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反省的判断力と準因果性 

――『判断力批判』における自然美と有機体について 

 

大林侑平（名古屋大学） 

 

１ 序論 

 

 カント(1)の『判断力批判』Kritik der Urteilskraft（1790）では、趣味判断のア・プ

リオリな原理が探索された末、合目的性概念を原理とする判断力の働き自体が議論

され、趣味の分析を超えて、当時の数理的枠組みでは把握されえなかった有機体の

認識にまで議論が及んでいる(2)。ゲルト・イルリッツによれば、むしろ有機体と、

それとアナロジカルな美的芸術の目的論的な判断こそが重要であり、趣味それ自体

に要点が置かれていたわけではないという(3)。つまり、科学が芸術と並置されて論

じられていることこそが、第三批判書を特徴づけている。実際既に A. C. エヴィン

グが、『判断力批判』から有機体の身体における部分と全体の因果的関係に「準機

械的機械論」を見出している(4)ように、有機体を一種のモデルにした認識論が展開

されている。そしてカントの目的論は、自然の合目的性という概念に基礎づけられ

ている。つまりは、カントは自然の合目的性を一種の因果性とみなし、その上に有

機体を成立させる原理と機械論を調停させたのである(5)。 

自然の合目的性という概念や自然美の寓意的・道徳的解釈は既に 18 世紀までの

自然神学の文脈でも盛んに用いられており、カントがそうした議論から多くを得て

いることは明白である(6)。しかしカントにとって自然の合目的性は単なる相互有用

性を意味しているわけではない。自然の合目的性は、我々の自然認識を可能ならし

める前提となるものである。もしも自然の合目的性を前提としなければ、いかなる
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経験科学も意味をなさない(KU, XXXIII)。というのも自然の多様な形態を統一的・

法則的に理解するための総合判断が事実的であるためには、その対象の性質や形態

と概念の調和が必要であるからだ(KU, XXVIII)。 

以上を見れば、カントにとってブルーメンバッハやビュフォンらの 18 世紀にお

ける生命をめぐる言説一般が、彼の認識論の根幹に関わっており、その限りで『判

断力批判』の関心および射程がいかに設定されていたかを見通すことができる(7)。

とはいえここでは思想史的な再構成ではなく、自然の合目的性、なかでも主観的な

形式的合目的性を、美感的経験をもたらすひとつの因果性として解釈することが試

みられる。従来常に形式的合目的性は趣味判断における快不快の判定に際して、対

象の形式と意図の一致と考えられてきた。つまり形式的合目的性は認識能力の調和

とのみ関係するのだ、と。無論それはカントの述べる通りであるが、自然の美的形

象と認識能力の調和に際しては、しかじかの形態をもつ多様な自然対象の成立が問

題にされなければならない。実際カントは深海生物といった人間と没交渉の生物に

まで美が見出されるのはなぜか、と問うているのである(KU, 132)。 

したがって、自然の合目的性において重要なのは、有機体の諸形態を成立させる

ある種の因果性が、同時に因果的関係に従った美感的経験をもたらすという点にこ

そある。ここで問題になるのは反省的判断力である。既にヘンリー・アリソンは注

釈的な読解から、反省的判断力による趣味判断もまた自然の合目的性に基づくので

あり、その点において認知行為と結びついていること、反省的判断力は常に超越論

的原理として主観的・形式的合目的性に依ることを指摘している(8)。またエッカル

ト・フェルスターはストローソンの『判断力批判』読解を手掛かりに、美学的・認

識論的・道徳的問題の関係を明らかにしている。そこでは自然美の経験を通じて、

機械論的な物理的自然の意味での自然概念を芸術としての、あるいは芸術を可能に

するものとしての自然概念へと拡張されることが指摘され、天才概念の分析が行わ

れている(9)。 

 ここではこれらの指摘を前提とし、形式的合目的性を原理とする反省的判断力の
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働きを解釈し、自然経験一般に関する準因果性をそこに見いだす。まずカントの認

