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カント実践哲学と「反省」の問題

はじめに

　イマヌエル・カント（1724-1804）の実践哲学は「君の意志の格率がつねにどうじに普遍的立

法の原理として妥当し得るように行為せよ」（V30）（１）という「定言命法」を唯一の原理として展

開される。この命法は、行為の客体あるいは行為の結果ではなく、自分自身が採用した「格率」

すなわち「行為の主観的
4 4 4

原理」（IV420, Anm.）の吟味を我々に強いるものである。それゆえカ

ントの実践哲学は、一般に、ある種の反省的契機をその根底に置くものと理解されている。

　それでは、実践哲学において〈反省する〉とは具体的にいかなることか。この問いは一見素朴

であり、我々の日常生活に照らしてたやすく回答できそうに見える。だがカントのテクストに即

してこれに回答しようとするなら、彼の実践哲学の根幹著作である『実践理性批判』が「反省」

を全く論じていない、という困難と対峙せざるを得ない（２）。従来の研究がいかなるテクスト的

根拠もなく、我々が「格率が実際また普遍的な実践的法則として妥当し得るかどうか」（V27）

と格率を吟味する際の自己関係的な側面をもって、この吟味を「反省」と呼ばざるを得なかっ

た（３）のはこうした事情による。

　しかし、カントは『純粋理性批判』において、「超越論的悟性使用と経験的悟性使用との混同

によって生じる反省概念の多義性」（以下「多義性」章）という独立したセクション（A260-289/

B316-346）を設けて彼独自の「反省（Überlegung/Reflexion）」（４）を論じている。仮にそうした

働きが実践哲学にも位置を占め得るなら、「反省」という事態を単に格率の吟味として捉えるよ

うな従来の理解は、カントの実践哲学における「反省」の重要な点を捉えそこなっていることに

はるのではないか。よって以下小論が目指すのは、『実践理性批判』では論じられなかった実践

哲学における「反省」（以下、道徳的反省と呼ぶ）という働きを、『純粋理性批判』や『道徳形而

上学』などのカントのテクストを用いて再構築し、さらにはこの働きを『実践理性批判』に逆照

射してその位置づけや役割を解明することで、カント実践哲学に特有の道徳的反省の意義を見出

すことである。

　こうした問題意識のもと、小論は次のように進む。まずは『道徳形而上学』（５）において論じら

れる「道徳的反省概念の多義性」という事態の内実を検討する。この検討から、実践哲学でも「反
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省」を語る余地の存することを確認する（第一節）。つぎに、『純粋理性批判』「多義性」章にお

