日本カント協会第47回学会
（オンライン開催）
2022年11月12日（土）
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日本カント協会 第47回学会(オンライン開催)プログラム
日時：2022年11月12日（土）
場所：新型コロナウィルス感染症対策のため、今学会も全ての催しをオンラインで行います。
※今学会は全ての催しをオンラインで行うため、ご参加にあたりましては事前の参加登録が必要で
す。本プログラム19頁以降の「日本カント協会オンライン学会参加の手引き」をお読みのうえ、期
日までにご登録をお済ませくださいますようお願いいたします。
※今学会では、昼時の時間を利用した研究交流会は実施致しません。予めご承知おきください。
【当日のスケジュール】
０．9:00-9:30 当日司会・発表者のリハーサル（各ルームにて）
＊接続が可能かどうか、マイクチェックなどを行います。
＊司会・発表者は発表予定のルームに入り、画面共有の仕方などを確認してください。
I. 9:30-13:10 一般研究発表 (ルーム A・B・C)
＊ルームC は予備
＊以下、敬称略
ルーム A

司会：石田京子（発表①・②）、御子柴善之（発表③・④）

⓪9:30-9:35 参加方法の説明 (事務局より）
①9:35-10:25 澤田義文 「『人倫の形而上学の基礎づけ』第1章における善い意志と性格」
②10:30-11:20 中村涼 「『実践理性批判』「純粋実践理性の分析論」の構成」
③11:25-12:15 檜垣良成 「カントと誠実性の問題」
④12:20-13:10ライナ・シュルツァ 「Eine gewisse Tücke des menschlichen Herzens: Kant über
innere Wahrhaftigkeit」
＊日本語で発表が困難な会員の場合、英語またはドイツ語での発表が認められています。質疑応答も
英語またはドイツ語で行いますが、発表者が日本語で対応可能な場合、日本語も使用します。
ルーム B 司会：菅沢龍文（発表①）、千葉清史（発表②・③）
⓪10:25-10:30 参加方法の説明（事務局より）
①10:30-11:20 井上慶太郎 「判断力の導出について」
②11:25-12:15 美上駿 「超越論的運動に基づいた原因性解釈」
③12:20-13:10 山本舜 「新カント学派と数学」
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II. 13:30-14:40 総会 (ルーム A)
※開始5分程度を用いて、参加方法の説明を行います。
III. 14:45-16:15 共同討議 1・2 (ルーム A・B)
ルーム A 共同討議 1 「「カテゴリーの超越論的演繹（第二版）」を読み直す」
提題者:近堂秀 「純粋悟性概念の超越論的演繹という問題―現代哲学からカントへ―」
村井忠康 「B演繹における判断と直観」
司会者:中野裕考
ルーム B 共同討議 2 「カントをどう教えるか?——初学者向け哲学講義をデザインする」
提題者:伊藤貴雄 「対話的リベラルアーツの試み――「啓蒙とは何か」を教材として」
上杉敬子 「カントと学ぶ技術者倫理」
嶋崎太一 「高校教育におけるカント」から初学者向け哲学講義を考える」
平出喜代恵 「専門教育としてカントをどう教えるか――『基礎づけ』演習における試み」
司会者:寺田俊郎
※開始5分程度を用いて、参加方法の説明を行います。
IV. 16:20-19:20 シンポジウム (ルーム A) 「カント『人間学』の世界――開講 250 年を記念し
て」
提題者:杉山卓史 「ヘルダーの『言語起源論』からカントの人間学講義へ」
船木祝 「カントの人間学講義における「性格」概念を巡る思想発展」
王寺賢太 「人間学という分岐点 フーコーによるカント『人間学』解釈」
司会者:浜野喬士
※開始5分程度を用いて、参加方法の説明を行います。
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一般研究発表（ルーム A）

『人倫の形而上学の基礎づけ』第 1 章における善い意志と性格
The Good Will and Character, Section 1 of the Groundwork for the Metaphysics of Morals
澤田 義文（東北大学文学研究科博士後期課程）
本発表では、
『人倫の形而上学の基礎づけ』(以下、『基礎づけ』)において「善い意志 ein guter Wille」
の概念が、カントにおける道徳的行為主体の成立にどのような役割を果たしているのかを考察する。
「善
い意志」は、
『基礎づけ』第１章冒頭で集中的に論じられるものの、以降は議論の背景に退いてしまうた
め、その内実や位置づけが見通し難い。しかし、
「性格 Charakter」の概念との関係を考察することで、そ
の真の意義が明らかになると思われる。
カントは善い意志について、
「制限なく善い」(AA IV:393)、
「絶対的価値を有する」(AA IV:394)、「そ
れ自体そのものとして善い意志」(AA IV:396)など、その〈よさ〉の比類なさを強調するものの、つまる
ところそれが何を意味するのか、あるいは何を指示するのかはっきりせず、極めて曖昧な説明にとどまっ
ているといえる。こうした善い意志の捉えがたさに対して久保元彦は、善い意志を道徳的な価値の「担い
手」として実体的に理解することを否定し、道徳的なよさに対して「構成的に関与」するある種の「形式」
として理解する必要性を主張した1。これは、それ以上根拠づけられないよさの条件としての役割に注目
する解釈であるといえる。他方で、K. Ameriks や H. E. Allison ら英語圏の研究では、善い意志を行為者
の性格として同定し、
「格率」や「思考様式 Denkungsart」、
「心根 Gesinnung」といった概念との結びつ
きに注目している。アメリクスは善い意志の解釈を、⑴特定の意図、⑵一般的能力、⑶総体的性格の三つ
に区分し、とりわけ⑶の側面を強調する2。アメリクスの解釈を支持しつつ、アリソンは善い意志を「善
い思考様式」として理解し、行為者の格率の選択を導く高次の格率であると主張した3。また、浜田義文
は、久保やアメリクスらの先行研究を整理しつつ、性格の側面をもつ善い意志が各主体の意志活動に「統
一性」を与えるとともに、それが全理性的存在者の意志的統一へと結びつくものであることを示唆してい
る4。
以上のように、いくつかの文献が善い意志と性格の結びつきの重要性を指摘している。こうした動向を
踏まえつつ本発表では、義務概念の分析に始まる〈行為〉を主題としたカント実践哲学の解明ではなく、
性格に焦点を当てることによって、
〈行為者〉を主題とした解明を試みたい。

1

久保元彦「道徳的なよさについて」
『カント研究』創文社、1987 年。

2

Ameriks, Karl, “Kant on the Good Will,” in Grundledung zur Metaphysik der Sitten, Ein kooperativer Kommentar, herg. von O.
Höffe, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1989, pp.45-65.
3

Allison, Henry E. , Kant’s Groundwork for the Metaphysics of Morals A Commentary, Oxford: Oxford University Press, 2011.
Ch.3 .
4

