 10:40 井上  英昌：法則に対する尊敬の感情と道徳的動機づけ  

2: 10:40～ 11:20 南  翔一朗：『宗教論』における Willkür の概念とその由来  

3: 11:20～ 12:00 湯浅  正彦：自由な行為の〈時機
と き

〉としての「いま、その瞬間」  

              ―「第三アンチノミー」解釈への一視角―  

4: 12:00～ 12:40 細谷  章夫：カントの道徳哲学における｢ア･プリオリ｣な概念について  

     司会者：新田孝彦［第 1・ 2発表］・大橋容一郎［第 3・ 4発表］  

 

C 会場（文法経講義棟 1F 17 番講義室）  

1: 10:00～10:40 大熊  洋行：バウムガルテンの技術論－発見術をめぐって  

2: 10:40～11:20 山浦  雄三：カントの合目的性の議論をホワイトヘッドから読み解く  

司会者：御子柴善之  

 

 

＊昼食は生協食堂（マスカットカフェテリア、ピーチカフェテリア）、学内セブンイレ
ブン、大学周辺の飲食店などをご利用ください。  
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【午後の部】 
 

１２：４０～１３：３０   委員会（１号館 1F 105 号室（セミナー室 1-1））  

 

１３：３０～１４：３０   総会（文法経講義棟 1F 14番講義室）  

  

    議長選出  

    会長挨拶  

    会務報告  

    14年度決算報告  

    会計監査報告  

    15年度予算案  

    会費滞納者対応の件  

    編集委員会報告  

    第 9回濱田賞授賞式（受賞者：宮村悠介）  

    次年度開催校挨拶  

その他  

 

１４：３０～１６：００  

共同討議 1 「カントと教育の問題」（文法経講義棟 1F 12 番講義室）  

討議者：藤井基貴、鈴木晶子（非会員）  

司  会：三谷尚澄  

 

共同討議 2 「ドイツ啓蒙主義とスコットランド啓蒙主義」（文法経講義棟 1F 14 番講義室）  

討議者：長田蔵人、福田喜一郎  

司  会：福谷茂  

 

１６：００～１８：３０  

シンポジウム「カントと最高善」（文法経講義棟 2F 20番講義室）  

提題者：田原彰太郎、山本精一、牧野英二  

司  会：渋谷治美  

 

１８：４５～２０：４５  懇親会（ピーチユニオン 4Fレストラン）  

会費：１人  4,000円  
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日本カント協会第 39 回学会  

一般研究発表（A 会場）  

 

無限判断と存在措定  

 

五十嵐涼介（京都大学文学研究科修士課程）  

 

 本発表の目的は、カント哲学における論理学の区分と、二つの否定的判断の関係を検討

することである。周知の通り、カントの判断表における質の判断には肯定判断、否定判断、

無限判断の三つの分肢が存在している。このうち、否定判断はコプラ否定であるのに対し

て、無限判断は述語否定であるとされる。さらに無限判断は、超越論的論理学においては

一つの分肢をしめるけれども、一般論理学においては肯定判断、もしくは否定判断と同一

視されるという特殊な性質を持っている。しかしながら、この判断が他の二つの質の判断

とどのような意味で異なっているのか、さらにこの差異が二つの論理学とどのように関係

しているのかについてはこれまで十分に解明されているとは言えない。  

 無限判断の解釈を巡っては石川文康、石川求両氏の間での論争がある。この論争におけ

る最大の争点は、無限判断における否定的な述語が、例えば熱さに対する冷たさのような

反対概念の積極的な定立を含むのか（石川文康説）、それともあくまで否定的な意味にとど

まるのか（石川求説）という点にある。しかしながら、石川文康説では、石川求による批

判にあるように、『純粋理性批判』の一部の記述を整合的に解釈できない。これに対して、

石川求説ではテキストとの整合性は保たれるものの、否定判断と無限判断の区別が不可能

になるという難点が存在している。  

 本発表では、上述の論争のように述語に着目するのではなく、主語に目を向けることに

より整合的な解釈を与えることを試みる。カントの論理学体系は基本的にはアリストテレ

ス以来の伝統的な名辞論理の一形態とみることができる。したがって、すべての判断は主

語の存在措定を含んでいる。これを踏まえると、否定判断と無限判断の差異を否定の作用

域の違いとして解釈することができる。すなわち、否定が存在措定を含んだ判断全体に作

用しているのか（否定判断）、それとも単に述語にのみ作用しているのか（無限判断）とい

う差異である。そして論理学の区分と無限判断の独立性の関係については、一般論理学と

超越論的論理学の差異を論理的意味論の違いとして解釈することにより、無限判断が超越

論的論理学においてはじめて独立した意義を持つ理由を説明する。  

 

Infinite Judgment and Existential Presupposition  
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日本カント協会第 39 回学会  

一般研究発表（A 会場）  

 

前批判期における二つの観念論  

 

栗原拓也（筑波大学大学院）  

 

 本発表では、前批判期における観念論批判を検討することによって、当時のカントが観

念論をいかなる主張として理解していたのかを示したい。そこで明らかになるのは、前批

判期には異なる二つの観念論が論じられていたということであり、またその一方の観念論

がカントを『純粋理性の批判』の観念論批判へと導いたということである。  

 『新解明』（ 1755）においてカントは、内的変化の原因として外的対象が魂の外に存在

していなければならないことを証明し、同時にそれが観念論の論駁になると言う（ Vgl. 