いて論じられる「超越論的反省」を手掛かりにして、「道徳的反省概念の多義性」という事態が

示唆する道徳的反省という働きを再構成し、その内実と、道徳的反省に特有な限界を検討する（第

二節）。そして最後に、再構成された道徳的反省という働きを『実践理性批判』に位置づけられ

ないか検討し、その位置を「純粋実践理性の弁証論」に見定めたうえで、その役割を明らかにす

る（第三節）。

第一節　道徳的反省概念の多義性の構造

　カントの実践哲学体系を代表する著作には『実践理性批判』と『道徳形而上学』がある。カン

トは前者で「意志の自律」を「道徳性の唯一の原理」として提示し（V33）、後者では、これを

身体ある理性的存在としての人間の世界に適用して「法」と「徳」とを根拠づけた。こうした実

践哲学の体系において我々が注目するのは、『道徳形而上学』「徳論の形而上学的定礎」の第一部

第一巻「自分自身に対する完全義務について」の末尾に位置する「道徳的反省概念の多義性：人

間の自分自身に対する義務であるものを他の存在に対する義務と考えることについて」（以下、

「道徳的多義性」章と呼ぶ）である。これは道徳的反省という反省様式についての直接的な説明

を含まないものの、ここで論じられる「道徳的反省概念の多義性」という事態は、道徳的反省を

論じるための重要な示唆を含むものである。そのため、本節では道徳的反省の内実を再構成する

準備として、説明が極めて切り詰められた（６）「道徳的反省概念の多義性」という事態の内実を解

きほぐすことから始める（７）。

　カントは「道徳的反省概念の多義性」について次のように言う。

人間は人間に対する
4 4 4

義務のほかには、何らかの存在に対する
4 4 4

いかなる義務も持ち得ない。ま

た、それにもかかわらず人間がそうした義務を持つと表象するなら、それは反省概念の多義
4 4 4 4 4 4 4

性
4

によって生じたものである。人間が他の存在に対する
4 4 4

義務と思い誤っているものは、単に

自分自身に対する
4 4 4

義務でしかない。人間がこうした誤解（Mißverstande）へと導かれるのは、

人間が他の存在に関する
4 4 4

自身の義務を、この存在に対する
4 4 4

義務と混同する（verwechseln）

ことによってである。（VI442）

　この引用文によれば、①人間は人間に対する
4 4 4

義務だけを持ち、②人間が人間以外の存在に対す
4 4

る
4

義務を持つと表象することは端的に「誤解」であり、③この「誤解」は「反省概念の多義性」

によって生じる。以下ではこれらの主張を理解することで、「道徳的反省概念の多義性」という

事態を正確に捉え出す。

　これらの主張を理解するために、まずはカントが『実践理性批判』で明らかにした「義務」と
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いう事態の基本的構造を確認しておこう。カントは次のように言う。

〔有限な理性的存在の〕意志のこの法則に対する関係は、拘束（Verbindlichkeit）の名で呼

ばれる依存性であり、この拘束は単なる理性とその客観的法則によるとしても、行為への強

制を意味しており、この行為は〔…〕義務と呼ばれる。（V32）

　ここで「法則」とは「道徳法則」を意味し、これは有限な理性的存在の意志にとっては「定言

的に命令」するものとして表象される（ebd.）。こうした「定言命法」としての「道徳法則」に

有限な理性的存在の意志は拘束されており、この「拘束」に基づいて強制される何らかの行為が

「義務」と呼ばれる。したがって「義務」という事態は、我々自身の理性に由来する「道徳法則」

によって我々自身の意志が拘束されるという、自己拘束
4 4 4 4

の構造において成立する。

　この自己拘束という「義務」の基本的構造が、カントの〈人間は人間に対する義務だけを持つ〉

という主張①の根底にある。したがって、まず「対する（gegen）」という表現が表すのは、或

るものと或るものとが「拘束（する／される）」という関係にあることである（８）。つぎに、こう

した「拘束」の関係において対峙しているものだが、これはどちらも「人間」である。しかし、

ここで義務づける「人間」が「内的自由の付与された」存在としての「本体的人間（homo 

noumenon）」（IV418）であることは明らかだが、義務づけられる「人間」とはいかなる存在の

ことだろうか（９）。御子柴［2018］によれば、それは「行為の客体」としての「人間」ではなく、「行

為の主体」または「人格」としての「人間」に他ならない（86頁）。したがって主張①は、主体

同士の自己拘束を表現したものである。なおこの自己拘束の根拠が、究極的には、自分自身の理

性に由来する法則が自分の意志を拘束することにあるにもかかわらず、人間が自分自身のみなら

ず他人からも拘束され得るのは、「他人が自分と同じく尊厳ある主体であると意識される」点に

存する（御子柴［2018］、90頁）。我々は自由の名において自らを拘束するからこそ、他人を尊厳

ある主体として認めることができ、そうして他人は我々を拘束するのである（vgl. VI417）。

　それでは人間以外の存在に「対する義務」が成立しないのはなぜか。カントがそうした存在と

して念頭に置くのは、「非人格的対象」としての「鉱物、植物、動物」と「人格的だが全く目に

見えない（外的感官に現れない）対象」としての「天使、神」である（VI442）。前者について

はせいぜい動物に「感覚と選択意志」が認められるだけで「「非理性的」であり、理性的認識を

なし得ず、また自由な理性的意志を欠く」（Kain［2010］, p. 221）がためにそれらに尊厳は認め

られず、我々を拘束しない。後者については、確かに「人格的」ではある。しかし「経験の対象」

として与えられ得ないがために、我々はそれらの存在の目的の原因とは決してなり得ず、我々を

拘束しない（vgl. VI442）。

　したがって、〈人間は人間に対する義務だけを持つ〉（10）。主張①に基づけば、〈人間が人間以外
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の存在に対する
4 4 4