浜田義文「カントの〈善意志〉とは何か」
『カント哲学の諸相』法政大学出版局、1994 年。
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一般研究発表（ルーム A）

『実践理性批判』
「純粋実践理性の分析論」の構成
A Structure of the Analytic of Pure Practical Reason in the Critique of Practical Reason
中村 涼（早稲田大学大学院文学研究科）
本発表は、カント『実践理性批判』
（1788 年）における「純粋実践理性の分析論」
（以下、
「分析論」と
表記）の構成を、主に『純粋理性批判』と『実践理性批判』の記述を基に考察するものである。
カントは『実践理性批判』序言において、本書の目的と内容が「ただ純粋実践理性が存在することを示
すはず」
（V3）5のものであると述べる。しかし件の純粋実践理性の存在は早くも本書の第一部第一篇であ
る分析論の第一章半ばで「純粋理性はそれ自身だけで実践的である」（V31）と明言されてしまう。その
ため、分析論第一章が第二批判の真髄であることは疑い得ない反面、続く分析論第二章と第三章の役割は
霞んでしまうか、あるいは第一章の補足的説明と考えられるなど、いずれにしても判明ではないものとさ
れる傾向にある。例えば L. W. Beck は、分析論は全体として「明白な混乱」
（p. 68）6の様相を呈してい
ると指摘する。分析論の論述に混乱を見て取った Beck は各章の関係を考察しつつも、各章が固有の主題
と役割を担い体系づけられているというよりも、各章の内容は重なり合い、純粋実践理性の存在を示すた
めに部分的に補完し合うものだと考えたのである。
そこで本発表は、分析論全体が純粋実践理性の存在を示すために構成されているという Beck の見解に
は賛同しつつも、各章の役割は認識能力についての批判的視点から明確に区別され得ると同時に、各章の
内容が体系的に連関して初めて人間の純粋意志規定の構造を説明し得るものであることを示したい。
このような問題意識を背景として、本発表では第一に分析論各章に登場する〈ア・プリオリな実践的認
識〉という概念に着目する。意志規定の根拠となる認識がア・プリオリな実践的認識と呼ばれ、この認識
は単なる表象や意識から区別される。この認識は純粋実践理性が存在するという主張の根幹をなすが、こ
の点で第二批判を構成する根本的な論点なのである。加えてこのア・プリオリな実践的認識が分析論第一
章のみならず、第二章、第三章でも論じられていることを確認する（第一節）。第二に、分析論の各章に
おけるア・プリオリな実践的認識について検討することで、各章の論述が何を主題に遂行されているかを
明らかにする。さらに、
『純粋理性批判』の「超越論的分析論」の構成との比較の下で、分析論の各章の
役割を見定める（第二節）
。最後に、以上の考察を通じて『純粋理性批判』の分析論（と感性論）が、原
則論、概念論、感性論を通じて経験の可能性の条件を明らかにしたのと同様に、
『実践理性批判』の分析
論も全三章を通じてア・プリオリな意志作用の可能性の条件を明らかにするものであることを示す（第三
節）
。

5

カントの著作の引用に関してアカデミー版カント全集（Kant, Immanuel, Kant’s Gesammelte

Schriften, herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1900f.）の巻数
と頁数を示した。
6

Beck, L. W. A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason, University of Cicago Press, 1960.
6

一般研究発表（ルーム A）

カントと誠実性の問題
Kant und das Problem der Wahrhaftigkeit
檜垣 良成（筑波大学）
『弁神論におけるあらゆる哲学的試みの失敗に関して』
（1791 年）においてカントは、言っていること
が「真（wahr）であること」と「誠実（wahrhaft）であること」とを区別し、前者を常に保証することは
できないが、後者は保証できるし、保証せねばならないと言う。というのも、前者の場合、みずからの言
表を客観と、知性によって論理的判断において比較しているので、誤りうるが、後者の場合、
「みずから
が真とみなすこと（Fürwahrhalten）を告白しているので、みずからの言表を主観と、良心（Gewissen）
の面前で比較している」のであって、誠実であることを直接意識しているからである。さらに、前者の
（真に関する）言表を後者（誠実性）を意識することなしになすなら、嘘をついている（lügen）ことに
なるとまで言われる（Vgl. VIII 267）
。
カントにおいては、
「知ること」
（Wissen）も〈真とみなすこと〉の一種であり、単に客観的な根拠をも
つのみならず、主観的な根拠ももたねばならず、
「論理的確実性」と重なるような「確信」を伴わなけれ
ばならないことが、既に『純粋理性の批判』において言われていたが、晩年のこの論文では、誠実性を伴
わない客観的真理についての言表は嘘であるとまで言われるのである。カントにおけるこれほどまでに
過酷な誠実性の要求の実相を明らかにしたい。
また、真理については誤りうるが、誠実性については保証できるし、
「私が実際に正しいと信じている
か（それとも、それを単に申し立てているだけであるか）という意識においては、私は絶対に誤りえない」
とカントは言い、その理由として、
「この判断あるいはむしろこの命題は単に、私が対象をそのように判
定しているということだけを言っているからである」（VIII 268）と、一見、明快な説明をしているが、
『純粋理性の批判』における自己認識の困難さを思い出すなら、直ちに納得できることではない。みずか
らが誠実であるということを直接意識しているとは、どういうことであろうか。人間は、他人の
Gesinnung のみならず、自分自身の Gesinnung の純粋さも確認できないとしたカントの思想との整合性
を追求したい。
こうした関心に基づき、良心論、正直さ（Ehrlichkeit）、実直さ（Redlichkeit）、率直さ（Aufrichtigkeit）
、
方正さ（Rechtschaffenheit）と展開するカントの「誠実性」思想の全貌を明らかにする準備的考察を提供
したい。