I.411）。外的対象の存在証明によって論駁されるということは、ここで観念論は外的対象

一般の存在を否定するものとして捉えられているのである（本発表では、この意味で解さ

れた観念論を「外的対象の存在の観念論」と呼ぶ）。この場合には、魂の外になんらかの外

的対象が存在していることを証明したカントの議論は有効な論駁となるだろう。しかし、

1762 年から 64 年の間に書かれたと考えられている『ヘルダー形而上学』では、異なる観

念論が考察されている。  

 『ヘルダー形而上学』において問題とされる観念論とは、「私たちの外にある物体のすべ

ての感覚は、単に私たちのうちにある」（XXVIII.42）ということに基づいて、あらゆる外

的対象を表象とみなすような立場である。つまり、私たちが感覚を介して外的対象を認識

する場合、感覚は私のうちなる表象にすぎないのだから、それが私の外に存在する外的対

象と実際に対応しているかは疑わしいというのである（このことをカントは夢を例に挙げ

て説明している）。すなわち、ここでの観念論は、認識が対象（実在）と対応するという意

味での、外的感覚の実在性を問題にしていることが分かる（こちらの観念論を「外的感覚

の実在性の観念論」と呼ぶ）。この観念論に対しては、『新解明』のように外的対象の存在

を証明しても意味が無い。というのも彼らは、私の外に何かが存在しているのかどうかを

問題にはせず、私の持つ外的感覚が錯覚でないとは保証できないと主張しているからであ

る。カントは、この観念論を論理的に論駁することはできず、他者との同意や自らの確信

によってのみ論駁しうるとする。  

 観念論に抗するこの確信は、『就任論文』（ 1770）における知性的認識によって裏打ちさ

れることになる。カントによれば、主観の特殊な性質に依存する感性的認識と違い、知性

的認識は「あるがままの実在の表象」（ II.392）である。それゆえ、外的感覚によって外的

対象に関する実在的な認識を得られないとしても、知性的認識によってそれを得ることが

できることになる。  

 しかし、1772 年 2 月 21 日ヘルツ宛の書簡において、カントは知性的認識の可能性を再

考するに至った。このとき初めてカントは、知性的認識に依拠せず、いかにして外的対象

についての実在的な経験が可能であるかという問いに直面したはずである。外的感覚の実

在性の観念論が主張するように、もし外的感覚が実在性を持ちえないならば、私たちは外

的世界（自然）についての認識を拡張することができなくなってしまう。こうして、経験

を可能にする制約としてア・プリオリな綜合的認識の可能性を追求する『純粋理性の批判』

においても、この意味での観念論を批判することが重要な課題となるのである。  

 

Die zwei Idealismen in der vorkritischen Phase  
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日本カント協会第 39 回学会  

一般研究発表（A 会場）  

 

物体は重さを持つという判断について  

――『純粋理性批判』「第二類推」論の原因性論証――  

 

 浜田郷史（上智大学大学院哲学研究科博士後期課程）  

 

 本発表は、カント『純粋理性批判』（以下『純理』）「原則論」「第二類推」を、「重さ」お

よび「モメント」という自然科学の概念を手掛かりとして読み解こうとする試みである。

同所で使用される｢因果性｣｢原因性｣等の鍵概念とは異なるが、「重さ」の概念も『純理』に

たびたび登場する。「分析論」では、「物体は重さを持つ」という判断は「経験的」かつ「偶

然的」でありながら「客観的」であるとされ、物体と重さという概念の結合は統覚の超越

論的統一の原則に従って導出された原理に従っているとされる（B142）。また、前批判期

の自然論の中で、例えば『活力測定考』では、「重さ」はただ経験的な圧力だけでなく、落

体の加速度運動を引き起こす原因として、物体が持つ重力でもある。カントの「重さ」は、

ガリレイの実験に端を発する、「経験的原理」に基づく自然科学を問い直すものとなる。な

ぜなら、前述の「重さ」は、単なる経験的概念ではなく重力という理論的概念とも見なさ

れるからだ。  

 ガリレイの後期著作である『新科学論議』では力の議論を最小限にし、更に速度と時間

の関係を直接に距離と見なさない。速度の連続的変化は一定でなければならず、例えば加

速度運動を区間求積法に基づいて一様と見なせる運動力の働きによって近似するという視

点を開くことはない。その意味で、ガリレイの力学は経験的物体に共通で一様と前提され

る重力に限定された、地球表面上の力学にとどまってしまうことにもなる。  

 他方で『純理』に目を転ずると、加速度運動は速度の連続的変化と考えられるが、カン

トは、知覚先取の原則において、変化の連続性が数学的明証性を持って論証されるのは、

「経験的原理」に基づく「変化一般の原因性」が超越論的哲学の「限界外にはない」とさ

れる限りであるという (B213)。だが後に「一般自然科学」で得られるような一様な重力と

いう「経験的原理」を先取することは『批判』にはできないだろう。すると経験的原理で

ある重力が「原因性」として超越論哲学に内在するかどうかという問題は、力の連続性が

アプリオリな「原因性の原則」となりうるかということに絞られてくる。というのは、力

学的原則つまり「第二類推」が変化の連続性を、経験の可能の条件であると超越論的に論

証しないなら、数学を重んずる限り、連続性の概念は重力の働きとして経験的原理とされ

ることの望めない単に数学的な連続となってしまうからである。  

 「第二類推」において、カントは力の一様かつ連続的な働きを「モメント」と呼ぶ。そ

れは単に現象や時空の連続性ではない。「モメント」は変化に含まれているのではなく変化

が「結果」となるようなその原因であり、それ自体が「量」である。カントが変化に因果

連結の法則というアプリオリな視点を導入したことは、現象と現存在の必然的関係とされ

る力学的法則を介して、速度変化の記述に際しての数学的、恣意的性格を排したものと読

まれ得る。カントのモメント論を、瞬間速度である加速度を測度とするものとして読み解

くことにより、本発表は「第二類推」論の取った超越論的視点の特徴を考えていきたい。  

 

Der Körper ist schwer: Kants Beweis des Gesetzes der Causalität in der Zweiten Analogie  
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日本カント協会第 39 回学会  

一般研究発表（A 会場）  

 

直観の形式と綜合の関係について  

 

岩井拓朗（東京大学大学院）  

 

