「超越的当為(transcendentes
Sollen)を考えるためのスキーム
=カント的義務論的認識論」
九鬼一人
西南ドイツ学派の認識論は、しばしばフィヒテ主義と呼ばれる。とくにフィヒテの非我
(同に対する異、自に対する他)の発想から触発を受けて、共同体的視角(例えばリッカート
の社会民主主義とのかかわりを見よ。)をとったことが、その裏づけとなる。またマリオ
ン・ハインツに依拠すれば、フィヒテが西南ドイツ学派に与えた影響としては、
1.批判的方法が判断と価値判断とについて、構成的区別をしたこと
2.批判的方法の目的論的性格
3.規範意識と経験的現実のかかわり方によって規定〔されるあり方〕
が挙げられる(Vgl.Heinz,M.,2002,S.135.)。とくにその容認／拒斥の感情についての着想は、
フィヒテの道徳論をお手本にしている(Vgl.Heinz,M.,1995,S.109-131.)。例えばフィヒテにお
いては義務に即して容認／拒斥が語られる(Fichte,J.G., 1977(←1798-1799),GAI/5.S.155.)。こ
の両感情は二元対立性を示す(Fichte,J. G.,1977(←1798-1799),GAI/5.S.137.リッカートの明証
感情を想起せよ。)。西南ドイツ学派、なかんずくリッカートの認識論は、こうした基幹構
図を下絵にしている、と言われることがある。
しかし〔Krijnen,C.,2001,S.324.の述べるごとく〕、判断を主観的恣意に任せるのではなく、
いやしくもそれが認識というならば「対象の概念」の「統一性」が認識課題となってくる。
つまり超越論的なまとまりというカント的課題を、リッカート認識論はとどめている。例
えばカントの非関係的な内在的価値にならうなら、〔ヘルマン・ロッツェ流の〕妥当する
「超越的価値」は、判断の則るべき規矩である。方や主観には、すべての意識内容を捨象
した作用として「意識一般」がすえられる。それに対して客観から、例えば「雪は白い」
という判断を促す、「雪は白くあるべし」のような「超越的当為」(transcendentes Sollen)が
顕われる。判断とは、それに応じて、問いに模しうる〈主語表象と述語表象の表象結合
態〉に答えることである(fragelos ya,GE,S.25.)。こうして「意識一般」は「雪ハ白イコト」
という相在を構成し、ひいては「白い雪」という「現実」を内在的領域に抱え込む。すな
わち価値に対する自律的態度決定(問い＝表象結合、と答え＝態度決定という二段階を考え
ると、二重作用説とも呼べる)を介した「現実」の構成、これがリッカートの超越論的観念
論の真骨頂である。
思えば学知の自律に関連して、理性の本性からして〈自由に真理を語る哲学部〉を要請
した文脈での、カントの言が思い出される。「学者公共体のためには、大学にどうしても
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もう一つ〔下級〕学部がなければならない。それは、みずからの教説にかんして政府の命
令から独立であり、命令を出す自由はもたないが、すべての命令を判定する(beurteilen)自由
をもつような学部である」(Kant,I., 1917/1968(←1798)Bd.VII.S.19-20=18:27 ページ。)。すな
わち哲学=学知は命令について価値判断することによって、みずからの自由、自律を獲得で
きるのである。カントは言っている。「公に講述するように命じられた或る種の教説が真
であるかどうか問題となる場合、教師はこれにかんして最高命令を引き合いに出すことは
できないし、生徒もその教説を命令によって信じたと申し立てることはでない」、と。し
かるにそれに服従する責務／権能があることは、「やはり自由な判断によって認識しなけ
ればならない」のである。この「自律によって判断する能力、すなわち自由に(思考一般の
原理に従って)判断する能力は、理性と呼ばれる」(Kant,I.,1917/1968(←1798) Bd.VII.S.27.=
13:37-38 ページ。下線ゲシュペルト。)。
以下ではリッカートの態度決定説が前提する、判断の自律について、考えを深めよう。
判断の自律とは、いかなる事態か、その「非帰結主義」の内実を論じきることはできない
が、最小限のスキームを提示したいと考える。
一、センの議論の紹介
センは規範の普遍性、デレク・パーフィットの言うところの行為主体中立性を、その特
質に着目して、次の三つの概念に区分している (Sen,A.K.,1982,pp.21-22) が、「非帰結主義」
〔的規範〕を考えるうえでの指針となる。
観察者中立性(VN) 人 i がこの行為を行ってよいのは、人 i がこの行為を行うことを人j
が許すことができる場合、かつその場合にかぎる。
行為者中立性(DN) 人 i がこの行為を行ってよいのは、人 j がこの行為を行うことを人i
が許すことができる場合、かつその場合にかぎる。
自己評価中立性(SN) 人 i がこの行為を行ってよいのは、人 j がこの行為を行ってよい場合、
かつその場合にかぎる。
それぞれの中立性を否定すると、 三つの相関性 ( パーフィットの行為主体相関性 Parfit, D.,
1984,p.27)が得られる。相関性に書きかえるさい「許すことができる」を「止める義務を負わ
ない」に適宜置きかえる。例えば観察者相関性(VR)なら、人 i がこの行為を行ってよいのは、