義務を持つと表象することは端的に「誤解」である〉という主張②が帰結する。

では〈「反省概念の多義性」がこの「誤解」を引き起こす〉（主張③）とはどういうことだろうか。

カントは「道徳的多義性」章でこの「多義性」（曖昧さ）の内実を説明しないが、それでも我々

は『純粋理性批判』の「多義性」章を参照することで、その内実に迫ることができる。カントは

次のように言う。

超越論的反省
4 4 4 4 4 4

を欠く場合、私はこれらの諸概念を極めて不確実に使用することになり、誤っ

た総合的諸原則が生じる。この原則は批判的理性が承認し得ないものであり、専ら超越論的
4 4 4 4

多義性
4 4 4

に、すなわち純粋な悟性の客体を現象と混同
4 4

すること（Verwechselung）に、基づく

ものである。（A269f./B325f.）

　まず「超越論的反省」とは、私の持つ表象が属している認識能力へ意識を向け、その表象が感

性に属するか、純粋悟性に属するかを識別する働きである（vgl. A261/B317）。上の引用では、

表象の属する認識能力への「超越論的反省」を欠く場合、我々はある表象について、それが感性

に属するもの（現象）か、純粋悟性に属するもの（物それ自体）か区別できず、必然的にそれら

を「混同」すると言われる。よって「多義性（Amphibolie）」という事態は、「超越論的反省」

の欠如によって、こうした本性を全く異にする表象の区別が曖昧（Amphibolie）になっている

こととして理解できる。

　本節冒頭の引用において、「道徳的反省概念の多義性」は「人間が他の存在に関する
4 4 4

自身の義

務を、この存在に対する
4 4 4

義務と混同すること」として、『純粋理性批判』と同様に「混同」の問

題として、説明されていた。本節では理論哲学と実践哲学との間にある諸々の差異を一旦無視し

てその共通点にだけ目を向ければ、「道徳的反省概念の多義性」という事態は、〈自分がその存在

にどのように拘束されているか、その存在に対して
4 4 4

か、その存在に関して
4 4 4

か〉という区別が曖昧

になり混同している事態として理解できる。こうした「混同」こそ、ひとが〈人間が人間以外の

存在に対する
4 4 4

義務を持つ〉と誤って考えてしまう原因なのである。このように理解された「義務」

をめぐる「多義性」という事態を、カントが「道徳的反省
4 4

概念の多義性」と呼んでいることは、

この「多義性」が何らかの反省の欠如に起因することを示唆するものと解釈できる。

第二節　道徳的反省の内実とその限界

　カントが『道徳形而上学』において「道徳的反省概念の多義性」という事態を論じているとい

う事実は、実践哲学においても「反省」を語る余地があることを我々に教えている。前節をもと

にすれば、我々が「道徳的反省概念の多義性」に陥るのは、何らかの反省の欠如が引き起こすも

のと理解できる。以下本節ではこうした理解のもと、上に見たような「多義性」を回避する「反
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省」こそ、カントの実践哲学において見出されるべき道徳的反省であるとみなし、道徳的反省の

