
Die vorliegende Arbeit forscht nach dem Sinn des Menschen als menschliches Naturwesens. Der

Kern des Sinnes des Menschen ist aber nichts anderes als Menschlichkeit（Humanität）. Also

behandle ich die praktische Philosophie überhaupt, namentlich die menschliche praktische 

Philosophie Yoshiaki Utsunomiyas. Dabei zugleich möchte ich sein Denken selbst und auch seine

Denkweise lernen.

Danach möchte ich den Sinn des menschlichen Naturwesens auf Grund der Menschlichkeit

（Humanität）aufklären und ferner den Menschen an sich selbst als systematische Totalität der drei

Lebenstätigkeiten, die aus Konsumieren, Produzieren und Verkehren bestehen, zeigen.

Der Sinn des Menschen enthält die Menschlichkeit（Humanität）als sein übergreifendes

Moment in sich. Daher müßten wir vor allem die Menschlichkeit（Humanität）untersuchen.
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Abstract

（46）

《カントの倫理学》［Ⅲ］

Ｂ．『人間の間と倫理』――宇都宮氏に依る「解釈」――

（ａ）

「［私が善く生きるためには，如何に行為すべきか，という主体的実践的思索の重要性］カント

は，人間の行為
．．
の問題を，理論的関心からではなく，つねに実践的関心に基づいて思索した．問

【補論１】［カントの主要著作との対話］

（β）『実践理性批判（Kritik der praktischen Vernunft）』［^］

［第八節　定理　四（§８．Lehrsatz Ⅳ．）］



題は，人間の行為はそうじて
．．．．

どのような構造をもつかということではなくて，われわれが倫理的
．．．

に善
．．
であるためにはどのように行為すべき

．．
か，ということである．行為は，それがどのような原

．

理
．
からなされるときに，倫理的によい

．．．．．．
行為なのであろうか．倫理学関係の著作でのカントの思索

は，そうした行為の実践的原理の解明にむかって集中する．」（194頁）

［対話］

（１）カントの実践哲学は「人間の行為」を論及する．カントの行為論は，「理論的関心」にで

はなく，「実践的関心」に基づく．

（２）カントは，その故に，「私は如何に生きるべきか」を問題にする．この問いは，「倫理的

に善い行為」，倫理的行為論へと収斂する．

宇都宮氏は，まず，カント倫理学の主題と思考方法を見定めておられる．「ただ生きる（幸福に

なる）」だけでなく，「善く生きる（幸福に値するようになる）」ことができる為には，どのように

行為すればよいのか．カント倫理学は，ただこのためにのみ積み重ねられた思索に他ならない．

付加すれば，人間を「行為するもの」，しかも「倫理的に行為するもの」として捉える実践的主体

的「関心」が，重要なのである．「行為」一般を，「倫理的行為」に迄具体的に突き詰めることな

しに，「善く生きること」は不可能なのである．

行為が，何故に，特別に重要なのか．それは，人間が生きるということは，畢竟，行為するこ

とであるが故にこそ，である．そのために，「善く生きる」とは，「倫理的に善い行為」を指す訳

である．逆に言えば，「生きる」ことへの関心は，「行為」への関心を，必ず惹き起こすのである．

図式化すれば，「生きること」e「行為」e「倫理的行為」，となろう．

（ｂ）

「［行為の手段的善さと自体的善さ］そこでカントによると，ある行為がよい
．．
と判定される場

合，そこには二つの異なったケースが考えられる．一つは，その行為が，ある目的を実現するた

めによい
．．
（効果的である）と判定される場合で，その場合の行為の「よさ」は「手段としてのよ

さ」である．いま一つは，その行為が，目的の実現とは関わりなく（したがってかりにその行為

が意図した目的を実現できなくても）それ自体としてよい
．．．．．．．．．

，と判定される場合である．価値とい