人 i がこの行為を行うことを人 j が止める責務を負わない場合、かつその場合にかぎるという
わけではない、という具合に。同じく行為者相関性(DR)、自己評価相関性(SR)を考えることが
できる。
さて以上のことを一般的文脈で考えるために、「非帰結主義」に依拠する議論として、バ
ーナード・ウィリアムズの例を挙げておこう(ウィリアムズの例を[W]と呼ぶことにする)。ウ
ィリアムズは「帰結主義」を批判して、化学生物兵器研究所に就職することを回避する――
就職すれば兵器開発したところで、消極的関与しかもたないとはいえ――〔仮想主人公〕ジ
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ョージの「非帰結主義」的選択を挙げている。そんな彼に以下のように説く先輩化学者〔セ
ンはみずからの論文で、ハリーと名づけている〕がいるかもしれない。「私なら、その問題
をさほど気にかけていたわけではないが、それについて言えば、ジョージが結局拒んだとこ
ろで、研究職はなくならないのだし、研究所が姿を消すわけでもないのだから。なおいっそ
う重要なこととして、たまたま知っているところでは、ジョージが就職を拒否したとしても、
良心がとがめてやましいと感じない同輩のところに、職が回るだろうということだ、そうし
た人 が 採 用 さ れ た ら 、 ジ ョージ よ り 熱 心 に 研 究を 邁 進 さ せ る だ ろ う 」(Williams,
B.A.O.,1973,pp.97-98)。にもかかわらず就職を拒否するジョージは、豊かな生を厚生主義に限
定することをしない「非帰結主義」的態度をとっていると言えよう。
この[W]の例だと「非帰結主義者」ジョージが就職することを許せると、ジョージも先輩化
学者ハリーも考えているとはかぎらないから、①「観察者中立性」は成立しないと考える(先
輩化学者ハリーを平和主義者と、センが修正したために「観察者中立性」がもち込まれてし
まった)。すなわちジョージにおいて「観察者相関性」が成り立つ。これはジョージを「帰結
主義者」として捉えない、ポイントとなる。「観察者中立性」が成り立つと、ジョージは
「帰結主義者」になってしまう。対照例として、センの言う「連帯尊重」を分析してみれば、
「連帯に直接応接する行為の価値づけを重んじる点では誰もが同じ目的をもつこと、例えば
各人の子どもたちの手助けをする分には、その行為を重んじる」(Sen, A.K., 1982, p.27)という
帰結にかんする中立性(VN)を認められる。功利主義ならずとも、こうした VN を含んだ一亜
種「連帯尊重」が〈目的合理的〉(ここでは「厚生主義的帰結主義」として用いる)規範に含ま
れるように、「帰結主義」では一般に、「観察者中立性」(VN)が成り立つ(ref.Sen, A.K., 1982,
p.31)。②「非帰結主義者」 ジョージが、ジョージもハリーも就職してよいと考えているかは
微妙な問題なので、この点は開かれたままにしておこう(ただし、おせっかいな人は得てして、
自分が親切なら、他人も親切にせよ、と要求するものだ)。③と同時にジョージはジョージの
就職を許せないとしても、ハリーは自己の価値観を追求して自分が就職することは許せるか
もしれないし、もしくは自分が就職するのは許せないかもしれない。もし許せるなら Afj(j) ⇔
Afi(i)(SN) ⇔Afi(j)(DN)より、つまり SN＆DN⇔VN Afj(j) ⇔Afi(j)となり、VN が成り立ってしま
う。翻って VN＆SN⇔DN（Afj(i)⇔Afi(i) ⇔Afj(j)）、また DN＆VN⇔SN（Afj(j)⇔Afj(i) ⇔Afi(i)）
が成り立つから、VN＆DN,DN＆SN,SN＆VN のときそれぞれ、SR,VR,DR の一個によって規範
は維持されえぬ。もし SN,SR のいかんにかかわらず「非帰結主義」 (VR)を維持するとする。
したがって「自己評価中立性」(SN)が成り立つとき、VR・DR・SN から成る「義務論」に落
ち着く。「自己評価相関性」(SR)が成り立つとき、VR・DR・SR から成る「目標化された連
帯尊重」か、VR・DN・SR から成る「連帯目標」かのいずれかに落ち着く。
「目標化された連帯尊重」は、一見、普遍的利己主義のようにも見える。たしかに道徳的
実在があるとしたら、センが言うように、個々の行為主体がどのような相で接するかのいか
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んにかかわらず、位置相関的客観性という見地では、普遍化可能であるとも見なせる。つま
り客観的な「道徳的実在」が、応接する相手ごとに異なる相を示すと解することで、「位置
相関的客観性」を充たす〔と同時に普遍化する〕ことが可能である。いわく、「私が帰結にもとづく評価と「権利と行為者性」で呼んだものは、本質的に、「評価者相関性」(注:ここ
に由来するセンの「位置相関的客観性」は、後年の普遍化可能性と一脈を通じる。)が明らか
に認められるという特徴[=feature]を伴う、広義の帰結主義なのである」、と(Sen, A.K. 1983,
p.132)。しかしながら、当の道徳的実在〔それは論理的虚構とさえ、評したい側面をもつ〕に
ついての研究は端緒についたばかりなので、これ以上の言及は禁欲する。また「連帯目標」