7

一般研究発表（ルーム A）

Eine gewisse Tucke des menschlichen Herzens: Kant uber innere Wahrhaftigkeit
〈心のある種の奸悪〉 ― カントにおける内面の誠実さ
Rainer Schulzer
Im Abschnitt der Anthropologie uber das Haben oder Nicht-Haben eines Charakters beschliest Kant seine
Uberlegungen definitorisch mit folgenden Worten: "Mit einem Worte: Wahrhaftigkeit im Inneren des
Gestandnisses vor sich selbst und zugleich im Betragen gegen jeden Anderen, sich zur obersten Maxime
gemacht, ist der einzige Beweis des Bewustseins eines Menschen, das er einen Charakter hat;" (7:295) Was
Kant in der Anthropologie uber die "Grundung eines Charakter" sagt, stimmt prima facie nicht mit der
Behandlung desselben Themas im ersten Teil der Religionsschrift uberein. Dort nennt Kant die Grundung
des Charakters den unumstoslichen Vorsatz der "Annehmung aller seiner Maximen dem sittlichen Gesetze
gemas" (6:51). Die Unterordnung der Maximen der Gluckseligkeit unter die Maxime der Pflichtbefolgung
als den "obersten Grund" der moralischen Gesinnung auszuzeichnen, ist aus Sicht der Grundlegung und
der Kritik der praktischen Vernunft unproblematisch. Dagegen ist es nicht einfach im Rahmen der
kantischen Ethik zu argumentieren, dass es unter denjenigen Maximen, die anzunehmen Pflicht sind, eine
gabe, die als "oberste" allen anderen uberzuordnen sei. Die Rede von der Wahrhaftigkeit als "oberster
Maxime" in der Anthropologie korrespondiert allerdings mit einer der kantischen Terminologie scheinbar
noch ferner liegenden Wendung in der Tugendlehre: Dort nennt Kant die "moralische Selbsterkenntnis"
das "ERSTE GEBOT aller Pflichten gegen sich selbst" (6:441). Kant zeigt nirgends, dass sich aus dem
Kategorischen Imperativ genau ein Gebot oder genau eine Pflicht als erste oder oberste Maxime ableiten
liese.
Trotz dieser systematischen Schwierigkeit und der relativen Zerstreutheit der Passagen uber die
Wahrhaftigkeit kann doch kein Zweifel daran bestehen, dass Kant der "Aufrichtigkeit im
Selbstgestandnisse" (6:441) groste Wichtigkeit beimas. Da Kant in seinen Schriften mit Pathos sparsam
umgeht, ist sein Anruf der Pflicht in der Kritik der praktischen Vernunft zurecht eine beruhmte Passage
("PFLICHT! du erhabener, groser Name, [...] wo findet man die Wurzel deiner edlen Abkunft [...]?" 5:86).
Ein vergleichbarer hymnischer Stosseufzer Kants findet sich meines Wissens nur in der Religionsschrift,
wo es in einer Fusnote heist: "O AUFRICHTIGKEIT! du Astraa, die du von der Erde zum Himmel
entflohen bist, wie zieht man dich [...] von da zu uns wieder herab?" (6:190 Fn).
Ohne eine innerhalb der kantischen Philosophie systematisch befriedigende Losung anbieten zu konnen,
werde ich mich dem Problem weitestgehend anhand des ersten Teils der Religionsschrift annahern. Kant
spricht dort im Anschluss an seiner Analyse des "Hanges zum Bosen in der menschlichen Natur" (6:28)
weitergehend von eine "gewissen TUCKE des menschlichen Herzens" (6:38), mit der man zu rechnen habe.
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一般研究発表（ルーム B）

判断力の導出について
The basis and development of the Judgment
井上 慶太郎
カントの著した『判断力批判』は、周知のごとく概念を用いず「美」を判定する判断力についての批
判だが、近年、その特徴が政治哲学の文脈から語られる。こうした兆候は1970年NYニュースクールで
講じたハンナ・アーレントの、政治哲学講義を始めとするカントの趣味判断への再解釈に見られる。
「『判断力批判』の中の様々な主題…は、すべて、すぐれて政治的な意義を有して」おり「政治的な
ものにとって重要」だと彼女は述べる。*1
あるいはこの講義内容をまとめた編者、ロベルト・ベイナー氏は趣味判断が政治的である理由を、
「美的判断力批判において、判断する注視者の観点から主として見た美的なものの分析が呈示されてい
るからである」と、アーレントの主旨を追認する。*2
ここに表記される注視者とは「impartial spectator＝公平の注視者」であり、アダム・スミスの概念を
引用するのだが、趣味判断が、公共（あるいは公平性）の哲学に欠かせないことを示唆している、と読
めるだろう。
カント本人は趣味判断の政治性について言及していないとアーレントは指摘するように、その公的性
格ついてカントは「快適に関する趣味判断は単なる個人的判断に過ぎないが、これに反して美に関する
趣味判断は普遍妥当的（公的）と称せられる判断である」と分析するにとどまる。*3
一方で、「趣味判断は普遍妥当的」と叙述される以上、その普遍性の根拠に対する認容の困難さが残
される。「かかる讃嘆の念に預かり得るのは、先験的哲学者ならいさ知らず、余人にはおそらく困難で
あろう」*4 と、カントは自認する。同様に、アーレントはこれを証明することはできないと明言す
る。「判断力批判の中には合目的性という理念も見出せます。…（しかし）このことは決して証明され
ません」*5
それでもこの論考で趣味判断に着目する理由は、次の二点からである。一つはカントの叙述する趣味
判断の「性質」を確認すれば、「普遍的妥当性」の現実味を確認できるからである。この点をカントの
用いた演繹と経験的推論から確認したいと考える。もう一つは、上掲の論旨に沿って判断力の開発可能
性に着目できるからである。カントは「美は、我々の心を開発する、― 美は、同時に快の感情におけ
る合目的性に注意を払わねばならないことを我々に教えるからである。」と論じる*6 この点から、個
人の経験には曖昧模糊に過ぎない根拠の不確実性をもってしても、なお美学の展望は開けており『判断
力批判』の意義を毀損することはないと考える。
*1 p30 『カント政治哲学講義録』2009 ハンナ・アーレント 明月堂書店
*2 p199『同書』ロナルド・ベイナー
*3 p91『判断力批判(上)』イマヌエル・カント 岩波書店
*4 p266『同書』
*5 p141『カント政治哲学講義録』2009 明月堂書店
*6 p186『判断力批判(上) 』岩波書店
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一般研究発表（ルーム B）