うコトバを用いれば，前者は手段的価値をもち，後者は自体的価値をもつ，ということになろう．

そしてカントの考えによると，行為は，それが他の目的のための手段としてではなく，それ自体

としてよいと判定される場合に，倫理的によい
．．．．．．

行為と言えるのである．」（195頁）

［対話］

（１）まず，「悪い行為」は，論外に置かれる．「善い行為」が定義できれば，「悪い行為」は，

自動的に判然とするからでもあろうが，なによりも我々は，「悪い行為」を求めていないからであ

ろう．すなわち，我々は，そもそも，「倫理的に善い行為」の何たるかを，問い求めているからで

ある．

（２）「善い行為」と言っても，二種類ある．「手段として善い行為」と「目的として善い行為」，

である．もっと簡略化すれば，「手段としての行為」と「目的としての行為」，である．「手段とし

ての行為」は分かり易いが，「目的としての行為」については，少々，考えを巡らす必要があろ

う．それは，行為者にとって，「行為そのもの」すなわち「行為それ自体」が，自己の行為の目的

となる，そのような行為，自己目的的な行為あるいは行為の自己目的性である．その場合，行為
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の目的としての「行為それ自体」とは，「生きることそのこと」以外ではあり得ないであろう．

（３）倫理的行為は，「手段的行為」ではなく，「目的的行為」である．「手段的行為」の場合

は，その目的の善悪は，不問に付される．ここが，重要な論点であろう．それに反して，「目的的

行為」の場合は，その目的自体の善悪こそが，肝心の問題となる．それ故に，倫理的行為自体の

善悪が，厳しく問われることになるのである．

（ｃ）

「［仮言命法と定言命法］カントは，こうした「よさ」の区別を，仮言命法と定言命法の区別に

結びつけた．「もし行為が，たんに別のなにかのために手段としてのみよい
．．．．．．．．．

のであれば，命法は仮

言的である．行為がそれ自体においてよい
．．．．．．．．．．

・・・・・・と表象されるなら，命法は定言的である．」

仮言命法とは，「もし・・・・・・といった目的［幸福］を実現しようと欲するなら，・・・・・

・せよ」という条件づきの命法（命令）であって，そうした命法に従う行為は，条件の内に含ま

れている目的を達成するための手段として［のみ］よい行為ということになる．それ自体におい

てよい行為は，しかし，こうした仮言命法によって指示されることはできない．それ自体におい

てよい行為を指示する命法があるとすれば，それは無条件に，端的に「・・・・・・せよ」と命

ずる定言命法以外にない．つまりカントによると，倫理的によい行為を命ずる「道徳の命法［幸

福に値する］」は，定言命法の形でのみ示されることができるのである．」（195頁）

［対話］

（１）「手段として善い行為」を命じるのは「仮言命法」，「目的として善い行為」を命じるのは

「定言命法」である．

（２）道徳に関わる行為は，定言命法の命令する行為のみ，である．

「Ａ．解説篇」において，私は，私の注釈という形で，仮言命法は「幸福になるための行為を

命令する（勧告し忠告する）」とし，それに対して，定言命法は「幸福に値するための行為を命令

する」とした，『純粋理性批判』「規準論」のカントの定式化を，繰り返し紹介しておいた．私は，

「幸福に値する」とは如何なる事態を指すのか，未だ判然としないのではあるが，この一句を手掛

かりにして，カントの実践哲学（倫理学と宗教論）全体を捉えてみたい，と考えている．すなわ

ち，卑見に依れば，「幸福に値すること」は，カント実践哲学の，謂わば「総体性概念」なのであ

る．我々は，「幸福に値する」ための行為の積み重ねの結果として，「幸福」に預かることができ

る．

（ｄ）

「［仮言命法①．――「熟練の命法」］仮言命法は，さらに「熟練の命法」と「怜悧の命法」と

に区別される．熟練の命法とは，ある任意の可能な目的を実現するために手段としてよい行為を

命ずる命法であり，怜悧の命法とは，人間だれしもが現実に所有する「自己の最大の幸福」とい

う目的を達成するのに手段としてよい行為を命ずる命法である．これらの命法に従う行為のよさ

は，いずれも手段としてのよさであって，行為がそれ自体としてもつ倫理的なよさではない．た

とえば，熟練の命法に関して言えば，「医師が患者を根本的な療法によって健康にするための指

定」と，「毒殺者が相手を確実に殺害するための指定」とは，いずれも目的を完全に実現するのに

役立つという点で，「等しい価値［善さ］」をそなえている．この観点からすると，もし相手を毒

殺しようと思って，それに失敗したならば，その行為は目的を実現できなかった行為として「わ
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るい」行為であり，毒殺に成功した場合は，「よい」行為であったことになる．また，カントによ