コメントの追加 [九鬼一人1]: 廳茂先生：ジンメルの相
関主義的発想は、帰結主義よりカント的アプリオリズ
ムに親和性が強い、気がします。その見地からコメン
トを賜れば幸いです。

にも見るべき論点はあるが、「身内にかかわるそれぞれの目標、例えば自分の子供に、恩恵
賦与するのにそれぞれの目標をもつ」(VR, Sen, A.K., 1982, p.27.)という相関性は、あるイミ、
身贔屓することになるので、斉し並に相手を扱う高い規範に比べて、道徳的価値は低い(その
ことは普遍化可能性の制約の点から明らかである)。
ここまで[W]の非結主義的解釈の可能性を探ってきた。以上を踏まえて超越論的当為に接続
する候補として、いちばん普遍性をもちうる「義務論」に議論を限定しよう。

リチャード・ノーマンによれば、カント倫理学は以下のごとく、批判的に検討されてい
る。「……普遍性の要求は合理性の要求から導出されうると主張する論拠があると、私は
考える。つまりこの主張によれば、私の行為が普遍化可能であるべきだということが、私
が理性的に行為するための必要な条件なのである」(ノーマン・R 著,邦訳,2001,133 ペー
ジ。)。ところでいやしくも人間が理性的な存在者であるためには、倫理は普遍化可能でな
ければならないだろう1 。普遍化可能とは「適切に類似したすべての状況で、同じ仕方で
行為せざるをえなくさせるような普遍的な原理の下に置かれるのでなければ、合理的では
ありえない」(普遍化可能でないなら合理的でない!)ことである。たんにこうした整合性
のみならず、カントは理由の非個人性をも要求している。「仮に R が私にとって、行為 A

これと似たことがらが功利主義についても言える。というのも功利主義的(もしくは帰
結主義的)発想も、カントの義務論的発想とまったくちがうわけではないからである (大
庭健,1988,165 頁)。この観点から功利主義の普遍化可能性を検討してみれば、
「状態 S において第 j 位置にいる個人が「誰でも第 i 位置に置かれたら持つであろう」と
1

ｊ

想像する効用関数𝑈𝑖 によって定まる期待効用の総和」(大庭健,1988,173 ページ。)と普遍
化し、カントのごとく〈想像〉による収束の可能性を追求しうる。つまり功利主義で
は、ヘアを念 頭におけば察しがつくように、相手の立場に立つから、規範は「状態 S に
おいて自己評価者位置 j にいる個人が「誰でも〔自己評価者：補足引用者〕第 i 位置に置か
ママ

れたら持つであろう期待効用の総和」(ただし義務論と異なり、観察者位置 j・行為者位置 j
という含意をももちうる)のかたちで置きかえ(=相手の立場に立つ)、普遍化される(普遍化
の詳論については、大庭健論文に委ねざるをえない)。
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コメントの追加 [九鬼一人2]: 高橋文博先生：以上の議
論は儒教的道徳の「義務論的制約」にも妥当しますか。