識論の基本的な確認と、因果性に関する考察を行う。そこで明らかになるのは、感

官と概念枠組みの諸条件に基づく因果性の感性的多元論である。そして感性的多元

論が示唆するのは、因果性の本源的な偶然性である。その偶然性の下では反省的判

断力は形式的合目的性を原理に、対象の概念化を図ることになる。その際に対象と

認識主体を結びつける因果的関係を準因果性とここで呼ぶ。準因果性と自然美が結

びつき、有機的自然において間接的に感じられるに過ぎない生命は、魔術的理念の

現示であり、道徳的象徴であることを明らかにする。 

 

２ 物自体と因果性 

 

 カントの認識論は、まず何よりも認識能力によって経験が構成されることから始

まる。『純粋理性批判』の B 版に付された序文の冒頭に掲げられているように、ま

ず物自体の触発によって感覚的印象が喚起され、それから悟性活動が経験＝対象認

識へと仕立て上げるということ(KrV, B1)は、強調されなければならない。なぜな

ら、ここに即時的で形式的な生の感覚と、人間の認識形式に沿って規則づけられな

がらも、なお意味を欠いた
、、、、、、

諸対象との間に亀裂が現れているからである。この亀裂

は、人間に現れる諸現象、あるいはその総体としての自然は少なくとも予め感覚器

官に条件づけられていることを意味する。だが、それは単に対象の感覚のされ方だ

けではなく、諸カテゴリーや概念の適用にも影響を及ぼすに違いない。すなわち、

世界の秩序とその意味が感覚によって条件づけられているのである。さらに言えば、

概念による対象の規定は因果性の概念と結びついていることから、因果性の感性的

多元論を、ここから考えることができる。それをまず考察しよう。 

かつてヤーコプ・フォン・ユクスキュルは環世界という概念で諸動物にとっての

環境の意味や秩序を表現した。『動物の内的世界と環世界』Umewelt und Innenwelt 
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der Tiere(1921)でユクスキュルは、人間が自明視している諸々の物体の世界は、他

の動物の感受器官やその認識能力、作用能力によって全く違う姿で現れるはずだと

述べる(10)。つまり、物体と動物の作用関係のなかに対象的な環世界が生じてくるの

である。さらに環世界は機能環という、受容（表徴）とそれに対する作用の循環に

よって二重化されているとユクスキュルは考える(11)。ユクスキュルはさらに、この

単純な機能環によって複雑な環世界を表現する方法を、『動物と人間の環世界の散

歩』 Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen (1934)で提案する。 

 

さらに、ひとつの主体が複数の機能環によって同じ、あるいは異なった客体と結

びつけられていると思い浮かべてみれば、環世界説の第一の基本原則への洞察を

得ることになる。つまり、あらゆる動物主体は、形態が極めて多様なものであれ

極めて単純なものであれ、その環世界に同様の完全さをもって適合されているの

である。単純な動物には単純な環世界が対応し、形態に富むものには同様に豊か

に組織化された環世界が対応するのである。(12) 

 

もしもこの受容世界と作用世界の二重性をその多様性に比例するように増加させ

れば、何重にも書き加えられた機能環が動物の対象の多様な関係性を反映する。そ

れら環世界における諸対象の関係性は内的世界における関係性と対応する。可能的

経験の総体としての内的世界は可能的現象の総体＝環世界と対応する。そして内的

世界が豊饒になれば、内的な諸世界を関連づけていく働きとして判断力が生ずると

考えることができる。個々の内的世界とは端的にいって特殊的経験の総体であるか

らだ。 

ユクスキュルはさらに自然科学者の環世界を考える(13)。それぞれのパースペクテ

ィブは異なった環世界を構築しており、それらの関係は必ずしも調和せず混沌とし

ているという。確かに音楽家の耳に聞こえる合唱は、物理学者にとっては波でしか

ないかもしれない。これは機能環による二重化である。動物における知覚と作用の
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二重性が、認識者においては経験と意味の二重性に代わる。環世界は無意味な経験