  本発表の目的は直観の形式と悟性のはたらきである綜合との関係を明らかにすることに

ある。その際に本発表が主題的に扱うのは空間と綜合の関係である。  

 周知のように『純粋理性批判』においてカントは直観の形式と綜合をそれぞれ感性と悟

性に由来するものとして別々に導入している。異なる能力に由来するとされていることか

らして、直観の形式と綜合の二者は私たちの認識活動における役割の観点から区別される

ものだと言える。感性と悟性の対比に基づくならば、認識の対象が与えられる場面と、概

念を使用し判断を下す場面にそれぞれの典型的な役割が求められ、これによって二者は区

別されるように思われる。しかしカントが最終的に提示する認識活動の分析が、この二者

の接近によって与えられているのもまた事実である。いわゆる「演繹論」や「直観の公理」

などに代表されるように、カントは直観の形式としての時間空間に何らかの形で綜合を関

与させている。それでは役割の観点からは区別されながらも、これら二者が関わるという

事態はどのように考えられるべきか。対象が与えられる場面に判断のはたらきを見出すこ

とは何を意味するのか。これが本発表の扱う問題である。  

 この問題はまた次のような背景ももっている。マクダウェルが Mind and World で提示

した解釈によって、『純粋理性批判』で与えられた認識活動の分析を概念主義的に理解する

方針が開かれたと言える。この方針が重視するのは、対象が与えられる契機としての感性

の段階にも判断に象徴される概念使用の能力である悟性のはたらきを認めるというカント

の着想である。これによってカントの与える分析は、概念を使用する能力を中心にして認

識活動を説明するものとされる。しかしながら、現代の様々な論点に示唆を与えることか

らこの方針は有力視されているものの、反対意見も少なくない。悟性のはたらきに回収さ

れない要素がカントの分析にあることを主張する非概念主義がその一つである。こうした

対立が起きる要因としては、悟性のはたらきに回収されることの内実が不明瞭であること

が挙げられる。そして感性に由来するにも関わらず悟性のはたらきとしての綜合にも従う

とされる直観の形式の在り方は、まさにそうした不明瞭さの一因であろう。  

 こうした背景を踏まえて本発表は直観の形式と綜合の関係を明らかにすることを試みる。

直観の形式が綜合に従うとされるときに意図されてる事態を、理解可能な仕方で取り出す

のが本発表の目的である。より具体的な解釈を提示するために、本発表では特に空間を主

題的に扱う予定である。その際に手がかりとなるのはピピンの“What is ‘Conceptual 

Activity’?”である。彼は統覚と綜合の関係に着目し、自らの振る舞いや経験を規範的に

反省できることを、綜合に従うことの内実として取り出そうと試みている。本発表はこの

成果を延長することで、直観の形式における悟性のはたらきを理解する指針を与えること

を試みる。  

 

On the Relation Between Form of Intuition and Synthesis  
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日本カント協会第 39 回学会  

一般研究発表（B 会場）  

 

法則に対する尊敬の感情と道徳的動機づけ  

 

井上英昌  

 

 カントによれば、「法則に対する尊敬」の感情とは、有限な理性的存在者において「いか

なる受動的な感情とも比較されることはできない」、「理性をつうじて引きおこされる」感

情である。そのような特異とも呼べる感情が行為の動機、あるいは動機づけとしてどのよ

うに作用することができるのか。あるいはそもそも、そのような感情が動機であるといえ

るのか。このような問題がこれまでカント研究者たちの間で議論され、整合的に解釈する

多くの試みが行われてきた。  

 そこで本発表では「尊敬」の感情にかんする諸問題を考察し、そのうえでその感情と道

徳的動機づけの関係性を再検討し、より整合的な解釈の可能性を探ってみたい。  

 予定している大まかな手順を述べると、まず理性的行為者の「欲求能力」に関する議論

を手掛かりに「尊敬」の感情について考察する。「欲求」から結果として生じる「快」との

関係を、「理性的関心」 (MS.213)をつうじて、尊敬の感情に当てはめて考えてみた場合、

知性的根拠を有する「尊敬」という感情の異質性が一層際立つことから、その感情の意味

を明らかにすることが可能であろう。  

 次に「うぬぼれを控えめにさせる」 (KpV.79)という道徳法則のあり方が道徳的主体にお

いて、傾向性にどのように作用しているのかを考察する。  

 最後に、理性を起源とする尊敬感情が行為の動機であるとはどのようなことか、あるい

は尊敬感情は動機とどのような関係にあるのかという問題に対しては、『実践理性批判』の

「動機」の章における議論を中心に批判的考察を試みたい。  

 以上の考察から、つまり欲求能力、動機における機能、道徳的動機づけの諸観点から「尊

敬」の感情の意味と役割を明らかにすること、このことが本発表の目的である。  

 

Gefühl der Achtung fürs Gesetz und Moralische Motivation 
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日本カント協会第 39 回学会  

一般研究発表（B 会場）  

 

『宗教論』における Willkür の概念とその由来  

 

南翔一朗（京都大学大学院文学研究科・文学部非常勤講師）  

 

 カントの道徳哲学的著作の内に二つの異なる意志概念が存するということは、これまで

も頻繁に指摘されている事柄であり、よく知られた問題でもある。基本的には『人倫の形

而上学の基礎づけ』（ 1785 年、以下『基礎づけ』と略記）や『実践理性批判』（ 1788 年）

において中心的な役割を果たすのが、「意志」と訳出される Wille とその自由、すなわち自

律的な意志能力であるのに対し、『単なる理性の限界内における宗教』（ 1793 年、以下『宗

教論』と略記）においては、「選択意志」と一般に訳出される Willkür、すなわち自律的な

道徳法則に必ずしも従うわけではないような意志能力が、その論述展開において中心的な

役割を演じている。そして、この Wille と Willkür の関係性および整合性は、現在、カン

トの宗教哲学研究において一つの重要な争点となっている。  

 例えば Nicholas Wolterstorff は、『基礎づけ』や『実践理性批判』の記述を重視しつつ、

悪をなしうるような意志能力とその自由を前提にし、それによって根本悪や回心、さらに

は恩寵といった事柄に言及している『宗教論』を、批判哲学からの逸脱として否定的に評

価する（Conundrums in Kant's Rational Religion, in: Philip J. Rossi and Michael 

Wreen(eds.), Kant's philosophy of religion reconsidered, Bloomington; Indianapolis: 

Indiana University Press, 1991）。これに対して、Allen W. Wood は『宗教論』における

Willkür に相当するものは、すでに『実践理性批判』の弁証論における魂の不死の要請を

めぐる議論の内に見いだされるとし、『宗教論』における根本悪や回心をめぐる議論におい

て、カントは『実践理性批判』の中で十分に論じ尽くすことのできなかった問題を扱って

いると考える（Kant's moral religion, Ithaca: Cornell University Press, 1970）。ここか

らさらに Wood は「神の恩寵の要請」という大胆な解釈へと進むのであるが、『基礎づけ』

および『実践理性批判』と『宗教論』の連続性を強調するという点において、Wolterstorff

の解釈とは真っ向から対立する。  

 以上のような問題状況を考慮した上で、本発表では『基礎づけ』、『実践理性批判』、『宗

教論』の三著作における Wille および Willkür の用法、および定言命法や自律など、Wille

や Willkür の概念に関連する諸議論を分析することによって、Willkür の概念とそれに基

づいて展開される『宗教論』における諸々の議論の出自を明確化したい。それによってま

た、『基礎づけ』および『実践理性批判』と『宗教論』が、意志概念に関する限りは一定の

連続性を保持しており、『基礎づけ』において潜在的にあったものが、『実践理性批判』を

経て『宗教論』へ至る過程の中で顕在化していくという点を詳らかにしたい。  

 