を行なうのに妥当な理由であるとすれば、それはまた、万人にとっての理由なのである」
(ノーマン・R 著,邦訳,2001,134-135 ページ。下線強調。)。理性的存在者は、他の理性的存在
者の権利行使の自由を侵害しないとともに、もしそれを侵害したとしたら、自分じしんの適法
的行為を為す自由をも侵害することになる。つまり当の人格が自分の為した行為に対して責任
を負うのは、他人の追及や強制によってではない。責任があるのは、当人が理性により適法的
行為(義務に適った行為)を為すように命じられており、他人の権利行使の自由を侵害せぬよう
に、みずから強制していたときである。
実際『人倫の形而上学』のなかでカントは、道徳性を強制という観点から捉えなおしている。
「しかし、それでも人間は自由な(道徳的)存在者であるから、内的な意志規定(動機)という点で
は、義務概念は自己強制(法則だけの表象による)にほかならない」(Kant,I.,1914(←1797),
Bd.VI.S.379-380.=11:241-242 ページ。下線ゲシュペルト。)。強制は自己にのみ由来するのであ
って、他人の知るところではない2。「だから、倫理学は、 私が契約で結んだ約定を、たとえ
先方がその履行を私に強制することができない場合であっても、それでも履行せねばならな
いと命令する」(Kant,I.,1914(←1797),Bd.VI.S.219=11:34 ページ)。強制は他人が為さずとも、私
が引き受けなくてはならぬものである。
カントに限れば、普遍化可能性に則した自律は、合理性の指標と見なせる。例えば『人倫の
形而上学の基礎づけ』から引けば、「「まったくもって善意志とは、普遍 的法則と見なされる
信条自体をいつでもみずからのうちに含むことのできる信条を、もつ 意志である」」
(Kant,I.,1911(←1785)Bd.IV.S.447=7:91 ページ。)となっている。かくのごとく、自律という普遍
化可能性は、道徳法則が企投する理性的存在 者にふさわしい概念である。
ところが普遍化可能性には、以下のような限界がつきまとう。ノーマンから引けば、
「困っている他人がいても助けないことを、自分の格率 にしている人を想定してみる。
カントの主張によれば、その人は自分の格率を普遍化できない。なぜなら、もしその人
が困った場合、おそらく他人に自分を助けて欲しいと願うだろうからである。だが〔引
用者補足：カントの布石に従うなら〕そのような事実にもかかわらず、彼は自分の格率
を普遍化可能であると、私は提案したい。彼はまったく整合的に次のように言うことが
できる。すなわち、「なぜ困っている他人を助けるべきなのか、私にはその理由が分か
らない。私はこの格率によって論理的に、次のような見解に加担することになると認め
ている。すなわち、私が困った時、なぜ他人が私を助けるべきなのかについて十分な理
由が存在しない、ということがそれである。ところで私はたしかに、他人から助けて欲

所有権の保障は以下のロジックによっている。「「所有権を侵害しないように行為せよ」
と は、「それぞれの権利者間の権利行使の自由」という単純な内容のものではなかろう
か。 すなわち、各人はそれぞれ特定の債権、所有権を対人的対物的に有し、X が自分の
権利を行使する自由は、Y が彼の権利を行使する自由を侵害せず、同様に Y の権利行使
の自由は X の権利行使の自由を侵害しないのである」(中島義道,2006,184 ページ。)。
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しいと願うだろう。もしそうする立場にあるならば、私は他人に対して私を助けてくれ
るように説得を試みもするだろう。しかし同時に私は、他人が私を助けることを拒否し
ても、それが合理的に正当化されるということも全面的に受け入れる」、と」(ノーマ
ン・R 著,邦訳, 2001,147 ページ。下線強調。)。
自律の形式的要素をとりだせば、i が困っている他人を助けないことでさえ、i 自身によっ
て認められる Afi(i)、のパラメータ i を普遍化することに通じて〔「自己評価中立性」(SN)の
かたちで〕、カントの自律の形式的定式化を獲得できる。とはいうものの、カントの含意を
敢えて浮かび上がらせるため、ノーマンの批判ケースを引用すれば――あなたは困っている
他人を助けなくてもよい Afi(i)としても、他人が困っているあなたを助けずによいと〔あなた
は〕認める Afi(j)わけではない、いやあなたは他人が〔あなたを〕助けないことを止めさせる
べきである(これは道徳的傾向性の要求であってカントその人の表現ではない。とはいえ、カ
ントにせよ救助を止める責務を負わない、というわけでない。この一歩を認めれば、あなた
はたしかに、他人から助けて欲しいと願うことになる3・「行為者相関性」)。Afi(j) のわけで
はないとしても、他人が困っているあなたを助けることを拒否したら、他人にはそれが正当
化される Afj(j)、つまりあなたを助けずともよい理由が他人にはある(言いかえれば、あなた
が困った時、なぜ他人があなたを助けるべきなのかについての十分な理由が、他人には存在
しない・「観察者相関性」)。これらのことは、カントにおいて、以下つまり――あなたが困
っている誰かを助けなくてもよい Afi(i)ならば、いかなる他人も誰かを助けずともよい Afj(j)
場合、かつその場合に限る(「自己評価中立性」)――と、矛盾しない。
二、超越的当為
リッカートは(認識における)態度決定にも普遍化を要求できるなら、それをカント倫理学と
並行的に理解することが可能であろう。判断「ここに迫害者からかくまっている友人がいま
す」を i が下すこと[U (i)]を j は許すことができるを U (i) j と置こう。i が判断 U (i)を下すこと
が、i 自身によって認められる、U (i) i のパラメータ i を普遍化することに通じて〔「自己評
価中立性」(SN)のかたちで〕、リッカート認識論の自律の雛型が得られる。このことは i が
判断U (i)を下さないこと¬U (i)が、i 自身によって認められない、つまりあなた i は判断を下さ
ないこと¬U (i)を許せない¬(¬U (i)) i としても、しかしながら他人が判断を下さないこと¬U (j)
はあ な た i としては認めるにやぶさかでない(¬U (j)) i のであって、j が嘘をつかないこと