の次元と、作用としての意味の次元によって二重化されている。なるほど経験は判

断力なしでも可能であるかもしれないが、個々の経験を比較し、一般性のもとに包

摂するのは判断力によって可能になる。 

ユクスキュルはしかし、ここで自然科学者を例に挙げているように、対象と認識

の一致、十然たる必然的客観性と実在性を要請しているように考えられる。しかし

カントは判断力のアンチノミーで示している通り、そのような要請をしない。更に、

それを可能にする建築術的悟性の存在について理性は答えることができないと述

べる。むしろ機械的法則によってのみ可能な世界に全てを縮約することを拒み、そ

れを暫定的原理として自然探究をするよう要請しながら、やはり有機体はその原理

を超え出、理念的な自然の究極原因を要請すると主張するのである(KU, 315-8)。

従って、特定の概念や法則が前提とされない経験においては、反省的判断力は、認

識についての認識という意味での反省を通じてこうした諸経験を同一の概念で束

ね、二階、あるいはより高階の概念を生み出す。これによって偶然的経験からの統

計的学習やその対象の分類が可能になる。そしてここから明らかになるのは、対象

と認識の部分的な相互自律性である。対象は認識に完全に規定されるわけではない

し、認識は対象に完全に規定されるわけでもない。 

カントは「第二の類推」のなかでストーブと部屋の暖かさについて原因と結果を

例示する（KrV, A202-3/B248）。カントはここで共時的因果性が時間継起に区分さ

れることで成立すると指摘する。あるいはまた球がクッションをへこませる例を持

ち出す。ここでもまた力学的な時間関係によって、瞬間的な共時性を解決する。と

はいえ、ここで持ち出される原因と結果の例は純粋な客観性をもつとはいえない。

部屋の気温の上昇もクッションのへこみも、「厳密に言えば」を繰り返すことで、

様々な原因結果の連鎖に組み替えることができる。その限りで粗い客観性しかもた

ない。因果性が事象の継起に基づくならば、事象全体とそれに内属する部分の関係

を分割することができる。カントがいうようにそれが無限に遡行できるものならば、



 
120 

 

関係の数を無数に増やすことができる。概念の規模によって事象の関係性が分節化

されたり統合されたりすることを、概念粒度で表せる。それは画素数のように概念

把握の肌理の細かさを示す指標である。概念粒度は自然科学的には誤謬とみなされ

た因果性を、正しいとみなされた因果性と連続的に示すことができる（たとえば遊

星の運航について）。概念粒度が高ければ事象の関係が増大する。一方で概念粒度

が低ければ諸事象の関係は減少する。無限に遡行できる限り、本来粗さは常に同じ

となり、いずれの粒度においても同様に組み換え可能である。それゆえ概念粒度の

高低は、存在論的な（情報量的な）階層を意味せず、存在論的に区別されるべき対

象の一側面を連続的に表示する方法に過ぎない。 

これらは認識論的な差異に基づくのであって、認識論的差異が存在論的差異と取

り違えられてはならない。それゆえある概念は現象化する限りで、判断力によって

ある概念（規則／カテゴリー）に包摂されることになるが、それは直観から――む

ろん物自体とも――切り離され、自律性を保っている。カントは実際次のように述

べている。 

  

あらゆる直観は感覚的なものとして触発に基づき、概念は機能に基づく。とはい

え私が機能という言葉の下で理解しているのは、様々な表象をひとつの共通の表

象のもとに秩序づける働きの統一性である。つまり諸概念は、感覚的直観が印象

の受容性に基づくように、思考の自発性に基づいているのである。ところでこの

概念について悟性は、それによって判断を下すこと以外のしかたでは使用しない。

単なる直観のほかに直接諸対象に到りつく表象は存在しないのだから、ある概念

は直接ひとつの対象にかかわることは決してなく、（直観であれそれ自体概念で

あれ）対象についてのなんらか別の表象にかかわるのである。(KrV, A68/B93) 

 

カントが述べる通り概念は思考の自発性に基づく限りで、悟性によって使用される

一つの道具である。その限りで概念は対象それ自体ではなく目的的な表象と、それ
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へ向かう意志と関係することになる(KU, XXVIII)。カントによれば悟性のこうした