The concept of Willür and its Origin in Religion within the Boundaries of Mere Reason  
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日本カント協会第 39 回学会  

一般研究発表（B 会場）  

 

自由な行為の〈時機
と き

〉としての「いま、その瞬間」  

――「第三アンチノミー」解釈への一視角  

湯浅正彦（立正大学）  

 『純粋理性批判』における自由論の典拠としては、主として、「アンチノミー」章のいわ

ゆる「第三アンチノミー」に関する論述と、「規準」篇とがある。本発表の意図は、「自由」

に関するそれらの論述を統合的に解釈することを目指しつつも、当面「第三アンチノミー」

に焦点を絞り、その論述を解釈するための一つの視角を提示することにある。それは、端的

に言えば、「自由」な行為が生じる〈時機
と き

Moment〉として「いま、その瞬間」を捉え、これ

を拠点に、「自己」と「世界」全体の創造の根源的な活動として「自由」を顕揚することで

ある。そのためおよそ次のように論じる。  

 （１）まずは、主として「第三アンチノミー」の論述における「自由」の基本的な特徴づ

けを、当面必要なかぎりで見届ける。周知のように「自由」は、〈自然因果性〉との対比に

おいて独特の「自由による因果性」として捉えられるが、この「超越論的自由」という「理

念」の具体化が「実践的自由」である。それは、「理性」が理念的当為的な秩序を創設する

根源的な活動であり、われわれがその秩序のうちに「自己」をあらしめつつ「自己を ------

自己から規定すること」によって行為することである。「規準」篇をも参照しつつ、それは

また、そうした「感性界」における行為をつうじて「可想‐叡知界」としての「道徳的世界」

を創造する活動であることを明らかにする。  

 （２）そのうえで、われわれ人間の行為において時間的な〈自然因果性〉と、超時間的な

「理性の因果性」としての「自由」とが結びつく〈接点〉を求めるため、悪意からする虚言
デ マ

という、「自由」な行為としてカントが与えた実例を考察する。「〔その〕行為者はいま、

虚言を行なったその瞬間に、罪責を全面的に身に受ける」(A555/B583. 下線の強調は引用者 )

という文言が明示するように、「いま、その瞬間」という〈時機〉こそがその〈接点〉であ

ることを明らかにする。  

 （３）さらに、カントが与えたもう一つの実例である、椅子から立ち上がるという「自由」

な行為を若干考察し、「道徳的世界」を行為的に創造することを使命とする「理性」の〈「自

由」という根源的な活動〉は、その行為が営まれる「感性界」を構成する「悟性」の活動を、

あらかじめ〈統制〉しつつ組み込んでいることを明らかにする。  

 

„Jetzt, in dem Augenblicke“als Moment der freien Handlung 

―Zur Interpretation der ‚dritten Antinomie‘  
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日本カント協会第 39 回学会  

一般研究発表（B 会場）  

 

カントの道徳哲学における「ア・プリオリ」な概念について  

 
 細谷章夫（鹿児島県立短期大学名誉教授）  

 

カントは『純粋理性批判』において、私たちの認識にはア・プリオリな概念が存在する

こと、それによって私たちの知識が構成されるとする認識論（知識論）を展開した。たと

えば、「原因・結果」（因果律）の概念をア・プリオリとしたのも、その１つの例である。

そしてまた道徳の問題に関しても、ア・プリオリな概念によって説明しようとする。しか

しカントの認識論におけるア・プリオリな概念と、道徳論におけるア・プリオリな概念と

は、その意味を異にする。そのことは『実践理性批判』（ 1788 年）に先行する『道徳の形

而上学の基礎づけ』（ 1785 年）において、すでにカントの考え方が明確に示されている。

では道徳におけるア・プリオリな概念とはどのようなものであるのか。カントは経験に基

づく「幸福論」から、道徳法則をうち立てることに反対する。なぜなら、それは基本的に

個人的な欲望・願望に基づくものであり、道徳法則はその個人的な傾向性をのり越えたも

のでなければならないからである。つまり、ア・プリオリでなければならないのである。

本発表の意図は、『道徳の形而上学の基礎づけ』をとおして、カントの道徳論におけるこの

ア・プリオリな概念を明確にすることにある。そしてそれはまたカントの認識論における

ア・プリオリな概念とは異なるものであることが示されるであろう。  

 

 

Von dem Begriff „a priori“ in der Kantischen Moralphilosophie  
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日本カント協会第 39 回学会  

一般研究発表（C 会場）  

 

バウムガルテンの技術論——発見術をめぐって  

 

大熊洋行（東京大学）  

 

 A.G.バウムガルテン (1714-1762)は、感性とその対象を扱う部門に対し、ギリシャ語で感

性を意味するアイステーシスをもとに、美学 (Ästhetik)という名を造語した。この命名を機

縁に美学は自立することとなった。本発表ではバウムガルテンの思索の中でも、芸術

(schöne Kunst)の基礎概念である技術 (ars, techne)をめぐって、彼の概念が、ヴォルフ

(1679-1754)とカント『判断力批判』 (1790)との関係の中で検討される。議論においてはま

ずヴォルフの技術哲学の基本構造が示された上で、バウムガルテンによる、機関としての

美学という特有の試みが明らかにされる。その上で『判断力批判』に見いだされる「技術

的判断力」が検討され、カントの同書における思索にヴォルフの技術哲学からの連続性を

読み取ることが試みられる。  

 ヴォルフは技術を扱う思索に技術哲学という名を与え、分野として独立させることを提

唱した。彼の技術哲学はいわゆる芸術のみならず、広い意味での技術を対象としていた。

その核心には詩学・修辞学の伝統をひく発見術があり、その背景には最善説と可能世界論

がおかれた。  

 バウムガルテンは『美学』において、美しいものと思考とをめぐる思索の中で、技術と

発見術をめぐる考察を試みた。未完のこの書は、その構想においては全三部となる予定で

あった。このうち途中まで書き残されたものが、第一部にあたる「発見論」であり、それ

は彼の美学（として残されたもの）の中心となっている。また、バウムガルテンが美学を

論理学との並行関係のなかで構想したことはよく知られている。実際に発見術をめぐって

も、彼は“ acroasis logica“の四分の一程度の分量をその検討にあてた。しかるに両者の関

係はたんなる並行関係ではなく、相補的関係ともいえる。一方で美学は論理学の方法を取

り入れることで、技術を方法的学へと変容させる。これによって修辞学や詩学における発

見術をも、学の中に取り込むことが試みられた。他方で論理学は発見術を取り込むことで、

知の更なる拡大が可能となった。美学は学としての基礎づけを論理学によって与えられ、

論理学は発見術を取り入れることで新たな方法を獲得することになる。こうして美学は哲

学的体系を生み出す機関としての位置づけをももったのである。  

 これに続いてカントが『判断力批判』において初めて提示した判断力の働きは、反省的

判断力であった。発見的働きを中心にもつこの判断力こそが「第一序論」において技術的

判断力と呼ばれることとなる。カントの判断力をめぐるこうした思索が、以上の検討を踏

まえつつ、ヴォルフ的な発見術を核心とする技術の哲学と、それをもとにしたバウムガル

テン的な機関としての美学の流れの中に置き入れられる。これによってヴォルフ来の技術

哲学との連続性を読み取ることが可能となるように思われる。  

 