内実とその限界とを明らかにすることとしたい。

　前節で見たように、カントは「多義性」を回避するような「反省」、すなわち「超越論的反省」

を〈私の持つ表象が属している認識能力へ意識を向けること〉と説明していた（11）。本節ではまず、

実践
4 4

哲学の文脈において、表象が属すものとして意識を向けられるところの能力はいかなる能力

であるか、検討しよう。理論
4 4

哲学としての『純粋理性批判』においては「現に在るもの（Was 

da ist）」（A633/B661）の認識、つまり直観において与えられる対象の認識が問題であるから、

能力とは「認識能力」（「感性」と「純粋悟性」）のことであった。これに対して、実践哲学とし

ての『道徳形而上学』においては「現にあるべきもの（was dasein soll）」（ebd.）の認識、つま

りここでは直観において与えられているかとは全く無関係な、何らかの実現されるべき対象の認

識が問題であるから、能力とは「欲求能力」のことだと考えられる。「欲求能力」とは「あるも

のが、自らの表象によってその表象の対象を実現することに向けての原因となるような、そうし

たものの能力」（IV9）にほかならない。カントによれば、この能力は上級欲求能力と下級欲求

能力とに峻別される（vgl. V22f.）。

　以上から、道徳的反省の内実は、〈自分がある表象の実現へ向けられている〉という表象がい

かなる欲求能力に属するか、上級か、下級か、ということを識別する働きとして理解できる。以

下ではこうした道徳的反省の内実を、カントが『実践理性批判』において示した「拘束」と「勧

告」との区別という観点から、より具体的に検討する。

　カントが『実践理性批判』の「分析論」で明らかにしたように、本来的な意味での「義務」の

意識は上級欲求能力に基づく拘束の意識だけである。この意識は「道徳法則」という理性的でア

プリオリな表象に依存する（vgl. V24, 33）がゆえに、我々を必然的に拘束し、有限な理性的存

在としての我々にあっては〈あることをなすべし
4 4

〉という仕方で必然性を伴って表象される。こ

れに対して「勧告」の意識は「経験的諸条件の中」にある感性的でアポステリオリな表象に依存

する（vgl. V23）がゆえに、我々を必然的には拘束せず〈あることをなすがよい
4 4 4

〉という仕方で

必然性を伴わずに表象される（vgl. V36）。前節で確認したように、「義務」とは「行為への強制」

であるから「義務」と呼ばれ得るのは、必然性を伴って表象される前者だけである。このように

「拘束」と「勧告」との区別は単なる程度の違いによるものではなく、その表象をもたらす欲求

能力の区別に即してなされる絶対的な区別である。それゆえ例えば、私が人間の活動の引き起こ

した気候変動が原因となってある特定の動植物が絶滅に瀕していることを認識しているとき、そ

の状況に関心を持たず、その種の保全の実現へ向けて何も行為しないことが、自分の尊厳を毀損

するがゆえにこの種の保全を欲することと、その動植物の愛くるしさや美味しさといったような

感性的表象からこの種の保全を欲することとは、全く異なっているのである（12）。したがって、

道徳的反省の内実とは、欲求能力の上級・下級の区別に基づいて、〈自分がある表象の実現へ向
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けられている〉という表象が属する欲求能力を識別すること、すなわち、これが「拘束」として