ると，両親は子供の将来を慮って，まだ子供にとって現実とはなっていないさまざまな可能目的

に対して，それを実現するための熟練の規則を子供に教える．だが世の多くの親は，そのことに

かまけて，どの目的を追求すべきかといった，目的の価値判定についての教育はなおざりにして

いるのである．」（195～196頁）

［対話］

（１）仮言命法には二種類あり，それらは「熟練の命法」と「怜悧の命法」と呼ばれる．これ

らは，「熟練に関わる命法」，「怜悧に関わる命法」という意味である．では，「熟練」と「怜悧」

とは，如何なる意味なのであろうか．

「熟練」と訳される原語は，Geschicklichkeit（巧みさ，器用）である．また，「怜悧」と訳さ

れる原語は，Klugheit（利口，賢さ，思慮深さ，賢明さ，巧妙さ，抜け目のなさ）である．カン

トは，「怜悧」を，「熟練」の一種と見なしている（『基礎づけ』§57）．このことに，注意してお

くのも，無駄ではなかろう．と言うのも，「熟練（慣れて巧みなこと）」という言葉は，行為に「そ

つが無い」ということを意味していて，その際，行為の目的自体の是非曲直は問われるところで

はない．その目的の実現のための手段的行為の「上手下手」，言ってみれば，「ハウ・ツー」のテ

クニックに長けているかどうか，だけが問題なのである．「怜悧」は，目的が「幸福」に限定され

る場合の「熟練」にすぎない．

（２）上述のところから明らかなように，仮言命法の命じる（勧告し忠告する）行為の善悪は，

目的の善さ如何ではなく，ただもっぱら目的実現の手段の善さ如何に基づいている．ところで，

倫理的行為は，手段的行為ではなく，目的的行為であるから，その善悪は，目的自体の善悪に依

る．

（３）「熟練の命法」の命じる手段的行為は，如何なる目的のためであれ，その行為が目的の実

現にとって有効でありさえすれば，それだけで「善い」のである．「毒による治療」であれ，「毒

による殺害」であれ，首尾よく治療がなされ，また確実に殺害がなされるならば，双方の場合と

も，毒の使用に「熟練している（geschickt）」が故に，「善い行為」なのである．

「熟練の命法」が指令する行為は，技術的とも呼べるであろう．この技術に習熟している場合

は，目的を達成できるから，「上手な善い行為」となり，技術が未熟な場合には，目的を達成でき

ないから，「下手な悪い行為」となる．世の親は，技術と熟練ばかりを，子供に教育し，肝心の

「目的の価値判定」のほうの教育は忘れるのが，常である．なぜかと言えば，親自身がそうであ

る，が故に，なのである．

（ｅ）

「［仮言命法②．――「怜悧の命法」］では，怜悧の命法の場合はどうであろうか．怜悧は，自

己の最大の幸福を求める．したがって，幸福主義者ならば，怜悧の命法に従う行為を倫理的にも

よい行為とみなすかもしれない．しかしカントは，そうした行為にも倫理的価値を認めない．い

な，それどころか，カントは「幸福を選択意志の最高の規定根拠とする原理」を，「自愛の原理」

もしくは「自己幸福の原理」とよんで，これを「道徳性の原理の正反対」であるとして厳しく斥

ける．怜悧の命法に従う行為は，倫理的に無価値であるどころか，むしろマイナスの価値をもつ

行為なのである．なお「怜悧」というコトバは，カントによると，二つの意味をもつ．一つは，

「世間的怜悧」であって，これは「あるひとが他のひとびとに影響を与えて，かれらを自分のもろ
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もろの意図のために使用するという熟練」であり，いま一つは「私的怜悧」で，これは「これら