Die Kunstlehre bei Baumgarten—von der Erfindungskunst   
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日本カント協会第 39 回学会  

一般研究発表（C 会場）  

 

カントの合目的性の議論をホワイトヘッドから読み解く  

 

山浦雄三（上智大学哲学研究科  博士課程後期）  

 

 本論の目的は、カントが『判断力批判』において美感的判断およびそれに連動するもの

として示した目的論とその中心概念である合目的性の議論を、カントを批判的に吟味しつ

つもそのなかにあるものをもう一度掘り起すことを通して形而上学を構想した A.N.ホワ

イトヘッドの哲学と重ね合わせようと努めるなかで、有機体哲学というラジカルな経験論

の視点から読み解き、再構成を試みることにある。  

 検討の手掛かりとなるのは、『判断力批判』のなかで示された二つの視点である。第一に、

自然の記述に関する決定論的な世界における形式論理にとって、適用の限界として扱われ

る偶然的なもの /個別的なものが合目的性という文脈で主題化されることである。この問題

は既に『純粋理性批判』において理念の認識可能性とかかわって自然の統一性、多様性に

関連して議論された。『判断力批判』では、自然に対する理性的認識の残余として合目的性

との関連であらためて検討される。第二に、従来カント哲学では生（命）を語る余地はな

いと言われてきた。しかし、『判断力批判』では視点を変えて自然を多様性から統一性へ、

つまり単に生き物や無生物ではなく生（命）という目的論的なカテゴリーのもとに眺める

視点が示唆される。この二つの論点は、現代的には認知心理学や情報工学といった分野の

みならず、物理的自然に対置する生命的自然の独自のあり方と生命現象を貫く一般法則の

探究、さらに環境問題、遺伝子操作と生命、ケアなど当時カントが意図しなかった新しい

倫理への応用を切り開く手立てとなる。  

 カントは超越論的観念論、ホワイトヘッドは非認識論的実在論と思想傾向は大きく異な

るが、両者は実際に経験されている現場を離れて世界は語りえないとする点など共通する

面が少なくない。就中『判断力批判』における合目的性の問題に関しては、ホワイトヘッ

ドはカントとの対話を継承し、その思想に即して議論を進める。端的には統一的な世界と

しての機械論的な自然の存在を認めながら、部分的に目的論的な見方が自然を根柢で支え

ているという相補的な自然観がそれである。そこに超越論的な認識原理というカントの体

系を損なうことなく、ホワイトヘッドの存在から生成へというダイナミックな秩序形成の

もとで、「経験のなかに自然が息づいている」というカント自身では容易に認めえない局面

が開ける。  

 合目的性の議論を成立させるカントの構図を、ホワイトヘッドの有機体論の理解に資す

る限りで見ることで示された問題点とその解決は、単なる科学法則の必然性と自由の関係

といったメタファーによる隠喩化を越えて、むしろ実在論的な視点のもとに経験概念を見

直すことに帰着する。それによって『判断力批判』のもつ体系上の難点がより明確となり、

個々の思惟や分析をより生かすことが出来るのではなかろうか。  

 

Rehabilitation of Kant’s teleological arguments in Whiteheadian perspective  

 



13 

 

日本カント協会第 39 回学会  

【共同討議 1】カントと教育の問題  

 

教育学におけるカント  

藤井基貴（静岡大学）  

 

 カントの『教育学』（ Immanuel Kant über Pädagogik, 1803）におさめられた「人間は教育

によってはじめて人間となる」（ IX. 444）という言葉は、カントの教育観を簡潔に言い表

す言葉として、また教育学においては「教育の必要性」に対する直裁的な答えとして、た

びたび引用されている。  

 もともと『教育学』はカント自身によってまとめられた書物ではなく、カント研究にお

いても、その思想体系を補完するための間接資料とみなされることが少なくない。同書を

まとめたリンクが所持していたとされる基礎資料は見つかっておらず、『教育学』における

内容上の重複や論理展開の齟齬は、リンクの編集手腕によるものなのか、あるいは講義録

としての性質によるものなのかがいまだに判然としないことも要因の一つである。『教育

学』がこうした「文献学的不確定性」の問題を抱えつつも、国内外の教育学系の学会等で

はカントの教育思想に言及した研究論文や研究書の発表が相次いでいる。  

 とりわけ『教育学』において「教育のもっとも重要な問題のひとつは、法的強制に服従

することと自己自身の自由を使用する能力とをいかにして統合できるのかということであ

る」（ IX. 453）と定式化された「強制と自由」をめぐる問題は、教育における「永遠の問

題 (eine unsterbliche Frage)」として、あるいは「教育学的アンチノミー（ Pädagogische 

Antinomie）」として、カント教育思想研究における中心的な課題として論究されてきた。

これに加えて近年では、１）教育の近代化の過程においてカント及びケーニヒスベルク大

学哲学部が「教育学講義」の開講を通して果たした役割、また２）『教育学』に反映されて

いる同時代の教育、育児、小児医学に関する思想内容、さらには３）学問としての教育学

の発展過程における『教育学』の影響作用史（受容史）に関する研究も進められている。  

 本提題においてはこれらの１）から３）を中心に、これまでの研究史の成果と課題を検

討し、教育学の学説史に埋め込まれたカント思想の意義、またそのアクチュアリティーに

ついて議論してみたい。  

 

Kant in der Erziehungswissenschaft  
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日本カント協会第 39 回学会  

【共同討議 1】カントと教育の問題  

 

カントのタクト（Takt）  

学習と経験に関する近代的パラダイム成立史の一コマ  

 

                         鈴木晶子（京都大学）  

 