必然性を伴って表象されているのか、「勧告」として必然性を伴わずに表象されているのか識別

することなのである。

　以上本節では、道徳的反省の内実についての一つの解釈を提示した。しかしここで、我々が前

節で「道徳的反省概念の多義性」を理解するために一旦無視した理論哲学と実践哲学との差異が

問題として現れてくる。『道徳形而上学』の第二十二節から次の一節を引こう。

人間の心の深さはその根本を究め難い。義務を遵守しようとする動機が感じられるとき、そ

の動機がもっぱら法則の表象から生じるのか、それとも利益（あるいは不利益の防止）を目

指し、他の機には悪徳にも首尾よく使えることのあり得るような、たくさんの他の感性的衝

動が協働していないかどうか、だれがよく知っていようか。（VI447）

　ここでは、ひとが義務を遵守しようとするとき、その動機がもっぱら上級欲求能力からのみ生

じているかは、我々には不可知であることが言われている（13）。この不可知性の主張は、道徳的

反省を、〈自分がある表象の実現へ向けられている〉という表象が上級欲求能力に属するのか下

級欲求能力に属するのか、を識別することとして解する小論と対立するように思われる。我々の

積み上げてきた解釈は取り下げねばならないのだろうか。

　答えは否である。この対立は実のところ、カントのテクストと小論の解釈の間に生じているの

ではない。この対立は、カントが理解する限りでの有限な理性的存在としての人間の内部で生じ

る対立として理解すべきである。再び、今度は『道徳形而上学』の第十四節から次の一節を引こ

う。

この命令〔自分自身に対する全ての義務の第一の命令〕は以下の通りである。汝自身を知れ

（探求、究明せよ）。汝の物理的完全性〔…〕によってではなく、汝の義務に関する道徳的完

全性によって、─汝の心を─それが善であるか悪であるかを、汝の行為の源泉が純粋か不純

かを、人間自身に帰責され得るものであり、道徳的状態に属するであろうものが、人間の実

体に根源的に属しているものか、あるいは派生的な（獲得された、あるいは招かれた）もの

であるかを、知れ。（VI441）

　ここでカントは、先の引用では不可知とされた義務の源泉を「知れ」という命令を、「自分自

身に対する全ての義務の第一の命令」としている。上の二つの引用に見られる一見矛盾した二つ

の主張について、御子柴［2019］は「知れ（kennen）」ということを「認識」ではなく「探求」

の事柄として理解した上で、「カントの所説は、「こころの深み」の根本を究めることを道徳的に
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命じつつ、他方で、人間にはそれが実現できないことを前提にしている」（18頁）と解する。こ