すべての意図［自分のもろもろの意図］をかれ自身の持続的な利益のために合一する知力」であ

る．つまり怜悧ということには，自己の幸福のために他人をその手段として利用するということ

が含まれている．怜悧の命法に従う行為は，後に見るように，それが他者をたんに手段としての

み扱うという点で，すでに反倫理的な行為なのである．」（196頁）

［対話］

（１）怜悧も熟練の一種であることは，既に見た通りである．熟練の行為一般は，何でもよい

任意の目的の達成のための，技術的行為であった．怜悧の行為は，任意の目的一般ではなく，幸

福という目的，厳密に言えば，自己幸福（自分の幸福）という目的を実現するための，手段的技

術的行為を指す．

（２）幸福追求を以て，道徳的に善い行為であると見なす人たちならば，怜悧を道徳的と考え

るかも知れない．しかし，カントは，そのようには全く考えない．

（３）何故なのであろうか．それを理解する上で，重要なのは，カントが，怜悧という言葉に

籠めた内容，を把握することであろう．『基礎づけ』§57の「注」で，本文の繰り返しとなるが，

次のように，書いている．

3Das Wort Klugheit wird in zwiefachem Sinn genommen, einmal kann es den Namen Weltklugheit,

im zweiten den der Privatklugheit führen. Die erste ist die Geschicklichkeit eines Menschen, auf andere

Einfluß zu haben, um sie zu seinen Absichten zu gebrauchen. Die zweite die Einsicht, alle diese Absicht-

en zu seinem eigenen daurenden Vortheil zu vereinigen. Die letztere ist eigentlich diejenige, worauf selb-

st der Werth der erstern zurückgeführt wird.4

（α）怜悧が，「世間的怜悧」と「私的怜悧」とに区別される．前者の「世間的」とは，恐ら

く，対世間的，つまり対人関係における，という程の意味であろう．それは，世間を巧く渡って

ゆく，かの「世渡り上手」の「熟練」なのでもあろうか．「礼儀作法」なども，「世渡り上手」に

は，欠かせないものであろう．

（β）後者の「私的」とは，自分で自分のことを巧くコントロールできること，と考えられる．

私的怜悧は，エゴイズムを本性としており，「倹約や養生や抑制」に努めるものである．

（γ）確かに，世の人々は，このような「怜悧」のある人を，「かしこい人」と言うのである．

（δ）ところで，カントは，「世間的怜悧」は，「私的怜悧」に，帰着する，と述べている．確

かに，人の操作術にどれほど長けていても，それが自己の持続的利益に結びつき，結果しないな

らば，自己幸福を唯一の標的とする「怜悧の行為」とはならない．

（ε）それ故，怜悧は，端的には，「私的怜悧」を指す．そして，「私的怜悧」には，「世間的怜

悧」が，含まれる．とは言え，世間的怜悧は，「他者をたんに手段としてのみ扱う」という「反な

いし非倫理的」性格を持つことになるのかどうか，すなわち幸福の追求は，端的に「反倫理的」

と言えるのかどうか，については，疑問の余地が残る．カントは，世間的怜悧について，「ある人

間が他人に影響を与えて他人を自分のさまざまな意図のために使用することに熟練していること」

と述べているだけで，必ずしも「他者をたんに手段としてのみ扱う」とは捉えてはいない．例え

ば，どんな企業家であろうと，「世間的怜悧」に基づく行為をする．この点に関しては，後に立ち

返りたい．
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（ζ）次の図式に，注意されたい．仮言命法は，現象人としての人間に，「幸福になる」行為