を止めてほしいと考える。例えば――嘘である「ここに迫害者からかくまわれている〔他

「私に対する個の責務は、これが欠けると、他者を私の敵と私に見なさせ、私が彼を憎
むようにするであろうものとして、認識される。不正以上に憤激させるものは決してな
い。われわれの耐える他のすべての災いは、これに比べれば無である。自己保存が種の
保存とともに成り立つかぎり、責務はただ必要な自己保存にのみかかわり、その他のも
のは恩顧と好意である。しかし私はまた、私が穴に落ちてもがいているのを見ながら、
冷たく通りすぎて行くすべての人を憎むであろう」(「『美と崇高の感情にかんする観察』
覚え書き」Bd.20:S.36=18:180 ページ。)。
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コメントの追加 [九鬼一人3]: 加藤泰史先生：ノーマン
のカント批判に即したため、ここでの普遍化可能性の
議論は限界をもっているかもしれません。観察者相関
性・行為者相関性はカントの原文脈では、はたして採
用されているのでしょうか。

者の〕友人(その友人当人があなただったとしよう)がいません」を許せる (「行為者相関
性」)。嘘をつく理由をあなたが十分認めた(¬U (j)) i としても、他人が判断「ここにかくまっ
ている友人がいます」をしないこと¬U (j)自体は、他人には認められない¬(¬U (j) j、つまり他

人 j には j で嘘をつくべきではない理由が十分にある (「観察者相関性」)。これらのこと
は、リッカートにおいて、以下つまり――あなたが判断 U (i)しないことをみずからは認めら
れない¬(¬U (i)) i ならば、いかなる他人も同じ判断しないことをみずからは認められない¬(¬U
(j)) j 場合、かつその場合にかぎられる(「自己評価中立性」)――と、矛盾しない。
要するに、自律的にみずから誠実に U (i) を問うこと U (i) i が、唯一、許される振る舞いな
のである。言いかえれば、あなたが判断をみずからに従って下してよいのは、他人が判断を
みずからの知的良心に則り、〔誠実に〕下してよい場合、かつその場合にかぎられるのであ
る。知的良心以外に、自己の判断を統制するものはない。認識論的主観(「私の」という内容
さえ捨象した純粋な主観作用)とは、そうした知的良心の呼びかけ(「超越的当為」)に則した
作用なのである。つまり知的良心こそが内容のいかんにかかわらず、嘘をつくべきでないと
呼びかける。だから嘘が悪いのは、嘘をついてはいけないとみずからが知っていたからであ
り、他人からの掣肘をこうむるかのいかんは問われない。「誠実性」が妥当するからこそ、
そのように嘘を悪として為しうる。嘘も方便というのは、人間学的な社交術に属す。嘘をつ
くのは、みずからの内面の呼びかけに対して転倒しているのである。つまり悪いことと自分
で知っていながら、つくからこそ、なお悪い。そうした社交術に類するものとは似ても似つ
かぬかたちで、歴史的アイヒマンはユダヤを、みずからで=自律的に殺すべきだと案出したと
仮にしよう。同様に、私たちも嘘をつかないこともみずから確立したのである。かくのごと
く自律には、敷居を踏み越えてはならぬという保証はない。
倫理と同様、リッカートの論じるところでは、認識の営みでも、誠実な態度決定が要求さ
れる。判断の本質を知るには、「判断が〔心理状態として〕何であるのか、という観点から
ではなく、判断が何を遂行するのか」 (Rickert,H.,1904,S.88.下線ゲシュペルト。)という実践
的観点が重要となる。理論的領域においても倫理学と並行的に論じている点にリッカートの
独自性がある 。
彼の場合、認識と実践という二つの側面を具えているのが人格であり、真理も人格の決断
＝態度決定によって承認される。――決断ということに関連して、例えばハバーマスによる
ポパー批判を見てみよう。エンドクサたる基礎命題は「私たちに直観的かつ無媒介的に、明
証的に与えられていると〔ポパーは〕する」。ポパーによれば全称命題を反証する、「一つ
の観察結果を表現するこのような基礎命題に対しては、にもかかわらず間主観的承認は強制
されない。すなわちこの命題そのものが、その経験的吟味のためにこの命題が役立つべき法
則仮説とまったく同じように」無根拠である(ハバーマス・J 著,城塚登／遠藤克彦訳,1979,181
ページ。) 。ゆえに「ある基礎命題の容認が経験にあっても、十分に動機づけられているか否

7

コメントの追加 [九鬼一人4]: 加藤泰史先生・廳茂先
生：嘘をつくべきでないことを、認識論のレベルの問
題に短絡させていますが、この点はいかがでしょう。
廳先生には相対主義的な真理論との関係でコメントい
ただきたいと存じます