働きを支配しているのが理性である。理性は当為と意志によって働き、目標を設定

する。理性は自由の根拠であるが、概念もまたこのような理由によって自由に現象

に適用され得るのである。諸対象はいかなる判断からも逃れていく。反省的判断力

はそれゆえ一般的なものへと到達することなしに、任意の記述のもとに留まること

ができる。言い換えれば、いかなる判断を下そうともそれは諸対象を諸カテゴリー

によって汲み尽すことはできない、それどころか諸対象を判断は一般的なもの（概

念、規則、法則、原理）から天下りに統制できず、反省的なものにとどまり続ける

ことを余儀なくされる。経験においては常に反省的判断力だけが有効である。そし

て反省的判断力が頼りにする合目的性は、前提とされる一貫した自然の諸法則に必

ずしも到りつくことがないという意味では主観的である。くわえて偶然的で多様な

自然が、現にしかじかの在りようを示すことで反省的認識を条件づけるという意味

で主観的なのである。従って、反省的判断力は主観的合目的性に従って、何らかの

概念獲得へと向かう。その範囲の確定を主観的合目的性は担うことになる。 

この自律性ゆえカントの物自体に必然性、数多性、実在性のカテゴリーを適用す

る必要はない。ある規模での把握と傾向性さえあればいい。種的、機械・道具的、

あるいは社会的・理論的な諸条件によって、確率論的に安定した対応関係が存在す

れば、その対応関係、すなわち環世界の秩序は可変的・可謬的であるが同時に安定

的なものとして成立する。これは学習的なものであると同時に、認識以前に対象の

成立と、感性によって条件づけられている。すなわち認識論が孕む偶然性は現象の

ある種の粗さや限界、いまだ知ることのない関係性を証示する。無論同時に存在論

的な偶然性の問題が共起している。対象の存在を規定する秩序がもつ根源的な偶然

性を考慮しなければ、物自体が何らかの傾向性を有していることを理解することは

できない。ここで参照されるのが「存在論的二側面解釈の主観的ヴァージョン」で

ある。トビアス・ローゼフェルトによれば、二次性質のような主体依存的な諸性質

同様、その現象自体が対象それ自体に備わる、何らかの認識主体にしかじかの現象
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を引き起こすような傾向性に原因があるということである。だがこの解釈では、主

体の側の諸条件と、客体の側の諸条件がはっきりと分離させられていない。その二

重の偶然性／傾向性のもとでのみ事実生じている現象が存在することになる。(14) 

 このように対象と認識の因果的関係は傾向的安定性を有している。それはあくま

で主観的であるがゆえに偶然的で、可変的で、ともすれば可謬的である。人間に現

れる現象の総体としての自然は、二重の偶然性の産物である。対象の世界がしかじ

かのように形成されたことの偶然性と、認識の可能性の条件の偶然性である。その

一致が可能になった時だけ、このような環世界が形成されうるのである。その内部

の秩序、すなわち因果性――すなわち諸対象の関係であり、諸対象がしかじかの状

態で成立することの条件――もまた、そうした偶然性と結びついている。以上が因

果性の感性的多元論として示される考察である。 

 

３ 準因果性 

 

ここからさらに準因果性について考察しよう。カントは「第二の類推」で「あら

ゆる変化は原因と結果を結びつける法則に従って生じる」と明言する。カントによ

れば、時間的継起のなかに生ずるあらゆる変化、つまり現象の移り変わりは因果性

に従っているという(KrV, A202/B247)。現象としての自然が必然的に変化するのか

どうかが、カテゴリー一般を経験的に説明するときには必要な直観となる(KrV, 

B164-165)。なるほど思弁的には諸対象は人間とはかかわりなく生じ、運動し、消

滅するが、しかしそれは絶対空間と絶対時間を前提としなければならない。ところ

が 『 自 然 科 学 の 形 而 上 学 的 原 理 』 Metaphysische Anfangsgruende der 

Naturwissenschaft(1786)にあるとおり、カントにおいて時空間は相対的であり、物

体はそのように経験されるときにのみ、運動するものである（MA, 554）。それゆえ

に、現象としての自然において対象が実在性と否定性の度合いの間を推移する様

(KrV, A143/B183)、ある表象から別の表象へと推移する様を、人間が必然的に経験
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する限りにおいて（カテゴリーとしての）因果性は存在する。これは存在論的に実