を，命じる．それに対して，定言命法は，英知人としての人間に，「幸福に値する」行為を，命じ

る．人間は，現象人であるとともに，英知人なのである．

仮言命法・・・幸福になる・・・・現象人あるいは理性的動物

定言命法・・・幸福に値する・・・英知人あるいは理性的存在者

*（ｘ）「馬力」よりも「品性」（『論語』，0Ⅳ.－35）．

（ｙ）「強い者」は，「弱い者」を労り，包容するが故に，「強い」（例えば，イエス）．

（ｚ）これら二つの事柄は，「実践理性e善い心e定言命法」のどこかに触れている．

（ｆ）

「［それ自体としてよい倫理的行為＝定言命法＝「善き意志」］それでは，行為は，いかなる場

合にそれ自体としてよい倫理的行為なのであろうか．命法との連関で言えば，それは仮言命法で

はなくて定言命法に従う行為であるが，意志との連関で言えば，それはただ「善き意志」から発

した行為である．『倫理学講義』のなかで，カントは，怜悧と道徳性とを区別しながら，次のよう

に語っている．「怜悧にはよき悟性が必要とされ，道徳性には善き意志が必要とされる．われわれ

の自由な行為は，それが道徳的な善さをもつ場合は，たんに善き意志に基づいている．それゆえ，

われわれの意志は，それ自体で善でありうる．怜悧の場合は，・・・・・・目的とそれに到る手

段とを洞察する限りでの悟性が大切である．・・・・・・それゆえ，怜悧にはよき悟性が，道徳

性にはそれ自体で端的によい意志が必要である．たとえば，金持になろうとする意志は，目的と

の関係で［手段としては］よいが，それ自体としてよいのではない．」」（196～197頁）

［対話］

（１）「それ自体としてよい倫理的行為」とは，如何なる行為なのであろうか．（α）それは，

「仮言命法［幸福］」ではなくて「定言命法［幸福に値する］」に従う行為，それ故，（β）それは，

「条件づきで善い意志」にではなく，「無条件絶対に善い意志」に基づく行為，更に言えば，（γ）

「任意の目的に従属する手段としての」ではなく，「それ自身が目的（究極目的）である自己目的

としての」行為である．これら三つの特徴づけは，その内容において，同一である．

（２）怜悧［仮言命法（幸福）］には「悟性」が，道徳性［定言命法（幸福に値する）］には「善

い意志」＝「すぐれた魂」が，必要である．「悟性」を理論理性，「善い意志」を実践理性と見て，

間違いではなかろう．『倫理学講義』において，カントは，怜悧の悟性を，「目的とそれに到る手

段とを洞察する限りでの悟性」と述べるが，前に見たように，『道徳形而上学』において，カント

は，「人間は他の動物よりも，悟性をもっている点ですぐれており，自分自身で目的を立てること

ができるというこのことですらも，人間に有用性という外的な
．．．

価値を与えるだけである」と語る．

カントは，この「悟性」を，『道徳形而上学の基礎づけ』第一章冒頭の段落においても，用いてい

る．「悟性」は，広くとれば，科学的・技術的能力を指すのであろう．つまり，人間の究極目的

（道徳）を考慮しない，たんなる「理性技術」のことであろう．なお，カントの，怜悧に関する説

明のなかで出た「意図」は，「目的」と，同義である．
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（３）道徳が「それ自体で端的に善い意志」に基づく，と言われる際の，「それ自体において」