かについての決断が表明されねばならぬ」(ハバーマス・J 著,城塚登／遠藤克彦訳,1979,183 ペ
ージ。) 。もとよりハバーマスは、この決断の間主観的背景を労働(生活世界)に遡及するので
あるが、彼自身の議論は精彩を欠いている。敢えて彼に追従することなく、百歩譲ってポパ
ーに分を認めたらどうであろうか。認識も価値判断の一種である、つまり判断は一種、エン
ドクサ4に対する自律的態度決定 である、と見なしてはどうか。
ここでカントと対比してみよう。『諸学部の争い』のなかでカントは言っている。イサク
を殺すべし、という神の命令に対峙するアブラハムの振る舞いを、カントは非難がましく扱
った。「……アブラハムは、この神の声らしきものに対して、次のように答えねばならなか
ったであろう。「私が私の善い息子を殺すべきでないことはまったく、たしかですが、私に
現われているあなたが神であることについては、たしかではなく、またこれからもたしかに
なりえないでしょう」、と」(Kant,I.,1917/1968(←1798)Bd.VII.S.63.Anm.=18:89 ページ) 。カ
ントは、もし神が人間に語りかけたとしても、その語りかけている「呼びかけ」が神のもの
であるか知ることは、人間にはできないという。つまり①理性への「呼びかけ」は有無を言
わさないにもかかわらず、②その「呼びかけ」がどういう根拠をもつかについては迷うこと
になる。③しかも事実、理性に呼びかけているのだから、それに背くことは、有無を言わせ
るときよりなお悪い。
リッカート認識論に即した場合、当為の「声」は、カント的「呼びかけ」に比して分明に
もかかわらず、難局に立たされる。理性への「超越的当為」(Gr1,S.682.下線ゲシュペルト。)
の「声」は判然としている。それはカント的構図のなかに、実質的「対象」をもち込むかの
ようでもあるが、そのことは他律的に「認識」を提示することとはちがっている(リッカー
トの「知的良心」の言及。GE2,S.223,S.224.)。「私は信ずる」という自律のみが唯一の選択
肢である(Vgl.Kant,I.,1917/1968(←1798)Bd.VII.S.20=18:27 ページ。)。例えば経験的実在論の
域では、或るものについて――私の著作であり、かつ本であり、かつ物体であり……という、
さまざまな可能性に拓かれており、どれを截り取るのか、はたまたどこまで細密に描写する
のかという可能性にも拓かれている。➀大森荘蔵が科学の無限の営為を、「密画作業」と呼
んだ所以である(大森荘蔵,1985)。――それら判断は、まさしく、その判断の責任において無
限の「密画」の中から截り取っている。
前批判期のカントなら、無限の概念と神の遍在性を結びつけるだろう。「それなら私はさ
しあたり、永遠に続く未来は真に無限の多様性や変化を含まないのだろうか、そして、この
無限の系列は、すべていまでも神の知性に一挙に現前していないだろうか、と問うことにし
たい」(Kant,I.,1902(←1755)Bd.I.S.309-310.Anm.=2:110 ページ、原注。)。この無限性は、批判