在的な因果性が存在することを否定しない。しかし認識論的に実在的な因果性は唯

一つではないことを意味している。カントは経験における（つまり自然における）

個々の特殊な法則に関しては、カテゴリーに従いつつもカテゴリーから完全に導か

れるわけではないと述べているのである(B.165)。事実カントは次のように自然に

おける必然性に制約を課す。 

 

それゆえ事実存在の必然性は決して概念によってではなく、常にただ知覚された

ものとのつながりから、普遍的な経験の法則にしたがって認識されうるのである。

それゆえ今や、他の所与の諸現象の制約のもとで必然的と認識されうるであろう

現存在は、因果性の法則に従って与えられた原因による諸結果の現存在にほかな

らない。したがって現存在は、物体の（実体の）現存在ではなく、物体の状態な

のであり、我々はその状態についてのみ必然性を認識できるのであり、なるほど

因果性の経験的法則に従って、知覚に与えられた他の状態から認識できるのであ

る。(KrV, A227/B280) 

 

この箇所でカントは、必然性（因果性の経験的法則から導かれる）は実体間の諸関

係ではなく、現象における物体の「状態」から認識されるものであるとしている。

それゆえカントは、必然性は可能的経験の領野にとどまると述べる。だから必然性

は、因果性の経験的法則に従って、現象に基づき推論される。故に続く箇所でカン

トは自然における必然性は仮言的なものであると明言している。すなわち、因果性

とその依存性に関する判断に基づいてなされる。自然において必然的な関係性、す

なわち因果性は、条件づけられるべきものであり、仮言的に必然であるということ

が「世界における変化を一つの法則に、すなわち必然的な現存在の規則にしたがわ

せる原則」(KrV, A227/B280)なのである。必然性は自然に適用される様相のカテゴ

リーである。高階においては偶然的な経験的法則もそれに従う。 
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以上のことは『判断力批判』における次の箇所と符合している。 

 

つまり、我々は自然において、単なる経験的な自然の諸法則をみてみれば、無限

に多様な経験法則の可能性を考えなければならない。とはいえ、それら諸法則は、

我々の洞察にとっては偶然的である（ア・プリオリには認識されえない）。とい

うのも、それら諸法則をみてみれば、我々は自然の統一を経験法則と（経験法則

に従った体系としての）経験の統一の可能性に従って偶然的であると判断するの

だ。(KU, XXXIII; 501) 

 

それゆえ偶然的に必然である、という調停こそ『判断力批判』における自然目的の

導入を決定づけていると考えられる。目的論こそが経験的法則と普遍的法則を概念

によって結びつける。この結び付けこそがカントが判断力に認めた重要な能力であ

る。そして対象がどのような概念や法則に支配されるのかを決定する判断力は、多

様で偶然的な自然経験の特殊な対象については、反省的判断力がなければ把握され

ることは決してない。つまり、『判断力批判』が示すのはカントにおいて自然法則

というのは、物理的な連鎖や数学的に記述される因果関係というよりも、それぞれ

の特定の領域において、多様な自然現象が記述され得るということに過ぎない。 

このような記述は、新たな概念の獲得に向かう目的的な行為であり、汲み尽くす

ことの不可能な対象を汲み尽くすための終わりなき芸術制作と見なされなければ

ならない。確かに芸術作品の鑑賞において、あるいは自然美の享受において直接的

で直感的な判断がなされるのであって、その行為自体が芸術制作であるとは通例見

なされることがない。しかしながら美の享受を内省的に記述する行為は、単なる作

品や自然を模倣的に提示するのではなく、そこに内在する規則性を適切に表現する

必要がある。それは単なる分析的な記述によって可能にはならず、カントにおける

「天才」を、民主化された形で要求することになる。すなわち、自然の技巧の技術

的模倣において、芸術作品や機械が設計・製作されることで、そのような内在的規
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則が明らかになる。これは天才的出来事ではなく、日常的出来事である。 