とは，どのような意味なのであろうか．もう一度言えば，カントにとって，人間の究極目的とは，

「道徳（Moral）」以外の何物でもない（『純粋理性批判』『論理学』）．従って，「それ自体において」

とは，「究極目的として」を意味するであろう．こう見ると，「それ自体において」も「究極目的

として」も，畢竟，「道徳的に（moralisch）」と言うことであろう．こうして，「それ自体におい

て善い意志」とは，「道徳的に善い意志」のことである．私の説明に「循環」があるように見えよ

うが，道徳は究極目的であるから，もう如何なる言葉によっても，説明や定義はなし得ないので

ある．

（ｇ）

「［道徳はどこから生まれてくるか］善き意志とは，このように，「それ自体で端的によい」意

志のことであるが，『道徳形而上学の基礎づけ』での叙述によると，一般に「よい」すなわち価値

あるとされるもののうちで，「無制限に」よく，「絶対的価値」をもつのは，この「善き意志」の

みである．人間にそなわるもので善き意志以外のもの，たとえば，悟性・機知・判断力・勇気・

果断・根気強さといった「自然の賜物」や，富・名誉・健康といった「幸福の賜物」［富・名誉・

健康・幸福といった「好運の賜物」］は，絶対的価値をもたない．それらは，多くのひとによっ

て，それ自体で価値あるもののようにみなされているが，しかしそれらは決して無条件によいの

ではなく，ただ条件づきでのみよい，つまり相対的価値をもつにすぎない．条件づきでよいとは，

第一に，それらが別のある目的に対して手段としてよい（たとえば，悟性は幸福とかその他の目

的を実現する能力として手段的によく，また健康は，快適であるにしても，それがよい
．．
と評価さ

れるのは，仕事をするといった他の目的との連関においてである）ということであり，第二に，

それらの賜物がそなわっていても，それを使用する意志がよくなければ，かえってわるくなる（カ

ントのあげている例では，冷静であることがよいとしても，冷静な悪漢は冷静ではない悪漢より

も一層わるく，危険である）ということである．一方，善き意志は，それがなにかある目的を実

現したり達成したりすることによってよいのではなく，それ自体において，つまりそれが意志す

ることそのことにおいてよい．かりにこの意志に目的達成の能力が欠けていても，この意志はそ

れだけで「宝石のように輝く」のである．」（197～198頁）

［対話］

（１）道徳の根幹は，「善い心」であろう．「すぐれたプシュケー」，「善い意志」，「エートス」，

「清らかな心」，「澄んだ心」，「美しい心」であろう．それでは，まず，「善い心」の「善い」とは

何か，について考えてみよう．

（２）善いもの，と言えば，「自然の賜物」や「好運の賜物」のみならず，数多の「善いもの」

があろう．「善いもの」には，二種類ある．一つは，条件づきで，手段的に，相対的に，善いもの

（価値），そして二つは，無条件で，自己目的的に，絶対的に，それ自体において，善いもの（価

値），である．

（３）無条件絶対に善いものは，ただ一つ，「善い心」のみである．「善い心」以外の善いもの

は，すべて，相対的価値・条件づきの価値しか有しない．すなわち，これらは，「善い心」という

条件があって始めて，「善いもの」となり得るのである．

3Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne
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Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille.”

（４）なお，「手段的」と「自己目的的」について触れると，相対的価値は任意の目的実現の手

段として「善い」のであり，絶対的価値は道徳的目的［道徳法則＝義務］を心の中に抱懐するだ

けで，それだけですでに，「善い」のである．道徳的善さは，端的に，「心の善さ」に他ならない，

が故に，である．

（５）このような手続きによって，カントは，「道徳」の盤石の土台を据えたのである．すなわ

ち，「道徳」こそは，人間の有する，「唯一の絶対的価値」，つまりは「人間の究極目的」なのであ

る．

（ｈ）

「［善い意志の目的（人格）］では，善き意志は，それがどのように意志することにおいて自体

的によいのであろうか．カントによると，善き意志の自体的なよさは，それが実践理性として，

自ら立法する普遍的な道徳法則によって，直接自らを規定する，という仕方で意志することのう

ちに成り立つ．意志がもしある目的の実現を意志することにおいてよいならば，そのよさはやは

り手段としてのよさということになろう．したがって「端的に善い意志」の理念においては，意

志によって「実現されるべき目的」は，すべて度外視されなければならない．けれども，カント

によると，このことは，善き意志には自己規定の客観的根拠となるいかなる目的も存在しない，

ということではない．しかし，その場合の「目的」は，もはや行為によって実現されるべき目的

としてではなく，「自立的な目的［究極目的］」として考えられなければならない．「自立的な目的

［究極目的］」とは，「その目的［究極目的］に反して行為がなされてはならず，それゆえその目的

［究極目的］は決してたんに手段としてではなく，つねに同時に，あらゆる意志することにおいて

目的［究極目的］として尊重されなければならない」ような目的であり，「すべてのたんに相対的

で恣意的な諸目的を制限する条件」となるような目的である．そしてカントによると，そうした

目的［究極目的］として存在するのが，自他を含めたすべての「理性的存在者」であり，すなわ

ち「人格」なのである．ここから定言命法の第二定式が導出される．「汝の人格および他のすべて

の人格のうちの人間性を，つねに同時に目的として扱い，決してたんに手段としてのみ扱わない

ように行為せよ．」」（198頁）

［対話］

（１）「善い意志」とは如何なる意志のことであろうか．端的に言えば，定言命法に従う意志の

ことである．すなわち，「道徳的に善い」とは，「定言命法（道徳法則）を自律的に立法し，かつ

それに自発的に従う」という意味である．定言命法の定式には，基本的普遍的定式と三つの派生

的定式（自然法則の定式・目的の定式・自律の定式）があった．宇都宮氏は，「目的の定式」を重

視される．

（２）「目的の定式」の「目的」とは何であるか．「目的」の対語は，「手段」である．ここで

は，仮言命法における，「実質的目的ー手段」の結合は，問題にはなっていない．ここでは，目的

も手段も，人間（理性的存在者，homo noumenon）そのものに関連している．人間を，自己幸福

のために，「手段」や「道具」として物扱いすることがある．これだけであれば，仮言命法におけ

る，人間の道具視であろう．とは言え，社会において，人間の手段視は普遍的である．しかし，

人間を，「決してたんに手段としてのみ扱わない」ことが大切なのである．人間は，確かに，なん
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らかの行為において，自他を手段や道具として，用いることは，事実である．しかし，カントは，