のように上の両主張を受け入れ、人間という有限な理性的存在の内面では、こうした対立的な事

態は避けられないものと理解すれば、我々の提示した道徳的反省を論じる余地は維持される。し

かし上の限りで、小論が論じてきた道徳的反省には、『純粋理性批判』で展開された「超越論的

反省」にはない限界のあることが分かる。つまり、「超越論的反省」はある表象についてそれが

いかなる認識能力に属するかを識別することができる一方で、道徳的反省はそれを識別すること

はできないという限界である（14）。それでは、こうした『純粋理性批判』の「反省」と比較すれ

ば至極不十分に映る道徳的反省は、『実践理性批判』においていかなる位置を占め、いかなる役

割を担うのか。これについては節をかえて論じよう。

第三節　『実践理性批判』における「反省」の位置づけと役割

　これまでの検討から、道徳的反省が〈自分がある表象の実現へ向けられている〉という表象の

属する欲求能力を識別し、「道徳的反省概念の多義性」へ陥らぬようにするものであり、しかし

それにもかからず、究極的には、その識別に至ることはできないという限界を抱え込んだもので

あることが分かっている。本節では、道徳的反省のこうした内実と限界を踏まえ、この働きが『実

践理性批判』ではどこに位置づくか、またいかなる役割を演ずるか検討しよう。

　まず、『実践理性批判』において道徳的反省が位置を占めるとすれば、どこが適切だろうか。

そうした場所はこの働きの内実からして、〈自分がある表象の実現へ向けられている〉という表

象が、上級・下級いずれの欲求能力に属するかについて適切に識別する必要性の生じるところで

ある。結論から言えば、それは「純粋実践理性の弁証論」である。

　この位置づけは、『純粋理性批判』における「多義性」章の位置づけと異なっている。この違

いは、両著作の構造上の違いに起因するものと考えられる。つまり『純粋理性批判』が「分析論」

の外部に「感性論」を持つことによってアプリオリな総合判断の可能性を説明するのに対し、『実

践理性批判』は「分析論」だけでその可能性を説明するという違いである。前者では、感性と悟

性という全く異なる認識能力の協働がアプリオリな総合判断を可能にするが、悟性は純粋悟性概

念を「現象」に適用する「経験的使用」のみならず、「物それ自体」に適用する「超越論的使用」

をも併せ持っている（A238f./B297f.）。それゆえ我々は、対象性を持つ表象（フェノメノン）の

領域と対象性を持たない表象（ヌーメノン）の領域とを持つことになり、そこに表象の「混同」

の余地が生じる（15）。これに対して後者は、純粋理性がそれだけ
4 4 4 4

で、我々に「道徳法則」という「ア

プリオリな総合命題」を与え（V31）、感性のいかなる関与もなしに意志を規定し得ることが論

じられる。それゆえ『実践理性批判』では「分析論」までの議論で「混同」の生じる余地はない

のである。

　それでは「弁証論」ではどうだろうか。この箇所では徳と幸福の結合としての「最高善」が問
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題となる。「徳」とは「幸福を得ようとする我々の全努力の最上条件」（V110）であり、この可

能性はすでに「分析論において証明されている」（ebd.）。対して「幸福」とは「あらゆる傾向性

の満足」（IV399）であり「感性的衝動」（V72）と必然的に関係する。したがって我々が「最高善」

を問題とするとき、そこでは、それをもたらす欲求能力がまったく別種である二つの表象の結合

が問題となる。ここに、これらの表象の区別の曖昧さの生じる余地がある（16）。

　実にカントは「弁証論」において、エピクロス派とストア派を挙げて、彼らは徳と幸福との統

一を「分析的」なものとし、この区別を曖昧にしたと批判している。「ストア派は、徳こそ全き

最高善であり、幸福は主体の状態に属するものとして単に徳を所有することの意識に過ぎないと

主張した。エピクロス派は幸福こそ全き最高善であり、徳はもっぱら幸福を獲得するための、す

なわち幸福への手段を理性的に使用する格率の形式に過ぎないと主張した」（V112）。両学派の

行ったような、つまり徳と幸福のどちらか一方を他方の概念に従属させるような分析的統一は、

カントにとっては適切に区別されるべき二つの表象の「混同」として受けとられるのである。

　以上のように、徳と幸福との結合としての「最高善」を論じる「弁証論」では、これらの表象

の区別が適切になされなくてはならない。その方法こそ、小論が前節でその内実を明らかにした

道徳的反省である。「実践理性の二律背反」で生じる二つの命題、「幸福への努力が徳の格率への

動因である」及び「徳の格率が幸福の作用因でなくてはならない」（V113）の対立は、「徳」と「幸

福」とが適切に区別されて初めて解決され得る。したがって道徳的反省が『実践理性批判』の内

で果たす役割とは、「徳」と「幸福」という全く別種の表象の区別を欲求能力の区別に基づいて

なすことで、「実践理性の二律背反」を解決に導くことであると言える。

　最後に、道徳的反省がそのうちに抱え込む限界の意義について述べておこう。我々は「汝自身

を知れ」という「自分自身に対する全ての義務の第一の命令」のもと、自分が上級・下級いずれ

の欲求能力に動かされているか、道徳的に反省する。しかしその反省が成就することは決してな

い。我々の心術のあり方は不可知だから、である。こうした道徳的反省がいやおうなしに抱える

限界を意識することは、我々は自分がいかなる原理に従っているのか分からぬまま、それでもそ

の原理を究め続けるという有限な理性的存在としての自らの姿を自覚させる契機となる。こうし

た契機こそ、「分析論」が「理性の事実」に基づいて人間の自由を論証し、理性的
4 4 4

存在の一員と

してみせたあの積極的な成果に対して、人間の有限な
4 4 4

存在の一員としての側面を照らし出すもの

だと考えることができるだろう。

おわりに

　小論は、カントのテクスト上に明示されない道徳的反省という働きを、それでもテクストに基

づいて再構成し、さらには『実践理性批判』におけるその位置づけや役割を明らかにしてきた。

そうした検討から見えてきたのは、従来の研究が見逃してきた、有限な理性的存在としての人間
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が、そのような
4 4 4 4 4