この限りで 18 世紀までの記述的自然論の営みに美学的企図や実践が組み込まれ

ていたことは、本来的な客観性を措定する限りでは余計であるように思われるが、

しかしそれは客観性をゆがめるのではなく、むしろその措定を可能にするものであ

った(15)。これは博物学の書物に描かれた多くの図版に限らず、旅行記における風景

記述と地質学の発展の相関性に関する研究からも明らかである(16)。自然対象が美的

である限り、その直観に働きかける在り様は、いかなる概念的把握をも不可能にす

るかもしれないが、しかしそれでも概念を作り上げる必要がある。特殊な自然対象

の存在根拠から対象の在り様を明らかにするにも、ここでは目的論的原理は反省的

判断力の原理となるのみである(KU, 386)。 

反省的判断力は可能な経験法則を（また規則にかかわる諸概念を）発見する。可

能な経験の総体があるとすれば、反省的判断力はそのようなものを普遍的なものの

もとへ束ね上げるために諸法則（と諸概念）を導き出す。それは客観的なものとは

限らず、経験に現れた偶然的な結合に基づくのであるが、自然の諸形式はそれ自体

に合目的的とみなされる。従って反省的判断力は、仮言的な必然性を見出すうえで

合目的性――形式的合目的性――を原理としなければならない。これを準因果性と

名付けることができる。準因果性は単に主観的であるのではなく、対象と人間の偶

然的な関わりのなかで認識された傾向的安定性を可能にする因果性であり、可変

的・可謬的である。ゆえに、感性ないし、現象における傾向的安定性が変化し、対

象の認識が変化するときにはこの準因果性の変化が伴っている。形式的合目的性と

して措定される目的表象によって、概念の規模が定められ、そのことによって構想

力の表象と悟性の調和的な働きが産み出されることになる。その際形式的合目的性

は感性的に条件付けられている。したがって準因果性は因果性の感性的多元論の根

幹を担う概念である。 

その時自然は経験に特殊なものを与え、認識は特殊なものから普遍的なものへ向

かってゆく。これは一見すると対称性を意味するようであるが、実際のところ、し
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かじかの体系としかじかの表象というものが一致している保証はない。それどころ

かそれは非対称的であるかもしれない。しかしながら、それは特殊化を通じて、そ

れゆえ部分的に、合目的性のもとで明らかにされる。自然が自らを特殊化して現れ

る形式に含まれる合目的性の体系は、自然の技巧として、自然美によって明らかに

される。 

それゆえ準因果性の認識が、適意をもたらし、美感的経験と結びついている点が

重要である。というのも、これは本質的に自然美に――そしてそれとアナロジー的

に論じることの可能な芸術に――関する原理であるからだ(KU, XLIX-L)。なるほど

カントにおいて美の概念は対象の性質に関係するのであった(KU, 113)。そしてま

さに合目的性の根拠は概念が物体の諸性質と一致することにおいて現れるのであ

る。その時には、諸形式と判断力の主観的な諸条件が調和するだけでなく、構想力

と悟性の認識能力の調和をも約束する。その調和は自由な戯れであって、認識に寄

与する理論的な判断力によってではなく、美学的で形式的な判断力によってもたら

されるのである。それゆえ、自然美においてこそ、この合目的性の体系は明らかに

なる。カントは次のように述べる。 

 

自然美とはすなわち自然現象の把握や判断における我々の認識能力の自由な戯

れとのその一致であるが、自然美もまたこのように、人間が一成員としてそこに

存在している体系としての自然全体における自然の客観的合目的性としてみな

されてもよい。というのも、ひとたび自然の目的論的判断が、我々に有機的諸存

在が賦与してくれる自然目的によって、自然の目的のひとつの巨大な体系の理念

への権限を我々に与えてくれたならば、そうみなすことができるのである。(KU, 

303) 

 

自然美とは確かに、単なる美しいものである。しかし自然美が見せる諸形象は、そ

の機械論的な成立に基づいている形態と切り離しがたく結びついている。なぜなら
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自然美も美的対象である限り、普遍化された主観にとって常にしかじかとして現象