超越論的運動に基づいた原因性解釈
Interpretation der Kausalität auf der Grundlage der transcendentale Bewegung.
美上 駿（京都大学大学院）
『純粋理性批判』
（以下『批判』
）
・原則の分析論・第二類推は、言わずもがな原因性の原則の導入を主
眼とした章である。次いで同章は自然哲学との関わりにおいては、運動が論じられる章としても注目され
る。第二類推はこのような二重の読解が可能でありながら、これまでその原因性を運動から解釈する試み
はなされてこなかった。
この試みがなされてこなかった理由は容易に想像できる。第二類推中に登場する船の運動は明らかに
経験的であるため、原因性を運動から解釈することはカテゴリーのアプリオリ性を損なうように思われ
るからである。
しかしカント自身が B155f で言及するように、
『批判』の運動には経験的運動と区別された超越論的運
動の可能性が開かれている。この運動は超越論的と冠されるように、経験的運動を可能にする運動であ
り、同じく超越論的運動を構築しようとした Kaulbach(1960, 1963, 1965)もこの線に立つ。そして発表者
はこの超越論的運動を、幾何学的作図（出口、2005、2011）から解釈することによって、この運動にア
プリオリ性と客観的時間規定根拠を与える。そのことによって継起の例として登場する船の運動がなぜ
原因性の比喩なのか、なぜ客観的継起であるのかを説明できるようになる。このような超越論的運動に基
づいた原因性解釈を通じて、本発表は、原因性の新たな解釈を模索するとともに、原因性をめぐる諸争点
に一定の整合的な解釈を提供することを試みる。
そこで本発表は大きく分けて二段階の議論を設ける。前半では B155f の読解を通じて超越論的運動を
浮き彫りにする。そして後半では前半に展開された超越論的運動に基づいて原因性を解釈する。
前半では超越論的運動を幾何学的な作図を通して解釈することを試みる。すなわち「頭の中で線を引」
（B154）く操作を幾何学的な作図と解することにより、数学が有するアプリオリ性から超越論的運動に
アプリオリな身分を付与する。そして超越論的運動が経験的運動の範型でありかつ経験的運動に先立っ
ていることから、カテゴリーのアプリオリ性と合致すること、さらには客観的時間規定の根拠にもなるこ
とを見る。
後半では前半で展開された超越論的運動に基づき、把捉と客観的継起の解釈、家の例と船の例の知覚の
順序についての解釈、原因と結果の必然的結合に関わる力の解釈等に取り組む。本発表では原因性を、第
三類推とともに考察する Strawson(1966), Watkins(2005, 2010)と異なり、演繹論の重要性に注目する
Ewing(1924), Melnik(1976)に接近しながら解釈することになる。これはひとえに本発表が原因性を超越
論的運動から解釈しようとするものであり、その超越論的運動と経験的運動を区別する箇所が演繹論に
あることに由来する。
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一般研究発表（ルーム B）

新カント学派と数学
Neo-Kantian School and Mathematics
山本 舜
本発表の目的は、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけての数学基礎論の枠組み理解においてはほとんど
表舞台に登場しない新カント学派に焦点を当て、数学に対する基本的な見解および方針を抽出し、それら
を整理することにある。
最初に「新カント派」(Neo-Kantian, Neo-Kantianism)と呼ばれるものの射程が、カントの生きていた
時代のカント主義から、その後よく知られた 1960 年代のカント復興によって決定的な方向を持ったあ
と、世紀末から新世紀にかけて「学派」と呼ばれる形態にまで発展したものについての極めて広範なラベ
ルであることを考慮しなければならない。本発表では「新カント学派」という呼称を用いることで、考察
の対象を西南学派とマールブルク学派に明確に限定する。この二つの学派が同時代の数学基礎論に対し
てどのような立ち位置にあり、どのような有効性を持っていたのかを明らかにするのが、本発表の主題で
ある。
本発表ではこの二つの学派のうち、通常数学的自然科学の基礎づけに関与したと認識されているマー
ルブルク学派から先に検討を行う。本発表では、そこで通常考えられている「科学」(Wissenschaft)とい
う語の意味が、根本的にはライプニッツの「普遍学」(scientia generalis)と関係している可能性に注目す
る。それによって、彼らが単に「自然科学」を自明視していたのではないこと、その基礎づけについても
決して狭義の「科学」に留まるものではなく、むしろ「学」(Wissenschaft)一般の成立という問題を基軸
にしていることを強調したい。特にコーヘンにとってはおそらく、学の成立を普遍妥当性に求めることが
数学への糸口になっているのであり（ライプニッツにとって「普遍学」が「普遍数学」(mathesis universalis)
であったように）
、そのため「数学的自然科学の基礎づけを引き受けた」という通説には必ずしも留まら
ない側面があると考えられる。この点を踏まえて、この学派の論理にもとづいて数学的なものがどのよう
に位置づけられるのかを論じてみたい。
次に、一見数学的なものに親和性がないと考えられる西南学派を検討する。通説においては文化的、歴
史的なものの意義を含めた価値哲学がこの学派の特徴とされるが、数学への関与を抽出することも不可
能ではない。本発表ではヴィンデルバントからリッケルトへの継承点を確認しつつ、リッケルトの数学論
を、その意図の解釈も含めて考察する。最後に可能な限りで、リッケルトとナトルプの間で生じた論争を
検討しつつ、新カント学派の数学論を数学基礎論の通説的な枠組みと対比させることで、その固有な意義
を際立たせたい。
なお学派というユニットを考察の主題とすることで、当然個々の哲学者の詳細な検討はやや背景に退
いてしまう側面がある。だが、これらの統一的な枠組みが数学という一大学科の基礎づけといかなる関係
にあるかについて、ある程度見取り図が描けるようになることは、むしろ以後の詳細な考察に対する足場
を提供するはずである。本発表ではひとまずこの到達点を目標として、一つのラフ・スケッチを提示する
ことに満足したい。
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共同討議 I「カテゴリーの超越論的演繹（第二版）」を読み直す（ルーム A）

共同討議 I「カテゴリーの超越論的演繹（第二版）」を読み直す（趣意書）
中野 裕考
1772 年 2 月 21 日ヘルツ宛書簡で初めて定式化されたように、カテゴリーの超越論的演繹におけるカ
ントの取り組みは次の点を説明することにあった。感性的に与えられるわけではない概念の秩序である
カテゴリーが、事物の秩序そのものでもあると言えるのはなぜか。言い換えれば、述定の最高類としての
カテゴリーと存在者の最高類としてのカテゴリーが、前者は感性的直観を通じて与えられるものではな
いにもかかわらず一致すると言えるのはなぜか。これは、認識論が存在論と一致すると言える根拠を与え
るという企てである。
この基本的な問題構図を踏まえると、カテゴリーは思考の形式だから現象に対して妥当するだけで物
自体には関わらないという結論は、正しいとしても、ニュアンスに富んだ仕方で受け取られなければなら
ない。カテゴリーによって可能になる対象認識は、ヘーゲルがそうみなしたように「単に主観的」であっ
て事物そのものには関わらない、という意味で受け取られてはならない。物自体には関わらないとして
も、カテゴリーは単に主観的なのではなく対象そのものの秩序と一致する、ということを、説得力ある仕
方で示す必要がある。
色メガネが挟まった三項図式を前提してしまうと、どうしてもこの説得力が出てこない。カテゴリーは
現象の秩序であるが、物自体の秩序だとまでは言えない、だから我々の認識は一種の集団妄想のようなも
のであって世界それ自体には触れることができない、となってしまう。このような演繹論理解をどう改定
していくかが問われる。本共同討議では、近堂秀会員、村井忠康会員とともにこの問題を議論するが、そ
の際に次の二点を両氏に問う。
・

第二版演繹論の目的（証明しようとしている事柄）はどのようなものか。

・

主要な論証ステップは、本来どのようなものか。それは、第二十節と第二十六節に記されているカン
ト自身による証明とズレを含むか。

純粋悟性概念の超越論的演繹という問題――現代哲学からカントへ――
Das Problem der transzendentalen Deduktion der reinen Verstandesbegriffe in der Gegenwart.