自他の人間を手段として用いる際にも，「つねに同時に目的として扱」え，と言う．「手段として

の人間」は分かり易いが，「目的としての人間」というのは分かり難い．「目的としての人間」と

言うからには，行為によって「実現（現実化）」されるのであろう．そうであるとすれば，「行為

は，人間の実現を，目的としている」と換言できるであろう．では，「人間の実現」とは何であろ

うか．道徳の場では，「人間」とは「人格（Person）」と呼ばれる．そうすると，「人間の実現」と

は，「人格の実現」ということになる．次の表を見られたい．

人格・・・目的・・・絶対的価値（尊厳）・・・代置不可能・・・承認・・・実践理性（意志）

物件・・・手段・・・相対的価値・・・代置可能・・・評価・・・傾向性と欲求（随意）

「人格」のことを，カントは，たとえば「道徳的な実践理性の主体」（『道徳形而上学』）と呼ん

でいた．道徳的主体としての人格は，道徳がそうであるように，既に存在するものなのではない．

それらは，まずもって自分自身の努力によって，創り出すべきものである．すなわち，私が，個々

の行為において，道徳的にふるまい，自他の人格を敬愛することによって，「人格の実現」を目指

さなければならないのである．

（ｉ）

「［カントの人格主義（人格の絶対的価値【尊厳】の承認）］いわゆるもの
．．
としての「物件」は，

カントによると，すべてわれわれの欲求を充たすための手段としての価値をもつにすぎない．こ

れに対して，「人格」，すなわち「目的それ自体として存在する理性的存在者」は，「その存在それ

自体が絶対的価値をもつ」存在者である．したがって，善き意志の自体的なよさは，それが自他

の人格を目的それ自体として，すべての相対的価値をこえた絶対的価値を担うものとして尊重し，

その条件の下に，自己のたんに主観的相対的な行為目的（行為によって実現されるべき目的）を

制限する，ということのうちに成り立つ．いままで辿ってきたカントの思索行程を整理すれば，

こうなるであろう．すなわち，行為は，それが善き意志から発する行為であるときにのみ，それ

自体でよく，倫理的によい，と判定される．ところで善き意志そのものがそれ自体でよく，倫理

的によいのは，それが人格の絶対的価値［尊厳］を認め，それをつねに条件として意志すること

による．カントの倫理学は，道徳の原理を基礎づけるためのさまざまな道具立てを取り払ってい

けば，つまるところ，人格の絶対的価値の承認
．．．．．．．．．．．

をその最終の基盤としているのである．」（198～

199頁）

［対話］

（１）「物件」は，相対的価値性（他のものと比較可能な価値），代置可能性（Ａが壊れたらＢ

に取り替える，というふうに），まったき手段性・道具性などを，その属性とする．それに対し

て，「人格」は，絶対的価値性（他のものと比較不可能な価値），代置不可能性（Ａとその他すべ

てのものは代置不可能である，というかけがえのなさ），究極目的性（何人のであれ，何物のであ

れ，たんなる手段や道具にはならない）などを，その属性とする．それ故，人間が，たんなる手

段や物件として扱われる場合，そのとき，人間は「物件扱い」されている，と言い得よう．こう

いう「物件扱い」を，非人間的であるとか，不道徳であるとか，言うのは，カントの道徳概念の

「拡張解釈」，厳密に規定すれば，「誤解」であろう．人間を，手段や物件としてのみ（奴隷の如
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く）扱う場合，そのときは，非人間的で不道徳である．

（２）宇都宮氏は，カントの倫理学を，徹底して，「人格主義の倫理学」として，解釈される．

私が，「人間らしい善い人間」であるための条件（約めて，「人間の条件」と言ってもよいであろ

う）とすべきものは，「［自他の］人格の絶対的価値［尊厳］を認め，それをつねに」規矩準繩と

して，行為すること，であろう．

（３）カントの倫理学を，「人格の尊厳」に見いだされた宇都宮氏は，以下において，カントの

「人格論」に関する，一層詳しい解釈を，打ち出されることであろう．

（続）

2002年9月
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