しなければならないからだ。ゆえに、自然美が明らかにするのは、有機体のしかじ

かの形態を産み出す自然の技巧が自然目的にしたがう限りで、美的享受の二重の条

件をも産み出しているということである。つまり、既に述べたように、自然対象が

しかじかとして現象するには、二重の偶然に条件付けられた傾向的安定性が主体と

自然対象の間に存在しなければならない。したがって、その観点から眺めれば、自

然の目的論的判断によって人間も含めたすべての有機体の一元論的把握が理性理

念のもとで可能になるというのは、仮象に過ぎない。なぜなら有機体の部分-全体の

準機械論的機械論は、ある概念的な規模の元で可能な、それ自体形式的合目的性の

原理に従った準因果性に基づくからだ。 

従ってしかじかの形態をもち、自然美を有する対象としての自然対象は、「生命

ある状態」を現象の一性質として有していることになる。生命の境界線が歴史的に

変遷することが可能だったことは、生命が存在論的に実在しているかどうかとは別

に、限定的な客観性のもとに置かれた対象であることを示している。準因果性に支

配された物質の世界において自然美を通じ、人間は生命を――規定的にではなく、

反省的に――経験し、生命を巡って行為する。無論それは自然美が倫理的場面にお

ける生死の判断基準であるという意味ではない――むしろ、それは既に述べたよう

に二重に偶然的なものに過ぎず、生命がある対象の存在論的境界をなすとすれば、

それもまた偶然的なのである。故に生命が判断力という概念器官によって生み出さ

れた魔術的理念にすぎなかったとしても、そこから懐疑主義へと陥る必要は無い。

むしろ生命が道徳的象徴としての美によって現示される限りで、生命は関心に従っ

て実在化されねばならない(17)。そうして、しかじかとして現象しているものを生命

として概念的に理解することが準因果性のもとで可能になる。つまり、生命の実在

性は自然的宇宙を構成する法則・規約に書き加えられた準因果性に依るのである。

すなわち、裏返せば生命の存在を主張することは限定的な客観性と感性的な多元性

に依るのである。結局自然美は生命を現示する道徳的象徴でもあり得るのであり、
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同時に有機体の非生命性を隠す。有機体は非生命性を隠した存在であるともいえ、

それ自体が一種の美的形象として眺められることではじめて有用的物体に還元さ

れずに、自然の合目的性のもとで生命を示す。 

 

４ 結論 

 

 仮にこの世界には機械的法則に従った物質的事実しか存在しないとしたら、生命

は存在するのだろうか、という問題設定は、認識論的問題を無視するか回避して誤

った方向へ議論を進めさせる。生命を経験し得るということの偶然性を考慮に入れ

れば、倫理的な議論は喫緊の課題を抱えながらも、経験的な偶然性を排除すること

はできない。しかしながら、対象がしかじかとして人間の与り知らない姿で存在し

ていることが、ここでは倫理的態度を要請しているのである。むしろそれは実現さ

れねばならない。この判断を導くのは、物質世界が――カント的な意味での本来的

な自然科学や非本来的な自然科学の対象として――人間に与り知らぬ法則性によ

って支配され、人間がそれを限定的な客観性のもとでしか認識しなかったとしても、

その客観性を足場に種々の人為が可能となる事実である。そしてそれは感性的多元

論のもとでヴァリエーションを持ちうるものであり、準因果性に規定されているの

である。故に、人間の認識と行為を橋渡しするための原理として準因果性は理解さ

れ、自然美は生命を現示する道徳的象徴として位置付け得るのである。 

 

注 

 

(1) 『判断力批判』(=KU と略記)と『自然科学の形而上学的原理』(=MA)は Kant, 

Imanuel: Kritik der Urteilskraft. Hrsg. v. Manfred Frank und Véronique Zanetti.  

Deutscher Klassiker, 2009. 『純粋理性批判』（=KrV）は Kant, Imanuel: Kants 

Werke III; Kritik der reinen Vernunft. Hrg. Ernst Cassirer. 1913. DR. H. A. 
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wheels as doth a watch) have an artificial life?” またゲーテは「形態学について
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