近堂 秀
カントが『純粋理性批判』超越論的分析論の第二章「純粋悟性概念の演繹について」で展開した議論は、
「われわれはまだ、哲学のテクストをいかに解釈するべきかを知らない」というディーター・ヘンリッヒ
の言葉が依然として説得的に思われるほど、二一世紀に入ってからも膨大な研究が積み重ねられている
現状がある。カントの議論の錯綜した成立過程と複雑な証明構造は、ヘンリッヒによる一連の思想史研究
以後も徹底的な考察が続けられてきた。近年の研究動向では、
『純粋理性批判』の発展史研究が一定の成
果を収めている一方で、
『純粋理性批判』の現代的解釈が超越論的論証をめぐる分析哲学との論争を経て
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現代の知覚の哲学へと射程を広げつつある。カントが『純粋理性批判』第二版での「純粋悟性概念の超越
論的演繹」の書き換えを間に挟んで批判哲学の体系を完成させていったさい、
『実践理性批判』や『判断
力批判』などの要所で用いた証明方法として、演繹がカントの哲学思想の根幹にあるのは衆目の一致する
ところであろう。加えて、例えばヘンリッヒが思想史研究から離れて独自の哲学思想を明らかにするにあ
たり、主語－述語形式の文の使用と自己意識の可能性との基礎的連関に訴えたカントの議論を援用し、ユ
ルゲン・ハーバーマスと論争となったように、演繹が現代の哲学思想に対してカントの哲学思想の独自性
を示しうることを改めて想起されたい。近年の日本の研究動向では、第二版超越論的演繹の現象学的解釈
から現代の知覚の哲学に対してカントの議論の独自性を示した研究として、中野裕考の『カントの自己触
発論』を挙げることができる。そこで本提題では、
『純粋理性批判』における純粋悟性概念の演繹に関す
る研究上の前提を可能な範囲で確認し、第二版超越論的演繹の現代的解釈がどの程度妥当かを考察する。
これにより、現代の哲学思想に対する問題として、カントの議論を読み直すべき意義を明らかにしたい。

B 演繹における判断と直観
Judgment and Intuition in the B-Deduction

村井忠康
超越論的演繹の二つの版の違いの一つは、B 版演繹には判断論が見られる点である。これは、形而上学
的演繹においてカントが判断と直観のあいだに見出していた内的連関が B 版演繹では主題化されている
ということでもある。形而上学的演繹においてカントが「一つの判断におけるさまざまな表象に統一を与
えるのと同じ機能が、一つの直観におけるさまざまな表象のたんなる総合にも統一を与える」
（A79/B104-105）と述べるとき、
「同じ機能」としてカントの念頭にあるのは統覚の根源的総合的統一で
ある。B 版演繹は、判断と直観を対比しつつも両者を統覚的統一の実現として捉えるという方針を明確に
打ち出している。
この方針は、カテゴリーの客観的妥当性を示すという超越論的演繹の目標の達成にどのように関わっ
ているのだろうか。カテゴリーは判断の形式という思考の条件として取り出されるが、カテゴリーが客観
的妥当性をもつとは、それがたんに思考の側の条件にすぎないわけではなく、われわれが感性的直観を通
じて出会う事物の側の条件でもあるということだ。感性論から受ける印象に反して B 版演繹の後半部は、
直観において対象が与えられる条件である空間と時間の各統一さえも、統覚的統一の実現であると論じ
ているように思われる。この解釈が正しいなら、直観の一般的構造であり、それら自体も直観と呼びうる
空間と時間の再考を通じて、カテゴリーの客観的妥当性は示されることになる。
この解釈は大枠では、中野や、マクダウェル、コナントの B 版演繹解釈と一致する。だが、後者二人
の解釈では、中野とは異なり、自己触発への言及が少なくとも文言としては避けられている。本提題で
は、この違いを踏まえたうえで、上で見た解釈の細部を埋める独自の道を探ってみたい。
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対話的リベラルアーツの試み――「啓蒙とは何か」を教材として
伊藤貴雄
近年、アクティヴ・ラーニングの推奨に伴い、大学の授業にグループ・ディスカッション等の参加型
学習を取り入れる傾向が増えている。ただし哲学系に関して言うと、生命倫理のように現代的トピック
を扱う科目は別として、哲学史・思想史など伝統的知識の蓄積が必要な科目の学習においてもそうした
手法がふさわしいかは、意見の分かれるところであろう。ゼミ（演習）のように一種の参加型学習を中
核に置く哲学教育もあるが、少人数を相手にしたゼミと、数十人が受講する大型科目とでは、必ずしも
同じ仕方で「対話」が成り立つとは限らない。多くの教員が頭を悩ます点である。
ここで課題となるのは、哲学史・思想史のゼミで行うような哲学書の読解を、どうすれば数十人規模
の授業でも行うことができるかということである。提題者は10年近く、50～100名規模の授業で哲学
史・思想史を扱ってきたが、その間一番腐心したことが、学生とのディスカッションを授業内で活かす
ことであった。当初の目的は、授業に対する学生の興味や意欲を高めたいというところにあったが、年
数を重ねるうちに、この方法は担当する教員にも哲学史・思想史の問題に対する新たな視点や発見を与
えてくれる点で、大変有意義なものであることに気づいてきた。
ただし、ディスカッションをしても、盛り上がるときとそうでないときがある。その違いは、どうや
らディスカッション・テーマの立て方によるらしいことも分かってきた。すなわち、参加型学習と哲学
書読解とを効果的に結びつけるためには、どういう問いを投げかけるかが肝要であると考えるに至っ
た。本提題では、文学部１～２年生が多く履修する入門科目、または文学部系以外の学生も参加する入
門科目において、カントの「啓蒙とは何か」を用いた参加型学習の実践を報告する。もちろん試行錯誤
のなかでの初歩的な試みにすぎないが、哲学史・思想史の古典をもとにさまざまなテキスト解釈の可能
性を協働して考える《対話的リベラルアーツ》が、現代的トピックを扱う科目と同様に、「考えて議論
する」愉しみを提供できるものであることを示したい。

カントと学ぶ技術者倫理 Learning engineering ethics with Kant
上杉 敬子
「技術者倫理教育にはカント倫理学が必要である」という主張は技術者倫理教育に携わる人たちから
不審に思われるかもしれない。国内で市販された技術者倫理の教科書を概観すると、2000年代前半以前
の教科書には規範倫理学の紹介とともにカントの名が見られたのだが、その後、倫理学説に言及しない
ことが徐々に一般化し、それに伴いカントの名も見られなくなった。
数年前、発表者は事例研究中心の技術者倫理授業を行っていたのだが、そのさい「公衆の安全・健
康・福利を最優先としなければならない」という技術者倫理の理念に関わる解説に対する学生からの非
難を度々耳にした。その経験から「技術者が果たすべき諸義務」に関わる事例の学習は「人間の平等性
や尊厳の概念」の教育からはじめる必要があると考えるようになった。
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今回の発表では、「製品の使用者をただ手段としてだけではなく同時に目的として扱うとはどういう
ことなのか」を各学生が自ら考えるようになる技術者倫理科目の授業をデザインすることの必要性につ
いて述べ、カントは専門職倫理を学習するためにはむしろ必要な同伴者であることを主張したい。