議論の強調点からエンドクサが脇に置かれる形になったが、その〈歴史的解釈学的含
意〉を無視するものではない。人がそうした含意をもった無矛盾的思いなしをもってい
るとき、それは大抵において真なのである。デイヴィドソン・D 著,柏端達也等訳,2010,第
15,16,18 論文。
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期のカントにおいて理性の越権行為の所産として捉え返される。現象にもち込まれた無限の
(多様な)真理に向かって啓かれていることは、有限の／限界をもった主体の態度決定の裏返
しなのである。しかし批判期のカントの形式は、経験の可能性である。形式を現象外に適用
する理性の越権を正視するとき、神という深淵が口を開く。『判断力批判』では、「このヌ
ーメノンは、それじしんは直観を許さないが、しかしそれでも、たんなる現象としての世界
直観の根底に基体として置かれており、たとえ感性界の無限なものは、数概念による数学的
量評価ではけっして全体として考えることができないとしても〔一つの概念のもとで全体的
に〕総括されるのである」 (KU§26,S.255.=8:127 ページ。下線ゲシュペルト。)と、感性界に
ヌーメノンを投射して、そこに無限を見出す方途が打ち出されている。その発想は、そもそ
も『純粋理性批判』の「超越論的弁証論」に由来するのである。「世界はいかなる始まりも
もたず、空間におけるいかなる限界ももたない、むしろ世界は時間にかんしても空間にかん
しても無限である」(KrV,A427/B455=5:142 ページ。)。例えば空間の無限性について見てみ
よう。仮にその反対に、世界は空間にかんして限界づけられているとすれば、世界の外に空
虚な空間を想定せざるをえなくなる。としてみれば、その空虚な空間とに世界とのあいだの
関係はないゆえに、世界はいかなる対象とも関係していない。しかるにこれは背理である。
したがって世界は空間 にかんして無限である と考えざるをえない (Vgl.KrV,tr.Dial.2.B.2.
H.2.Abs.1.Widerstreit Anmerk.2.A433/B461.=5:147 ページ。時間については同様なので省略)。
裏返していえば世界の分割の系列には究極の不可分の単位は見出しえないので、「……分割
において停止するべき、経験的根拠はどこにもないのみならず、続行されるべき分割のより
先の諸項そのものはこの進行する分割に先立って経験的に与えられている、すなわち、分割
は無限に進行する」 (KrV,tr.Dial.2.B.2. H.8. Abs.A513/B541.=5:217 ページ。) 。現象は有限の
感性に制約されている。しかしながら理性の働きはそれを超えて――みずからを弁えず無限
に進行する。それゆえ、どの判断を下すかの段で、ビュリダンのロバのごとき逡巡にいたる。
「迫害者からかくまわれている友人がいます」と当の迫害者に差し出す代わりに、「身の上
がかわいそうな友人がいます」と迫害者に言うのは、端的に「嘘」ではないか②。そうした
「嘘」・饒舌・逡巡を呑み込んで、ひとつの「声」に投企するなら、誠実性が問われること
になる③。だから「自己評価中立性」(SN) が効いてくることになる。
旧聞に属するが小林道夫,1996 の叙述を借りれば、もろもろの〈意味アスペクト〉に差し
向けられながらも、敢えてそこから截り取っているのである。これは態度決定説の理路であ
る。これを先の経験的実在論に即した言い方をすれば、「……科学的探究では常に、対象の
与えられ方としての「意味」(フレーゲの用語では「意義」Sinn)から「指示対象」(フレーゲ
の用語では「意味」Bedeutung )への前進が要求されるのである。そこで、指示対象が確定さ
れない段階では対象の理解は意味に支配されざるをえないのであるが、いったん意味と指示
対象との結合が実現されるならば、今度はその意味は対象の一面として理解される。「意味
は対象の一つの側面を照射するだけ」だからである。指示対象は一つであっても意味は複数
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コメントの追加 [九鬼一人5]: 高橋文博先生・加藤泰史
先生：②の論点と③の論点に懸隔があります。ご教示
ください。

あるのである」(小林道夫,1996,142 ページ。下線強調。)。
良心の呼びかけに応じ、深淵の前に立つカントは、さながらかぎりない「密画作業」の前
で逡巡し、知的良心の決断によって截り取るリッカートに通じる。もしくは今挙げたフレー
ゲにしてみても、敢えて「真」を言い立てる必要がない場合に言及して、次のように述べる。
「主張力をもって発話される命題を理解する人は、真理の承認を賦与する者である」と言う。
そうした局面に、真理の故郷が定められるのである。「主張力をもって発話される命題が誤
った思想を表現しているなら、それは論理的に無効であり、正確にいえば、理解されていな
いのである」(Frege,G.,1976,S.127)と、フレーゲは主張力による決断〔的措定〕を念頭に置い
ていた。つとに彼が真理値＝真理価値について語っていたこと(Gabriel,G.,1986)は、新カント
学派の問題圏に属していたことを示している。ともあれ、このように態度決定説では、自律
が前景に出てくる。
繰り返すが循環をどこかでみずから断ち切らなくては、認識を完了できぬのだから、かか
る決断を含んだ振る舞いは、「自己評価中立性」(SN)に基礎をもつ。裏返せば「観察者相関
性」(VR) 「行為者相関性」(DR)が成り立つということであり、他人からの掣肘とは関係なく、
判断行為は営まれるべきなのである。
補足
ここでアイヒマンの場合の、「自律」を見てみよう。彼は、ユダヤ人虐殺をカント倫理学に
よって正当化しようとした、と言われる。つまり熟慮を重ね、カントの定言命法を適用した
うえで、ユダヤ人を絶滅すべきだ、という結論をえたと言うのである。彼はたんに上から命
令に従ったのではない。内なる呼びかけに従って、悪への積極的コミットに、(道徳的愛とい
う)傾向性にあらがってまで、忠実たらんとしていたと言う(Arendt,H.,1977(←1963),p.150.)。こ
のことは、ある信念を抱いたとき、それを普遍化することは、どのような信念にあっても可
能という義務論の限界を指し示している。 彼はたしかに「誠実」であった。アイヒマンは、
「ヒトラーへの盲従」という他律的な要素を、社会で共有していたかもしれないが、ヒトラ
ーの指示に、みずからの定言命法が則したものを発見していたのだろう。これは定言命法に
は、良心の「呼びかけ」に真摯に耳を傾ければ、道徳的正邪の判別が可能であるということ
が含まれていないことを意味している。つまりアイヒマンに自律を見出す可能性は完全には
否定できない(例えば牧野義彦,2015,51-54 ページ参照。)。
また逆に、VR・DR・SN 対によっては義務論的制約のコード的側面の一部しか把握でき
ない。これは個人-社会問題というジンメル的問いに接続する。つまり廳茂, 1995,134 ページ
以下によれば個人-社会問題は、以下のように倫理と科学を関係づける二視角のなかで規定
されている。第一が倫理現象の経験的な研究の可能性。この系譜はパーソンズに連 なる
(1901 年のリッカート宛手紙参照,Gassen,K.und Landmann,M.,1974,S100.)。第二が「歴史の意
味」を、倫理学的色彩をもった概念と捉えることで、倫理は科学のアプリオリな条件とな
る。
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コメントの追加 [九鬼一人6]: 廳茂先生：社会学のコー
ドとジンメルの規範の違いはどこにありますか。