存在としての立場から実践哲学を展開する際に果たす「反省」固有の役割である。

こうした役割は、単に格率の吟味という事態を「反省」と呼んできた従来の理解の仕方では、決

して見えてはこないものである。

　以下では小論の課題と展望を示して結びとしたい。小論では、道徳的反省を〈自分がある表象

の実現へ向けられている〉という表象が上級・下級欲求能力のいずれに属するか識別する働きと

して論じたが、このような「反省」そのものはいかにして可能であるかは明らかにできなかった。

こうした「反省」をいかなる能力がいかなる仕方で可能にしているのかという問題は、『純粋理

性批判』における「超越論的反省」についてもつとに指摘されており（Malter［1981］）、未だ定

まった解釈は存在しない。よって、小論の明らかにした道徳的反省のさらなる具体相を論じるた

めには、「反省」という働き一般の構造を明らかにしなくてはならない。この課題が果たされれば、

カントの実践哲学について、より精緻な仕方で「反省」（それとともに「反省概念」による表象

の分節化）という契機を読み込むことが可能になるはずである。

注
（１）　カントの著作からの引用に際しては、いわゆるアカデミー版全集に依拠し、巻数をローマ数字、頁数をア

ラビア数字で示す。なお『純粋理性批判』からの引用に際しては、慣例に従い、第一版をA、第二版を Bで、
原著頁をアラビア数字で示す。また、全ての引用文中における〔　〕による補足、及び傍点

4 4

による強調は、
全て引用者による。

（２）　〈反省する〉という表現は、カント解釈者の間では一般的な用語であるが、カント自身の使用例は僅少である。
『実践理性批判』では、»Reflexion« という表現は一例もなく、»Überlegung« あるいは »überlegen« という表
現は四例（V62, 118, 118, 147）認められるのみである。また、その表現が『純粋理性批判』で提示されたよう
な独自の術語であるのか、それともこの語の一般的語義である「熟考する」というほどのものであるのかは、
テクストに明示されていない。

（３）　例えば、Allison［1990］、Esser［2004］、寺田［2017］などがある。とはいえ、カントの実践哲学における
「反省」をテクストに基づいて理解しようと試みた研究は存在しないわけではなく、管見の限り、牧野［1983］
とNerurkar［2012］を挙げることができる。ただし、どちらも『純粋理性批判』における「反省」を論じる
中で補足的に『道徳形而上学』における「反省」に触れているにとどまり、実践哲学における「反省」の内
実や意義を解明するには至っていない。

（４）　カントは「反省」という事柄について »Überlegung« と »Reflexion« という語を用いるが、意味について異
同なしとみなし、小論では「反省」という訳語に統一する。

（５）　ショーペンハウアーの『意志と表象としての世界』における辛辣な批判に有名なように、従来『道徳形而
上学』においては、錯簡問題や内容の重複、叙述のアンバランスさなどといった理由で、その脆弱性を指摘
されてきた（その事情についてはEsser［2013］, pp. 269-271を参照のこと）。小論では、これらの問題を自覚
しつつも、あえてそれを一度括弧にいれて検討を進めることとする。

（６）　「道徳的多義性」章は三つの節から成る。十六節では「道徳的反省概念の多義性」という事態が説明され、
十七節と十八節では「非人格的対象」と「人格的だが全く目に見えない対象」に「対する義務」の成立しな
いことがそれぞれ説明される。このように「道徳的反省概念の多義性」が論じられているのは実質的には十
六節（アカデミー版にして一頁）のみである。

（７）　「道徳的多義性」章についての従来の研究（例えばForkl［2000］やEsser［2013］）では、我々が人間にの
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み拘束され、人間以外には決して拘束されないという論点のみが注目され、そこで論じられる「混同」の構
造や道徳的反省の内実は検討されてこなかった。