「高校教育におけるカント」から初学者向け哲学講義を考える
嶋崎太一
本発表では、高等学校における倫理教育の現況を踏まえて、大学の倫理学関係講義（とりわけ低年次
教養教育を想定する）におけるカントの扱い方について一つの可能性を論じる。平成30年告示の高等学
校学習指導要領が2022度より年次進行で施行されている。倫理分野を含む公民科は、指導要領改訂で大
幅な改変がなされた科目の一つである。完全な必修科目として設置された新科目「公共」では、倫理分
野について注目すべき幾つかの特徴がある。一つは、社会のあり方についての選択・判断の手掛かりと
して「行為の結果」を重視する考え方と「行為の動機となる公正などの義務」を重視する考え方などを
活用して探究を進めるとされている点である。これは、現場では実質的には「功利主義」と「（カント
の）義務論」として整理されている。二点目は、新課程「倫理」において「哲学に関わる対話的な手
法」の導入が定められ、「公共」でも多くの教科書で実際に「哲学（的）対話」が取り上げられている
点である。実際、現在、高等学校でも、いわゆる「哲学対話」が急速な広がりを見せている。この二点
を踏まえ、大学における哲学、さらにはカントの教育にどのような可能性があるのだろうか。

専門教育としてカントをどう教えるか――『基礎づけ』演習における試み
平出喜代恵
本提題のもとで私が提供するのは、大学の専門教育としての「カントをどう教えるか？」をめぐる議
論の場である。その土台として、私が文学部哲学倫理学専修の3・4年次生向けに開講している「倫理学
演習」での実践を報告する。本科目は『道徳形而上学の基礎づけ』（和訳）の精読を目的とし、以下の
ように進めている。受講者は全員、あらかじめ指定された箇所を読んでくる。授業の際には、まず予習
の時点で抱いた疑問を教室前方のホワイトボードに記す。受講者のうちの1名はさらに、輪番で当該箇
所の読解と発表を担当する。そのあと受講者全員で、読解と発表の内容を討議し、各受講者が提示した
疑問の解決を目指す。
私の見るところ、受講者から呈される疑問はきわめて多様ではあるが、しかしその疑問の根底にはい
くつか共通する問題点がある。本報告では、「カントを教える」際のこうした根本的な問題点と、実際
に私がどのように対応しているかを示す。これを皮切りに、フロアから講義や演習の実践方法などが提
供され、受講生にカントのおもしろさを伝えるためのアイデアを共有できる場としたい。
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カント『人間学』の世界――開講 250 年を記念して（ルーム A）

ヘルダーの『言語起源論』からカントの人間学講義へ
From Herder’s Treatise on the Origin of Language to Kant’s Lectures on Anthropology
杉山卓史（京都大学）
1772 年は、ドイツにおける近代哲学的人間学の始まりを告げる年とされる(Odo Marquard, John H.
Zammito)。それを象徴するのが、カントによる人間学講義の開始、プラートナーの『医者と哲学者のた
めの人間学』およびヘルダーの『言語起源論』の出版である。この 3 者のうち、カントとプラートナーの
関係は、
ある意味分かりやすい。
人間学講義を開始したことを告げる 1773 年末のヘルツ宛書簡において、
カントはプラートナーの上掲書（についてのヘルツの書評）に言及し、それとは異なる自らの人間学講義
の構想を述べているからである（実際の講義でも、彼我の相違を一度ならず言及している）。
それに対して、ヘルダーと残り 2 者との関係は、必ずしも明らかではない。たしかに、カントとヘルダ
ーの関係はつとに知られているが、この頃には直接の交流は（いったん）消失している。そもそも、ヘル
ダーの上掲書には、タイトルはおろか本文でも「人間学（的）」という語は一度も用いられていない。同
書は、いかなる意味で「人間学」の（しかも、そのドイツにおける始まりを告げる）書なのだろうか。本
発表では、まずこの疑問を解消することから始める。次いで、そのヘルダーの「人間学」がいかにして形
成されたのかを、
「哲学を人間学に回収すること」を主張する遺稿「いかにして哲学は民衆のためより普
遍的かつ有用なものになりうるか」
（1765 年執筆）を中心として、追跡する。さらに、その形成にカント
がいかなる影響を及ぼしたのかを、カントの形而上学講義の当のヘルダーによる筆記録を手がかりとし
て、検討する。この講義録＝「ヘルダー形而上学」は、人間学講義が独立する——形而上学講義は、バウ
ムガルテンの『形而上学』
（初版 1739 年、カントが用いたのは 1757 年の第 4 版）を教科書としたもので
あるが、人間学講義は、さらにその中の「経験的心理学」章を教科書としたものである——以前の唯一の
形而上学講義録として、貴重なテクストである（実際、1772 年以前に「人間学」という語が現れるのは、
厳密に言えばカント自身の筆によるではないとはいえ、このテクストにおいてのみである）。
以上の考察を通じて、カントが形而上学講義から人間学講義を独立させた理由の一端を、そして、それ
によってその人間学講義の「反プラートナー的」側面とは別の側面を、浮かび上がらせることに努めた
い。

1760 年代のカント

→

1772 年（以降の）カント（人間学講義）

←

1772 年のヘルダー

↑
1760 年代のヘルダー
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カント『人間学』の世界――開講 250 年を記念して（ルーム A）