人間が、近代的で自律した主体へと成りゆくことは、「人間の内面における最も重大な

革命」であると述べたカントの思想は、教育や学習の可能性自体を問うほどの大きな影響

を教育学に与えた。近代学校教育を基礎づけ、教師のための教育学を樹立しようと企てて

いた当時の教育研究者は、自律への歩みそのものを自律的でなければならないというカン

トの要求に応え、強制と自由の間隙を埋める理論的基盤を提示するという難題と向き合う

ことになった。とはいえ、カントが人間の生成変容を視野に入れていなかったわけではな

い。そのテキスト群の様々な個所で彼は学習や熟達に言及している。判断力や共通感覚、

トポス論（Topik）を用いた地図の形成による経験の全体的把握とその記憶、外見からその

内面を見極めるラヴァター流の人相学（ Physiognomie）の所見などは、教師の熟達をはじ

め人間の力能展開の術に関する教育研究に多くのヒントを与えたのである。  

カントが言及した機転（タクト  Takt）を、理論と経験、理論と実践の媒介項として捉え、

思考圏（Gedankenkreis）形成の過程を解明しようとしたヘルバルト（ J.F.Herbart 1776-1841）

は、その代表的存在である。彼は、カント哲学から、経験による学習や熟達を抽出しよう

とした。そして、道徳的趣味（ Sittlicher Geschmack）の陶冶を思想圏形成と連動させ、共

通感覚や判断力をわざとして磨き、人間の行動様式や性向、性格（Charakter）にまで定着

化させる方法を考えた。意識と無意識の境界にあって、意識のスイッチを入れるタクトの

働きにより、経験を糧とした熟達過程はその質が決まっていくのである。  

報告では、カントが着想したタクトに着目しつつ、学習と経験の近代的パラダイムが成

立してきた様相を振り返るとともに、「教育の問題」にとってのカントについて問うてみた

い。  

 

Takt bei I. Kant :Ein Kapitel der Entstehungsgeschicht e des modernen Paradigmas von Lernen 

und Erfahrung 
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日本カント協会第 39 回学会  

【共同討議 2】ドイツ啓蒙主義とスコットランド啓蒙主義  

 

スコットランド啓蒙の形而上学  

長田蔵人（明治大学）  

 

 ドイツの啓蒙思想が，合理主義や形而上学の建て直しという課題を抱えていたのに対し，

スコットランド啓蒙思想は，科学的な思考方法の推進というプロジェクトによって特徴づ

けられる．したがって，ドイツ啓蒙では，合理的な基礎づけを求める徹底性（Gründlichkeit）

の精神が，人間理性の可能性の原理的探求という「理性批判」へと跳ね返ってゆくのに対

して，スコットランド啓蒙の担い手たちは，そのような合理主義的で反省的に深まって行

く問題意識よりも，科学的方法の拡充や市民社会のモデル構築という実際的な問題への傾

倒が強い．そのために例えば，彼らには，自分たちが自立的な知性に基づく「批判」と「進

歩」の担い手であるという自覚はあったが，「啓蒙とは何か」という自己理解の問題に深く

踏み込んでいた形跡は見当たらない．彼らにとっての課題は，実験科学の思考方法を推し

進めること，およびその推進において，キリスト教と新しい学問との関係を適切に取り結

ばせることであり，そのような緊張の上に，物理学，化学，地質学などの自然科学におい

て成果をもたらし，さらに，哲学，倫理学，美学，歴史学などの人文科学から，政治経済

学，法学などの社会科学までをも含む，精神科学（moral science）の世界を構築したので

ある．そのような多様性と多産性が，スコットランド啓蒙の本質的な特徴であると言える．

そこでこの提題では，その拡散的なスコットランド啓蒙の精神を多少なりとも統一的に捉

えるために，その底流にどのような形而上学があったのかを探ることにしたい．そして，

その手がかりとして着目するのは，トマス・リードの「コモン・センスの原理」である．  

 スコットランドの形而上学的伝統は実在論にあり，スコットランド啓蒙におけるもっと

も著名で有力な哲学者であるヒュームは，むしろその伝統に逆らって屹立した壁であった．

これに対してリードはいわば，ヒュームによって「独断のまどろみ」から目覚めさせられ

た哲学者であり (1 )，ヒュームの思考の妥当性を適切に評価しつつ，スコットランド哲学の

土壌の上に新しい解決の方向を示そうとした．提題では，そのリードの哲学が，ヒューム

問題を考えるカントと同じ方向を向いていたという指摘や，スピノザ論争において対立す

るベルリン啓蒙主義者とヤコービの双方によって重んじられていた (2 )，という指摘にも目

を配りつつ，そこにスコットランド啓蒙の形而上学的な結節点を見出すことができるかど

うかを確かめたい．  

(1) Broadie, Alexander, Why Scottish Philosophy Matters ,  The Saltire Society, Edinburgh, 

2000. 

(2) Kuehn, Manfred, Scottish Common Sense In Germany, 1768-1800: A Contribution to the 

History of Critical Philosophy ,  McGill-Queen’s University Press, Kingston and Montreal, 1987.  

 

Metaphysics of the Scottish Enlightenment  

 

 

 



16 

 

日本カント協会第 38 回学会  

【共同討議 2】ドイツ啓蒙主義とスコットランド啓蒙主義  

 

ドイツ啓蒙の危機と理性批判  

 

福田喜一郎（鎌倉女子大学）  

 