（８）　カントは「対する」という表現に対置して「関する（in Ansehung von）」という表現を用いている。これ
は例えば、私はシロクマという種の保全についての義務を持つと表象するときの、私とシロクマとの関係で
ある。この場合において私をシロクマという種の保全へと強制するのは人間であり、シロクマではない。シ
ロクマはこうした自己拘束において強制される行為の客体に他ならない。

（９）　カントにおける「本体的人間」と「現象的人間」という人間の二重化という考え方（vgl. VI418）は『実践
理性批判』などの1780年代の思想においてすでに確立されている。人間の二重化についてのカントの記述に
ついてはDenis［2010］の pp. 172-173と Durán Casas［1995］の S. 132-141を参照のこと。

（10）　〈人間は人間に対する義務だけを持つ〉という主張は、例えば〈人間は人間以外のものについては何ら拘束
されない〉と解される余地はない。カントは人間以外のものについての義務を「人間が他の存在に関する

4 4 4

自
身の義務」（VI442）という形で切り出しているからである。例えば、人間が引き起こした自然環境の変化に
よって何らかの動植物が絶滅の危機にあるなら、人間はそれらの動植物の生命を保護する義務を、人間に対
する義務として持つのである。

（11）　カントは『純粋理性批判』において、「超越論的反省」のほかに「論理的反省」についても論じている。こ
れは前者とは異なり、表象と認識能力との関係を一切捨象した「反省」であり、「単なる比較」と呼ばれる
（A262/B318）。しかし「多義性」を回避する「反省」が問題である小論にあってこれは重要ではないため、
実践哲学における「論理的反省」の可能性についての検討は省略する。

（12）　カントは「理性を欠くが生命ある被造物」、つまり「動物」を「暴力的に、また同時に残虐に扱うことは人
間の自分自身に対する義務にますます心の底から反している」と言う（VI443）。カントがその理由を「他の
人間との関係における道徳性に非常に役立つ自然的素質が弱められ、そのうちに根絶されてしまうからであ
る」（ebd.）と言うように、我々が〈動物の生命をないがしろにするべきでない〉と表象するのは、「道徳性に
非常に役立つ」自分の「自然的素質」の根絶、すなわち、道徳的存在としての人間における「尊厳」（V436）
の棄損を避けるがために他ならない。

（13）　この不可知性は、すでに『純粋理性批判』でも指摘されている（vgl. A551Anm./B579Anm.）。
（14）　こうした事情から、道徳的反省を「超越論的

4 4 4 4

反省」と呼ぶことは困難と言うほかない。これはカントが一
貫して実践哲学を超越論哲学と認めない理由とパラレルである。カントは『純粋理性批判』で「第二の問い〔私
は何をなすべきか〕は端的に実践的である。この問いは実践的問題として、たしかに純粋理性に属すること
ができるが、しかしそのときやはり超越論的ではなく、道徳的である」（A805/B833）と言い、また『判断力
批判』で「いかにしてアプリオリな総合判断は可能であるか」が「超越論哲学の普遍的問題」であると言う
（V289）。この問いが実践哲学では「理解できないこと」であることは、『道徳形而上学の基礎づけ』が論じる
通りである（IV462）。

（15）　「超越論的反省」を行うことと二つの悟性使用を区別することとの関係を論じたものに佐藤［2006］がある。
（16）　『実践理性批判』の「分析論」と「弁証論」との違いについて、Höffe［2012］は「分析論が問題とするの

は道徳性についての二律背反と調和した行為主体の完全性」であり、「弁証論が問題とするのは〔道徳的完全
性をそのままに〕（自然的なものと社会的なものの両方を含む）新たな種類の最上級、つまり世界の完全性」
だと指摘する（S.168）。この指摘に即せば、我々が二つの欲求能力と対峙しなくてはならないのは、「行為主
体の完全性」を問題とし、欲求能力の優劣を論じる「分析論」ではなく、「世界の完全性」を問題とし、欲求
能力の優劣を保ちつつ、それらの調和を問題とする「弁証論」である。
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