カントの人間学講義における「性格」概念を巡る思想発展
Zur Entwicklung von Kants Gedanken über den Charakter in den Anthropologievorlerungen
船木 祝
性格概念はすべてのカントの人間学講義で論じられている。カントの性格概念を理解するためには、人
間学講義の読解が不可欠である。とくに著作を欠く 1771 年から 1780 年までのいわゆる「沈黙の１０年」
におけるカントの思想生成過程を知るためにも、人間学講義の読解は役に立つ。1780 年代半ば頃のもの
と推測される『ムロンゴヴィウス人間学（Anthropologie Mrongovius）
』では、
「人間の本来の性格、ある
いは自由の性格について」というように章の表題に自由という概念が新たに登場する（XXV 1384）
。カン
トの性格概念は類型化された決定論的なものではなく、自由と結びつくことがその思想発展の成果であ
ることがわかる。性格と言えば、もう変わらない、変えることができないと大方の人は考えるであろう。
カントは、性格をもつ人は少ないと言う。なぜなら、性格とは、変わらない原則を、自由に基づいて、自
らの行為の規則として採りいれることによって形成されるからである。変わらない原則を採りいれる瞬
間、これまでの行動様式からの変容がなされうる。
性格概念の関連概念に「格率」概念がある。当概念については、アルブレヒト（Michael Albrecht）の
注目に値する研究がある。アルブレヒトによれば、格率を「人が習慣づけた、行動規則」と定義するとこ
ろの、バウムガルテン（Alexander Gottlieb Baumgarten）のようなヴォルフ主義者と成熟したカントは袂
を分かったと言う。アルブレヒトによれば、「格率を相互に調和させる」ための「性格」が問題となり、
上位の格率と下位の格率を関連づけ、前者から後者を導くことに性格がかかわる（ Albrecht, 1994,
pp.132f.,135）
。このような注目に値する指摘は認められるが、
「性格」概念に関するその考察は十分であ
るとは言えない。また、アルブレヒトのこの分析においては、カントが「劣った性格」及び「欺瞞的性格」
と、
「悪しき性格」の対比から、性格概念を形成したことには言及されていない。
1780 年代初頭頃のものと見られる人間学講義録『人間知（Menschenkunde）
』において、カントは、ほ
んものの性格について、自分自身に対して「うそ」をつかないこと、他者に対して「言葉を守る」こと、
そして「媚びへつらいの人（Schmeichler）
」ではないという三つの特徴づけをする（XXV 1388）
。この「ほ
んものの性格が、40 代前の人に表れるのは稀である。まだ思慮のなさが取り払われていない」とも言わ
れる。それ以前は「まだ、洞察力が未熟であって、真の関心と仮象の関心が区別されていない」からであ
る（XXV 1174）
。このような「性格」概念を巡る思想に至るまでの、「劣った性格」及び「欺瞞的性格」
と、
「悪しき性格」との区別を巡る長年にわたるカントの思索の試行錯誤を辿ると同時に、カントの成熟
した人間学的洞察を明示したいと思う。
【引用文献】
Albrecht, Michael (1994): Kants Maximenethik und ihre Begründung, in: Kant-Studien, 85 (1994), pp.
129-146.
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カント『人間学』の世界――開講 250 年を記念して（ルーム A）
人間学という分岐点
フーコーによるカント『人間学』解釈
王寺賢太 （東京大学）