先入観批判
．．

を展開した Chr. トマージウスがその嚆矢となったドイツ啓蒙は、「悟性の啓

蒙」という方針を基本に据えながら､一八世紀の最後に至って､「啓蒙とは何か」という問

いに答える形で啓蒙についての自己了解（啓蒙についての啓蒙）が求められたとき､すでに

危機に直面していた。  

カントが好んで論文の多くを投稿した『ベルリン月報』と「ベルリン水曜会」（旧称「啓

蒙友の会」）が象徴する「ベルリン啓蒙」は､「レッシングはスピノザ主義者だったのか」

という汎神論論争をきっかけとして､信仰を哲学のエレメントとするフリードリヒ・ヤコー

ビによって激しく攻撃され始めていたのである。その主なターゲットはメンデルスゾーン

の合理主義的思考様式であったが、カントはヤコービに無神論者の嫌疑をかけられるとと

もに、『ベルリン月報』編集者の一人であるヨーハン・ビースターにヤコービ批判の依頼を

受けながら､この論争に巻き込まれたのであった。  

トーマス･リードらのスコットランド啓蒙の影響を受けていたと思われるメンデルスゾ

ーンは､「健全な理性の法則の元で」という理念で運営されていた「ベルリン水曜会」の名

誉 会 員 で も あ っ た の だ が 、 思 弁 的 理 性 の 力 に 依 存 し な が ら も ､「 コ モ ン ・ セ ン ス

（Gemeinsinn, gesunde Vernunft, etc.）」を普遍的理性認識の礎と見なし、ヤコービの信

仰哲学と対峙していた。しかし、すでに若き哲学者トーマス･ヴィーツェンマンは、両者の

主張はいずれも同種の論理的構造を有していると指摘していたのである。カントはこの見

解を踏襲しながら､インプリシットに「啓蒙とは何か」の問いに答える論攷『思考において

方向を定めるとは何を意味するか』（ 1786 年）を書いて､ヤコービとメンデルスゾーンの主

張 は い ず れ も 、 思 弁 的 理 性 の 専 制 で あ る ス ピ ノ ザ 主 義 と 同 様 に 「（ 哲 学 的 ） 狂 信

（Schwärmerei）」へと至り、さらに道徳的理性は存在しないという「理性的無信仰」と

いう危険思想に陥る可能性があると示唆した。カントはここで「理性の自己維持」という

格率（「自分で考える」という格率）を「啓蒙とは何か」という問いへのファイナル･アン

サーとし､さらに『純粋理性批判』第二版（ 1787 年）の序言で､あらためて「独断論」とい

う判定を狂信その他の啓蒙の敵対概念に与え､その根を断ち切るには理性批判
．．

によるしか

ないと断言したのだった。  

 

Die Krise der deutschen Aufklärung und die Vernunftkritik  
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日本カント協会第 39 回学会  

【シンポジウム】カントと最高善  

 

経験主義批判としての最高善論  

 

田原彰太郎（早稲田大学）  

 

 『実践理性批判』における最高善論の評価は、カント哲学の受容史のなかで概ね否定的

なものであった。この評価に従えば、同書「弁証論」の最高善論にてカントは、道徳のな

かに幸福を招き入れてしまうことによって、道徳は純粋でなければならないという自身の

核心的主張を裏切り、幸福主義ないしは経験主義へと退行してしまっているのだという。

例えば、日本では和辻哲郎が『カント実践理性批判』のなかでこの種の評価を表明してい

るし、近年出版されたザラによる『実践理性批判』のコメンタリーにおいても、ショーペ

ンハウアーやアディッケス、コーヘンなどが揃って、同様の理由からカントの最高善論に

批判的態度を取っているということが確認されている。  

 本報告では、このような評価とは異なり、『実践理性批判』における最高善論を経験主義

批判として読解することを試みる。この読解のために本報告が手がかりとするのが、同書

の「論争の書」という側面である。同書を理解するためには同時代の批評家たちによるカ

ント批判を無視することができないという認識が、近年ウッドやクレメによって示されて

いる。すなわち、この認識に従えば、同書は同時代に生じたカント哲学への異議に対する

カント自身による再論駁の書で（も）ある。  

 同時代の異議に対する再論駁が『実践理性批判』全体を貫く主題であるということは、

その「序論」においてすでに示されている。「それゆえ、実践理性一般の批判には、それの

みが独占的に意志の規定根拠を提供したいという経験的に条件づけられた理性の僭越を防

ぐという責務がある」（V 16）。この著作で追求される課題はもちろん、実践理性を批判す

ることである。この引用文では、この課題の具体的内実が、実践の領域においては理性の

経験的使用のみが認められる、という主張の論駁として特定されているのである。カント

は、この経験主義的主張の主体が誰であるかということを明かしてはいない。とはいえ、

同書「序言」が批評家たちからの異議への応答、あるいは、本文における応答の予告で溢

れていることを思えば、その批評家たちこそがカントの論駁の対象だと考えて差し支えあ

るまい。  

 『実践理性批判』全体を貫く課題が、同時代の経験主義的な異議に対する再論駁である

とすれば、その「弁証論」もまたこの課題を追求しているはずである。本報告では、この

切り口から「弁証論」にて展開される最高善論の読解を試みる。この読解の結果として、

この最高善論は経験主義への退行などでは決してなく、むしろそれを論駁するための装置

であるということが明らかになれば、本報告の狙いは達せられることになる。  

 

Das höchste Gut als ein Instrument der Kritik gegen den Empirismus  
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日本カント協会第 39 回学会  

【シンポジウム】カントと最高善  

 

最高善―カント実践哲学の思索空間  

 

                     山本精一（四国学院大学）  

 

 最高善概念は、カント哲学において、極めて問題的かつ重要な概念である。この概念の

問題性とは、道徳性と幸福との適合的一致という最高善規定に関して、その解釈の次元に

おいて、まずはのっぴきならない仕方で顕われる。じっさい、この概念規定の研究解釈史

の森の中にいささかでも分け入るならば、そこで出会う諸解釈の多様性と異なりには目を

瞠るものがある。  

 しかしそれらを踏まえつつ、自らこの概念の内容規定そのものに分け入っていくとき、

いかなる解釈スタンスを取るのかといった論点の重要性とともに、解釈者自身もまた、最

高善に関するカントの思索空間の広がりの中で、つまるところ自分自身の生の実践的全体

的姿勢が、この概念のもとでいつしかともに問われていることに気づかされる。カント最

高善の問題は、そのような重畳たる問いの地平をもつ。それだからこそ、ある場合には、

それぞれの哲学的営為の全重量を賭して、この概念をカント哲学の全体構成にそぐわない

ものとして決定的に廃棄する立場（H.Cohen,L.W.Beck）が打ち出されもする。このよう

にして、最高善の解釈には、それぞれの哲学的姿勢を反映する形で、大きな振幅が生じて

いる。そしてこの振幅のうちにこそ、われわれはこの概念の問題性の大きさというものを、

間接的な仕方においてではあるが、しかし紛う方なく看取ることができる。その意味にお

いて、この問題性は、単なるカント哲学内部の一トピックとしての問題性をはるかに越え

て、カント倫理学の、ひいては Weltbegriff としてのカント哲学（さらにはカントその人

の、そして我々自身の哲学的探求の営為）の思索空間全体への理解と応答ということと、

密接な関係をもつことになる。  

 加えるに、最高善概念には、上述の規定にとどまらず、この概念のうちに交錯する内在

性の契機と超越性の契機との対質をどのように考えるのかという、これまた重要な問題性

が存する。最高善概念は、道徳・政治・法・歴史・宗教といった領域を、すぐれて実践哲

学の思索空間の全体的布置のもとに収めるものである以上、この二つの対立的両契機を最

高善概念においてどのように考えるのかということもまた、極めてクルーシャルな問題と

なるからである。  

 本提題においては、一筋縄ではいかないこれらの問題性を貫く「意味論的緊張」（牧野英

二）の中から、この概念の重要性を確認する方向で、ささやかな検討を試みてみたい。  

 