この第二の条件として社会学的にはコードが考えられる。コードとは大庭健の記述によ
れば、「①外界を見-分け、聞き-分けるときの〈分節化の様式〉、②他者の振舞を行為として
分節化する〈意味論的規則〉、③諸行為とその結果に関する〈経験的な規則性〉、④諸結果
を〈評価する倫理的規範〉、⑤行為連関の〈機能に関する了解〉、という相互参照的な「規則」
のシステム」(大庭健,1991,95 ページ。)のことである。しかるに社会学の規範の場合、例え
ば、「或る特定の行為に関して規範が存在するのは、社会的に定められるその行為の制御
権を当の行為者が保有しているのではなく、他の人々が保有しているときである」という
定義が、コールマン・J・S によって暫定的に与えられている(コールマン・J・S 著,久慈利武
訳,2004,374 ページ。)。つまり、或る意味 VN が課せられているのである。コードと相関が
強いもののなかには、道徳法則に対する尊敬を動機としない、自律的でないもの〔帰結主
義的なもの〕が含まれるであろう。
コードのようにカントの適法的行為は、あらかじめ決まっているわけではない。適法的
行為も定言命法をたよりに自力で見出さなくてはならない。倫理的問題に取り組むとき、
社会の掟に衝突するなら、それとの葛藤で悩み苦しまなくてはならない。したがって大庭の
描くコード像は、天下り的に答えが出る以上、 カント／ジンメルの描く規範に比して「厚
み」を欠いている。コードは、たんに「規則」として従うだけではなく、悪に対してすら
拓かれた可能性に身を置くことをイミする。例えば自己反省ということで、ジンメルが規
範を個人と社会の間のどこに位置づけるか、最後まで苦慮した葛藤の姿と幾分重なるとこ
ろがある。廳茂,1995,第四章「科学と倫理」より。
ただし Simmel,G.,1892~93,S.54 でジンメルは、当為とは「純粋に形式的な性格」しかもっ
ていないとしている。当為とは一種「心理学的機能」(Simmel,G.,1892/93,.BdⅡ,S.310.形式
は主観的なものである由)である。これを承けてジンメルが志向したのは、人間の学問にお
ける倫理と科学との関係づけを保持する方向であった。とくに価値評価の絶対性を否定す
る文脈で、アプリオリな条件としての倫理学は決定的意味をもつ。そのさいの倫理観とし
て「文化の諸要素を個性的に組み合わせる人格」の可能性が拓かれ、個人の自由(Simmel,
G.,1890,S.107.)が確立される。これは彼が「社会学的」思考の特徴と考える「全体への帰
依」 を、意識的に斥けたことを意味する(廳茂,1995,145 ページ。)。
たしかに「人類たちの生はあらゆる瞬間において相変わらずゲゼルシャフトの生である
ということ、社会的な……というのはすなわち、個々人の相互作用のなかに一切の個別者
の被規定性を求める……考察方法はそのつどの瞬間に、なんらかの仕方で人類に対しても
適用されうるということが意識されるようになったということ、このことが社会的な現存
の形式と人類一般という事実とを同一視する方向へ誘っていったのである」(Simmel,G.,
1907, S.207.) 。 とはいえ、「あらゆる善良な貴族階級は、他の人間に対してでも、外部から
与えられた法に対してでもなく、自分自身に対して責任があるという意識によって、彼ら
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の特権をたんに享受することから免れる」(Simmel,G.,1907,S.246.)。ジンメルの場合、社会
の枠が先取されていても、なお個人の裁量が重視されていた。例えば「ニーチェは、習俗
や律法の外在的拘束から解放された「自律的な」存在を「主権的個体」とよぶ。このような
個人は、内側からの「彼の価値尺度」をもち、そのためには「「運命に抗して」」(廳茂,
1995,238 ページ。)すらも闘う存在である。約言すれば、自己への「責任という異例の特
権」を許容された人格ということである。したがってジンメルの規範は、VN を重視する社
会学的なコードよりカント的 VR・DR・SN 対の義務論(の「型」)に近いと言えよう。
追記：本論文は、JSPS科研費15K02024の助成を受けたものである。
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