「そのとき人間は波打ち際の砂の顔のように消え去るであろう」——『言葉と物』
（1966 年）のこの一
文は、フーコーの人間学批判の象徴としてよく知られている。
「人間」とは、ポスト・カントの時代に特
有の認識論的布置が生んだ一つの「形象」にすぎない。その認識を踏まえ、フーコーは近代の「人間諸科
学」が「人間」の経験的認識によって（擬似）超越論的条件・規範を確定しようとする「人間学のまどろ
み」のなかにとどまっていると批判したのだった。
1961 年、フーコーはみずから手がけたカント『実用的見地からの人間学』仏訳に付した「序文」で、
いちはやくポスト・カントの「哲学的人間学」の批判を明確に打ち出している。ただし同時に見逃せない
のは、そこでフーコーがカント自身の『人間学』をこの「哲学的人間学」から峻別し、高く評価している
ことだ。カント『人間学』は、決して『論理学』の「人間とは何か」という「哲学的」な問いに答えるこ
となく、
「人間はいかに自分自身を用いるべきか」という「実用的」な問いこそを提起する書物である。
カントはこの問いから出発して、
「世界=世間」のなかの人間たちのふるまいを、
「技法 Kunst/art」や日
常言語の「用法 Gebrauch/usage」に注目して考察したのだ。こうして「世界的＝世俗的」なふるまいを
日常言語による自己反省にもたらす点にこそ、
『人間学』の「体系性」もあれば「大衆性」もあるという
のである。
この『人間学』解釈は、カントにおいて「人間学」は「批判」の問いを反復＝反転させつつ『オプス・
ポストゥムム』の「超越論哲学」につなぐ「通路」であったとするフーコー独自の見立てとともに提出さ
れている。その構図自体、ハイデガー『カントと形而上学の問題』（1929 年）で示された、『純粋理性批
判』から現代の哲学的人間学を経てハイデガーの現存在論へ、と要約できる哲学史の見立てに独自の捻り
を加えるものだ。つまりフーコーの『人間学』解釈は、カントにおける「批判」と「人間学」の関係を再
考することで、
「批判」の核心に「有限性」の問いを見出すハイデガーを継承しつつ、ハイデガー現存在
論とは異なるかたちで自己自身の哲学の道を切り開こうとする過程の産物だったのだ。
そのときフーコーがカントに見出すのは、
「批判」―「人間学」―「超越論哲学」それぞれの次元で反
復される「自己触発」―〈自己関係性〉―の問題系であったと言える。
「有限性」のしるしでもあれば「時
間性」の根源でもあり、
「真理」と「自由」にかかわる「自己」の問題系にも連なるこの問題系が、
『実用
的見地からの人間学』の核心に見出されるのである。本発表では、以上の経緯を踏まえつつ、このカント
人間学の道がフーコーにとっていかなる意味でニーチェ的な「超人」へ、また自身の人間学批判へと通ず
る道でもあったのかについて私なりの展望を示したい。
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日本カント協会オンライン学会参加の手引き
日本カント協会第46回学会はWeb会議サービス「Zoom」を用いたオンラインによる開催となりま
す。つきましては、学会当日までに以下に記載する事項の準備と確認をお願いいたします。
◆ 参加登録フォームへの登録と専用ポータルサイト用パスワードの取得
・事前に「日本カント協会第46回学会参加登録フォーム」（https://forms.gle/JWJJn5qLoSvRfK6b8）
へ、アクセスいただき参加登録をお済ませください。
なお参加登録フォームへの登録の期限は11月11日といたします。
・ご登録のメールアドレス宛てに、学会専用ポータルサイト
（https://sites.google.com/view/47hp/123）へログインするためのパスワードをお送りいたします。パ
スワード送付は11月6日以降を予定しています。学会前日になっても送付されない場合、お手数ですが
事務局（japanischekantgesellschaft@gmail.com）へその旨ご連絡ください。
※参加登録フォーム・学会専用ポータルサイトのURLは、当協会のホームページにも掲載しています。
併せてご利用ください。
◆ インターネット通信環境の整備
学会への参加にあたり、安定したインターネット接続環境の準備をお願いいたします。加えて、以下
の機材の準備をお願いいたします。
・インターネット接続が可能な機材（PC、タブレット、スマートフォン等）。
・音声出力機器（イヤフォン、外部接続スピーカー等）。
・音声入力機器（スピーカーフォン、マイク付きヘッドセット等）。
・カメラ（PC内蔵カメラ、ウェブカメラ等）。
◆ Zoomの利用環境の整備
事前にZoomアプリケーションのインストールと基本動作の確認をお願いいたします。
ZoomのHPからダウンロード：https://zoom.us/download
◆ 質疑応答の方法
聴講者からの質疑はZoomの「手を挙げる」機能からのみ受け付けます（チャット機能は使用しない
でください）。挙手した聴講者の中から、司会者が質問者を指名します。質問者は、司会者がミュート
機能の解除を指示するのを待って、ご自身でミュートを解除し、カメラを有効にしてからご発言くださ
い。質疑応答が終わりましたら、Zoom画面より「手を降ろす」を選択し、再度ミュート設定をおこな
ってください。
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◇「手を挙げる」機能の操作方法（PCの場合）①Zoom画面下部の「リアクション」ボタンをタップ
し、「手を挙げる」を選択すると挙手状態となる。②「手を降ろす」を選択すると元の状態に戻る。
◇「手を挙げる」機能の操作方法（スマートフォン・タブレットの場合）①「参加者」ボタンから参加
者一覧を開く。②ご自身の名前をタップし、「手を挙げる」を選択すると挙手状態となる。③「手を降
ろす」を選択すると元の状態に戻る。
◆ 受信映像および発表資料の取り扱いについて
・発表者や主催者の許可がない限り、映像の保存、録音は禁止いたします。
・発表者がチャット機能上で投稿した場合のみ、発表資料の保存および閲覧を許可します。
・2021年10月現在、学会後に各発表の資料を配布する予定はございません。
〈聴講者の方は以下の項目をご確認ください。〉
◆ 聴講の方法と注意事項
・学会当日はオンラインにて参加をお願いいたします。
・学会専用ポータルサイト（https://sites.google.com/view/47hp/123）にアクセスしてください。この
際パスワードが求められるので、事前に日本カント協会から送付されたパスワードを入力してくださ
い。学会専用ポータルサイトから、参加を希望する会場（ルームA・B・C）を選択することで、会場へ
入室できます。
・発表会場であるZoomのミーティングルームに入室後、ご自身のマイクがミュートに設定されている
ことをご確認ください。
・発表会場であるZoomのミーティングルームに入室後、ご自身の画面に表示される情報を「お名前
（ふりがな）所属（任意）」を記載したものに変更してください。
◇表示情報の変更方法 ①Zoom画面下部の「参加者」ボタンから参加者一覧を開く。②ご自身の登録名
の右に表示される「詳細」ボタンから名前の変更をおこなう。
・聴講者は「手を挙げる」機能のみ使用可能です。チャット機能を用いた発言、共有機能を用いた資料
の共有、描画機能を用いた画面への書き込み等はおこなわないようお願いいたします（チャット機能を
用いた資料のダウンロードは可能です）。
・質問がある場合は、Zoomの「手を挙げる」機能で挙手をお願いいたします。挙手した聴講者の中か
ら、司会者が質問者を指名します。質問者は、司会者がミュート機能の解除を指示するのを待って、ご
自身でミュートを解除し、カメラを有効にしてからご発言ください。質疑応答が終わりましたら、
Zoom画面より「手を降ろす」を選択し、再度ミュート設定をおこなってください。「手を挙げる」機
能の操作方法については前頁の説明をご参照ください。
〈登壇者の方は以下の項目をご確認ください。〉
◆ 発表の方法と注意事項
・学会当日はオンラインにて参加をお願いいたします。
・発表の際には、ご自身のマイク、カメラを共にオンに設定してください。
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・発表の際には、ご自身の画面に表示される情報を「お名前（ふりがな）所属」を記載したものに変更
してください。
◇表示情報の変更方法 ①Zoom画面下部の「参加者」ボタンから参加者一覧を開く。②ご自身の登録名
の右に表示される「詳細」ボタンから名前の変更をおこなう。
・発表時間中のミーティングルームの使用方法は基本的に発表者に委ねられます。必要に応じて、発表
原稿および資料をZoomの「画面共有」機能および「チャット」機能から共有して発表をおこなってく
ださい。
◇画面共有の方法：①あらかじめ共有したい資料を各ソフト上で開いておき、Zoom画面下部の「画面
の共有」ボタンを選択する。②共有可能な画面一覧が表示されるので、共有したい画面を選択し、「画
面の共有」ボタンを押す。③「共有の停止」を選択すると画面の共有が終了する。
◇チャットの利用方法：①Zoom画面下部の「チャット」ボタンを選択する。②Zoomグループチャット
のタブがひらくので、送信先が「全員」になっていることを確認し、「ファイル」ボタンから共有した
いファイルを選択する。
※発表者の方が資料をチャットで共有した場合、途中参加した聴講者へ向けて（途中参加者を確認次
第）事務局が資料をチャットから再共有させていただきます。
・発表時間中に通信関係のトラブルが発生した場合、11月21日までに事務局
（japanischekantgesellschaft@gmail.com）へ宛てて原稿を提出することにより、本学会にて発表したも
のと見なします。
・学会当日9：00-9：30にリハーサルをおこないます。トラブルを避けるため、可能な限りご参加いた
だきますようお願いいたします。

〈司会者の方は以下の項目をご確認ください。〉
◆ 司会の方法と注意事項
・学会当日はオンラインにて参加をお願いいたします。
・司会の際には、ご自身の画面に表示される情報を「お名前（ふりがな）所属（任意）」を記載したも
のに変更してください。
◇表示情報の変更方法： ①Zoom画面下部の「参加者」ボタンから参加者一覧を開く。②ご自身の登録
名の右に表示される「詳細」ボタンから名前の変更をおこなう。
・会場の実質的な指揮を執っていただくために、司会者には、参加者の管理をおこなうことができる
Zoomの「共同ホスト」権を付与いたします。
・質疑応答時間に際して、質問がある方はZoomの「手を挙げる」機能にて挙手するよう誘導をお願い
いたします。挙手の反応がありましたら、指名し、質問者はミュート設定を解除して発言するよう指示
してください。
・学会当日9：00-9：30にリハーサルをおこないます。トラブルを避けるため、可能な限りご参加いた
だきますようお願いいたします。
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◆ トラブルが生じた場合（共通事項）
・聴講中に接続が途切れてしまった場合は、再度専用ポータルサイトから入室してください。
・当日のトラブルにかんしましては事務局（japanischekantgesellschaft@gmail.com）までご連絡くださ
い。ただし個人の通信環境に由来する接続トラブル等には対応しかねます。予めご了承くださいますよ
う、お願いいたします。
・個人の事情によらず、何らかのトラブルによりミーティングルームが機能しなくなった場合には、
「日本カント協会第46回学会参加登録フォーム」にご登録いただいたメールアドレスに宛てて、代替用
のミーティングルームのURLをお送りいたします。そちらにアクセスしていただき、再度学会へご参加
くださいますようお願いいたします。
以上
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