Das höchste Gut – Der Denkraum der kantischen Philosophie  
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日本カント協会第 39 回学会  

【シンポジウム】カントと最高善  

 

「希望の原理」としての「最高善」  

―「最高善」の今日的意義の可能性―  

 

                       牧野英二（法政大学）  

 

 アウシュヴィッツ、ヒロシマ、ナガサキ、そしてフクシマ以後、「私たち」は、「最高善」、

言い換えれば「希望の原理」について、哲学的に「物語る」ことができるだろうか。世界

には、随所に「悪の陳腐さ」が見られるが、「最高善」は存在しうるのだろうか。いまでも

「希望の原理」はありうるのだろうか。本発表は、これらの設問に対する暫定的な回答の

試みである。したがって本発表では、発表者に課せられた「カントと最高善」という課題

に対して、「カントにおける最高善」の特徴や意義・制限等を内在的解釈の観点から考察す

るのではなく、今日の日本の状況という歴史的・社会的コンテクストとの関連からカント

のテクストを読み換えて、批判哲学における「最高善」の今日的意義の可能性を探究する。   

 「最高善」は、Ernst Bloch が『希望の原理』のなかで明らかにしたように、古代以来

現代に至るまで一貫して枢要な社会哲学的・歴史哲学的概念であり、多種多様な議論を惹

起してきた。カントの「最高善」の概念も、彼の哲学の最も重要な課題であった。それに

もかかわらず、カント自身の思索の変遷と論述の不明瞭さにより、この概念は、 200 年以

上の間、研究史上さまざま立場から肯定的・否定的に評価されてきた。報告者は、まず簡

単にカントの批判哲学における最高善研究の前提と内在的解釈の課題に言及する。報告者

は、この論点の立ち入った議論は他の報告者にゆだね、カント研究上の論争点を概観する

だけにとどめる。次に報告者は、社会哲学的・歴史哲学的観点から見て、「最高善」の概念

が実践的理念として、＜ 3・ 11＞以後、いま・ここで生きる人間にとって重要な哲学的テ

ーマであることを明らかにする。その際、カントの「最高善」の思想と Hannah Arendt

の「最高善」の概念との対話を試みる。さらに Hans‐G.Gadamer の「健康」概念を参照

して、現代社会における「希望の原理としての最高善」の可能性を探究してみたい。  

 報告者は、かつて「歴史哲学と最高善の問題」（『遠近法主義の哲学』第７章：弘文堂、

1996 年、オンデマンド版 2014 年）でカントの「最高善」の内在的な解釈に立ち入ったこ

とがある。今回の報告では、そこで考察した諸家の解釈や批判を踏まえたうえで、「暗い時

代」に生きる「私たち」の「希望の原理」となりうる「最高善」の可能性を探究する。  

 

Das höchste Gut als das Prinzip Hoffnung 

Die Möglichkeit der gegenwärtigen Bedeutung des höchsten Gutes 
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◆会場見取り図◆ 

 

一般研究発表： 

  A会場：   講義棟 1F 15番講義室 

  B会場：   講義棟 1F 12番講義室 

  C会場：   講義棟 1F 17番講義室 

総会：      講義棟 1F 14番講義室 

共同討議１：   講義棟 1F 12番講義室 

共同討議２：   講義棟 1F 14番講義室 

シンポジウム： 講義棟 2F 20 番講義室 

委員会：      １号館 1F 105 号室 

       （セミナー室 1-1） 

会員控室：  講義棟 1F13番講義室 

 

※講義棟 1F・2Fのロビー・図書館の一部エリア及び生協食堂では、無料で下記の公衆無線 LANサービスが使えます。 

おかやまモバイルＳＰＯＴ 接続先(SSID): okix_wireless WEPキー: okayama012345 

※なお、生協食堂では各社（au, docomo, softbank）のWi-Fi も使えます(別途契約が必要)。 

 

◆開催校責任者連絡先： 竹島あゆみ（ayu@okayama-u.ac.jp）◆ 

(出入口) 

受付 



◆岡山大学津島キャンパスアクセス◆ 

 

  JR 

岡山駅から津山線 

 ▼約 4分 

「法界院」駅下車（徒歩約 10分） 

岡電バス 

岡山駅西口バスターミナル 22番乗り場から 

【47】系統「岡山理科大学」行 

▼約 10分 

「岡大西門」で下車（徒歩約 1分） 

岡電バス 

岡山駅東口バスターミナル 2番乗り場から 

【17】【67】系統「妙善寺」行 

▼約 20分 

「岡大西門」で下車（徒歩約 1分） 

岡山空港

（航空機） 

↓ 

岡電バス 

中鉄バス 

岡山空港 2番乗り場から「岡山駅西口」行に乗車 

▼約 20分 

「岡山大学筋」で下車（徒歩約 7分） 

※ノンストップ便は「岡山駅」で下車、岡山駅からの

各種交通機関を利用 

◆岡山大学津島キャンパスマップ◆ 

 

文法経講義棟 

１F： 受付・発表会場 

    会員控室 

２F： シンポジウム会場 

 

マスカットユニオン（大学生協） 

１F： コインコピー機あり 

２F: マスカットカフェテリア 

 

文法経１号館 

１F： 委員会室 

ピーチユニオン（大学生協） 

１F： セブンイレブン 

 （11:00-14:00のみ） 

２F： ピーチカフェテリア 

４F： 懇親会会場 

 

・昼食には学内の生協食

堂（２箇所）が便利です。 

・その他、大学周辺に飲

食店・コンビニもあります。 

 

・懇親会 

会場： ピーチユニオン 

     ４F レストラン 

会費： ４０００円 

 

宿泊案内  

大学から徒歩圏内(15～20分)のホテル 

・リーセントカルチャーホテル（086-253-2233）1泊 5800円～ 

・岡山ロイヤルホテル（086-255-1111）1泊 5500円～ 

※駅周辺にも多数のホテルあり。大学へのアクセスは駅西口側が便利。 

 


